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・４分野の学び

・進路に応じて、自由に科目を選択

・資格取得を支援する科目（

■ビジネス：基礎から応用までをわかりやすく

  

■生活：身近なことがらを楽しく

  

■医療・福祉：基礎をわかりやすく

  

■情報コミュニケーション：ンピュー 操作を楽しく

・航空・旅行・ホテル・鉄道などの観光業界への道

・業界専門家による授業や独自の研修

・英語によるコミュニケーション能力、国際感覚

・各業種の実務・専門性を獲得

■理論と実践で生きた観光学を習得

 

■楽しく英語を学んでコミュニケーション力をアップ

 

■業界のエキスパートが夢の実現をサポート
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・英語によるコミュニケーション能力、国際感覚

・各業種の実務・専門性を獲得

■理論と実践で生きた観光学を習得

  →カナダにおけるホテル・空港、旅行会社などの研修

■楽しく英語を学んでコミュニケーション力をアップ

  →ゲーム形式やユニークな教材で異文化を学び英語力をアップ

■業界のエキスパートが夢の実現をサポート

 →観光及び英語関連の資格を、キスパートが合格までしっかりと指導

 

・両コースの専門科目を、相互に学習することが可能

・必修科目が少ない（セミナーのみ）

・学生生活（進路／クラブ／アルバイトなど）に応じて科目選択
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