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３　カリキュラムマップ（履修系統図）

ディプロマ・
ポリシー
（DP）
（学位授与
方針）

【DP1】
ホスピタリティ・ツーリズム学を基礎として、
マネジメントに関する幅広い知識を持って、
高度のコミュニケーション能力を必要とする
産業や国内外においてリーダーとして活躍で
きる。

【DP2】
英語運用能力（CEFR B2レベル以上相
当）を基礎とし、海外大学のホスピタリ
ティ・ツーリズム関連学部への留学体
験に基づく文化の違いを超えたコミュニ
ケーション能力を十分に有すると同時
に、継続して発展させることができる。

【DP3】
ホスピタリティ・マインドをベースとしたリーダ
シップにあふれ、柔軟性を活かして利害を超えた
関係を構築でき、組織や社会の変革をリードする
ことができる。

3・4年次
履修

●国際ビジネス関係論（2）
●経営戦略論（2）
●サービス・マーケティング論（2）
●サービス経済論（2）
●デスティネーション・マーケティング論（2）
●デスティネーション・マネジメント論（2）
●ヒューマンリソースマネジメント論（2）
●リスクマネジメント論（2）
　交通経済システム論A（2）
　交通経済システム論B（2）
　エアラインマネジメント論（2）
　観光事業マネジメント論（2）
　フード & ビバレッジマネジメント論（2）
　ホテルマネジメント論（2）

Advanced English skills A（1）
Advanced English skills B（1）
Advanced English skills C（1）
Advanced English skills D（1）

　グローバル・マネジメント実践演習A（2）
　グローバル・マネジメント実践演習B（2）
●ケーススタディⅠ-a（2）
●ケーススタディⅠ-b（2）
●ケーススタディⅡ-a（2）
●ケーススタディⅡ-b（2）

２年次
履修

　エアラインビジネス論（2）
　ホテルビジネス論（2）
　交流創造ビジネス論（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究A（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究B（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究C（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究D（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究E（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究F（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究G（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究H（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究I（2）
●統計学Ⅱ（2）
●倫理とコンプライアンス（2）
●異文化マネジメント論（2）
　特別講義A（2）
　特別講義B（2）

中国語Ⅱ-a（1）
中国語Ⅱ-b（1）

　グローバル・マネジメント実践演習C（2）
　グローバル・マネジメント実践演習D（2）
●リーダーシップ論（2）
●プレゼミナールⅡ-a（2）
●プレゼミナールⅡ-b（2）

１年次
履修

●ホスピタリティ論（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
●マーケティング概論（2）
●マネジメント総論（2）
●アカウンティング基礎（2）
●ファイナンス基礎（2）
●イノベーション概論（2）
●経済学概論（2）
●統計学Ⅰ（2）

●Academic EnglishⅠ（1）
●Academic EnglishⅡ（1）
●Academic EnglishⅢ（1）
●Academic EnglishⅣ（1）
　English WritingⅠ-a（1）
　English WritingⅠ-b（1）
　English SpeakingⅠ-a（1）
　English SpeakingⅠ-b（1）
　中国語Ⅰ-a（1）
　中国語Ⅰ-b（1）
　日本語A（1）
　日本語B（1）
　日本語C（1）
　日本語D（1）
　日本語E（1）
　日本語F（1）
●日本文化論（2）
●デスティネーション研究A（2）
●文化と芸術（2）
　世界遺産論（2）
　デスティネーション研究B（2）
　デスティネーション研究C（2）
　デスティネーション研究D（2）
　デスティネーション研究E（2）
　デスティネーション研究F（2）

　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修A（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修B（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修C（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修D（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修E（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修F（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修G（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修H（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修A（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修B（2）
　ホスピタリティ・ボランティア活動（4）
●ロジカル思考（2）
●プレゼミナールⅠ-a（2）
●プレゼミナールⅠ-b（2）

※ 「●」＝必修科目

ホスピタリティ・ツーリズム学科 グローバル・マネジメント　メジャー

スコープ：学修経験の範囲と水平的統合
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ディプロマ・
ポリシー
（DP）
（学位授与
方針）

【DP1】
ホスピタリティ・ツーリズム学に関して十分
な知識を持ち、ホスピタリティ・マインドと
語学力を必要とし、これから希少性が高まる
接客・接遇を重視する産業界において専門性
を生かして活躍できる。

【DP2】
英語運用能力（CEFR B1レベル以上）
を含むコミュニケーション能力を十分に
有すると同時に、継続して学修すること
ができる。

【DP3】
効果的なプロフェッショナル・コミュニケーショ
ンを実現できる能力の上に、社会の変化を適切に
捉え、自ら考え主体的に行動することができる。

3・4年次
履修
※

●ラクシャリー論（2）
ホスピタリティ・ツーリズム実習Ⅰ（1）
ホスピタリティ・ツーリズム実習Ⅱ（1）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究A（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究B（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究C（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究D（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究E（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究F（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究G（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究H（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究I（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究J（2）
アカウンティング基礎（2）
ファイナンス基礎（2）
イノベーション概論（2）
統計学Ⅰ（2）
統計学Ⅱ（2）
倫理とコンプライアンス（2）
リーダーシップ論（2）
異文化マネジメント論（2）
国際ビジネス関係論（2）
経営戦略論（2）
サービス・マーケティング論（2）
デスティネーション・マーケティング論（2）
デスティネーション・マネジメント論（2）
ヒューマンリソースマネジメント論（2）
リスクマネジメント論（2）
交通経済システム論A（2）
交通経済システム論B（2）
エアラインマネジメント論（2）
観光事業マネジメント論（2）
フード&ビバレッジマネジメント論（2）
ホテルマネジメント論（2）
IoTテクノロジー基礎（2）
デジタライゼーション概論（2）
データ解析基礎（2）
プロポーザル管理基礎（2）
パーソナル・コミュニケーション実践演習A（2）
パーソナル・コミュニケーション実践演習B（2）

Advanced English skills A（1）
Advanced English skills B（1）
Advanced English skills C（1）
Advanced English skills D（1）
Advanced English skills E（1）
Advanced English skills F（1）
国際ホスピタリティビジネス研究（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修A（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修B（2）

パーソナル・コミュニケーション探究A（2）
パーソナル・コミュニケーション探究B（2）
パーソナル・コミュニケーション探究C（2）
パーソナル・コミュニケーション探究D（2）
サービスコミュニケーション実習Ⅲ（1）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修A（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修B（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修C（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修D（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修E（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修F（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修G（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修H（4）
ホスピタリティ・ボランティア活動（4）
パーソナル・コミュニケーション実践演習E（2）
●ケーススタディⅠ-a（2）
●ケーススタディⅠ-b（2）
●ケーススタディⅡ-a（2）
●ケーススタディⅡ-b（2）

※ ３年次と４年次の履修については学生個々
の履修状況や進路希望等に応じて、ケース
スタディⅠ-a・Ⅰ-b・Ⅱ-a・Ⅱ-bの少人数ゼ
ミでの個別指導の一環として、ゼミの担任
教員との協議により適宜決定されるものと
する。

２年次
履修

　日本文化論（2）
　世界遺産論（2）
　デスティネーション研究A（2）
　デスティネーション研究B（2）
　デスティネーション研究C（2）
　デスティネーション研究D（2）
　デスティネーション研究E（2）
　デスティネーション研究F（2）
●エアラインビジネス論（2）
●ホテルビジネス論（2）
●交流創造ビジネス論（2）
　特別講義A（2）
　特別講義B（2）

●Academic English Ⅲ（1）
●Academic English Ⅳ（1）
●English GrammarⅡ-a（1）
●English GrammarⅡ-b（1）
English WritingⅡ-a（1）
English WritingⅡ-b（1）
English SpeakingⅡ-a（1）
English SpeakingⅡ-b（1）

●パーソナル・コミュニケーションリテラシーⅠ（2）
●パーソナル・コミュニケーションリテラシーⅡ（2）
　サービスコミュニケーション実習Ⅱ（1）
　パーソナル・コミュニケーション実践演習C（2）
　パーソナル・コミュニケーション実践演習D（2）
●プレゼミナールⅡ-a（2）
●プレゼミナールⅡ-b（2）

１年次
履修

●ホスピタリティ論（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
●マーケティング概論（2）
●マネジメント総論（2）

●Academic English Ⅰ（1）
●Academic English Ⅱ（1）
●English GrammarⅠ-a（1）
●English GrammarⅠ-b（1）
　English WritingⅠ-a（1）
　English WritingⅠ-b（1）
　English SpeakingⅠ-a（1）
　English SpeakingⅠ-b（1）

●サービスコミュニケーション実習Ⅰ-a （1）
●サービスコミュニケーション実習Ⅰ-b（1）
●プレゼミナールⅠ-a（2）
●プレゼミナールⅠ-b（2）

※ 「●」＝必修科目

ホスピタリティ・ツーリズム学科 ビジネス&プロフェッショナル・コミュニケーション メジャー

スコープ：学修経験の範囲と水平的統合
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ディプロマ・
ポリシー
（DP）
（学位授与
方針）

【DP1】
ホスピタリティ・ツーリズム学に関する知識
とICTリテラシーを併せて修得し、文理を超
えた理解をもとにデジタル技術を活用した組
織や社会の変革を推進するリーダーとして活
躍できる。

【DP2】
英語運用能力（CEFR B1レベル以上）
を含むコミュニケーション能力を基礎と
して、言語の違いを超えた活用を目指し
た学修ができる。

【DP3】
ホスピタリティ・マインドをベースとした分析・
洞察力にあふれ、問題発見と提案力を発揮するこ
とで、SDGｓの達成に向けて、自ら考え主体的
に行動することができる。

3・4年次
履修
※

ラクシャリー論（2）
ホスピタリティ・ツーリズム実習Ⅰ（1）
ホスピタリティ・ツーリズム実習Ⅱ（1）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究A（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究B（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究C（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究D（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究E（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究G（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究H（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究I（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究J（2）
経営戦略論（2）
サービス・マーケティング論（2）
ヒューマンリソースマネジメント論（2）
リスクマネジメント論（2）
交通経済システム論A（2）
交通経済システム論B（2）

エアラインマネジメント論（2）
観光事業マネジメント論（2）
フード&ビバレッジマネジメント論（2）
ホテルマネジメント論（2）
デジタル・イノベーション探究A（2）
デジタル・イノベーション探究B（2）
デジタル・イノベーション探究C（2）
デジタル・イノベーション探究E（2）
デジタル・イノベーション探究F（2）
デジタル・イノベーション探究G（2）
デジタル・イノベーション実践演習C（2）
デジタル・イノベーション実践演習D（2）

国際ホスピタリティビジネス研究（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修A（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修B（2）
Advanced English skills A（1）
Advanced English skills B（1）
Advanced English skills C（1）
Advanced English skills D（1）
Advanced English skills E（1）
Advanced English skills F（1）

＊ GMM科目を2科目以上履修

　サービスコミュニケーション実習Ⅲ（1）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修A（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修B（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修C（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修D（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修E（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修F（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修G（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修H（4）
　ホスピタリティ・ボランティア活動（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究F（2）
●倫理とコンプライアンス（2）
　リーダーシップ論（2）
　異文化マネジメント論（2）
　国際ビジネス関係論（2）
　デスティネーション・マーケティング論（2）
　デスティネーション・マネジメント論（2）
　デジタル・イノベーション探究D（2）
　デジタル・イノベーション実践演習A（2）
　デジタル・イノベーション実践演習B（2）
●ケーススタディⅠ-a（2）
●ケーススタディⅠ-b（2）
●ケーススタディⅡ-a（2）
●ケーススタディⅡ-b（2）

※ ３年次と４年次の履修については学生個々
の履修状況や進路希望等に応じて、ケース
スタディⅠ-a・Ⅰ-b・Ⅱ-a・Ⅱ-bの少人数ゼ
ミでの個別指導の一環として、ゼミの担任
教員との協議により適宜決定されるものと
する。

２年次
履修

●エアラインビジネス論（2）
●ホテルビジネス論（2）
●交流創造ビジネス論（2）
●アカウンティング基礎（2）
●ファイナンス基礎（2）
●イノベーション概論（2）
●統計学Ⅰ（2）
●統計学Ⅱ（2）
　特別講義A（2）
　特別講義B（2）

●Academic English Ⅲ（1）
●Academic English Ⅳ（1）
　English GrammarⅡ-a（1）
　English GrammarⅡ-b（1）

　サービスコミュニケーション実習Ⅱ（1）
●デザイン思考（2）
●データ解析基礎（2）
●プロポーザル管理基礎（2）
●デジタル・イノベーション実地研修（2）
●プレゼミナールⅡ-a（2）
●プレゼミナールⅡ-b（2）

１年次
履修

●ホスピタリティ論（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
●マーケティング概論（2）
●マネジメント総論（2）
●IoTテクノロジー基礎（2）
●デジタライゼーション概論（2）

●Academic English Ⅰ（1）
●Academic English Ⅱ（1）
　English GrammarⅠ-a（1）
　English GrammarⅠ-b（1）

●サービスコミュニケーション実習Ⅰ-a（1）
●サービスコミュニケーション実習Ⅰ-b（1）
●ロジカル思考（2）
●プレゼミナールⅠ-a（2）
●プレゼミナールⅠ-b（2）

※ 「●」＝必修科目

ホスピタリティ・ツーリズム学科 デジタル・イノベーション メジャー

スコープ：学修経験の範囲と水平的統合
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ディプロマ・
ポリシー
（DP）
（学位授与
方針）

【DP1】
ホスピタリティ・ツーリズム学を基礎として、
マネジメントに関する幅広い知識を持って、
高度のコミュニケーション能力を必要とする
産業や国内外においてリーダーとして活躍で
きる。

【DP2】
英語運用能力（CEFR B2レベル以上相
当）を基礎とし、海外大学のホスピタリ
ティ・ツーリズム関連学部への留学体
験に基づく文化の違いを超えたコミュニ
ケーション能力を十分に有すると同時
に、継続して発展させることができる。

【DP3】
ホスピタリティ・マインドをベースとしたリーダ
シップにあふれ、柔軟性を活かして利害を超えた
関係を構築でき、組織や社会の変革をリードする
ことができる。

４年次
履修

●異文化マネジメント論（2）
●経営戦略論（2）
●サービス・マーケティング論（2）
●サービス経済論（2）
●デスティネーション・マーケティング論（2）
●デスティネーション・マネジメント論（2）
●ヒューマンリソースマネジメント論（2）
●リスクマネジメント論（2）
　交通経済システム論A（2）
　交通経済システム論B（2）
　エアラインマネジメント論（2）
　トラベルエージェンシーマネジメント論（2）
　フード & ビバレッジマネジメント論（2）
　ホテルマネジメント論（2）

中国語Ⅲ-a（1）
中国語Ⅲ-b（1）
Practical English Ⅲ-a（1）
Practical English Ⅲ-b（1）
Practical English Ⅳ-a（1）
Practical English Ⅳ-b（1）

　ホスピタリティ・ツーリズム実践演習A（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム実践演習B（2）
●ケーススタディⅠ-a（2）
●ケーススタディⅠ-b（2）
●ケーススタディⅡ-a（2）
●ケーススタディⅡ-b（2）

３年次
履修

２年次
履修

　エアラインサービス論（2）
　ホテルサービス論（2）
　ブライダル・フューネラルビジネス論（2）
　エアラインビジネス論（2）
　ホテルビジネス論（2）
　トラベルエージェンシービジネス論（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究A（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究B（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究C（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究D（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究E（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究F（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究G（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究H（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究I（2）
●統計学Ⅱ（2）
●倫理とコンプライアンス（2）
●国際ビジネス関係論（2）
　特別講義A（2）
　特別講義B（2）

●Academic EnglishⅢ（1）
●Academic EnglishⅣ（1）
Practical English Ⅱ-a（1）
Practical English Ⅱ-b（1）
中国語Ⅱ-a（1）
中国語Ⅱ-b（1）

　ホスピタリティ・ツーリズム実践演習C（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム実践演習D（2）
●リーダーシップ論（2）
●ロジカルシンキング（2）
●プレゼミナールⅡ-a（2）
●プレゼミナールⅡ-b（2）

１年次
履修

●ホスピタリティ論（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
●マーケティング概論（2）
●マネジメント総論（2）
●アカウンティング基礎（2）
●ファイナンス基礎（2）
●イノベーション概論（2）
●経済学概論（2）
●統計学Ⅰ（2）

●Academic EnglishⅠ（1）
●Academic EnglishⅡ（1）
　Practical English Ⅰ-a（1）
　Practical English Ⅰ-b（1）
　中国語Ⅰ-a（1）
　中国語Ⅰ-b（1）
　日本語A（1）
　日本語B（1）
　日本語C（1）
　日本語D（1）
　日本語E（1）
　日本語F（1）
●日本文化論（2）
●デスティネーション研究A（2）
●文化と芸術（2）
　世界遺産論（2）
　デスティネーション研究B（2）
　デスティネーション研究C（2）
　デスティネーション研究D（2）
　デスティネーション研究E（2）
　デスティネーション研究F（2）

　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修A（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修B（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修C（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修D（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修E（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修F（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修G（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修H（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修A（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修B（2）
　ホスピタリティ・ボランティア活動（4）
●プレゼミナールⅠ-a（2）
●プレゼミナールⅠ-b（2）

※ 「●」＝必修科目

ホスピタリティ・ツーリズム学科 グローバル・マネジメント　メジャー

スコープ：学修経験の範囲と水平的統合

シ
ー
ケ
ン
ス
：
学
修
経
験
の
順
次
性
と
垂
直
的
統
合

2020・2021年度入学生
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ディプロマ・
ポリシー
（DP）
（学位授与
方針）

【DP1】
ホスピタリティ・ツーリズム学に関して十分
な知識を持ち、ホスピタリティ産業、その他
ホスピタリティ・マインドと語学力を必要と
する産業において専門性を生かして活躍でき
る。

【DP2】
特に、英語運用能力（CEFR B1レベル以上）
を含むコミュニケーション能力を十分に有す
ると同時に、継続して学修することができる。

【DP3】
ホスピタリティ・マインドにあふれ、状況把
握を発揮することで周囲への気配りができ、
社会の変化に対しても果敢に挑戦し、自ら考
え主体的に行動することができる。

４年次
履修

異文化マネジメント論（2）
経営戦略論（2）
サービス・マーケティング論（2）
サービス経済論（2）
デスティネーション・マーケティング論（2）
デスティネーション・マネジメント論（2）
ヒューマンリソースマネジメント論（2）
リスクマネジメント論（2）
交通経済システム論A（2）
交通経済システム論B（2）
エアラインマネジメント論（2）
トラベルエージェンシーマネジメント論（2）
フード&ビバレッジマネジメント論（2）
ホテルマネジメント論（2）

Advanced English skills A（1）
Advanced English skills B（1）
Advanced English skills C（1）
Advanced English skills D（1）
Advanced English skills E（1）
Advanced English skills F（1）

サービスコミュニケーション実習Ⅲ（1）
ホスピタリティ・ツーリズム実践演習A（2）
ホスピタリティ・ツーリズム実践演習B（2）
●ケーススタディⅠ-a（2）
●ケーススタディⅠ-b（2）
●ケーススタディⅡ-a（2）
●ケーススタディⅡ-b（2）

3年次
履修

2年次
履修

エアラインサービス論（2）
ホテルサービス論（2）
ブライダル・フューネラルビジネス論（2）
●エアラインビジネス論（2）
●ホテルビジネス論（2）
●トラベルエージェンシービジネス論（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究A（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究B（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究C（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究D（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究E（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究F（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究G（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究H（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究I（2）
統計学Ⅱ（2）
倫理とコンプライアンス（2）
国際ビジネス関係論（2）
特別講義A（2）
特別講義B（2）

●総合英語Ⅲ（1）
●総合英語Ⅳ（1）
●English Grammar Ⅱ-a（1）
●English Grammar Ⅱ-b（1）
English Speaking Ⅱ-a（1）
English Speaking Ⅱ-b（1）
English Wrinting Ⅱ-a（1）
English Wrinting Ⅱ-b（1）

リーダーシップ論（2）
サービスコミュニケーション実習Ⅱ（1）
ホスピタリティ・ツーリズム実践演習C（2）
ホスピタリティ・ツーリズム実践演習D（2）
●プレゼミナールⅡ-a（2）
●プレゼミナールⅡ-b（2）

１年次
履修

日本文化論（2）
デスティネーション研究A（2）
世界遺産論（2）
デスティネーション研究B（2）
デスティネーション研究C（2）
デスティネーション研究D（2）
デスティネーション研究E（2）
デスティネーション研究F（2）
●ホスピタリティ論（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究J（2）
●マーケティング概論（2）
●マネジメント総論（2）
アカウンティング基礎（2）
ファイナンス基礎（2）
イノベーション概論（2）
経済学概論（2）
統計学Ⅰ（2）

●総合英語Ⅰ（1）
●総合英語Ⅱ（1）
●English Grammar Ⅰ-a（1）
●English Grammar Ⅰ-b（1）
English Speaking Ⅰ-a（1）
English Speaking Ⅰ-b（1）
English Wrinting Ⅰ-a（1）
English Wrinting Ⅰ-b（1）

●サービスコミュニケーション実習Ⅰ-a （1）
●サービスコミュニケーション実習Ⅰ-b（1）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修A（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修B（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修C（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修D（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修E（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修F（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修G（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修H（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修A（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修B（2）
ホスピタリティ・ボランティア活動（4）
●プレゼミナールⅠ-a（2）
●プレゼミナールⅠ-b（2）

※　 「●」＝必修科目

ホスピタリティ・ツーリズム学科 ホスピタリティ・ツーリズム　メジャー

スコープ：学修経験の範囲と水平的統合
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2017～2019年度入学生

ディプロマ・
ポリシー
（DP）
（学位授与
方針）

【DP1】
ホスピタリティ・ツーリズム学を基礎として、
マネジメントに関する幅広い知識を持って、
高度のコミュニケーション能力を必要とする
産業や国内外においてリーダーとして活躍す
ると判断できる。

【DP2】
英語運用能力（TOEFL iBT80点以上相
当）を基礎とし、海外大学のホスピタ
リティ・ツーリズム関連学部への留学体
験に基づく文化の違いを超えたコミュニ
ケーション能力を十分に有すると同時
に、継続して発展させると判断できる。

【DP3】
ホスピタリティ・マインドをベースとしたリー
ダーシップにあふれ、利害を超えて周囲に働きか
けることで、組織や社会の変革をリードすると判
断できる。

４年次
履修

●異文化マネジメント論（2）
●経営戦略論（2）
●サービス・マーケティング論（2）
●サービス経済論（2）
●デスティネーション・マーケティング論（2）
●デスティネーション・マネジメント論（2）
●ヒューマンリソースマネジメント論（2）
●リスクマネジメント論（2）
　交通経済システム論A（2）
　交通経済システム論B（2）
　エアラインマネジメント論（2）
　トラベルエージェンシーマネジメント論（2）
　フード & ビバレッジマネジメント論（2）
　ホテルマネジメント論（2）

中国語Ⅲ-a（1）
中国語Ⅲ-b（1）
Practical English Ⅲ-a（1）
Practical English Ⅲ-b（1）
Practical English Ⅳ-a（1）
Practical English Ⅳ-b（1）

　ホスピタリティ・ツーリズム実践演習A（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム実践演習B（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム実践演習C（2）
●ケーススタディⅠ-a（2）
●ケーススタディⅠ-b（2）
●ケーススタディⅡ-a（2）
●ケーススタディⅡ-b（2）

３年次
履修

２年次
履修

　エアラインサービス論（2）
　ホテルサービス論（2）
　ブライダル・フューネラルビジネス論（2）
　エアラインビジネス論（2）
　ホテルビジネス論（2）
　トラベルエージェンシービジネス論（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究A（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究B（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究C（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究D（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究E（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究F（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究G（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究H（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業研究I（2）
●統計学Ⅱ（2）
●リーダーシップ論（2）
●倫理とコンプライアンス（2）
●ロジカルシンキング（2）
●国際ビジネス関係論（2）

●Academic EnglishⅢ（1）
●Academic EnglishⅣ（1）
Practical English Ⅱ-a（1）
Practical English Ⅱ-b（1）
中国語Ⅱ-a（1）
中国語Ⅱ-b（1）

　ホスピタリティ・ツーリズム実践演習D（2）
●プレゼミナールⅡ-a（2）
●プレゼミナールⅡ-b（2）

１年次
履修

●ホスピタリティ論（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
●マーケティング概論（2）
●マネジメント総論（2）
●アカウンティング基礎（2）
●ファイナンス基礎（2）
●イノベーション概論（2）
●経済学概論（2）
●統計学Ⅰ（2）
　特別講義A（2）
　特別講義B（2）

●Academic EnglishⅠ（1）
●Academic EnglishⅡ（1）
　Practical English Ⅰ-a（1）
　Practical English Ⅰ-b（1）
　中国語Ⅰ-a（1）
　中国語Ⅰ-b（1）
　日本語A（1）
　日本語B（1）
　日本語C（1）
　日本語D（1）
　日本語E（1）
　日本語F（1）
●日本文化論（2）
●デスティネーション研究A（2）
●文化と芸術（2）
　世界遺産論（2）
　デスティネーション研究B（2）
　デスティネーション研究C（2）
　デスティネーション研究D（2）
　デスティネーション研究E（2）
　デスティネーション研究F（2）

　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修A（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修B（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修C（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修D（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修E（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修F（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修G（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修H（4）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修A（2）
　ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修B（2）
　ホスピタリティ・ボランティア活動（4）
●プレゼミナールⅠ-a（2）
●プレゼミナールⅠ-b（2）

※ 「●」＝必修科目

ホスピタリティ・ツーリズム学科 グローバル・マネジメント　メジャー

スコープ：学修経験の範囲と水平的統合

シ
ー
ケ
ン
ス
：
学
修
経
験
の
順
次
性
と
垂
直
的
統
合
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ディプロマ・
ポリシー
（DP）
（学位授与
方針）

【DP1】
ホスピタリティ・ツーリズム学に関して必要
な知識を持ち、旅行、ホテル、航空、エンター
テイメントを始めとするホスピタリティ・
ツーリズム産業、その他ホスピタリティ・マ
インドと語学力を必要とする産業において専
門性を生かして活躍すると判断できる。

【DP2】
特に、英語運用能力（TOEIC600点以上）
を含むコミュニケーション能力を十分に有す
ると同時に、継続して学修すると判断できる。

【DP3】
ホスピタリティ・マインドあふれ、周囲への
気配りができ、社会の変化に対しても果敢に
挑戦し、自ら考え主体的に行動すると判断で
きる。

４年次
履修

異文化マネジメント論（2）
経営戦略論（2）
サービス・マーケティング論（2）
サービス経済論（2）
デスティネーション・マーケティング論（2）
デスティネーション・マネジメント論（2）
ヒューマンリソースマネジメント論（2）
リスクマネジメント論（2）
交通経済システム論A（2）
交通経済システム論B（2）
エアラインマネジメント論（2）
トラベルエージェンシーマネジメント論（2）
フード&ビバレッジマネジメント論（2）
ホテルマネジメント論（2）

Practical English Ⅲ-a（1）
Practical English Ⅲ-b（1）
Practical English Ⅳ-a（1）
Practical English Ⅳ-b（1）
中国語Ⅲ-a（1）
中国語Ⅲ-b（1）

サービスコミュニケーション実習Ⅲ（1）
ホスピタリティ・ツーリズム実践演習A（2）
ホスピタリティ・ツーリズム実践演習B（2）
ホスピタリティ・ツーリズム実践演習C（2）
●ケーススタディⅠ-a（2）
●ケーススタディⅠ-b（2）
●ケーススタディⅡ-a（2）
●ケーススタディⅡ-b（2）

3年次
履修

2年次
履修

エアラインサービス論（2）
ホテルサービス論（2）
ブライダル・フューネラルビジネス論（2）
●エアラインビジネス論（2）
●ホテルビジネス論（2）
●トラベルエージェンシービジネス論（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究A（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究B（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究C（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究D（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究E（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究F（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究G（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究H（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業研究I（2）
統計学Ⅱ（2）
リーダーシップ論（2）
倫理とコンプライアンス（2）
ロジカルシンキング（2）
国際ビジネス関係論（2）

●Advanced English GrammarⅠ（1）
●Advanced English GrammarⅡ（1）
●Practical English Ⅱ-a（1）
●Practical English Ⅱ-b（1）
中国語Ⅱ-a（1）
中国語Ⅱ-b（1）

サービスコミュニケーション実習Ⅱ（1）
ホスピタリティ・ツーリズム実践演習D（2）
●プレゼミナールⅡ-a（2）
●プレゼミナールⅡ-b（2）

１年次
履修

日本文化論（2）
デスティネーション研究A（2）
文化と芸術（2）
世界遺産論（2）
デスティネーション研究B（2）
デスティネーション研究C（2）
デスティネーション研究D（2）
デスティネーション研究E（2）
デスティネーション研究F（2）
●ホスピタリティ論（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
●ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
●マーケティング概論（2）
●マネジメント総論（2）
アカウンティング基礎（2）
ファイナンス基礎（2）
イノベーション概論（2）
経済学概論（2）
統計学Ⅰ（2）
特別講義A（2）
特別講義B（2）

●English for TOEIC 450+（1）
●English for TOEIC 500+（1）
●English for TOEIC 550+（1）
●English for TOEIC 600+（1）
●English GrammarⅠ（1）
●English GrammarⅡ（1）
English for TOEIC 650+（1）
English for TOEIC 700+（1）
English for TOEIC 750+（1）
English for TOEIC 800+（1）
Intensive English for TOEIC 450+（1）
Intensive English for TOEIC 500+（1）
Intensive English for TOEIC 550+（1）
Intensive English for TOEIC 600+（1）
●Practical EnglishⅠ-a（1）
●Practical EnglishⅠ-b（1）
中国語Ⅰ-a（1）
中国語Ⅰ-b（1）

●サービスコミュニケーション実習Ⅰ-a （1）
●サービスコミュニケーション実習Ⅰ-b（1）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修A（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修B（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修C（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修D（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修E（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修F（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修G（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業実地研修H（4）
ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修A（2）
ホスピタリティ・ツーリズム産業海外研修B（2）
ホスピタリティ・ボランティア活動（4）
●プレゼミナールⅠ-a（2）
●プレゼミナールⅠ-b（2）

※　 「●」＝必修科目

ホスピタリティ・ツーリズム学科 ホスピタリティ・ツーリズム　メジャー

スコープ：学修経験の範囲と水平的統合

シ
ー
ケ
ン
ス
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と
垂
直
的
統
合
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