


英語特別クラスでは共通言語を英語とし、様々なカリキュラムを通して語

学力をアップさせていきます。さらに、世界の経済や観光の知識を留学生

とともにグループワークやディスカッションをしながら学ぶことで、経済学

や観光学の知識だけでなく多文化への理解を効果的に深めていきます。

プレゼンテーションなど実際のビジネスシーンを
想定した授業を行います。

英語表現力だけでなく、伝える内容についても
理解を深めます。

状況や場面に応じた、適切なコミュニケーション
能力を高めることができます。

最新の経済事情やビジネストレンドなど、英語の
記事をもとに学びます。

英語特別クラス
英語特別クラスでは英語で学ぶ専門的な経済学や観光学だけで

なく、留学生との混合クラスで、国際感覚を養うことができます。

多文化共生の環境でグローバルな活躍を目指しませんか？

目指せる
将来像

Point 1

● 外資系企業

留学生のクラスメイトと
英語のコミュニケーションを行い、
経済の専門知識と国際感覚を身につける

日常的に使う英語だけでなく、実際に企業で働く際に想定されるビジ

ネス英語や、観光ビジネスで求められる英語などを使用した、幅広い

実践的なカリキュラムを用意しています。ほかにも少人数を活かし、参

加型で一人ひとりの理解を重視した授業を進めます。経済学や観光学

などの専門的な内容を英語で学ぶことで、語学力アップを図ります。

英語特別クラスでは、定期的に外部試験を受けることで自分のレベル

をチェックします。また、2年次終了までに最低でもTOEIC®600点取得

を目指します。スコアを達成するために、授業での学習だけでなく学

内で行われるTOEIC®テストの600点取得を目指す対策講座を無料で

受講（選抜条件があります）することができます。

【1年次】
英語／異文化コミュニケーション／留学英語／資格英語
【2年次】
英語スタディースキル／パフォーマンス英語／観光英語／オフィス英語／
外書購読／キャリア英語基礎
【3年次】
観光ビジネス英語／ビジネス英語／キャリア英語中級／英書購読

Point 2 少人数制を活かした授業展開で、
現場で実践できる英語力を身につける

Point 3 クラス全員が
TOEIC®600点以上を目指す！

英文レポートや英語のプレゼン方法の習得

● 貿易関連企業

● 観光関連企業

● 海外研修
● TO E I C ® 6 0 0講座

● 交換留学
● 海外インターンシップ
● エアライン就職対策講座

日本の社会や文化、政治、経済を
英語で説明する

グローバルビジネスに必要な
英語スキルを身につける

最新の経済や社会のニュースをもとに、
世界の出来事を英語で学ぶ。

● 大学基礎論
● ゼミナール
● 日本社会文化論
● 国際文化産業特殊講義

● プロゼミ
● マクロ経済学演習
● 国際ビジネス
● 経済事情

◆ 英語力を高めるカリキュラム

◆ 授業が英語で行われる科目の一例

１～２
年次

２～３
年次

３年次~
留学生との混合

クラスで英語を学ぶ

少人数の

選抜クラスを編成

入学時
経済学や観光学を

英語で学ぶ
● 参加型の英語学習
● 英語プレゼンテーション

英語力を活かし

グローバルに学ぶ

1年次 ▼ 2年次
進級条件 筆記試験＋面接＋

全必修科目の取得

2年次 ▼ 3年次
TO E I C ® 6 0 0点取得＋面接＋
2年次までの全必修科目の取得

We are happy to prov ide a wide var iet y of  

classes in English with chances to learn with 

international students and at tend different 

types of overseas programs. Join us and get 

ready for your future in tha globalized world！
英語特別クラス担当
魚住 香子 教授

Message
教員

両学科生対象



Point 1
選抜制で高いレベルの経済学を学びます。

ミクロ経済学やマクロ経済学、数学などを、

少人数制で理解度を重視しながら学びます。

Point 2
SPI＋簿記2級

就職活動に向けてSPIを担当教員がサポートします。

経営管理に役立つ知識として、全員が卒業までに

簿記2級の取得を目指します。

Point 3

Message

公務員希望者は、ダブルスクールで公務員試験突破を

目指します（選抜条件があります）。提携する公務員専門

学校へ通学し、公務員採用試験の確実な合格を目指します。

公務員専門学校の学費は本学が負担します。

経済特別クラスでは、少人数の専門教育プログラムで、

物ごとを経済学的な観点で捉えるために必要となる知

識を学びます。4年間の教育プログラムは、多角的な視

野から精度の高い分析力を有する学生の育成と、卒業

後に優良企業・官公庁・学界などで活躍できる人材の輩

出を目指しています。

経済特別クラス
経済特別クラスではミクロ経済学やマクロ経済学、数学などを

少人数制で学べるほか、様々なサポートを受けることが可能で

す。高い目標を持つ”やる気”のあるあなたも是非チャレンジして

みませんか？

目指せる
将来像

● 公務員 ● 優良企業 ● 大学院

経済経営学科
経済特別クラス担当

1年次 ▼ 2年次
進級条件 筆記試験＋面接

2年次 ▼ 3年次
2年次までの全必修科目および標準
単位数以上取得＋簿記2級の原則合格

平田 憲司郎 准教授

● 日商簿記検定2級

Point 1
1年次より専門的な観光学と観光実務を重点的に

学びます。また、フィールドワークやインターンシップも

実施。実践的な学びで企画・プロデュースできる能力を

養います。

Point 2
「旅行業務取扱管理者〈国家資格〉」「国内旅程管理

主任者〈ツアーコンダクターの国家資格〉」の資格講座を

優先的に受講できます。受講費用は全額本学が負担します。

また、旅行会社と提携し、ツアー企画や実際の添乗業務も

可能です。

Point 3 専任教員による就職サポートで

観光業界への確実な就職を目指します。

観光特別クラスは、基礎から応用まで徹底した観光学

の学習に加え、多彩なフィールドワークやインターンシッ

プを経験できます。日本でも数少ない理論と実践の両

論を学べるクラスです。また、資格取得の奨励と専任教

員による就職サポートで観光業界への確実な就職を目

指します。

観光特別クラス

目指せる
将来像

● 観光関連企業

● ブライダル業界

● 観光関係の大学院

国際文化ビジネス・観光学科
観光特別クラス担当

面接＋2年次までの全必修科目
および標準単位数以上取得

前田 武彦 教授

１～２
年次

入学時

２～３
年次

３年次~

ハイレベルな
経済学を学習

● 公務員受験対策講座
● 優良企業就職対策講座
● 大学院受験対策講座

公務員・優良企業
への専門教育

ダブルスクールで
専門知識を学習

少人数の

選抜クラスを編成

● 旅行代理店、ホテルへの
   インターンシップ
●  産学連携プロジェクト

１～２
年次

入学時

２～３
年次

３年次~
多彩なインターンシップ、
フィールドワークで観光の実践力を養成

● 旅行業務取扱管理者
● 国内旅程管理主任者

資格講座で
専門知識を学習

専任教員による
観光業界への
就職サポート

少人数の

選抜クラスを編成

教員

Message
教員

1年次 ▼ 2年次
進級条件 筆記試験＋面接

2年次 ▼ 3年次

観光特別クラスでは1年次からフィールドワークやインターン

シップを実施し、授業では少人数・選抜制によるハイレベルな観

光学を学べます。197 2年当時、西日本唯一の観光学コースを設

置。早くから観光学に着目してきた本学で理論と実践力を兼ね

備えた観光のプロを目指しませんか？

経済経営学科生対象

国際文化ビジネス・観光学科生対象
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