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書道・国語専修
書道教育コース
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観光ビジネスコース

英語教育コース

ホテルマネージメントコース



書道・国語専修
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Ｐ計画 書道・国語

知識技能修得ポイント

【書道】
１ 書写・書道教育

２ 漢字・仮名古典

３ 書道史等、書道全般

４ 文部科学省後援「硬筆・毛筆書写技能検定」、実用書道

５ 水墨画・篆刻・デザイン書道

【国語】
１ 国文学

２ 日本語

３ 漢文

４ 国語教育
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Ｄ実行 書道・国語

【書道】

【国語】

書写・書道の基本的用筆法を習得 17画の基本点画の揮毫（きごう）

「基本的用語集」 「書道概論」
「中国書道史」 「日本書道史」

問題集を作成、数回にわたる小ﾃｽﾄを
実施して知識の修得を図る

「書写検定対策講座」
時間割の中に設定、「実用書道」とタイ
アップさせて実技のレベルアップを図
る

「水墨画講座」
時間割の中に設定、学部・学年を越え
て学べるようにした

「ﾃﾞｻﾞｲﾝ書道」 「ﾃﾞｻﾞｲﾝ書道ｺﾝｸｰﾙ」に応募

古代から近代までの文学史の学修 古典・近代作品を社会全体の歴史と関係させて講読

日本語 日本語の知識、音声聞き取り・発音の仕組みの学修

漢文 漢字文化圏の文学・哲学・歴史、漢文の文法の学修

国語教育 教科書定番の作品の分析と研究に基づく模擬授業
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Ｃ評価 書道・国語

【書道】

【国語】

17画の基本点画の合格制 合格者７割。未合格者には長期休暇
中の課題とし継続指導実施

毎時間課題，用筆法の理解と多種の
古典臨書

半切での臨書、細字での全臨に近い
臨書制作を概ね達成

「基本的用語集」 「書道概論」
「中国書道史」 「日本書道史」

各小ﾃｽﾄで数名が不合格、再テストで
全員合格

硬筆・毛筆書写技能検定 １級：１名 準１級：２名

２級：１５名が合格

「水墨画講座」 他の科目と重複、受講者が少ない

古典・近代文学講読 国文学の各時代の特徴を把握し、大きな流れを理解すると
ともに現代とのつながりを知ることができた

日本語の音声の特質 日本語の音声と発音について理解を深め、発音し分けるこ
とができた

漢文講読 漢字、漢文を共有する東アジアの文化的特徴や漢詩の作
法について理解を深めた

国語教育 国語学習の意義や授業の構想と教材研究の方法、授業技
術について理解を深めた
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Ａ改善 書道・国語

【書道】

【国語】

アプリ開発
四方向からの撮影に加え、新アプリを利用して
iPadで視聴できるように改良

資料のデジタルアーカイブ化
臨書の参考手本を多数デジタルアーカイブ化
して、 iPadを通して学生に提供したい

「基本的用語集」 「書道概論」
「中国書道史」 「日本書道史」

小テストの実施を小まめに計画的に実施

「書写検定演習Ⅰ」「書写検定演習Ⅱ」
「書写検定対策講座」

最高級位1級の合格者増を図る

「水墨画講座」 全コース・全学年からの受講者増を図る

国文学の読解
関連科目との連携を図りつつ興味を持った作
品への個々の読解力を養う

日本語教育
日本語教育の専門性を高めるために、発音と
聞き取りの実践的な練習の機会を増やす

漢文講読
漢文の文法の知識を学ぶことと複雑な訓読が
できるような課題学習の充実

国語教育
指導の基本と指導技術のモデルを示すととも
に漢字検定等を活用して指導技能の向上を図
る

6



観光専修



Ⓟ：計画 観光専修の教育方針・教育目標・目的

１育成する人物像 ：観光の学びを活かし、社会貢献できる人材の
育成

：英語の学びを活かし、社会貢献できる人材の
育成

２．卒業時の学修レベル：
①卒業時に総合旅行資格主任合格レベルの知識を有する。
②卒業時に中学校・高等学校英語教員合格レベルの英語
運用能力を身につけている。

教育方針

教育目標・目的

観光産業や英語教育界において専門的な知識や実践
的能力を身につけた人材を育成できる、社会に寄与す
ることを目的とする。



コア・カリキュラムとそれを構成する科目

コア・カリキュラム構成の設定と学習内容・行動目標 観光専修

①観光産業に関する知識
②ホテル業に関する知識

科目：観光ビジネス論
ホテルマネージメント
フィールドワーク演習Ⅰ,Ⅱ

①観光学に関する知識
②日本や世界の観光に関する知識

科目：観光学総論
世界遺産論
観光地理Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

①英語の基礎力の養成
②実用的な英語力の養成
③英語の資格の取得

科目：イングリッシュ・エクスプレッションⅠ,Ⅱ
ツーリズム･イングリッシュⅠ,Ⅱ
TOEICⅠ,Ⅱ

①旅行業に関する知識
②旅行業務資格に関する知識

科目：観光関連法規
国内旅行業務（基礎･応用）
総合旅行業務（基礎･応用）

①英語学・英米文学に関する知識
②異文化コミュニケーションの能力の育成
③英語科教育関する知識

科目：英語学概論
英米文学史
異文化コミュニケーション
英語科教育法Ⅰ,Ⅱ

英語に関する科目

育成する人物像 観光

新しい感動を創造する観光分野のスペシャリスト及び
グローバルな社会に
対応できる英語のスペシャリストの養成

２１世紀にふさわしい
文化を創造する人材

観光分野のスペシャリスト・
中学校・高等学校の
英語教員の養成

観光の基礎･外国語能力としての英語を学び、国際コミュニ
ケーション能力を向上させ、多様な観光産業で活躍したり、
英語教員として活躍できる人材を育てます。

めざすキャリア ： 観光産業で活躍できる人材、高等学校・中学校の英語教員

観光の関連資格に関する科目観光学の基礎科目 観光ビジネスに関する科目

英語教育に関する科目

育成する人物像 英語

育成る人物像

コア・カリキュラムについて

観光専修で目指す資格

①国内旅行業務取扱管理者
②総合旅行業務取扱管理者
③食空間コーディネーター３級
④旅行地理検定２・３級

⑤TOEIC(500点以上）
⑥実用英語検定準１・２級
⑦観光英語検定２級
⑧中・高教員免許一種(英語）

シティ ホテルで就労体験 テーマパークで活躍する先輩

英語によるデベート

観光専修は、大きく分けて、
将来観光産業での活躍を目指
す観光ビジネスコース、ホテル
マネージメントコースと英語教
育コースとに分かれる。

それぞれのコースでは、英語
力を基礎とし、それに観光又は
英語教育に関する知識や能力
を学修し、それぞれの分野で活
躍できる人材に必用な

実践的能力が身につくようにカ
リキュラムが構成されている。



コア・カリキュラム
科目

指導目標（学修目標）（P） 実施状況（D） 指導目標（学修目標）達成の
評価（C） 改善策（A）

国内旅行業務基
礎・応用

１．国内旅行の理解と立案を
計画する

２．交通・宿泊機関の機能と特
性を理解する

３．国内ツアー企画の基礎を
身につける

１．国内旅行の形態と特徴を
説明する

２．交通・宿泊機関の実態を
説明する

３．国内ツアー企画を実施す
る

１．国内旅行を、実態に応じて
説明できた

２．交通・宿泊機関の運賃料金
の計算方法を教えた

３．旅行会社の実例を参考にし
て、国内ツアーの商品企画がで
きた

○１.は内容を精選する
○２.は、不得意な学生に対し
て追加の課題を課す
○３.は、企画自体を新しい項

目を取り入れて立案できるよ
うにする

観光プランニング
演習

１．1年次で地域企業と連携し、
地域振興のために調査する

２．具体的な地域活性化計画
を立案し、達成目標を明確に
する

３．実際に町の活性化に寄与
するための学生主体の観光
開発集団を発足させる

１．地域のJAと連携し共同研
究する

２．地域活性化のための企
画書を提出する

３．計画に従いイベント等を
実施する

１．地域振興を含めて、観光経
済に関する基礎知識を学修さ
せた

２．共同プロジェクトでは、目標
を設定しプロジェクトを行った

３．日本観光協会の課題に取り
組んで、いくつかの成果に結び
ついた

○１.は、実践的な内容で学生
に興味を持たせるようにする
○２.は、学生が主体的に立案

を行えるように工夫する必要
がある
○３.は、今後も継続して日本

観光振興協会の課題に取り
組んで行く

国内旅行業務

１．旅行業務に必要な基礎知
識を身につける

２．旅行関連法規に関する基
礎知識を身につける

３．国家試験の問題演習を行
う

１．具体的な業務内容を示
すことで、その内容を理解さ
せる

２．法律の内容を具体的な
例を用いて理解させる

３．資格テキストと試験の問
題集を使って解答の練習を
行う

１．実践的な演習により、旅行
業務の内容の基本的な理解が
できた

２．分かりやすい形で、法律の
内容が良く理解できる授業をお
こなった

３．資格テキストと試験の問題
集の使用して、自己採点をしな
がら授業をして、学生に好評で
あった

○１.内容に基礎的なものから
応用的なものまで系統立てる

○２．法律の内容を系統立て、
分かりやすい方法で授業を行
う
○３．３．は継続して行う

英語学概論
１．言語学の基本的な考え方
を理解する
２. 形態論・文法論・意味論の
基礎的な知識を身につける

３．英語史と英語の変種に関
する基礎的な知識を身につけ
る

１．現代言語学の考え方を
説明する

２．形態論・文法論・意味論
に関する事例を用いて、考え
方を説明する

３ 英語史と英語の変種に関
する事例を用いて説明する

１．具体的事例を多く入れ、英
語学の各分野に関する考え方
を説明できた

２．文法理論を、実例を多くして
分かりやすく解説した

３．世界の言語に関しては、特
に学生が興味を持った

○１.は内容の精選が必要で
ある
○２.はテキストの選定を含め

て、学生に親しみやすいもの
にする
○３.は、項目の追加をする

ⓅⒹⒸⒶ 観光専修・観光ビジネスコースのコア・カリキュラムの評価・改善



Ⓓ：実施 観光地・観光施設でのフィールドワーク

（コアカリキュラムをより深く理解する特色ある実習）

○テーマパークで就労体験 ○長良川鉄道観光列車の企画 ○旅行会社のカウンター業務実習

○白川郷での通訳体験。アンケート調査 ○ホテルのフロント業務実習 ○岐阜市信長公５０の小冊子完成



Ⓒ：評価

観光専修の活動の評価例

[ 評価－１ ] 就職率

平成30年度 観光専修 就職率 100%
平成29年度 就職率 100%
過去5年間の就職率 99％

[ 評価－２ ] 資格取得実績

国内旅行主任者資格試験
平成30年度 4 名 （平均： 80 ％ 全国平均： 38％）
平成29年度 5名 （平均： 60％ 全国平均： 38％）
平成28年度 5 名 （平均： 63％ 全国平均： 33％）

総合旅行主任者資格試験]
平成30年度 1 名 （平均： 100 ％ 全国平均： 10％）
平成29年度 2 名 （平均： 66 ％ 全国平均： 8％）
平成28年度 3名 （平均： 50％ 全国平均： 12％）

 コアカリキュラムの評価・改善及び入学前～長期休暇学修課題の評価・改善は前述のとおり



Ⓐ：改善 観光専修（観光ビジネス/ホテルマネージメント・英語教育コース）
活動の改善：次年度の活動事項への反映

[ 改善－１] 
教育目標の達成のために、一部の科目の授業内容を変更し、開講
年度も変更する。（例：教養英語の改革により、英語Ⅲ・Ⅳを、観光専
修３．４年次の実用英語Ⅰ・Ⅱ変更した。）

[ 改善－２]

学生の資格取得に対する動機づけを高めるために、一年時より、
旅行業務に関する資格及び実用英語検定の資格取得を目指す
対策講座を放課後や長期休暇中に取り入れ、基礎力及び応用
力を身につけさせる。

[ 改善―３] まとめ
平成30年度に引き続き、コアカリキュラム（評価・改善）、入学前・初年
次教育・専門教育・資格取得・長期休暇学修課題、の評価・改善、年間
学修行事などをⓅⒹⒸⒶに従って継続推進する。



デジタルアーカイブ専攻／
アーカイブ専修

デジタル・
アーキビスト

新しい企画
アイデア

文化創造

情報

保存発信

記録評価
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Ⓟ：計画 デジタルアーカイブ専攻の育成する人材像など

地方で活躍する人材育成
外部評価委員会における指摘事項

育成する人材像
建学の精神に基づき、広く豊かな教養と文化事業、デジタルアーカイブに関する
専門知識や技能を持ち、地域社会で主体的に活動し、その文化を広く伝達できる
実践的能力を有した人材の育成

多くの分野で必要とされる「デジタルアーキビスト」
デジタルアーキビスト有資格者は北海道から沖縄まで全国に広がり、約5,000名
が多様なビジネス現場で活躍

デジタルアーカイブ専攻の設置(4月～)
各コースに演習、実習科目を設定
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Ⓓ：実施 学生の実践能力の育成 (学部での活動や学内での実習)

デジタルアーカイブin高山
2月4日に飛騨・世界生活文化センター・ミニシアターにて
飛騨高山匠の技とこころが開催されました。
アーカイブの３，４年生は運営スタッフとして、受付、記
録、講師補助などを行い、下級生は聴講しました。

高校生講座の講師・助手体験
高校生や社会人対象のデジタルアーカイブクリエータ資格
取得講座にて、撮影や記録方法に関する講師や助手を経験
する機会を設けています。学生は、この実践的な経験によ
り、達成感と学びを深める意識を高めています。

デジタルミュージアム実習
デジタル資料を扱う博物館に必要な記録、保存、展示、教
育活動に関する実習を学内のデジタルミュージアムで行っ
ています。デジタル資料の前は実物資料であり、実物の取
り扱い実習にも力を入れています。

図書館活動演習
図書館司書として必要な実践力を養うため、大学図書館で
の書架整理や、和綴じ本の製作演習などを行っています。
実際の司書の仕事の体験により、机上での学びとの知識の
つながりを持たせています。
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Ⓒ：評価 アーカイブ専修の活動の評価例

[ 評価－１ ] 就職率

平成29年度 就職率 １００% 
平成28年度 就職率 １００%
平成27年度 就職率 ９１%

[ 評価－２ ] 資格取得実績

資格取得状況
平成29年度

図書館司書 95％
博物館学芸員 89％
デジタル・アーキビスト 100％

平成28年度
図書館司書 94％
博物館学芸員 94％
デジタル・アーキビスト 100％

平成27年度
図書館司書 100％
博物館学芸員 91％
デジタル・アーキビスト 83%

デジタル・アーキビスト資格を活かした
多彩な就職先

卒業生は、司書、学芸員、公務員、教員、システムエンジ
ニアなど、さまざまな分野へ就職しています。これは、デ
ジタルアーカイブ能力が、一つの分野ではなく、あらゆる
分野で活用可能であることを示しています。
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Ⓐ：改善 デジタルアーカイブ専攻 次年度の活動へ

[１]
デジタルアーカイブ専攻として、各コースの特色の見える化を行う。

[２]
とくに、デジタルアーキビストコースに関し、必要とされる各分野で活か
せる能力を育成する。

[３]
キャリア教育に力を入れ、公務員対策に関するカリキュラムへの取り入れ
成果と併せ、デジタルアーカイブに必要な力を備えた学生を育成する。
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デジタルアーカイブ基礎

観光デジタルアーカイブ（副専門・観光ビジネスコース）

企業デジタルアーカイブ

日本語デジタルアーカイブ（副専門・国語教育コース）

教育デジタルアーカイブ（副専門・学校教育専修）

地域文化デジタルアーカイブ（公務員志望含む）

これからの
社会に必要な

デジタル
アーカイブ
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