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回数 日程 授業形態

1 講義 クラス仲間とコミュニケーションをとる。

2 講義

3 講義

4 講義 今まで歩みと経験を思い出す。

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

情報をまとめて課題を達成する。
チームワークに必要なスキルを体験す
る。

「ＥＰＰＳの採点」
ＥＰＰＳ性格検査の

解説と検討
私の特徴

～リフレーミング～

グループワーク
「なぞの宝島」

グループワーク
「ワースト1は誰

グループワーク
「おもしろ村」

授業の学習
内容

学習項目 学習内容

試験

情報をまとめて課題を達成する。
チームワークを振り返り、発表する。

前期ＣＳＵの振り返り。
学んだことや気づいたことをまとめる。

チームワークでＥＰＰＳを採点。
チームサポートを実践する。

ＥＰＰＳの採点結果から、
自分の特徴、自分らしさをまとめる。

短所をリフレーミングで長所にする。
自分の特徴をまとめて発表する。

意見交換を通して、お互いの価値観を
理解する。協同作業を行う。

評価方法と基準

到達目標　

＊３つのキャリア（セルフマネージメント・チームマネージメント・仕事ゲット力）を高めていくことによ
り、社会人になるための基礎体力を体得する。
1．セルフマネージメント：自分をコントロールする能力⇒自分らしさを理解し、積極的に行動する。
2．チームマネージメント：人との関係をつくる能力⇒他者を理解しながらコミュニケーションをとる。
3．仕事ゲット力：社会デビュー能力⇒就活や仕事に必要な自己表現力・社会マナーを身につける。
＊社会への自立心を育て、自己実現への準備ができるようになる。

1）出席回数　30％
2）ワークへの取り組み姿勢　20％
3）振り返り試験　50％
4）授業態度（目に余るマナー違反は減点）

授業計画・内容

TCA東京ECO動物海洋専門学校

コミュニケーションスキルⅠ1科目名

必修
選択

必修 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

自己分析 自己ＰＲ作りの準備。今までの自分を
振り返り、自分の歩みを整理する。

グループワーク
「言葉で伝える図形」

ＥＰＰＳ性格検査

情報を送受信しながら図形を描く。
コミュニケーションのプロセスを学ぶ。

自分の性格傾向を検査。
集中作業に取り組み、達成感を体得
する。

＊将来に向けての「キャリア」（社会力や人間力、生きる力）を高めていく。
＊クラスの関係作り→自己理解＆他者理解→仲間との交流→協同作業を目的にする。
＊仕事に必要なコミュニケーション力に磨きをかける。
＊自己理解と他者理解を深めることにより、自己肯定感と他者認知力を育てる。
＊「コミュニケーションスキルアップ検定」の合格を目指し、検定試験対策の集中講義を行う。

担当教員 岡田弘子

日本カウンセリング学会認定カウンセラー　心療内科非常勤カウンセラー

1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一(3年制）

教員の略歴

心の構造とその特徴を知る。
自分の良いところを見つける。エゴグラムパートⅠ

準備学習　時間外学習(学習課題）

卒業校の正式名称を確認しておく。

ＣＳＵとは？クラス仲間と交流する。
「３つのキャリア・１５のスキル」をチェッ
ク。

自己紹介ワーク

クラスの理解

履歴書作成

クラスの仲間を知る。
グループ会話を体験する。

履歴書作成の基本とポイントを学ぶ。

クラス仲間とコミュニケーションをとる

クラス仲間とコミュニケーションをとる

前期に経験したことを思い出す。

自分の長所・短所を見つけておく。

教科書Ｐ３７～Ｐ３９を予習・復習する

日常での自分の行動を振り返る。

教科書Ｐ１４～P１７を予習・復習する。

睡眠を十分とり、体調を整えておく。

教科書「コミュニケーションスキルアップ検定」　　　ＣＳＵオリジナルワークプリント

準備学習　時間外学習 自分と他者に関心を持ち、様々な人と交流しながら、社会に向けてのコミュニケーション力を育てていく。

後期プランを作成。
「後期への誓い」を行う。振り返り

　【使用教科書・教材・参考書】　



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義、演習

3 講義、演習

4 講義、演習

5 講義、演習

6 講義、演習

7 講義、演習

8 講義、演習

9 講義、演習

10 講義、演習

11 講義、演習

12 講義、演習

13 講義、演習

14 試験

15 講義

教科書復習
【就活①】ビジネス電話の流れを理解し、研修・就
活先に電話をかけることができる
【就活②】面接官の立場に立ち、採用されるための
ポイントがイメージできる
【就活③】就活の身だしなみに自信を持つことがで
きる　　※スーツ着用

教科書復習

面接シート作成

面接シート作成

【ＢＣ②】第一印象の重要性を理解し、好感度アッ
プのポイントを実践できる

【就活④】演習を通して面接のマナーを実践できる

プレゼン準備

【キャリア設計⑤】実際の仕事をリサーチし、目指
す仕事の具体的な業務などを知ることできる
【キャリア設計⑤】実際の仕事をリサーチし、目指
す仕事の具体的な業務などを知ることできる
【前期試験】グループ発表を通して、仕事を広い視
野でとらえ、就活に活かすことができる

面接シート完成

個人レポート課題

プレゼン準備

【ＢＣ①】ビジネスコミュニケーション、ビジネス
マナーとは何かを理解する

演習
総時間
（単位）

2

【オリエンテーション】この授業の目的を理解し、
目標設定ができる 前期目標設定

松井
かおり

教科書復習

振り返りレポート

キャリアノート作成

キャリアノート作成

キャリアノート作成

【キャリア設計①】現在と社会人との違いを知り、
社会人になるとはどういうことか理解できる
【キャリア設計②】仕事をしていくことの意味を考
え、キャリアイメージを作ることができる
【キャリア設計③】「どんな仕事がしたいか」だけでなく、「どのよ
うに仕事をしたいか」を考えることができる

【キャリア設計④】なりたい自分をイメージし、社
会人１年目、３年目の目標が明確になる

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

1

TCA東京ECO動物海洋専門学校

コミュ二ケーションスキルⅡ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準
グループ課題の完成度・発表　90％
授業態度・参加意欲　10％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

社会人としてのコミュニケーションやマナーを習得しながら、「キャリアと仕事への意識」を考え
「経営側の視点」を持つことを目的とした授業です。以下の４つを1年間かけて学びます。
①なぜビジネスコミュニケーションやマナーが必要なのかを考える
②コミュニケーションやマナーを、実際の仕事と結びつけて習得する
③自分のキャリア（仕事人生）について考え、キャリアを創造、設計していく
④お店の経営で大切な考え方やたくさんのお客様に来ていただけるお店づくりの基本を学ぶ

到達目標　

①仕事人生（キャリア）のイメージを持ち、目標、ゴールを明確にできる
②自身のキャリアにコミュニケーションやマナーを「現実に活かして仕事をしていく」ことが想像できるようになる
③仕事のしくみや仕事の流れ、仕事のあり方を多角的にとらえることができる
④お店の視点で「より来てもらう・買ってもらえる」ためのマーケティングの基本的な考え方ができる

　【使用教科書・教材・参考書】　

【振り返り】前期の達成度と課題点を整理し、後期
に向けての目標を設定できる 後期目標設定

準備学習　時間外学習



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験 定期試験

15 振返り

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 英会話Ⅰ１

必修
選択

担当教員 ILC

授業
形態

講義
総時間
（単位）

必修 年次 1

1

L1 L2
挨拶が出来るようになる
アセスメントテスト

オンラインプラクティス　L 1　L2

教員の略歴 滋慶学園の英語教育に長期にわたって従事。Active Learningに取り組みコミュニケーション主体の授業を実施。

授業の学習
内容

外国人を前に怖がったり恥ずかしがったりせず、流暢でなくても意思疎通を図ろうとする「姿勢」を身につける。

到達目標　
英語で挨拶したり、自分の言いたいことを伝え、相手の言っていることを理解するなど、日常の場面で簡単な英語コミュニケーションが出来
るようになる。

評価方法と基準 定期テスト（筆記100％)

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

L3 L4
個人の情報を聞きだすことが出来るようになる
もう一度言ってもらえるようお願い出来る

オンラインプラクティス　L3  L4

L5
好き嫌いを表現出来るようになる

オンラインプラクティス　L5

L6
相手の好きなものについて質問が出来るようになる
相手に質問で返すことが出来るようになる

オンラインプラクティス　L6

L7
時間を尋ねることが出来るようになる
時間を伝えることが出来るようになる

オンラインプラクティス　L7

L8
相手の意見を聞くことが出来るようになる
自分の意見を言うことが出来るようになる

オンラインプラクティス　L8

L9 L10
相手の家族について質問出来るようになる
自身の家族について説明出来るようになる
相手の性格と比較して説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L9 L10

L11 L12
相手について褒めることが出来るようになる
褒め言葉に返答出来るようになる
相手の服装について尋ねることが出来るようになる

オンラインプラクティス　L11 L12

L13
相手の日課について質問が出来るようになる
自分の日課について説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L13

L14
継続して質問することが出来るようになる

オンラインプラクティス　L14

L15
あるものの順番について質問が出来るようになる
あるものの順番について説明が出来るようになる

オンラインプラクティス　L15

L16
学校外での活動について質問出来るようになる
学校外での活動について説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L16

L17
ある場所について質問出来るようになる
ある場所について説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L17

TCA東京ECO動物海洋専門学校

振返り

準備学習　時間外学習 自宅で教科書に付随するオンラインプラクティスの内容を活用し、予習・復習を行うこと。

　【使用教科書・教材・参考書】　

Speak Now 1



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 振返り

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼（3年制）

科目名 英会話Ⅰ２

必修
選択

担当教員 ILC

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

L18
相手に提案を求めることが出来るようになる
相手に提案をすることが出来るようになる

オンラインプラクティス　L18

教員の略歴 滋慶学園の英語教育に長期にわたって従事。Active Learningに取り組みコミュニケーション主体の授業を実施。

授業の学習
内容

外国人を前に怖がったり恥ずかしがったりせず、流暢でなくても意思疎通を図ろうとする「姿勢」を身につける。

到達目標　
英語で挨拶したり、自分の言いたいことを伝え、相手の言っていることを理解するなど、日常の場面で簡単な英語コミュニケーションが出来るよう
になる。

評価方法と基準 定期テスト（筆記100％)

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

L19 L20
ある場所の位置について質問出来るようになる
ある場所の位置を説明出来るようになる
道案内が出来る 道順を尋ねることが出来るようになる

オンラインプラクティス　L19  L20

L21
あるものの値段について尋ねることが出来るようになる
あるものの値段を教えることが出来るようになる

オンラインプラクティス　L21

L23
ある行動の頻度について尋ねることが出来るようになる
ある行動の頻度を説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L23

L25
あるものの量について質問出来るようになる
あるものの量について話すことが出来るようになる

オンラインプラクティス　L25

L26
相手の必要なものを尋ねることが出来るようになる
必要なものを説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L26

L27
食生活について説明出来るようになる
健康的な食事について話すことが出来るようになる

オンラインプラクティス　L27

L28
ある食べ物について質問出来るようになる
ある食べ物を説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L28

L29
過去の出来事について話すことが出来るようになる
過去の出来事について尋ねることが出来るようになる1

オンラインプラクティス　L29

L30
過去の出来事について尋ねることが出来るようになる2

オンラインプラクティス　L30

L31
ある出来事を説明出来るようになる
出来事を聞いて反応出来るようになる
過去の体験について話したり尋ねたりすることが出来るように

オンラインプラクティス　L31

L32
予定について質問出来るようになる
予定について説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L32

復習

TCA東京ECO動物海洋専門学校

定期試験
アセスメントテスト

振返り

準備学習　時間外学習 自宅で教科書に付随するオンラインプラクティスの内容を活用し、予習・復習を行うこと。

　【使用教科書・教材・参考書】　

Speak Now 1



1

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

　【使用教科書・教材・参考書】　

滋慶学園グループの学生にとって必要なスキルに特化した、オリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用。

振り返り（予定）

準備学習　時間外学習

インターネット上のイーラーニングテキ
ストで操作手順を確認し、繰り返しの練

習をとおして操作を定着させる

eラーニングテキストを使用でき、Officeの共通操
作ができる
文書作成ソフトを使って、効率的にビジネス文書を
作成できる
より情報が伝わる、レベルの高いビジネス文書を
作成できる
画像の透過方法、セクション区切り、ページ罫線が
設定できる

ITを利用する上で、正しい知識やモラルを身につけ
られる

ホームポジションを理解し、タッチタイピングがで
きる

Excelレベル1,2で学習した機能を操作できる

データベース機能を理解し、活用できる

差し込み印刷機能を利用して、カードが作成できる

試験対策（予定）

試験（予定）

担当教員

Excelの基本操作が作成できる

基本的な機能を使用して資料を作成できる

関数やグラフを駆使したレベルの高い資料を作成で
きる

(株)ブレー
ンスタッフ
コンサル
タンツ

滋慶学園グループの一企業である(株)ブレーンスタッフコンサルタンツのインストラクターが、
卒業研究や就職後に必須となるパソコンスキルについて特化した講義を実施。

評価方法と基準
定期試験では、パソコンを使用した実技試験をおこない、授業で学んだPC操作の定着度を確認する。
評価は通常点(40点)と期末テスト(60点)の合計100点満点でおこない、学則規定に準ずる。

授業の学習
内容

コンピュータネットワーク環境の適切な利用をとおして、
各自の専門分野において有益な情報を得たりデータ加工をおこなうスキルを身に着けることができる

到達目標　
コンピュータネットワーク環境をITリテラシーの観点に基づき適切に利用できる
複合文章の作成（Word）、表計算や表、グラフの作成（Excel）、効果的なスライドの作成（PowerPoint）ができる

TCA東京ECO動物海洋専門学校

コンピューターⅠ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

総時間
（単位）

1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴



回数 日程 授業形態

1 講義・実技

2 実技

3 実技

4 実技

5 実技

6 実技

7 実技

8 実技

9 実技

10 実技

11 実技

12 実技

13 実技

14 実技

15 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容
を確認し、更なる技術と体力の向上を目指

し、授業外でも練習する。

背泳で泳ぐスタミナをつけ、体力の向上を図
る。

夏季休暇中の個々の練習方法を確認する。

200ｍクロールタイム測定、背泳泳力評価
完泳を目指し、練習の中でタイムを確認して

おくこと。
準備学習　時間外学習 技術レベルによって授業外の練習を行う必要性を理解し、目標達成に必要な技術と体力の向上を促す。

背泳のキックが出来るようになる。

背泳のプルが出来るようになる。
背泳のキックとプルを合わせて泳ぐことが出

来る。

クロールで泳ぐスタミナをつけ、体力の向上
を図る。

背泳でのストリームラインを理解する。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

クロールのスタート出来るようになる。

クロールキックが出来るようになる。

クロールのプルが出来るようになる。
クロールのキックとプルを合わせて泳ぐこと

が出来る。

前期の授業内容を説明し当科目の明確な学びの目的、目標、方法を理解することが出来る。　

水慣れと呼吸方法を理解する。　

ストリームラインの重要性を理解する。

学校外施設の利用方法の確認。　技術レベルによるコース分けを行う。　　 入学前オリエンテーションにおける3つの習慣の理解と個人目標の策定。持参品の確認。

教員の略歴 東京スポーツレクリエーション専門学校卒、㈱日本潜水機、日本コムシス㈱、㈱アドバンス取締役、㈱トラックス代表取締役

授業の学習
内容

ドルフィントレーナー、ガイド、インタープリター、インストラクターとしての必要な水泳スキルを身につける。
またそれら業務に従事する上で必要不可欠な体力を作る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準
備体操を行い人前に立つことに慣れ、プレゼンテーション能力の向上を目指す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授
業は100％実技です。

到達目標　

クロールと背泳の技術が出来るようになる。
技術と体力を養いクロールで200ｍ泳ぐことが出来るようになる。
日々の生活の中で水中に入り、自身のコンディショニングが出来るよう生活習慣を身に着ける。
準備体操を通じ健康な身体の育成、コンディショニングの維持が出来るようになる。

評価方法と基準

定期試験100％（実技）
200mクロールのタイムの測定。
背泳の泳力評価（25ｍ）
再試験は公欠が認められた物のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（泳力向上について）を提示し、提出をもってCの評価とする。

原島大樹
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

1
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 プール演習Ⅰ１

必修
選択

担当教員



回数 日程 授業形態

1 講義・実技

2 実技

3 実技

4 実技

5 実技

6 実技

7 実技

8 実技

9 実技

10 実技

11 実技

12 実技

13 実技

14 実技

15 試験

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習
頻度の設定を行う。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容
を確認し、更なる技術と体力の向上を目指

し、授業外でも練習する。

スタミナをつける。
水族館泳法が出来るようになる。

400ｍクロールタイム測定、背泳泳力評価
完泳を目指し、練習の中でタイムを確認して

おくこと。
準備学習　時間外学習 技術レベルによって授業外練習の必要性を理解し、目標達成に必要な技術と体力の向上を促す。

平泳ぎのスタートを覚える。スタミナをつ
け、更なる体力と泳力の向上を図る。

サバイバルスイムの紹介
（巻き足・潜水・特殊泳法）

ヘッドアップクロールとオーストラリアンク
ロール　サイドキックが出来るようになる。

25ｍ潜水が出来るようになる。

巻き足が出来るようになる

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

オープンウォーターを意識した呼吸法が出来
るようになる。

技術レベルによるコース分けを行う。

平泳ぎのキックを理解する。

平泳ぎのキックが出来るようになる。

平泳ぎのプルを確認する。

平泳ぎのプルが出来るようになる。
平泳ぎのキックとプルを合わせて泳ぐことが

出来る。

後期の授業内容を説明し当科目の明確な学びの目
的、目標、方法を理解することが出来る。

入学前オリエンテーションにおける3つの習慣の理
解と個人目標の策定。持参品の確認。

教員の略歴 東京スポーツレクリエーション専門学校卒、㈱日本潜水機、日本コムシス㈱、㈱アドバンス取締役、㈱トラックス代表取締役

授業の学習
内容

ドルフィントレーナー、ガイド、インタープリター、インストラクターとしての必要な水泳スキルを身につける。
またそれら業務に従事する上で必要不可欠な体力を作る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準
備体操を行い人前に立つことに慣れ、プレゼンテーション能力の向上を目指す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授
業は100％実技です。

到達目標　

技術と体力を養いクロールで400ｍ泳ぐことが出来るようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平
泳ぎとサバイバルスイムの技術が出来るようになる。
サバイバルスイム（巻き足・潜水・特殊泳法）の技術が出来るようになる。
日々の生活の中で水中に入り、自身のコンディショニングが出来るよう生活習慣を身に着ける。
準備体操を通じ健康な身体の育成、コンディショニングの維持が出来るようになる。

評価方法と基準

定期試験100％（実技）
400mクロールのタイムの測定。
平泳ぎの泳力評価（25ｍ）
再試験は公欠が認められた物のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（泳力向上について）を提示し、提出をもってCの評価とする。

原島大樹
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

1
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 プール演習Ⅰ2

必修
選択

担当教員



回数 日程 授業形態

1 実技 

2 実技・講義 

3 実技・講義 

4 実技・講義 

5 実技・講義 

6 実技・講義 

7 実技・講義 

8 実技・講義 

9 実技・講義 

10 実技・講義 

11 実技・講義 

12 実技・講義 

13 試験

14 試験

15 実技・講義 

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

授業
形態

演習
総時間
（単位）

1



回数 日程 授業形態

1 実技・講義 

2 実技・講義 

3 実技・講義 

4 実技・講義 

5 実技・講義 

6 実技・講義 

7 実技・講義 

8 実技・講義 

9 実技・講義 

10 実技・講義 

11 実技・講義 

12 実技・講義 

13 試験

14 試験

15 実技・講義 

TCA東京ECO動物海洋専門学校

基礎体力Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

1

水族館での業務に従事する上ての必要なコンディシンンの体力をつくります。主に実技を通じの健康面、体力面゙維持向上を 図
り、自己管理かててるきるにうますのの。授業中゙実技及ひの、授業内ての得られる知識を基に日々゙習慣(栄養や睡眠)にも気遣い心身

共に充実うた学園生活や、ぞ後゙職務゙パフォーンンの向上を図ります。

担当教員 五十嵐尚弘

フィットネス業界に20年従事し、現在はパーソ ナルト レーニンググ専門スタジオやフ ィ ットネスクラブでパーソナルト レーナーとし てククグ 活動中。 

評価方法と基準
柔軟性、筋力等゙評価(実技テント) 25% 授業における体力゙向上度（授業：数値的体力レベル゙向
上）25% 栄養等゙知識(筆記テント) 50%

1
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

競技ンホォー゙きるにの優劣をつけるも゙でないの。ぞ為、現在きりも少うてもも自身゙体力



学科・ｺｰｽ

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

評価方法と基準

回数 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義・試験

15 講義

生息環境：分布や回遊、淡水・海水魚の定義

講義のまとめ（１）：「分類」から「軟骨魚」ま

講義のまとめ（２）：「硬骨魚」から「生息環境

ペーパーテストの実施

「魚類学」P．50～63を通覧する

「配布資料（分類～軟骨魚類）」を通覧する

「配布資料（硬骨魚～生息環境）」を通覧する

TCA東京ECO動物海洋専門学校

　【使用教科書・教材・参考書】　

「自作配布資料」 ・「 魚学入門（恒星社厚生閣）」 ・ 「新・飼育ハンドブック水族館編１～５（日本動物園水族館協会）」・その他

解答・解説・前期の総括

準備学習　時間外学習

「魚類学」P．12～13を通覧する

準備学習　時間外学習(学習課題）

無顎類：分類学の応用、構成メンバーを知る

軟骨魚類（１）：構成メンバーを知る

学習内容

年次

多数の水族館で幅広い生体の飼育・展示経験を持つ。水族館の館長を務めた経験もあり。

1

1
魚類学Ⅰ1

講義 単位
エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

担当教員 鈴木倫明
科目名

必修
選択

授業
形態

硬骨魚類（３）：「真骨類」の構成メンバーを知

分類（１）：分類の概念・学名、標準和名

分類（２）：分類体系、動物界の各門

総論：分類学の応用、「魚類」を理解

選択

オリエンテーション：前期授業の進め方

・期末試験（８０％）
・出席率（１０％）
・授業態度（１０％）

授業計画・内容

本コースの受講学生の多くは、水族館への就職を希望していると思われる。組織（設置者）にもよるが、水族館に就職した際に配属され
る部署は流動的である。例えばイルカトレーナーを希望したとしても魚類飼育チームに配属されることは普通に起こりうる。そうした点を
考慮し、一般的に水族館の主たる展示生物といえる魚類についての情報を多角的に講義する。

得られた知識が水族館における飼育（特に魚類）展示業務に活用できるようになる。

「魚類学」P．23～25を通覧する

「魚類学」P．26～34を通覧する

軟骨魚類（２）：板鰓類（サメ・エイ類）を知る

硬骨魚類（１）：「肉鰭類」の構成メンバーを知

硬骨魚類（２）：「条鰭類」の構成メンバーを知

「魚類学」P．19～21を通覧する

「飼育ハンドブック ３」P．33～47を通覧する

「飼育ハンドブック ３」P．54～90を通覧する

「魚類学」P．１～5を通覧する

「魚類学」P．7～10を通覧する

「魚類学」P．13～17を通覧する



回数 日程 授業形態

1 講義

2 同上

3 同上

4 同上

5 同上

6 同上

7 同上

8 同上

9 同上

10 同上

11 同上

12 同上

13 同上

14 試験

15 振り返り

総時間
（単位）

　　　　　　　　　　同上

「飼育ハンドブック１　繁殖」を通覧する

　　　　　　　　　　同上

TCA東京ECO動物海洋専門学校

　【使用教科書・教材・参考書】　

「自作配布資料」 ・「 魚学入門（恒星社厚生閣）」 ・ 「新・飼育ハンドブック水族館編１～５（日本動物園水族館協会）」・その他

解答・解説・前期の総括

準備学習　時間外学習

魚類の防御（２）

講義のまとめ（１）：「生理（１）」から「繁殖

講義のまとめ（２）：「食性（１）」から「防御

ペーパーテストの実施

　　　　　　　　　　同上

配布資料（分類～軟骨魚類）を通覧する

配布資料（硬骨魚～生息環境）を通覧する

エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

魚類の繁殖（２）：「性の様式」「雌雄同体」に

魚類の繁殖（３）：「卵と仔稚魚」について

授業
形態

講義

魚類の防御（１）

「配布資料」を通覧する

　　　　　　　　　　同上

魚類の食性（１）

魚類の食性（２）

魚類の共生

「魚学入門第13章」を通覧する

　　　　　　　　　　同上

科目名

必修
選択

選択 年次

魚類の生理（１）：「呼吸」「循環系」について「飼育ハンドブック ３　生理」を通覧する

学科・ｺｰｽ

準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴

担当教員 鈴木（倫）

東海大学卒業・串本海中公園、南知多ビーチランド、マリンピア日本海などでの勤務経験

1

1
魚類学Ⅰ2

評価方法と基準

授業の学習
内容

本コースの受講学生の多くは、水族館への就職を希望していると思われる。組織（設置者）にもよるが、水族館に就職した際に配属
される部署は流動的である。例えばイルカトレーナーを希望したとしても魚類飼育チームに配属されることは普通に起こりうる。そう
した点を考慮し、一般的に水族館の主たる展示生物といえる魚類についての情報を多角的に講義する。

到達目標　 得られた知識が水族館における飼育展示業務に活用できるようになる

　　　　　　　　　　同上

・期末試験（８０％）
・出席率（１０％）
・授業態度（１０％）

授業計画・内容

学習内容

魚類の生理（２）：「消化吸収」「排泄」につい

魚類の生理（３）：「神経系」「感覚」について

魚類の繁殖（１）：「集団産卵」「一夫多妻」に

　　　　　　　　　　同上



回数 回数

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

１０・１１

１０・１１

12 12

13 13

14 14

15 15

1

担当教員 白井芳弘
科目名 水生生物Ⅰ1 

必修
選択

授業
形態

選択

講義

年次

前期試験

答え合わせ 答え合わせ

干潟の生物まとめ 干潟の生物まとめ
干潟の生物の生活の質問に答えることが

できる

休講
観察記録をまとめ、写真つきで文章・図

が入ったレポートを作成

実習前に方法・観察のポイントを読む

TCA東京ECO動物海洋専門学校

日程 授業形態 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【使用教科書・教材・参考書】　　飼育ハンドブック１・２・３

前期試験

干潟の調査方法 干潟の調査方法 調査準備（生物名をおぼえる）

前期のまとめ 前期のまとめ

休講 葛西干潟実習
観察記録をまとめ、写真つきで文章・図

が入ったレポートを作成

葛西干潟実習

干潟の生物（甲殻類） 大島ダイビング 飼育ハンドブック３　節足動物門を読む

休講 休講 2年生実習のため

大島ダイビング 干潟の生物（甲殻類） 飼育ハンドブック３　節足動物門を読む

休講 休講 2年生実習のため

伊豆水族館研修 伊豆水族館研修

潮汐と海岸環境 潮汐と海岸環境 淡島の自然調査の結果を説明できる

イソギンチャクの触
手の観察・顕微鏡を

使用できる

イソギンチャクの触手
の観察・顕微鏡を使用

できる
観察内容（写真・観察記録）をまとめる

休講 休講 淡島の自然調査レポート提出

生物の分類階級
を理解できる

生物の分類階級を
理解できる

復習：分類階級「門」と属する生物を覚える

刺胞動物門の特徴と
イソギンチャクの体
のつくりが理解でき

刺胞動物門の特徴とイ
ソギンチャクの体のつ

くりが理解できる
飼育ハンドブック３　刺胞動物門を読む

評価方法と基準 定期試験（１００％）・実習レポート（出欠席判定）

授業計画・内容

学習内容
Aクラス Bクラス

到達目標　
①分類階級を理解でき、そこに属する生物がわかる。

②生物顕微鏡を用いて生物の組織・器官の観察ができる。
③干潟において生物観察を行い、干潟の自然に特化した生物の体の構造と生活方法を理解できる。

単位
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴 水族館にて学芸員、館長を務めた経験あり。環境学習指導員・少年自然の家運営委員。

授業の学習
内容

魚類や海洋哺乳類の食物になり、また捕食者にもなる水生の無脊椎動物は、水中の食物連鎖の中で重要な存在です。　ま
た、水族館の展示においても重要な生物です。　さらに、水に住む生物の形態・生態を学ぶことは、生物飼育・生物展示を行
うにあたり必要な知識です。　生物の特徴を学んだのち、生体を用いて観察・解剖を行います。さらに顕微鏡の操作を学び
組織・共生生物の観察・写真撮影を行います。

1



回数 回数
講義 1 1

講義 2 2

講義 3 3

実習 ４・５ ４・５

講義 6 6

講義 7 7

校外実習 ８・９

実習・講義 10 8

校外実習 ９・１０

講義・実習 11 11

講義 12 12

講義 13 13

講義 14 14

講義 15 15

1

担当教員 白井芳弘
科目名

準備学習　時間外学習(学習課題）

水生生物Ⅰ2

準備学習　時間外学習 実習前の調査方法・生物検索方法の学習

レポート返却

前期のまとめ 前期のまとめ

潮だまりの生物 採集生物の検索 A:等脚目を調べておく

TCA東京ECO動物海洋専門学校

日程 授業形態

必修
選択

授業
形態

選択

講義

年次

前期試験 前期試験

答え合わせ 答え合わせ

調査結果ふりかえり 調査結果ふりかえり

休講 休講 レポート提出

採集生物の検索 実習の方法

休講 岩礁海岸の生物観察

実習の方法 潮だまりの生物 B:等脚目を調べておく

岩礁海岸の生物観察 休講

マガキの観察・解剖 マガキの観察・解剖 ３回目の授業ノートを読み返し解剖に備える

寄り藻と分解者 寄り藻と分解者 端脚目を調べておく

マガキの体の構造と名
称

マガキの体の構造と
名称

１年水生生物「軟体動物二枚貝綱」読み返す

休講 休講

潮上帯・潮間帯の環境
と生物

潮上帯・潮間帯の環
境と生物

１年水生生物「潮汐」読み返す

到達目標　

①潮汐により生じる海岸の環境の違いによる名称がわかる。　
②岩礁海岸の生物分布の特徴がわかる。　
③陸上生態系とのとはがりを理解できる。　
④解剖を通して生物の体のつくりを観察し器官の位置と名称がわかる。

評価方法と基準 定期試験（６０％）　レポート（４０％）

授業計画・内容

学習内容
Aクラス Bクラス

岩礁性海岸の自然 岩礁性海岸の自然

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴 水族館にて学芸員、館長を務めた経験あり。環境学習指導員・少年自然の家運営委員。

授業の学習
内容

この授業では、岩礁海岸に生息する生物の生活の方法や体のつくりを学習・観察し、
実際に岩礁海岸の生物観察を行い、生物調査の方法の習得を目指す。　
さらに、打ち上げ海藻の生物群集から、陸の生態系とのつながりを観察する。

1単位



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 前期試験

15 講義

TCA東京ECO動物海洋専門学校

前期の講義内容の理解度、学生の知識の体制
化・説明力・日本語力を確認する

小グループで試験の準備学習を行う。

学生の理解度が十分でない事項を中心に、全
ての学生が試験に出された項目を正しく理解

自己の試験結果と解答解説をもとに、自己の
まとめノートに加筆・修正などを行う

準備学習　時間外学習
毎回の授業中にとったノートを基に、良く分からなかったこと、疑問に思ったこと、興味を持ったことに
ついて自分で調べ、それらを整理しまとめたものを自分のことばで書いたまとめノートを作成する。

強化の基準の設定・維持の仕方を説明でき
る 強化子の多様性の重要性を認識し 論じ

まとめノートの作成

トレーナーに対するサイン出し・ブリッジン
グ・強化のトレーニングの行い方を知り ト

まとめノートの作成

【使用教科書・教材・参考書】使用教科書は特になし。参考となるものは① "Animal Training" (著者) SeaWorld Parks & Entertainment 
(https://seaworld.org/animals/all-about/training/)、② "Zoomility" (著者）Grey Stafford（出版社）An iReinforce.com book.

なぜ正の強化のみで動物のトレーニングが可
能かを理解し、その理由を説明できる。

まとめノートの作成

連続強化と間歇強化の違い、連続強化を使わ
なければいけない場合と間歇強化が望ましい

まとめノートの作成

不定率強化の行い方、なぜ不定率強化が動物
のトレーニングに適しているかを説明でき

まとめノートの作成

レスポンデント条件付けを具体的に説明でき
る 条件反応とトレーニングの関係を説明で

まとめノートの作成
ブリッジが条件刺激であることを理解し、ブ
リッジの機能を説明できる。

まとめノートの作成

オペラント条件づけが成立するための必須条
件 強化と罰によって動物の行動にどのよう

まとめノートの作成

まとめノートの作成

なぜ水族館や動物園におけるエンターティメ
ントが重要かを論じられる また事例ビデオ

まとめノートの作成

情動・欲求・記憶・知覚・認知・反応（行
動）の相互作用のメカニズムを理解する

まとめノートの作成

グローバルなトレーナーになることの重要性
とグローバルなトレーナーの役割を認識でき

まとめノートの作成

なぜ飼育動物をトレーニングしなければなら
ない主要な目的を重要性の順に説明できる

授業の受け方、ノートの取り方などを説明す
る。学生の進路希望のヒアリングする。

今年の自分の目標について考え、今年1年の生
活・学習などの計画をたてる。

教員の略歴
ケワロ湾海洋哺乳類研究所およびハワイ大学海洋生物研究所研究員兼トレーナー、沖縄海洋研究所飼育顧
問、あわしまマリンパーク飼育顧問、南知多ビーチランド飼育・研究アドバイザー、海洋哺乳類エデュケーション
センター代表理事

授業の学習
内容

飼育動物のトレーニングはショーをしたり、ヒトの望むように行動させたりするためではなく、動物の健康管理・医療を行う、動
物のいだく不安や恐怖を取り除くなどのために絶対必要なことである。近年は野生動物の保全にも役立てられている。こうし
たトレーニングをするためにはレスポンデント条件付けやオペラント条件付けなどの知識、それらの理論に基づく技術を身に
つけなければならない。本受業ではこれらのことについて学ぶ。また本受業を通して専門的な文献は英語で書かれたものし
かないこと、最先端の理論・技術は英語でしか学べないことを認識し、英語力をつける努力をするようになってもらいたい。ま
た「習う」「覚える」「聞き取る・書きとる」という態度ではなく「調べる」「考える」「ポイントをつかむ・まとめる」という態度を持つ
ようになってもらいたい。

到達目標　

なぜ飼育動物をトレーニングしなければならないか、主な５つの理由を重要さの順に説明できる。動物と心理的、社会的な絆
を築くうえで何が必要か説明できる、何をしなければいけないかを理解する。条件刺激としてのブリッジの機能を説明できる。
不定率強化はどのように行うか、なぜ動物のトレーニングに適しているか、どのようなときに用いるか、何に気をつけなけれ
ばならないか説明できる。動物のトレーニングや動物飼育において満たされるべき事項、強化子の多様性、動物の自主性の
尊重、トレーニングの非予測性とはどのようなことなのか考えられるようになる。

評価方法と基準

出席率・授業態度：２０％
前期試験：８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備・時間外学習課題

山本　聡
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 動物行動マネジメントⅠ１

必修
選択



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 後期試験

15 講義

TCA東京ECO動物海洋専門学校

後期の講義内容の理解度、学生の知識の体制
化・説明力・日本語力を確認する

小グループで試験の準備学習を行う。

学生の理解度が十分でない事項を中心に、全
ての学生が試験に出された項目を正しく理解

自己の試験結果と解答解説をもとに、自己の
まとめノートに加筆・修正などを行う

準備学習　時間外学習
毎回の授業中にとったノートを基に、良く分からなかったこと、疑問に思ったこと、興味を持ったことに
ついて自分で調べ、それらを整理しまとめたものを自分のことばで書いたまとめノートを作成する。

これからの海洋哺乳類の飼育・トレーニング
の主な課題にどのようなものがあるか理解す

まとめノートの作成

動物とのシンボリックなコミュニケーション
が可能であることを過去の研究成果を学び

まとめノートの作成

【使用教科書・教材・参考書】使用教科書は特になし。参考となるものは① "Animal Training" (著者) SeaWorld Parks & Entertainment 
(https://seaworld.org/animals/all-about/training/)、② "Zoomility" (著者）Grey Stafford（出版社）An iReinforce.com book.

DRILRSそれとぞれの目的と行い方を説明でき
る。

まとめノートの作成

タイムアウトとリコールの目的と用い方を説
明できる

まとめノートの作成

鯨類、鰭脚類の飼育施設デザインにおいて満
たされるべき主要な要件を説明できる

まとめノートの作成

全ての動物に自然に起きる罰とはどのような
ものか理解し トレーニングに罰も用いるこ

まとめノートの作成

飼育下にいて自傷行動、常同行動、吐き戻
し アグレッションが起きる主な原因と基本

まとめノートの作成

ABC分析の基本概念を理解し、動物の問題行
動に対してどのように用いるか説明できる

まとめノートの作成

まとめノートの作成

直接的・物理的な嫌悪刺激のやり方、不安や
恐怖を感じさせるものに対する脱感作のやり

まとめノートの作成

触れ合いプログラムのおいて何を脱感作しな
ければならないか考えられる

まとめノートの作成

脱感作の３つの目的と必要性を説明できる。
馴化とはどのような神経生理的現象なのか説

まとめノートの作成

トレーニングにおける一環性、非予測性の重
要性を理解し 一貫性と非予測性について具

前期の授業、前期・夏季の生活についてヒア
リング 前期の授業内容の理解度を確認す

自己の目標を見つめ直し、後期の自己の学
習・生活計画を立て直す。

教員の略歴
ケワロ湾海洋哺乳類研究所およびハワイ大学海洋生物研究所研究員兼トレーナー、沖縄海洋研究所飼育顧
問、あわしまマリンパーク飼育顧問、南知多ビーチランド飼育・研究アドバイザー、海洋哺乳類エデュケーション
センター代表理事

授業の学習
内容

飼育動物のトレーニングはショーをしたり、ヒトの望むように行動させたりするためではなく、動物の健康管理・医療を行う、動
物のいだく不安や恐怖を取り除くなどのために絶対必要なことである。近年は野生動物の保全にも役立てられている。こうし
たトレーニングをするためにはレスポンデント条件付けやオペラント条件付けなどの知識、それらの理論に基づく技術を身に
つけなければならない。本受業ではこれらのことについて学ぶ。また本受業を通して専門的な文献は英語で書かれたものし
かないこと、最先端の理論・技術は英語でしか学べないことを認識し、英語力をつける努力をするようになってもらいたい。ま
た「習う」「覚える」「聞き取る・書きとる」という態度ではなく「調べる」「考える」「ポイントをつかむ・まとめる」という態度を持つ
ようになってもらいたい。

到達目標　

動物のトレーニングにおける一貫性とはどのようなことか説明できる。動物のトレーニングに罰を用いることの出来ない、倫理
的根拠と理論的根拠を論ずることができる。LRSの行い方とABC分析の適用の仕方を説明できる。間違ったタイムアウトの考
え方とリコールの用い方を指摘でき、適切なタイムアウトとリコールの用い方を説明できる。動物の生存年数・確率を向上さ
せ、自然繁殖を確実に成功させるためにはどのような考え方、どのようなことが必要か説明できる。

評価方法と基準

出席率・授業態度：２０％
前期試験：８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

山本　聡
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 動物行動マネジメントⅠ２

必修
選択



授業形態

講義

講義

講義

講義

講義

講義

演習

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義・試験

講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 水族館研究Ⅰ1　　

必修
選択

担当教員 佐藤　充
授業
形態

講義 単位

選択 年次 1

1

教員の略歴 水族館元館長。現在は、環境教育・環境調査を主に活動している。

授業の学習
内容

水族館の飼育者を目指す為には飼育の基本となる「新飼育ハンドブック」の内容を把握する必要があるので、これを中心に
授業を行う。飼育ハンドブックの内容は読んだだけでは解りにくいため、深く理解できるよう映像など含め授業を進めていく。
授業は座学が中心だが、実際に濾過槽などの機材を使用したり、水族館の見学を行ったりしてハンドブックの内容を体験も
含め学習する。

到達目標　
魚類飼育全般の基礎知識を理解することが出来る。
海獣飼育全般の基礎知識を理解することが出来る。

オリエンテーション　自己紹介、講義の進め方、授業内容
の意味、を説明し各自の目的を認識できるようにする。

水族館・動物園の歴史を遡る。なぜ動物園・水族館が生まれたのか、
そのルーツを正しく理解できる。

評価方法と基準

小試験20％　定期試験80％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

回数 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

2

1

水族館概論　現在の動物園・水族館の役割がどのよ
うに変わってきているのか理解できる。

3

展示1　水族館における展示の意味と効果について
理解できる。

4

新飼育ハンドブック3　P1～P32の熟読と理解

新飼育ハンドブック4　P1～P90の熟読と理解

新飼育ハンドブック　　※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

14 テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

15
テスト結果の振り返りを行うことで、動物園

水族館の役割をより深く理解する
前期に取り扱った新飼育ハンドブック全般

　【使用教科書・教材・参考書】　

12 病気　病気の原因と改善点が理解できる 新飼育ハンドブック1　P91～P124の熟読と理解

13

8
教育　動物園・水族館の教育活動について具体的活

動を元に説明・理解できる。

10

11 餌料　餌料の大切さと工夫を理解できる。

新飼育ハンドブック1　P1～P60の熟読と理解

新飼育ハンドブック1　P61～P90の熟読と理解

5 葛西臨海水族園の見学を通し、展示にどのような工
夫がされていて、どのような効果があるのか説明で

きる

繁殖　魚類だけでなく海獣の人工繁殖など水族館で
取り組んでいる活動を理解できる。

準備学習　時間外学習 事後学習を通じてより深く学び、事前学習を行うことで授業内での学びの展開を促す

前期まとめ　前期の授業を再確認し、不明な点、疑
問点を洗い出し、より深い理解ができる。

研究・広報　水族館で行われている研究活動につい
て説明・理解できる。

9

見学を持って充当する

プレゼンテーション

新飼育ハンドブック4　P91～P150の熟読と理解

新飼育ハンドブック4　P151～P162の熟読と理解

6

展示2　見学を通し明確になった展示の目的の再確
認と、その他の展示の意味を説明できる。

7



授業形態

講義

講義

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

演習

講義

講義

講義・演習

講義

講義・試験

講義

6

葛西臨海公園見学

見学によって気付いたビオトープの役割を説明す
る。

実際の山・海の様子を理解する9

ビオトープの役割をより深く理解できる

天城・伊豆の海のビオトープを説明できる

ビオトープの役割をより深く理解できる7

ビオトープの役割を説明できる8

13

10

11

準備学習　時間外学習 事後学習を通じてより深く学び、事前学習を行うことで授業内での学びの展開を促す

自然界における物質の循環について理解し、説明で
きる。

生態系がなぜ大切と言われているのか？説明
していく。

生物の「死」とはどのような役割があるのか説明し
ていく。

自然界における生態系の仕組みを理解できる

前期まとめ　前期の授業を再確認し、不明な点、疑
問点を洗い出し、より深い理解ができる。

12
作成したビオトープを確認し、どれだけの効

果があったのか確認し理解する。
作成したビオトープの成長に伴い、生息する
生物が増えてくるので、その観察を行う。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

14 テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

15
テスト結果からの振り返りを行うことで、ビ

オトープの基礎を再確認する
試験範囲からの復習

　【使用教科書・教材・参考書】

　※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

今後行っていく授業の説明と個人目標の策
定。画像や映像を使用し実際に施行されてい

るビオトープを理解していく
2

ビオトープのデザインをすることが出来る。3

簡単なビオトープの作成ができる4

画像や映像を使用し、具体的な保護・保全活動を説
明していく

1

授業内容を説明し、当科目の明確な学びの目的、目
標、方法を理解する。　　　　　　　　　　　　　　

　ビオトープの意味と役割について理解する。

各自で出来るビオトープをデザインしてい
く。

動物園・水族館における自然の保護・保全活動が正
しく理解できる

実際にビオトープを作成・実践す
る。簡単なビオトープの作成ができる5

評価方法と基準

小試験ト２０％
定期試験ト８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

回数 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴 北里大学水産学部卒業　(株)淡島マリンパーク元館長　Wonder Labo代表

授業の学習
内容

現在の動物園・水族館は、自然環境保全の考えからビオトープの作成や野生動物生息地の保護保全活動にも力を入れてい
ます。そのことから、ビオトープが野生動物にとってどのような役割を果たしているのか理解することは重要です。

※学校の行事等により見学の日程や授業の日程の変更がある場合があります。

到達目標　
ビオトープの役割が理解できるようになる。　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡
単なビオトープを作ることが出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビオ
トープの仕組みを説明できる。

佐藤　充
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 ビオトープⅠ１

必修
選択



授業形態

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義・試験

講義

3

4

TCA東京ECO動物海洋専門学校

準備学習　時間外学習 事後学習を通じてより深く学び、事前学習を行うことで授業内での学びの展開を促す

　【使用教科書・教材・参考書】　

鑑賞魚飼育・管理士ハンドブック／鑑賞魚飼育・管理士ハンドブックⅡ　※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策
テスト結果からの振り返りを行うことで、水

質と飼育管理の理解を深める
アクアルームの飼育当番・補助の作業を時間

外学習に充当する。

13

14

15

前期まとめ　前期の授業を再確認し、不明な点、疑
問点を洗い出し、より深い理解ができる。

6

12

生理

生態

トレーニング①

トレーニング②

分類

施設運用

10

8

11

危機管理

7

9

新飼育ハンドブック3　P129～P138の熟読と理解

新飼育ハンドブック3　P91～P117の熟読と理解

新飼育ハンドブック5　P1～P83の熟読と理解

新飼育ハンドブック5　P87～P109の熟読と理解

新飼育ハンドブック5　P113～P139136の熟読と理
解

新飼育ハンドブック3　P33～P64の熟読と理解

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

輸送　動物の安全な輸送についての理解と説明が出
来る。

解説版についてのプレゼンテーション

解説版を考える　行船公園見学

保存　保存の意味と役割について説明できる。

収集　水族館における収集活動が理解できる

動物園内の展示生物をさらに魅力的に見せるには？
その方法を考える

新飼育ハンドブック2　P1～P51、P105～P127の熟
読と理解

新飼育ハンドブック2　P53～P86、P129～P152の
熟読と理解

新飼育ハンドブック2　P153～P169の熟読と理解

5

回数

1

2

エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

水族館元館長。現在は、環境教育・環境調査を主に活動している。

授業の学習
内容

水族館の飼育者を目指す為の基本となる「新飼育ハンドブック」を中心に授業を行う。飼育ハンドブックの内容は読んだだけ
では解りにくいため、深く理解できるよう映像など含め授業を進めていく。
授業は座学が中心ですが、実際に濾過槽などの機材を使用したり、水族館の見学を行ったりしてハンドブックの内容を学習
する。

到達目標　
魚類飼育全般の基礎知識を理解することが出来る。
海獣飼育全般の基礎知識を理解することが出来る。

評価方法と基準

小テスト20％
定期試験100％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

教員の略歴

佐藤　充
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

科目名 水族館研究Ⅰ2

必修
選択

担当教員

学科・ｺｰｽ



授業形態

講義

演習

演習

演習

演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義

講義

講義

講義

講義・試験

講義

担当教員 佐藤　充
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）
1

科目名 ビオトープⅠ２

必修
選択

評価方法と基準

小試験ト２０％
定期試験ト８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

教員の略歴 北里大学水産学部卒業　(株)淡島マリンパーク元館長　Wonder Labo代表

授業の学習
内容

現在の動物園・水族館は、自然環境保全の考えからビオトープの作成や野生動物生息地の保護保全活動にも力を入れて
います。そのことから、ビオトープが野生動物にとってどのような役割を果たしているのか理解することは重要です。

※学校の行事等により見学の日程や授業の日程の変更がある場合があります。

到達目標　

ビオトープの役割が理解できるようになる。　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

左近川にて外来生物調査

左近川にて外来生物調査

外来種問題を理解することができる 外来種のどこが問題かを正しく理解していく

身近に見られる外来種を自分たちで見つけ出
す

回数

1

2

3

基礎的な生態学を理解する

秋の葛西臨海公園（鳥類園）見学

秋の葛西臨海公園（鳥類園）見学

見学結果発表

サンゴといういビオトープの役割

ビオトープ論

12

帰化植物見本園見学
実際の帰化植物の実物を見て理解す

る

ビオトープにおける生態学

サンゴが生態系にどのような役割をもたらす
のかを理解する

春と秋で生物の変化（植物）を自ら
気付く

春と秋で何が違い、それがどのような効果を
もたらすのかに気付く

ビオトープの世界の基礎用語の意味を理解す
る

6

13

休講？（海外研修）

4

5

7

8

9

10

11

TCA東京ECO動物海洋専門学校

前期まとめ　前期の授業を再確認し、不明な点、疑
問点を洗い出し、より深い理解ができる。

　【使用教科書・教材・参考書】

　※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

15

テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策
テスト結果からの振り返りを行うことで、ビ

オトープの基礎を再確認する
試験範囲からの復習

準備学習　時間外学習 事後学習を通じてより深く学び、事前学習を行うことで授業内での学びの展開を促す

14



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

新飼育ハンドブック動物園編 1～5

試験解説

準備学習　時間外学習 動物の生息地の環境（気候、地形、文化など）を意識し博物館や植物園などにも行ってみて下さい。

　【使用教科書・教材・参考書】　

自身が思う動物園像や自身の夢などをいつで
も話せるように整理しておいて下さい。（年
間を通して）

消化について（口腔内消化、胃内消化）

消化について（小腸内消化、大腸内消化）

動物園はみんなにとってどんな所？動物園での仕事
は？動物園についての授業って？

体温について

前期講義まとめ

前期講義まとめ

神経（中枢神経と末梢神経）と筋肉（骨格
筋、平滑筋、心筋）
血液（成分、役割、血液型など）ならびに血
液循環について

胸腔内臓器、腹腔内臓器、肝臓と腎臓の機能

動物の体（骨格での動物比較や人間との違
い）

到達目標　
一年の講義にて動物の体の基礎を学ぶことにより動物を飼育する際に応用できるようにする。基本を知ることにより動物の
異常をより早く発見できるようにする。　動物を取り扱う者として飼育技術知識の習得やその説明などができるようにする。ま
たこれによりどういった展示をし、どんなスタッフになるかを考えられる基本を作っていく。

評価方法と基準

定期試験ト100％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

（公社）日本動物園水族館協会とは？

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

動物に関する社会的環境
生理学とは？生体の構成や基本的生命現象に
ついて

1

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物の体のしくみⅠ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義 単位

1

教員の略歴

授業の学習
内容

動物の生理、形態（解剖学的）、飼料などを中心に基本的な部分を中心に一年を通して学びます。動物による比較や人間と
の比較も動物園やそこで働くスタッフの意義やいくつかの動物園の写真を見ながら解説を行う。

担当教員 岩田光一

獣医師・学芸員の資格を活かし、動物園では園長を務めた経験もあり。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 実習

4 講義

5 講義

6 講義

7 研修

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 動物の体のしくみⅠ2

必修
選択

担当教員 藤田智子
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

胃のはたらきについて説明できる 食事の量について考える

教員の略歴 日本大学農獣医学部卒業後、千葉県鴨川シーワールド入社。海獣飼育員として勤務。

授業の学習
内容

基本的な動物の体の構造や骨格、生理的な知識を学ぶ

到達目標　 飼育環境の改善、体調不良の原因を考えられるようになればよい。

評価方法と基準
定期試験　80％
出席率　　 20％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

肝臓、胆のう、すい臓の分泌物について説明
できる

血糖値について調べる

和歌山

腎臓のはたらきを説明できる 塩分のとり方を考える

気管・気管支・肺のはたらきを説明できる 深呼吸について考える

生殖器のつくりを説明できる 陰茎の形を調べる

オーストラリア

生殖器のつくりを説明できる 排卵について調べる

骨格のつくりを説明できる 骨の形を調べる

〃 骨盤のつくりを調べる

頭蓋骨と耳骨を説明できる 自分の声を認識してみる

眼球を説明できる 暗い所での視力について調べる

まとめ

　【使用教科書・教材・参考書】　

JESC動物の体のしくみ

TCA東京ECO動物海洋専門学校

筆記試験

振り返り

準備学習　時間外学習



体のしくみ
ベーシック
ヒストリー

日数 日程

【使用教科書・教材・参考書】　高山清次監修「動物年表で知るアニマルヒストリー」
滋慶教育科学研究所監修「ECO業界で役立つ基礎生物」

東京コミュニケーションアート専門学校

15 講義 試験解答及び全過程の総括 理解しにくかった項目を予め調べる

準備学習　時間外学習

13 研修 海外研修 訪問する国の動物について調べる。

14 試験 期末試験（ペーパーテスト実施） 試験に対する準備を行う

11 講義 生物の進化I
進化論諸説の解説
及び長所と短所

〃

12 講義 生物の進化II 近年の進化論について 〃

9 講義 種の定義と学名
形態学的及び生物学的種
種の隔離と雑種・亜種、二名式命名
法

〃

10 講義
生物学の歴

史と
生命の誕生

生物発生説及び生命の誕生
生命体の条件

〃

7 講義 性と遺伝
性の決定と性染色体
性決定の型　伴性及び限性遺伝

〃

8 講義 動物の分類
分類の概念
分類の単位

〃

5 講義 メンデルと遺伝
遺伝と変異と進化
メンデルの遺伝の法則

〃

6 講義 メンデルと遺伝
遺伝子の相互作用
優性・独立の法則の例外

〃

代表的な消毒方法と特性 本日の講義の復習。

3 講義 pHと浸透圧
pHとは何か、浸透圧とその計算
pHの表し方、ファントホッフの公式

〃

4 講義 DNAとRNA
構造及び、機能トリプ
レットコードの解読

〃

2 講義 ズーノーシス
ズーノーシス
対策代表的な人獣共通感染症

〃

授業計画・内容

授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習（学習課題）

1 講義 消毒・滅菌

教員の略歴 日本蛇族学術研究所・研究員、伊豆アンディランド　学芸員、現在は執筆活動

授業の学習内容
消化系・循環系・排出系・呼吸系・神経系・感覚器などの動物の器官の構造と機能。
細胞の構造と機能、消毒滅菌、ズーノーシス、PHと浸透圧、DNAとRNA、メンデルと遺伝。
動物の分類（分類の概念・単位、種の定義、学名、分類大網）、生物学の歴史と生命の誕生、生物の進化

到達目標
高校時に履修すべき知識はもちろんのこと、専門学生として1歩進んだ知識を身に付け、動物園、水族館、企業等の採用
試験及び業務に対応できる学力を培う。

評価方法と基準
出席率

70%以上　2点
80%以上　3点
90%以上　5点
上記の点数を筆記試験に加算する。

筆記試験評価
GPA〔A 100～90、B 89～80、C 79～70、D 69～60、F 59～0（不合格）となる。〕
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。

担当教員 菅野　宏文
授業
形態

講義
総時間

（単位）
1

科目名 アニマルベーシックⅠ1
必修
選択

選択 年次 1

学科・コース エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）



回数 日程 授業形態

1 講義概要（全体像）

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 前期試験

15 振り返り

　【使用教科書・教材・参考書】　

スポーツ・文化の時事問題を理解することができる。

試験前の復習

試験

教科書「国際」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「社会」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「社会」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「環境・科学」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「環境・科学」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「スポーツ・文化」分野のキーワードを読んでおく。

全過程の復習

国際社会の時事問題を理解することができる。

社会の時事問題を理解することができる。

社会の時事問題を理解することができる。

環境・科学の時事問題を理解することができる。

環境・科学の時事問題を理解することができる。

政治の時事問題を理解することができる。 教科書「政治」分野のキーワードを読んでおく。

政治の時事問題を理解することができる。 教科書「政治」分野のキーワードを読んでおく。

経済の時事問題を理解することができる。

国際社会の時事問題を理解することができる。 教科書「国際」分野のキーワードを読んでおく。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

評価方法と基準

定期試験の得点60％ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                
                                                            出席点・授業態度・小テスト・課題など40％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (合計100点満点)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S-F の基準（S100～90、A89
～80、B79～70、C69～60、F59～0 ）      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再試験は公欠が認められた者のみが受験できる。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追試験は一回行い、合格した場合は

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

経済の時事問題を理解することができる。

教科書「経済」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「経済」分野のキーワードを読んでおく。

一般教養の意味を理解することができる。 ここ数日間の新聞に目を通しておく。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験解答の確認 全過程の復習と振り返り

準備学習　時間外学習 事前に講義で行う教科書の該当箇所を読む。授業に関係するテレビのドキュメンタリー番組を視聴する。

・新聞
・『超速マスター！一般常識&時事問題』（高橋書店）21年度版

1

社会人として必要とされる教養を身につけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様々な人々と円滑なコミュニケーションをはかるために必要な教養を身につけます。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就職試験の一般常識テ
ストの対策となるような基本知識を学びます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　＊以上の学習内容はいずれも自分の専門を活かすための前提になるものです。

到達目標　

問題を理解した上で、用語を使うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様々な分野に関心を持つことができるようになる。
今まで興味のなかった分野を勉強することによって自分の世界を広げていくことができる。
今話題になっていることや社会問題を他人と話すことができるようになる。

担当教員 新谷　卓

1

公務員対策講座Ⅰ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）



回数 日程 授業形態

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 前期試験

15 振り返り

　【使用教科書・教材・参考書】　

与えられた問題を解く。

生物・地学の基礎問題を解くことができる。 与えられた問題を解く。

スポーツ・文化の基礎的な出来事を知る。 与えられた問題を解く。

試験

・新聞
・『超速マスター！一般常識&時事問題』（高橋書店）21年度版

評価方法と基準

国語の長文を読解することができる。 与えられた問題を解く。

基礎的な英文法を理解することができる。 与えられた問題を解く。

基礎的な英文を解釈することができる。 与えられた問題を解く。

基礎的な式の計算・方程式・順列などの問題が解ける。 与えられた問題を解く。

与えられた課題を行う。

漢字・熟語・四字熟語・敬語などを習得する。 与えられた問題を解く。

試験解答の確認

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

政治・経済の仕組みを理解することができる。 与えられた課題を行う。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

国際・社会問題を理解することができる。 与えられた課題を行う。

歴史の流れを理解することができる。 与えられた課題を行う。

地理・思想を理解することができる。

全過程の復習と振り返り

準備学習　時間外学習 事前に講義で行う教科書の該当箇所を読む。授業に関係するテレビのドキュメンタリー番組を視聴する。

グラフや図形の問題を解くことができる。 与えられた問題を解く。

物理・化学の基礎問題を解くことができる。

教員の略歴

授業の学習
内容

社会人として必要とされる教養を身につけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様々な人々と円滑なコミュニケーションをはかるために必要な教養を身につけます。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就職試験の一般常識テストの対策
となるような基本知識を学びます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
以上の学習内容はいずれも自分の専門を活かすための前提になるものです。

定期試験の得点60％ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                            
                                                出席点・授業態度・小テスト・課題など40％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (合計100点満点)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S-F の基準（S100～90、A89～80、B79～70、
C69～60、F59～0 ）      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再試験は公欠が認められた者のみが受験できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追試験は一回行い、合格した場合はCの評価とする。

授業計画・内容

到達目標　

問題を理解した上で、用語を使うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様々な分野に関心を持つことができるようになる。
今まで興味のなかった分野を勉強することによって自分の世界を広げていくことができる。
今話題になっていることや社会問題を他人と話すことができるようになる。

年次

担当教員 新谷　卓
授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

1選択

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 公務員対策講座Ⅰ2

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 筆記試験

15 講義

授業で学んだ内容の総復習ができる

前回の授業のノートを必ず読んでくる
前回までの授業のノートを必ず読んでく
る

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

雑食性齧歯類について理解できる（ハム
スター）雑食性齧歯類について理解できる（ハム
スター）雑食性有袋類について理解できる（フク
ロモモンガ）鳥類について理解できる（オウム・イン
コ・フィンチ）

　【使用教科書・教材・参考書】　

教科書は無し。参考書は必要に応じて随時。教材としては、飼育室の動物たちに協力をしてもらいます。

鳥類について理解できる（鶏・鶉・アヒ
ル）

前回の授業のノートを必ず読んでくる

準備学習　時間外学習

評価方法と基準

小試験ト２０％
定期試験ト８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

食虫目について理解できる（ハリネズ
ミ）

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

草食齧歯類について理解できる
草食齧歯類について理解できる（チンチ
ラ）
重歯目について理解できる（ウサギ）

重歯目について理解できる（ウサギ）
食肉目について理解できる（フェレッ
ト）食肉目について理解できる（フェレッ
ト）食虫目について理解できる（ハリネズ
ミ）

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

授業の学習
内容

近年、エキゾチックアニマルは、動物園・水族館、ペットショップ、動物病院、のみならずカフェやふれあい施設など扱う機会が
多い。基本的なエキゾチックアニマルの中でも主に哺乳類と鳥類の中からピックアップした種について、分類、行動や習性・生
理などを含む生態、などを理解し、適切な取扱と飼育管理ができることを目指す。。

到達目標　
動物たちについて、正しい知識を身につける。動物たちを正しく扱うことができる。これらを踏まえて、適切な飼養管理をする
ことができることを目標とする。

担当教員 長嶺幸介

牧場、ペットショップスタッフ経験を経て、現在は移動動物園スタッフとしても活動中。

1

TCA東京ECO動物海洋専門学校

エキゾチックアニマルⅠ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

授業計画・内容

草食齧歯類について理解できる（モル
モット）

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 講義

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

後期補足と内容の理解 後期内容のまとめと理解

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

飼鳥について理解する（インコ類）

飼鳥について理解する（フィンチ類）

試験振り返りと復習

両生類について理解する（カエル）

両生類について理解する（サンショウウオ）

両生類について理解する（その他両生類）

筆記試験

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

動物についての正しい知識と、正しく扱うための技術を身に着けて適正な取り扱い、飼養管理ができること。また、それを伝
えることができること目標とする。

授業の復習（ノート整理）

爬虫類について理解する（その他爬虫類）

評価方法と基準

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）飼鳥について理解する（その他）

爬虫類について理解する（カメ）

爬虫類について理解する（トカゲ）

爬虫類について理解する（ヘビ）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

スナネズミについて理解する

TCA東京ECO動物海洋専門学校

エキゾチックアニマルⅠ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

授業計画・内容

ハムスターについて理解する

飼鳥について理解する（猛禽類）

授業の学習
内容

エキゾチックアニマルは、動物業界度の分野においても扱う機会が増加している。本授業では、基本的な種類について、分
類や生態等についてや、保定や馴致、手入れなどの取り扱い等について理解し、適切な飼養管理を行う基本を身につける
ことを目指す。

到達目標　

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

担当教員 長嶺幸介

総合ペットショップ、移動動物園、ＮＰＯ法人生態科学研究機構副理事長、動物関連番組の監修等

1



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 演習

13 講義

14 講義

15 講義

試験

試験対策をする（宿題）

多摩動物公園ガイダンス　　　　　　　　　　　　　
　　　　　取り組む実習内容について説明できる

多摩動物公園見学実習　　　　　　　　　　　　　　
　　　　野生動物の個体識別を実践できる

見学内容、実習内容についてレポート提出（宿題）

試験対策

自習時に使用するワークシートに沿って予想をたて
る（宿題）

動物のストレス軽減への取り組みを実践できる

動物福祉の概念について説明できる

動物福祉の概念について説明できる 多摩動物公園について調べる（宿題）

飼育動物に出現する問題行動について調べる　　　　
（事前学習）

環境エンリッチメントとして施される工夫を調べて
くる（事前学習）

現代社会における動物園の役割を説明できる

動物園に関わる法律について記することができる

動物の分類表記を記することができる

種と亜種の違いを説明できる

動物園の展示の工夫を説明できる

動物が感じるストレスの仕組みを説明できる

1

1
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 飼育概論Ⅰ1

必修
選択

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 栗原七保子

授業
形態

講義 単位

選択 年次

日本の動物園が辿った歴史を説明できる
4つの役割に当てはまる動物園の具体的な取り組み

を考えてくる（事前学習）

教員の略歴 水族館スタッフとして鰭脚類の飼育調教を担当。現在は動物園にて環境教育を担当。

授業の学習
内容

動物園は日本国内では娯楽のための施設として認識されがちだが、種の箱舟としての役割や命ある動物が目の前にいるこ
とで実現する実物教育の場、野生動物との共存を目指すための環境教育の実践の場としても、その価値を期待されてい
る。本授業では、日本の動物園が辿ってきた歴史や現在課せられている役割を学び、それぞれの取り組みを具体的に理解
出来るように発見する力を身に付けていく。

到達目標　
動物園を訪れる際の様々な知識を身に付けることで、利用する側の市民としての価値を深めると共に、今後の動物園の発
展に寄与出来る人材となる。

評価方法と基準 １）定期テスト60％　　２）講義受講態度20％　　　３）レポート内容20％　の総合判定とする。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

振り返り、誤解答を説明できる 必要な者は追試対策（宿題）

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

飼育ハンドブック、必要に応じ講師が作製

ワシントン条約について事前に調べる（事前学習）

分類表記について、動物園の解説パネルを元に　　　
具体例を見つけておく（事前学習）

動物種１種の具体的な表記を書いてくる（宿題）

自分の好きな動物園の園内見取り図を用意する　　
（宿題）

自分が取るどういった行動が、動物のストレスに　　
　つながるのかを考えてくる（事前学習）

振り返り小テスト記入（宿題）



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 演習

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 エコ・コミュニケーション科昼一+B13:B26年制 講義

15 講義

小テスト記入（宿題）

小テスト提出

試験

動物園での繁殖に向けた取り組みについて　　
説明できる

動物園での繁殖に向けた取り組みについて　　
説明できる

動物園での繁殖に向けた取り組みについて　　
説明できる

動物園での飼料選出の条件を説明できる

動物園での飼料選出の条件を説明できる

ここまでの振り返り（宿題）

動物園での繁殖事例を調べてくる（事前学習）

今後の動物園の繁殖状況について調べてくる　　　　
（事前学習）

飼育室の動物へのエンリッチメントが実践できる

飼育室の動物へのエンリッチメントが実践できる まとめたものをレポート提出

到達目標　

評価方法と基準

準備学習　時間外学習(学習課題）

動物園を訪れる際の様々な知識を身に付けることで、利用する側の市民としての価値を深めると共に、今後の動物園の発
展に寄与出来る人材を育成となる。

１）定期テスト60％　　２）講義受講態度20％　　　３）発表内容20％　の総合判定とする。

授業計画・内容

学習内容

飼育概論Ⅰ2科目名

教員の略歴

授業の学習
内容

飼育室の動物に必要なトレーニングを考えてくる　　
　（宿題）

トレーニングを入れていく手順を考えてくる（発
表）トレーニングの手順を説明できる

1

飼育室の動物へのエンリッチメントが実践できる
学校の飼育動物に施せるエンリッチメントを考える　

（宿題、発表）

担当教員 栗原七保子

水族館スタッフとして鰭脚類の飼育調教を担当。現在は動物園にて環境教育を担当。

1
エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

現代の動物園は社会的に期待される役割以外にも、飼育員や関係団体が自ら作り出した目標に向けて様々な努力や試行
錯誤が重ねられている。その１つが、動物福祉の理念に重きをおいた、飼育動物のQOLの向上である。本授業では、動物園
という現場で働く人たちがどのように動物と向き合い、どのような取り組みを重ねているのか、具体的な実践例と共に紹介
し、理解を深めていく。

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義 単位

TCA東京ECO動物海洋専門学校

学科・ｺｰｽ

誤解答について説明できる
準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

飼育ハンドブック

学校の飼育動物に施せるエンリッチメントを改善点
を入れながら考える　（宿題、発表）

海外研修 海外の動物施設について、事前にエンリッチメン
ト・トレーニングについて調べる

トレーニングの多様性を説明できる

ハズバンダリートレーニングについて説明できる

ハズバンダリートレーニングの実践方法を説明できる 具体案を考えレポート提出（宿題）

トレーニングを入れていく手順を考えてくる（事前
学習）



学科・ｺｰｽ

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

評価方法と基準

回数 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

種という概念に関する法がなぜ必要であった
かについて理解できる。 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律について内容を再度確認し、どの制度がど
の場合に適用されるかを把握しておく。年月とともに種を保護する法律がどのように

変遷をとげていったか理解できる。

海洋生物と陸上生物の法的な差異について理
解できる。

６０分の筆記試験

ラムサール条約と国内法の関係について復習し理
解する。

漁業法について内容を再度確認し正しく理解す
る。

水産資源保護法と鳥獣保護法の関連について再度
確認し理解する。

動物業界に携わるものとして
法とはどのようなものか体系を理解することができる。
動物関連の法令にはどのようなものがあるか知ることができる。
それぞれの法がどのように関係しているか知ることができる。
動物そして自分を守るための知識を身につけることができる。
将来現場に出た際に「知恵」として役たてることができる。

担当教員
木村

幸一郎

条約により、国同士がどのような取り決めを
行ったかが理解できる。

近年改正が著しい漁業に関連する法律につい
て理解することができる。

国際間の取り決めである条約とは何かについ
て理解できる。

日本における動物関連法規が成立した過程を
説明し、現状の問題点を浮き彫りにする。

野生鳥獣の捕獲について（狩猟免許、特別許
可）。申請方法等を含め理解できる。

外来生物について、なぜこのような法律がで
きたかについて理解できる。

外来生物について、業界人としての関わり方
について理解できる。

野生鳥獣について業界人および一般社会人と
しての付き合い方が理解できる。

種を保護するためにどのような制度が設けら
れているかが理解できる。

鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律の内容を再度確認し、何をしてはいけない

かを確実に把握する。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に
関する法律の内容を再度確認し、何をしてはいけ

ないかを確実に把握する。

鳥獣被害対策特措法について内容を再度確認し理
解する。

野生鳥獣の被害対策についての法的な取り組
みについて理解できる。

東京都鳥獣保護員、東京都動物愛護審議会委員として、違法行為取締及び推進計画策定に従事。

定期試験により評価を行う。
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回、レポート課題を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

学習内容

TCA東京ECO動物海洋専門学校

準備学習　時間外学習(学習課題）

ワシントン条約と種の保存法の関連について復習
し理解する。

特に定めないが、読んでおくのが有用と思われる書籍、論文等については授業の際に紹介します。

テスト結果からのふり返りを行うことで、法
律についての理解を深める。

試験範囲からの復習および動物関連書籍の熟読に
よる法的な理解。

準備学習　時間外学習 この行為が法的にはどのような位置づけかを理解するための動物関連書籍の熟読。

　【使用教科書・教材・参考書】　

試験範囲からの予習と対策

法とは何か、どのような意図のもと作成されてい
るかを理解する。

法令を遵守することは国民全員に課せられた義務の一つです。しかしながら動物業界の現場に出る機会の多い自分から見て、
まだまだコンプライアンスの点で不十分な点が多々あるように見受けられます。東京都の方針としても「法令遵守のできる人材」
が多く業界で活躍することが望まれています。法令はとかく知識偏重となり、現場に出た際に実践的であるとはいえないものも多
くあります。そこで、この講義では基本的な知識の習得はもちろんですが、ペットショップ店員として接することとなる「魚」だけでな
く、「イヌ」「ネコ」を含めた動物全般という観点から、接するための心構えを含め、現場でそれを使いこなせ、かつ一般の人々の
規範となれるような法令を遵守できる「動物業界人」の育成を目指した学習を進めていきます。

1
動物関連法規Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義 単位 1
エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11

12

13 講義・試験

14 試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 畜産飼養　Ⅰ1　

必修
選択

担当教員 工藤悟
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

教員の略歴 観光牧場勤務を経て、現在は牧羊犬トレーニングや羊管理のコンサルティングを行っている。

授業の学習
内容

畜産学、家畜、飼料そして畜産物の入門的理解に重点を置き、動物を扱う現場には、様々な分野の知識が必要であり、
各々が独立しているものではなく、密接に関わり合い業務が遂行される事を理解させ、興味を持たせる。また、即戦力とし
て必要な知識を解説する。

到達目標　
畜産学の基礎を正しく理解させる。
家畜が日常生活の衣・食・住を支えている事を理解させる。
即戦力として役立つ知識を理解させる。

評価方法と基準
ロープワーク実技試験　10％
定期試験　90％
試験評価：S-Fの基準（S　100～90、　A　89～80、　B　79～70、　C　69～60、　F　59～0）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
講義内容の説明、畜産と生活との関わり、畜産の必要性、現状につい
て理解する。

講義中に使用した教科書、配布したプリント。そ
して、口頭、板書を書き留めたノートの熟読を行
い、時間外学習とする。また、理解できなかった

内容についての質問を整理する。

日本における代表的な家畜（牛・豚・鶏）の品種を紹介すると共に利
用目的について理解する。

代表的な家畜（牛・豚・鶏）の骨格の構造と特徴。そして、独特な特
徴について理解する。

代表的な家畜（牛・豚・鶏）の消化器の構造と特徴。　反芻動物の消
化機能。また、独特な特徴について理解する。

代表的な家畜の生殖器の構造、性周期、妊娠、分娩について理解す
る。

育種の概念。選抜法、交配法を紹介し、育種改良の重要性について理
解する。

飼料の消化・吸収について解説し、各種畜産物に変える一連の過程を
理解する。

飼料の概念。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飼料の
一般成分、栄養価について理解する。。

飼料の分類、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特に種
類の解説とその特徴について理解する。。

飼料の給与方法、特に代表的な家畜（牛・豚・鶏）に対しての方法を
理解する。

講義・演習
牧場で使用するロープワークについて理解し実践できるようになる。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（構造、扱い方、手入れ・
結び方を理解する。）

紹介した結び方の復習を行い習得すること。

ロープワークの理解度の確認。実技試験を通し、再度、結び方を整理
し理解させる事。

筆記試験

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験の解説を通して、前期のポイントを整理し理解させる事。 前期講義の復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　　　家畜飼育の基礎　並河澄　他5名共著（農文協）/配布する講義用プリント。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11

12

13 講義・試験

14 試験

15 講義

筆記試験

講義・演習
牧場で使用するロープワークについて理解し実践できるようになる。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（構造、扱い方、手入れ・
結び方を理解する。）

紹介した結び方の復習を行い習得すること。

ロープワークの理解度の確認。実技試験を通し、再度、結び方を整理
し理解させる事。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験の解説を通して、前期のポイントを整理し理解させる事。 前期講義の復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　　　家畜飼育の基礎　並河澄　他5名共著（農文協）/配布する講義用プリント。

飼料の給与方法、特に代表的な家畜（牛・豚・鶏）に対しての方法を
理解する。

講義内容の説明、畜産と生活との関わり、畜産の必要性、現状につい
て理解する。

講義中に使用した教科書、配布したプリント。そ
して、口頭、板書を書き留めたノートの熟読を行
い、時間外学習とする。また、理解できなかった

内容についての質問を整理する。

日本における代表的な家畜（牛・豚・鶏）の品種を紹介すると共に利
用目的について理解する。

代表的な家畜（牛・豚・鶏）の骨格の構造と特徴。そして、独特な特
徴について理解する。

代表的な家畜（牛・豚・鶏）の消化器の構造と特徴。　反芻動物の消
化機能。また、独特な特徴について理解する。

代表的な家畜の生殖器の構造、性周期、妊娠、分娩について理解す
る。

育種の概念。選抜法、交配法を紹介し、育種改良の重要性について理
解する。

飼料の消化・吸収について解説し、各種畜産物に変える一連の過程を
理解する。

飼料の概念。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飼料の
一般成分、栄養価について理解する。。

飼料の分類、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特に種
類の解説とその特徴について理解する。。

評価方法と基準
ロープワーク実技試験　10％
定期試験　90％
試験評価：S-Fの基準（S　100～90、　A　89～80、　B　79～70、　C　69～60、　F　59～0）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴 観光牧場勤務を経て、現在は牧羊犬トレーニングや羊管理のコンサルティングを行っている。

授業の学習
内容

畜産学、家畜、飼料そして畜産物の入門的理解に重点を置き、動物を扱う現場には、様々な分野の知識が必要であり、
各々が独立しているものではなく、密接に関わり合い業務が遂行される事を理解させ、興味を持たせる。また、即戦力とし
て必要な知識を解説する。

到達目標　
畜産学の基礎を正しく理解させる。
家畜が日常生活の衣・食・住を支えている事を理解させる。
即戦力として役立つ知識を理解させる。

工藤悟
授業
形態

講義
（単位）

選択 年次 1

1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 畜産飼養Ⅰ2

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

担当教員 森由民

上述の通りのテクストに関する考査

到達目標　

教員の略歴

授業の学習
内容

動物園スタッフを志望する者に対して、自覚的な動物園人としてのライフワークの基礎となる動物園通史と動物園原論を展
開する。なお、後期には本講義を基にさらに個別の事例研究や受講者が主体的に関わる演習の要素も予定している。

評価方法と基準
講義への出席と定期の考査によって評価する。考査は、あらかじめ配布するテキストに基づく穴埋め式・選択肢付。テキスト
は試験の現場にも持ち込み可とする。すなわち、事前のテクスト読解もまた学習の一部であることを肝に銘じられたい。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

近代動物園は、市民一般に開かれていることと科学的基盤を持つことで特徴づけられる。
そこでは最新の科学知識の伝達の試みが可能であるとともに、人々の文化的な動物観形成も行なわれていると考えられ
る。
このような動物園のあり方を的確に理解し、それを基に、動物園スタッフとして「動物園文化」を構成していく基礎知識を習得
する。

　【使用教科書・教材・参考書】教科書は定めない。参考文献は以下の通り。川端裕人・本田公夫(2019)『動物園から未来を変える』亜紀書房、村田浩一ほか編(2014)『動物園学入門』朝倉書店、森由民(2014)『動物
園のひみつ』PHP研究所、若生謙二(2010)『動物園革命』岩波書店、志村博(2017)『トレーニングという仕事』東海大学出版会。また、動物学全般に関する参考書として、三浦慎悟(2011)『動物の世界』新星出版社。

上野動物園に学ぶ

郊外型動物園の展開

サファリパークを歩く

サル山からテナガザルの森へ

動物園と遊園地

考査結果解説
準備学習　時間外学習

本講義の目的はもっぱら、近い将来に携
わる見込みの動物園の現場で自ら考え学
び解決するための緒となる問題意識の喚
起にある。教師の中に既に答えがあり、
その正解を言い当てることが目指される
といった発想や、短絡的に模範解答を暗
記しようとする姿勢は最も忌避されるも
のである。よって、特に明確な学習課題
は示さないが、受講前後に以下の姿勢を
保つことを推奨する。
1. 考査のために与えたテキストは暗記の
ためでなく理解・咀嚼のために複数回自
学自習すること。また、参考文献にも積
極的に取り組むことが自らの成長につな
がることを常に念頭に置かれよ。
2. その他、講義内で与えられるハンドア
ウトの類についても自ら学び、必要に応
じて講師に質疑応答を求めること。
3. 毎回の授業後レポートについて、返答
可能なものはすべて翌週までに返答を記
して返却する。各自がその一週間に自分
なりに疑問の解決のための調査・考察を

アリストテレスかく語りき

ビュフォンからキュヴィエへ

花鳥茶屋から動物園へ

動物園はどこから来たのか

市民が歩く動物園

科学・文化・公共性

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物園研究Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義 単位

1

動物園フリーライターとして、日本全国の動物園を回り紹介し続けている。多数著書あり。

1

南北戦争と動物園

考査に向けての質疑応答

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義・試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

授業
形態

講義 単位

1

動物園・水族館の意義・役割 本日の講義の復習。

担当教員 菅野宏文

学芸員として、現場での動物管理経験あり。また現在は執筆活動を主に行っており、多数著書あり。

1

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物学概論Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準
出席率･試験成績により判断する。出席率70％以上の学生には2点、80％以上の学生には3点、90％以上の学生には5点、
筆記試験に加点する。
筆記試験との合計で、80点以上がA評価、70点以上がB評価、60点以上がC評価で、80点未満がD評価（不合格）となる。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

動物園・水族館の意義と役割、動物園・水族館に関係する法令、分類と分類学、脊椎動物の生理、生態と飼養動物の飼育
環境、生物学史、生命の誕生、進化論、メンデルと遺伝、染色体と遺伝、性と遺伝等。

到達目標　
業界（動物園・水族館・企業等）のニーズに対応出来る深い知識を習得し、更には動物園・水族館の採用試験に対応出来る
学力を培う。
動物を管理する上で基礎となる生体の分類や適正な飼育環境を理解する。

飼育ハンドブック等

試験解答及び全過程の総括 理解しにくかった項目を予め調べる。

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

分類の概念及びリンネ式分類学

種の概念・形態学的、生物学的種の定義

学名、国際動物命名規約、二名法

五界説における動物界の各門の概要

なぜ分類が必要なのか予習を行う。

本日の講義の復習。

動物を1種選び予め学名を調べる。

生物を5つの界に分けた理由を予め調べる。

登録票について説明できる様練習。

試験に対する準備を行う。

最新の分類・古細菌と3ドメインセオリー

脊椎動物亜門・哺乳綱の分類

哺乳類の生理

期末試験（ペーパーテスト実施）

五界説の矛盾点について予め調べる。

本日の講義の復習。

本日の講義の復習。

ワシントン条約及び種の保存法

動物の愛護及び管理に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律、特定動物

外来生物法

文化財保護法・国際保護鳥

動物販売時説明書を使用しながら説明練習。

特定動物を予め1種選び調べる。

特定外来動物を予め1種選び調べる。

天然記念動物を予め1種選び調べる。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 演習

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 エコ・コミュニケーション科昼一+B13:B26年制 講義

15 講義

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【使用教科書・教材・参考書】　

飼育ハンドブック

誤解答について説明できる
準備学習　時間外学習

小テスト記入（宿題）

トレーニングの多様性を説明できる

トレーニングの手順を説明できる

ハズバンダリートレーニングについて説明できる

ハズバンダリートレーニングの実践方法を説明できる 具体案を考えレポート提出（宿題）

トレーニングを入れていく手順を考えてくる（事前
学習）

飼育室の動物に必要なトレーニングを考えてくる　　
　（宿題）

授業計画・内容

飼育室の動物へのエンリッチメントが実践できる
学校の飼育動物に施せるエンリッチメントを考える　

（宿題、発表）

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

現代の動物園は社会的に期待される役割以外にも、飼育員や関係団体が自ら作り出した目標に向けて様々な努力や試行
錯誤が重ねられている。その１つが、動物福祉の理念に重きをおいた、飼育動物のQOLの向上である。本授業では、動物園
という現場で働く人たちがどのように動物と向き合い、どのような取り組みを重ねているのか、具体的な実践例と共に紹介
し、理解を深めていく。

到達目標　
動物園を訪れる際の様々な知識を身に付けることで、利用する側の市民としての価値を深めると共に、今後の動物園の発
展に寄与出来る人材を育成となる。

担当教員 栗原七保子

水族館スタッフとして鰭脚類の飼育調教を担当。現在は動物園にて環境教育を担当。

1

評価方法と基準 １）定期テスト60％　　２）講義受講態度20％　　　３）発表内容20％　の総合判定とする。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物学概論Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義 単位

1

飼育室の動物へのエンリッチメントが実践できる
学校の飼育動物に施せるエンリッチメントを改善点

を入れながら考える　（宿題、発表）

飼育室の動物へのエンリッチメントが実践できる まとめたものをレポート提出

海外研修 海外の動物施設について、事前にエンリッチメン
ト・トレーニングについて調べる

トレーニングを入れていく手順を考えてくる（発
表）

小テスト提出

試験

動物園での繁殖に向けた取り組みについて　　
説明できる

動物園での繁殖に向けた取り組みについて　　
説明できる

動物園での繁殖に向けた取り組みについて　　
説明できる

動物園での飼料選出の条件を説明できる

動物園での飼料選出の条件を説明できる

ここまでの振り返り（宿題）

動物園での繁殖事例を調べてくる（事前学習）

今後の動物園の繁殖状況について調べてくる　　　　
（事前学習）



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 前期試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 動物行動学Ⅰ１

必修
選択

担当教員 山本　聡
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

授業の受け方、ノートの取り方などを説明す
る。学生の進路希望のヒアリングする。

今年の自分の目標について考え、今年1年の生
活・学習などの計画をたてる。

教員の略歴
ケワロ湾海洋哺乳類研究所およびハワイ大学海洋生物研究所研究員兼トレーナー、沖縄海洋研究所飼育顧
問、あわしまマリンパーク飼育顧問、南知多ビーチランド飼育・研究アドバイザー、海洋哺乳類エデュケーション
センター代表理事

授業の学習
内容

飼育動物のトレーニングはショーをしたり、ヒトの望むように行動させたりするためではなく、動物の健康管理・医療を行う、動
物のいだく不安や恐怖を取り除くなどのために絶対必要なことである。近年は野生動物の保全にも役立てられている。こうし
たトレーニングをするためにはレスポンデント条件付けやオペラント条件付けなどの知識、それらの理論に基づく技術を身に
つけなければならない。本受業ではこれらのことについて学ぶ。また本受業を通して専門的な文献は英語で書かれたものし
かないこと、最先端の理論・技術は英語でしか学べないことを認識し、英語力をつける努力をするようになってもらいたい。ま
た「習う」「覚える」「聞き取る・書きとる」という態度ではなく「調べる」「考える」「ポイントをつかむ・まとめる」という態度を持つ
ようになってもらいたい。

到達目標　

なぜ飼育動物をトレーニングしなければならないか、主な５つの理由を重要さの順に説明できる。動物と心理的、社会的な絆
を築くうえで何が必要か説明できる、何をしなければいけないかを理解する。条件刺激としてのブリッジの機能を説明できる。
不定率強化はどのように行うか、なぜ動物のトレーニングに適しているか、どのようなときに用いるか、何に気をつけなけれ
ばならないか説明できる。動物のトレーニングや動物飼育において満たされるべき事項、強化子の多様性、動物の自主性の
尊重、トレーニングの非予測性とはどのようなことなのか考えられるようになる。

評価方法と基準

出席率・授業態度：２０％
前期試験：８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備・時間外学習課題

なぜ飼育動物をトレーニングしなければなら
ない主要な目的を重要性の順に説明できる

まとめノートの作成

グローバルなトレーナーになることの重要性
とグローバルなトレーナーの役割を認識でき

まとめノートの作成

なぜ水族館や動物園におけるエンターティメ
ントが重要かを論じられる また事例ビデオ

まとめノートの作成

情動・欲求・記憶・知覚・認知・反応（行
動）の相互作用のメカニズムを理解する

まとめノートの作成

レスポンデント条件付けを具体的に説明でき
る 条件反応とトレーニングの関係を説明で

まとめノートの作成
ブリッジが条件刺激であることを理解し、ブ
リッジの機能を説明できる。

まとめノートの作成

オペラント条件づけが成立するための必須条
件 強化と罰によって動物の行動にどのよう

まとめノートの作成
なぜ正の強化のみで動物のトレーニングが可
能かを理解し、その理由を説明できる。

まとめノートの作成

連続強化と間歇強化の違い、連続強化を使わ
なければいけない場合と間歇強化が望ましい

まとめノートの作成

不定率強化の行い方、なぜ不定率強化が動物
のトレーニングに適しているかを説明でき

まとめノートの作成

強化の基準の設定・維持の仕方を説明でき
る 強化子の多様性の重要性を認識し 論じ

まとめノートの作成

トレーナーに対するサイン出し・ブリッジン
グ・強化のトレーニングの行い方を知り ト

まとめノートの作成

【使用教科書・教材・参考書】使用教科書は特になし。参考となるものは① "Animal Training" (著者) SeaWorld Parks & Entertainment 
(https://seaworld.org/animals/all-about/training/)、② "Zoomility" (著者）Grey Stafford（出版社）An iReinforce.com book.

TCA東京ECO動物海洋専門学校

前期の講義内容の理解度、学生の知識の体制
化・説明力・日本語力を確認する

小グループで試験の準備学習を行う。

学生の理解度が十分でない事項を中心に、全
ての学生が試験に出された項目を正しく理解

自己の試験結果と解答解説をもとに、自己の
まとめノートに加筆・修正などを行う

準備学習　時間外学習
毎回の授業中にとったノートを基に、良く分からなかったこと、疑問に思ったこと、興味を持ったことに
ついて自分で調べ、それらを整理しまとめたものを自分のことばで書いたまとめノートを作成する。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 後期試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 動物行動学Ⅰ2

必修
選択

担当教員 山本　聡
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

前期の授業、前期・夏季の生活についてヒア
リング 前期の授業内容の理解度を確認す

自己の目標を見つめ直し、後期の自己の学
習・生活計画を立て直す。

教員の略歴
ケワロ湾海洋哺乳類研究所およびハワイ大学海洋生物研究所研究員兼トレーナー、沖縄海洋研究所飼育顧
問、あわしまマリンパーク飼育顧問、南知多ビーチランド飼育・研究アドバイザー、海洋哺乳類エデュケーション
センター代表理事

授業の学習
内容

飼育動物のトレーニングはショーをしたり、ヒトの望むように行動させたりするためではなく、動物の健康管理・医療を行う、動
物のいだく不安や恐怖を取り除くなどのために絶対必要なことである。近年は野生動物の保全にも役立てられている。こうし
たトレーニングをするためにはレスポンデント条件付けやオペラント条件付けなどの知識、それらの理論に基づく技術を身に
つけなければならない。本受業ではこれらのことについて学ぶ。また本受業を通して専門的な文献は英語で書かれたものし
かないこと、最先端の理論・技術は英語でしか学べないことを認識し、英語力をつける努力をするようになってもらいたい。ま
た「習う」「覚える」「聞き取る・書きとる」という態度ではなく「調べる」「考える」「ポイントをつかむ・まとめる」という態度を持つ
ようになってもらいたい。

到達目標　

動物のトレーニングにおける一貫性とはどのようなことか説明できる。動物のトレーニングに罰を用いることの出来ない、倫理
的根拠と理論的根拠を論ずることができる。LRSの行い方とABC分析の適用の仕方を説明できる。間違ったタイムアウトの考
え方とリコールの用い方を指摘でき、適切なタイムアウトとリコールの用い方を説明できる。動物の生存年数・確率を向上さ
せ、自然繁殖を確実に成功させるためにはどのような考え方、どのようなことが必要か説明できる。

評価方法と基準

出席率・授業態度：２０％
前期試験：８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

トレーニングにおける一環性、非予測性の重
要性を理解し 一貫性と非予測性について具

まとめノートの作成

脱感作の３つの目的と必要性を説明できる。
馴化とはどのような神経生理的現象なのか説

まとめノートの作成

直接的・物理的な嫌悪刺激のやり方、不安や
恐怖を感じさせるものに対する脱感作のやり

まとめノートの作成

触れ合いプログラムのおいて何を脱感作しな
ければならないか考えられる

まとめノートの作成

全ての動物に自然に起きる罰とはどのような
ものか理解し トレーニングに罰も用いるこ

まとめノートの作成

飼育下にいて自傷行動、常同行動、吐き戻
し アグレッションが起きる主な原因と基本

まとめノートの作成

ABC分析の基本概念を理解し、動物の問題行
動に対してどのように用いるか説明できる

まとめノートの作成
DRILRSそれとぞれの目的と行い方を説明でき
る。

まとめノートの作成

タイムアウトとリコールの目的と用い方を説
明できる

まとめノートの作成

鯨類、鰭脚類の飼育施設デザインにおいて満
たされるべき主要な要件を説明できる

まとめノートの作成

これからの海洋哺乳類の飼育・トレーニング
の主な課題にどのようなものがあるか理解す

まとめノートの作成

動物とのシンボリックなコミュニケーション
が可能であることを過去の研究成果を学び

まとめノートの作成

【使用教科書・教材・参考書】使用教科書は特になし。参考となるものは① "Animal Training" (著者) SeaWorld Parks & Entertainment 
(https://seaworld.org/animals/all-about/training/)、② "Zoomility" (著者）Grey Stafford（出版社）An iReinforce.com book.

TCA東京ECO動物海洋専門学校

後期の講義内容の理解度、学生の知識の体制
化・説明力・日本語力を確認する

小グループで試験の準備学習を行う。

学生の理解度が十分でない事項を中心に、全
ての学生が試験に出された項目を正しく理解

自己の試験結果と解答解説をもとに、自己の
まとめノートに加筆・修正などを行う

準備学習　時間外学習
毎回の授業中にとったノートを基に、良く分からなかったこと、疑問に思ったこと、興味を持ったことに
ついて自分で調べ、それらを整理しまとめたものを自分のことばで書いたまとめノートを作成する。



　

回数 日程 授業形態

1 講義

　　　　　調べる(業務内容、年収、なるために必要なこと、資格等)

3 演習

4 講義

5 演習

6 講義

7 講義

9 講義

　　　　　　/上記の魚一種以上を食す、できれば丸魚を見る、触る

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

目標設定/振り返り

伊豆実習

スキンダイビングの習得ができる

ホイッスル練習/レポート

準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の概要・目的説明・目標設定・自己紹介　　　　　　　　　　　/最も印象に残った自己紹介

東京コミュニケーションアート専門学校

前回の課題の感想・まとめ/ミニテスト

水族館に来るまでの経緯を調べる/まとめ

イルカの輸送方法を調べる/まとめ

餌料について理解できる②

TCA東京ECO動物海洋専門学校

分からなかったところの復習

8

どんな仕事があるかノートに書く/最も興味を持った仕事について

海の哺乳類Ⅲ(海牛類)について理解できる 好きな海牛類一種をイラストで描く/ミニテスト

　【使用教科書・教材・参考書】　

海の鳥類について理解できる

10 講義 餌料について理解できる①

好きなペンギン一種をイラストで描く/ミニテスト

サバ・アジ・サンマ・ホッケ・シシャモを見分ける

海の哺乳類Ⅰ(鯨類)について理解できる 好きな鯨類一種をイラストで描く/ミニテスト

海の哺乳類Ⅱ(鰭脚類)について理解できる 好きな鰭脚類一種をイラストで描く/ミニテスト

教員の略歴

授業の学習
内容

①水族館等で扱われている海洋哺乳類について知り、その生態や特徴、飼育管理に必要な事を学び理解することができる。　
②水族館、ふれあい施設をはじめその他マリン業界や動物園業界等様々な方向性の中でどのように自分は関わりたいの
か、その上では何が必要なのかを見極め、考えていくことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③授
業手法は主に「講義」「筆記」「映像鑑賞」「オリエンテーション」で展開。

到達目標　

①水族館やふれあい施設等において動物の飼育・管理に関わる上で、扱われている海洋哺乳類の基礎的な生態、
健康管理に必要な知識を中心に身につけ実践に役立てることができる。
②水族館・マリン業界を始め、海に関わる仕事内容を知り理解することができる。
③座学や業界実習を重ね、二年時に上がる上である程度の方向性を確立できる。　
　　
　　
　　
　　

ドルフィントレーナーとしてふれあい施設に勤務し、現在はダイビングショップ・潜水作業を行う会社を運営している。

評価方法と基準

初期飼育について理解できる①

初期飼育について理解できる②

試験範囲の学習/まとめ

定期試験　60％　　　出席率　　40％

授業計画・内容

学習内容

2 講義 海洋哺乳類に関わる仕事を考える・知る

/ミニテスト講義
海の哺乳類Ⅳ(その他の海洋哺乳類)

について理解できる
日本の水族館で飼育されているその他の海洋哺乳類を調べ書く

黒葛原
真実

授業
形態

講義 単位

選択 年次 1

1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 動物の健康管理Ⅰ2

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 演習

9 演習

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

筆記試験

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

前回までの授業のノートとプリント必ず読む

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

前回の授業で行ったロープの結び方を家で必ず復習してくる

前回の授業で行ったロープの結び方を家で必ず復習してくる

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

飼養する馬の登録について理解できる

馬の個体識別方法について理解できる

馬の悪癖について理解できる

ロープワーク技術を身につける。

馬の保定方法と必要な道具と使い方を理解できる。

ロープワーク技術を身につける。

馬具の名称と使用方法を理解し正しく扱うことができる

授業形態

馬の食性以外の習性について理解できる

感覚器の構造と特徴について理解できる

馬体の特徴や、名称、蹄と削蹄・装蹄などについて理解できる

長嶺幸介

馬を扱う業種は牧場、観光牧場、動物園、移動動物園、乗馬クラブ、ペットショップなど、多岐にわたり、基本的
な知識や取扱を学ぶことは必須事項の一つである。また、馬は、畜産動物の中でも、人との関わり方が特殊で
あり、大型動物を扱う上での基礎を学ぶことに繋がる。馬をできるだけ理解しようと努め、適切な取扱と飼養管
理ができるようにするため、映像や実物の馬具、ロープワークなどを取り入れ、経験したことを実例としながら
わかり易い内容にする

牧場、ペットショップスタッフ経験を経て、現在は移動動物園スタッフとしても活動中。

1

馬の分類・品種などについて理解できる 前回の授業のノートを必ず読む

担当教員

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

前回の授業のノートを必ず読む

前回の授業のノートを必ず読む

馬の食性と飼料について理解できる

教科書はなし　　必要に応じて随時参考資料等を使用　　馬具や手入れ道具・ロープ・ビデオなどを使用

乗馬について、形式や騎乗者資格などについて理解できる 前回までの授業のノートとプリント必ず読む

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

評価方法
と基準

定期試験100％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

馬と人の関わりについて理解できる

学習内容

馬について自分で持つイメージを一言でまとめる

準備学習　時間外学習(学習課題）

TCA東京ECO動物海洋専門学校

馬学Ⅰ1

必修
選択

選択必須 年次 1

授業計画・内容

講義
総時間
（単位）

科目名

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　
人との関わりや歴史、習性や行動を含む生態などの理解。馬体名称や個体識別法、悪癖などを理解し、基本
的な管理ができる。仕事に必要なロープワーク技術を身につける。馬具を知り、適切に使用できる。これらの内
容を踏まえ、基本的な知識と技術を習得し、適切な取扱と飼育管理ができることを目標とする。



回数 日程 授業形態

1 講義・実技

2 実技

3 実技

4 実技

5 実技

6 実技

7 実技

8 実技

9 実技

10 実技

11 実技

12 実技

13 実技

14 実技

15 試験

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 プール演習Ⅱ1

必修
選択

担当教員 原島大樹
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1・2

1

学校外施設の利用方法の確認。　技術レベルによるコース分けを行う。　　 入学前オリエンテーションにおける3つの習慣の理解と個人目標の策定。持参品の確認。

教員の略歴 東京スポーツレクリエーション専門学校卒、㈱日本潜水機、日本コムシス㈱、㈱アドバンス取締役、㈱トラックス代表取締役

授業の学習
内容

ドルフィントレーナー、ガイド、インタープリター、インストラクターとしての必要な水泳スキルを身につける。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　またそれら業務に従事する上で必要不可欠な体力を作る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準備体操を行い人前に立つことに慣れ、プレゼンテーション能力の向上を目指す。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業は100％実技です。

到達目標　

クロールと背泳の技術が出来るようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　技術と体力を養いクロールで200ｍ泳ぐことが出来るようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日々の生活の中で水中に入り、自身のコンディショニングが出来るよう生活習慣を身に着け
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　準備体操を通じ健康な身体の育成、コンディショニングの維持が出来るようになる。

評価方法と基準

定期試験100％（実技）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
200mクロールのタイムの測定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
背泳の泳力評価（25ｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
再試験は公欠が認められた物のみ対応する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追試験1回　レポート課題（泳力向上について）を提示し、提出をもってC
の評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

クロールのスタート出来るようになる。

クロールキックが出来るようになる。

クロールのプルが出来るようになる。
クロールのキックとプルを合わせて泳ぐこと

が出来る。

前期の授業内容を説明し当科目の明確な学びの目的、目標、方法を理解することが出来る。　

水慣れと呼吸方法を理解する。　

ストリームラインの重要性を理解する。

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容
を確認し、更なる技術と体力の向上を目指

し、授業外でも練習する。

背泳で泳ぐスタミナをつけ、体力の向上を図
る。

夏季休暇中の個々の練習方法を確認する。

200ｍクロールタイム測定、背泳泳力評価
完泳を目指し、練習の中でタイムを確認して

おくこと。
準備学習　時間外学習 技術レベルによって授業外の練習を行う必要性を理解し、目標達成に必要な技術と体力の向上を促す。

背泳のキックが出来るようになる。

背泳のプルが出来るようになる。
背泳のキックとプルを合わせて泳ぐことが出

来る。

クロールで泳ぐスタミナをつけ、体力の向上
を図る。

背泳でのストリームラインを理解する。



回数 日程 授業形態

1 講義・実技

2 実技

3 実技

4 実技

5 実技

6 実技

7 実技

8 実技

9 実技

10 実技

11 実技

12 実技

13 実技

14 実技

15 試験

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 プール演習Ⅱ2

必修
選択

担当教員 原島大樹
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1・2

1

評価方法と基準

定期試験100％（実技）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
400mクロールのタイムの測定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平泳ぎの泳力評価（25ｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　再試験は公欠が認められた物のみ対応する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追試験1回　レポート課題（泳力向上について）を提示し、提出をもって
Cの評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴 東京スポーツレクリエーション専門学校卒、㈱日本潜水機、日本コムシス㈱、㈱アドバンス取締役、㈱トラックス代表取締役

授業の学習
内容

ドルフィントレーナー、ガイド、インタープリター、インストラクターとしての必要な水泳スキルを身につける。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　またそれら業務に従事する上で必要不可欠な体力を作る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準備体操を行い人前に立つことに慣れ、プレゼンテーション能力の向上を目指す。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業は100％実技です。

到達目標　

技術と体力を養いクロールで400ｍ泳ぐことが出来るようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平
泳ぎとサバイバルスイムの技術が出来るようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サバイバルスイム（巻き足・潜
水・特殊泳法）の技術が出来るようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　日々の生活の中で水中に入り、自身のコンディショニングが出来るよう生活習慣を身に着ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
準備体操を通じ健康な身体の育成、コンディショニングの維持が出来るようになる。

25ｍ潜水が出来るようになる。

　【使用教科書・教材・参考書】　

巻き足が出来るようになる

後期の授業内容を説明し当科目の明確な学びの目
的、目標、方法を理解することが出来る。

入学前オリエンテーションにおける3つの習慣の理
解と個人目標の策定。持参品の確認。

平泳ぎのキックとプルを合わせて泳ぐことが
出来る。

平泳ぎのスタートを覚える。スタミナをつ
け、更なる体力と泳力の向上を図る。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習
頻度の設定を行う。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容
を確認し、更なる技術と体力の向上を目指

し、授業外でも練習する。

スタミナをつける。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　水族館泳法が出来るよう

400ｍクロールタイム測定、背泳泳力評価
完泳を目指し、練習の中でタイムを確認して

おくこと。
準備学習　時間外学習 技術レベルによって授業外練習の必要性を理解し、目標達成に必要な技術と体力の向上を促す。

オープンウォーターを意識した呼吸法が出来
るようになる。

技術レベルによるコース分けを行う。

平泳ぎのキックを理解する。

平泳ぎのキックが出来るようになる。

平泳ぎのプルを確認する。

平泳ぎのプルが出来るようになる。

サバイバルスイムの紹介　　　　　　　　　　
　　　（巻き足・潜水・特殊泳法）

ヘッドアップクロールとオーストラリアンク
ロール　サイドキックが出来るようになる。



回数 日程 授業形態

1 実技 

2 実技 

3 実技 

4 実技 

5 実技 

6 実技 

7 実技 

8 実技 

9 実技 

10 実技 

11 実技 

12 実技 

13 実技 

14 試験

15 実技・講義 

TCA東京ECO動物海洋専門学校

基礎体力Ⅱ１　　科目名

必修
選択

必修・選択必修・
選択等 年次

授業
形態

実技・講義
総時間
（単位）

2

到達目標　
水族館での業務に従事する上ての必要なコンディシンンも体力をつくります。主に実技を通じて 健康面、体力面゙維持向上を 図
り、自己管理かててるきるにうますまの。授業中゙実技及ひの、授業内ての得られる知識を基に日々゙習慣(栄養や睡眠)にも気遣い心身

共に充実うた学園生活や、ぞ後゙職務゙パフォーンンの向上を図ります。

担当教員 五十嵐尚弘

フィットネス業界に20年従事し、現在はパーソ ナルト レーニングクク専門スタジオやフ ィットネスクラブでパーソナルト レーナーとし てククグ 活動中。 

1
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

競技ンホォー゙きるにの優劣をつけるも゙でないい 。ぞ為、現在きりも少うてもも自身゙体力



回数 日程 授業形態

1 実技 

2 実技 

3 実技 

4 実技 

5 実技 

6 実技 

7 実技 

8 実技 

9 実技 

10 実技 

11 実技 

12 実技 

13 実技 

14 試験

15 実技・講義 

TCA東京ECO動物海洋専門学校

基礎体力Ⅱ２　科目名

必修
選択

必修・選択必修・
選択等 年次

授業
形態

実技・講義
総時間
（単位）

2

到達目標　
水族館でて 業務に従事する上ての必要なコンディシンンの体力をつくります。実技を通じの健康面、体力面゙維持向上を 図り、

自己管理かててるきるにうますま の。授業中゙実技及ひの、授業内ての得られる知識を基に日々゙習慣(栄養や睡眠)にも気遣い心身共に

充実うた学園生活や、ぞ後゙職務



回数 日程 授業形態

1 実習

2 実習

3 実習

4 実習

5 実習

6 実習

7 実習

8 実習

9 実習

10 実習

11 実習

12 実習

13 実習

14 実習

15 振り返り

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

準備学習　時間外学習 時間があれば描くということを身につけることが重要

　【使用教科書・教材・参考書】
鉛筆３H～６B位までを揃える。練り消しゴム。スケッチブック、またはケントブロック（ケント紙のブック）とは別にクロッキー帳

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

課題：ティッシュペーパーの箱を描く・教室内のものを描いてみる（自分で見つけ
る）

指導者のセットしたモノを描く　　　　　　　
　　　　　＊全員で同じモノを描く　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　振り返りとして講評会をする

授業計画・内容

描画による自己紹介、簡略化した遠近法の理
解

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

①何度も実物を見て描きモノの形を客観的に捉えることが出来るよう訓練をする。
②モノの見え方の理論を身につけ論理的な絵が描けることを知る。視線と見えるモノの関係性を理解する。
③物を観察をすることの重要性を身につけてほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　④独自の表現方法ではなく描くための基本を身につける。

到達目標　

①見えるモノを見えた通りに描く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　②遠近法を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　③楕円を理解し描くことが出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　④自分の仕事を客観的に捉え主観を押さえ込むことが出来る。

担当教員 渡辺尋志

東京造形大学卒業後、彫刻家として活動。　「日本美術家連盟」「新制作協会」「福島県在京美術家連盟」会員

1

評価方法と基準
1）作品提出80%　2）出席率20%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　評価基準：描こうとしているものの形が正しいことのみ。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

クラフトワーク Ⅱ　１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

2

・箱と円筒を描くことで遠近のモノの見え方
を理　解する。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　・見えるモノと描
かれるモノの対比率を測れるようにする・球体を描くことで立体における陰影の付き
方を考える。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　・組み合わせた立体を
描くことで見え方の違いを考える

・教室内のものを描いてみる（自分で見つけ
る）

・教室内のものを描いてみる（自分で見つけ
る）

夏休み課題：ティッシュペーパーの箱を描く　
　最低でも６枚は描く、出来れば毎日

・教室の中を描くことで目に見えるものの不
思議を知る。



潜水士およびダイビングインストラクターとして都内ショップにて25年勤務。

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 演習

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

教員の略歴

水族館および水槽清掃に関わる全ての仕事に必修である国家資格の潜水士を学び、資格取得を目指す授業です。また、現
実的な作業での問題点や解決策をレジャーのダイビングに置き換えて分かりやすく解説します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　授業は座学が中心ですが、実際の器材を目にしたり触れたりして理解や興味を深めます。

評価方法と         
               基準

送気および潜降と浮上について理解することがで
きる。

潜水業務について理解することができる。

潜水業務の練習問題を解き慣れ、答えを導き出
すことができる。

予習：教科書10～62Pを読む　　　　　　　　　　　　　　
　　復習：問題集1～10問

定期試験100%
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　追試験の評価（60点以上）をもってCの評価とする。

授業の学習
内容

潜水士の必要性が分かるようになる。

到達目標　
国家試験である潜水士資格を取得することができる。
基本的な潜水知識を増やし、実際の作業に必要なテクニックを身に着ける。
潜水器材に必要性を理解し、操作を出来るようになる。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

復習：イメージする仕事を考える

科目名
選択

講義
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

潜水士対策講座Ⅰ1

実際の仕事での資格の価値

高気圧障害について理解することができる。

予習：教科書63～135Pを読む　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　復習：問題集11～20問

予習：各々の仕事での資格の必要性　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　復習：各レポート提出

予習：教科書138～161Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集1～10問

送気および潜降と浮上の練習問題を解き慣れ、
答えを導き出すことができる。

予習：教科書161～191Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集11～20問

予習：教科書194～235Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集1～10問

担当教員
ココナッツ
（小林）

授業
形態

単位

2
必修
選択

年次

1

関係法令について理解することができる。

申請書を作成し、提出できる状況をつくる。

予習：教科書236～273Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集11～20問

予習：必要書類を用意する　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　復習：不足書類を用意する

予習：教科書318～359Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集11～20問

関係法令の練習問題を解き慣れ、答えを導き出
すことができる。

予習：教科書276～318Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集1～10問

高気圧障害の練習問題を解き慣れ、答えを導き
出すことができる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

最新過去問での模擬試験（実力試し）

まとめ（前期テスト対策）

・教科書（潜水士テキスト　送気調節業務特別教育用テキスト）・問題集（国家試験　潜水士　対策問題集Ⅰ）

テスト結果からの振り返りを行うことで、潜水士の
理解を深める

試験範囲からの復習とさらに理解を深める。

準備学習　時間外学習 事後学習を通じてより深く学び、事前学習を行うことで授業内での学びを促す

　【使用教科書・教材・参考書】　

予習：教科書全体を読む　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　復習：問題集各項目21～30問

試験

予習：問題集各項目31～40問　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　復習：問題集各項目41～50問



潜水士およびダイビングインストラクターとして都内ショップにて25年勤務。

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 演習

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

関係法令の練習問題を解き慣れ、答えを導き出
すことができる。

高気圧障害の練習問題を解き慣れ、答えを導き
出すことができる。

関係法令について理解することができる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

最新過去問での模擬試験（実力試し）

まとめ（前期テスト対策）

・教科書（潜水士テキスト　送気調節業務特別教育用テキスト）・問題集（国家試験　潜水士　対策問題集Ⅰ）

テスト結果からの振り返りを行うことで、潜水士の
理解を深める

試験範囲からの復習とさらに理解を深める。

準備学習　時間外学習 事後学習を通じてより深く学び、事前学習を行うことで授業内での学びを促す

　【使用教科書・教材・参考書】　

予習：教科書全体を読む　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　復習：問題集各項目21～30問

試験

予習：問題集各項目31～40問　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　復習：問題集各項目41～50問

予習：教科書138～161Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集1～10問

送気および潜降と浮上の練習問題を解き慣れ、
答えを導き出すことができる。

予習：教科書161～191Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集11～20問

予習：教科書194～235Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集1～10問

予習：教科書276～318Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集1～10問

申請書を作成し、提出できる状況をつくる。

予習：教科書236～273Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集11～20問

予習：必要書類を用意する　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　復習：不足書類を用意する

担当教員
ココナッツ
（小林）

授業
形態

単位

2
必修
選択

年次

1

復習：イメージする仕事を考える

予習：教科書318～359Pを読む　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　復習：問題集11～20問

実際の仕事での資格の価値

高気圧障害について理解することができる。

予習：教科書63～135Pを読む　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　復習：問題集11～20問

科目名
選択

講義
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

潜水士対策講座Ⅰ2

教員の略歴

水族館および水槽清掃に関わる全ての仕事に必修である国家資格の潜水士を学び、資格取得を目指す授業です。また、現
実的な作業での問題点や解決策をレジャーのダイビングに置き換えて分かりやすく解説します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　授業は座学が中心ですが、実際の器材を目にしたり触れたりして理解や興味を深めます。

評価方法と         
               基準

送気および潜降と浮上について理解することがで
きる。

潜水業務について理解することができる。

潜水業務の練習問題を解き慣れ、答えを導き出
すことができる。

予習：教科書10～62Pを読む　　　　　　　　　　　　　　
　　復習：問題集1～10問

定期試験100%
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　追試験の評価（60点以上）をもってCの評価とする。

授業の学習
内容

潜水士の必要性が分かるようになる。

到達目標　
国家試験である潜水士資格を取得することができる。
基本的な潜水知識を増やし、実際の作業に必要なテクニックを身に着ける。
潜水器材に必要性を理解し、操作を出来るようになる。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

予習：各々の仕事での資格の必要性　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　復習：各レポート提出



回数 日程 授業形態

1 講義 teams

2 講義・演習 レポート 当日、学
校に来る

服の演出・遊び心・テーマは個々に　意識しているポイント

3 講義 レポート

4 講義 レポート

5 講義 レポート

6 講義・演習 レポート

7 講義・演習 レポート 感じ方・
ディスカッ

8 講義・演習 レポート

9 講義・演習

10 講義・演習 レポート

11 講義・演習 レポート

12 講義 ワークシート

13 講義 ワークシート

14 試験

15 振り返り

　【使用教科書・教材・参考書】　

準備学習　時間外学習

〃

曲をいくつか準備
レポート

〃

〃

〃

〃

評価方法と基準

１）出席率40％　２）定期テスト60％ （筆記40％　実技20％）

＜基準＞
筆記では基礎知識を踏まえた用語問題に解答し、点数にて評価。
実技は立ち振る舞いやテーマ等を指示し実践してもらい、表現力を伴っているかを基準とする。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

構成力を身につけ、台本等に記す

音楽知識を養い、説明及び実践することができる

〃

〃

〃

舞台の基礎知識・用語等を説明できる

動き・立ち振る舞い等実践できるようになる

授業の学習
内容

動物の生態・魅力を伝え、お客様を楽しませる・感動させる・飽きさせないショーの創り方を学ぶ。
ショーを演出するにあたって、舞台・音楽・セリフ・人の動かし方を中心に必要最低限の知識を踏まえ、台本な
どの構成からどう魅せていくか客観視する能力を養い可能性を広げる。
ショー企画力・プロデュース力も高め、エンターテイメント性溢れる人材になる。

到達目標　

◉舞台・音楽の基礎知識を身につける。
◉台本の書き方等構成力を身につける。
◉ダンス・芝居などの立ち振る舞い・魅せ方の引き出しを持つ。
◉様々なものに興味を持ち、表現力豊かになる。
◉オリジナリティのあるショー企画力・プロデュース力を身につける。

担当教員 西川

東京スクールオブミュージック専門学校卒業後、舞浜大手テーマパークにてダンサーを務める。その後TV・舞台等にて活動の場を広げ、
現在は舞浜大手テーマパークを始め乃木坂46など有名アーティストの振付師・演出等多方面で活躍中。

1

TCA東京ECO動物海洋専門学校

ショー構成・演出理論Ⅰ１　科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

2

授業計画・内容

演出について考え、述べることができる
自分なりに服をコーディネートする準備
レポート

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義・演習

6 講義

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 試験

15 講義

pH及び硬水・軟水について調べてくる

過去に飼育した経験を話せるように準備

甲虫の外部形態の疑問点を調べる

カブトムシの飼い方、寿命などを調べる

日本産カメ類を一種選び調べる

(参考書) 菅野宏文著：「ミドリガメ・ゼニガメの医・食・住」、「リクガメの医・食・住」、「ニオイガメ・ドロガメの医・食・住」、「ヘビの医・食・住」

試験解答及び全過程の総括 理解しにくかった項目を予め調べる

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

金魚・メダカ等の飼育法(管理・繁殖)

甲虫類総論(形態、生態、整理等)

試験に対する準備を行う

カメ目陸棲ガメ類の飼育(管理・取り扱い)

有鱗目トカゲ亜目の飼育(管理、取り扱い)

有鱗目ヘビ亜目の飼育(管理、取り扱い)

期末試験（ペーパーテスト実施）

日本産カメ類を一種選び調べる

日本産トカゲを一種選び調べる

日本産ヘビを一種選び調べる

一般的にペットショップなどで取り扱われている種類に関しては、正しい飼育方法及び取り扱い方を習得して、又動物園・水
族館等で飼育される大型・希少種に対してもある程度応用しながら対応できる様に知識・技術を身につける。またペットの多
様化により、甲虫類・メダカ・金魚の飼育法も行う。

どんな品種がいるか各自調べる

カメ目水棲ガメ類の飼育(管理・取り扱い)

評価方法と基準
出席率･試験成績により判断する。出席率70％以上の学生には2点、80％以上の学生には3点、90％以上の学生には5点、
筆記試験に加点する。
筆記試験との合計で、80点以上がA評価、70点以上がB評価、60点以上がC評価で、80点未満がD評価（不合格）となる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ムカシトカゲについて調べる

日本産の両生類を一種選び調べる両生類総論・分類、形態、生理、生態

有尾目の飼育(日常管理、取り扱い方)

無尾目の飼育(日常管理、取り扱い方)

爬虫類総論(分類、形態、生理、生態)

日本産の両生類を一種選び調べる

日本産の両生類を一種選び調べる

水質の調整などを含む水の管理

TCA東京ECO動物海洋専門学校

爬虫類両生類学Ⅰ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義 単位

1

授業計画・内容

金魚メダカ等 淡水魚の飼育総論

甲虫類の飼育(取り扱い方、標本作成)

授業の学習
内容

両生・爬虫類の形態・生理・生態学的特徴及び最新の両生・爬虫類の分類。一般的にショップ等で取り扱われる種の飼育法
(総論・各論)、及び保定・制御法の実践。
金魚・メダカの飼育法(品種の紹介、繁殖等も含む。)、甲虫類の飼育管理法(繁殖・取り扱い・標本作成等。)

到達目標　

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

担当教員 菅野宏文

学芸員として現場での動物管理経験あり。また現在は執筆活動を主に行っており、多数著書あり。

1



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11

12

13 講義・試験

14 試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 畜産飼養Ⅱ1

必修
選択

担当教員 工藤悟
授業
形態

講義・演習
（単位）

選択 年次 1

1

教員の略歴 観光牧場勤務を経て、現在は牧羊犬トレーニングや羊管理のコンサルティングを行っている。

授業の学習
内容

畜産学、家畜、飼料そして畜産物の入門的理解に重点を置き、動物を扱う現場には、様々な分野の知識が必要であり、
各々が独立しているものではなく、密接に関わり合い業務が遂行される事を理解させ、興味を持たせる。また、即戦力とし
て必要な知識を解説する。

到達目標　
畜産学の基礎を正しく理解させる。
家畜が日常生活の衣・食・住を支えている事を理解させる。
即戦力として役立つ知識を理解させる。

評価方法と基準
ロープワーク実技試験　10％
定期試験　90％
試験評価：S-Fの基準（S　100～90、　A　89～80、　B　79～70、　C　69～60、　F　59～0）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
講義内容の説明、畜産と生活との関わり、畜産の必要性、現状につい
て理解する。

講義中に使用した教科書、配布したプリント。そ
して、口頭、板書を書き留めたノートの熟読を行
い、時間外学習とする。また、理解できなかった

内容についての質問を整理する。

日本における代表的な家畜（牛・豚・鶏）の品種を紹介すると共に利
用目的について理解する。

代表的な家畜（牛・豚・鶏）の骨格の構造と特徴。そして、独特な特
徴について理解する。

代表的な家畜（牛・豚・鶏）の消化器の構造と特徴。　反芻動物の消
化機能。また、独特な特徴について理解する。

代表的な家畜の生殖器の構造、性周期、妊娠、分娩について理解す
る。

育種の概念。選抜法、交配法を紹介し、育種改良の重要性について理
解する。

飼料の消化・吸収について解説し、各種畜産物に変える一連の過程を
理解する。

飼料の概念。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飼料の
一般成分、栄養価について理解する。。

飼料の分類、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特に種
類の解説とその特徴について理解する。。

飼料の給与方法、特に代表的な家畜（牛・豚・鶏）に対しての方法を
理解する。

講義・演習
牧場で使用するロープワークについて理解し実践できるようになる。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（構造、扱い方、手入れ・
結び方を理解する。）

紹介した結び方の復習を行い習得すること。

ロープワークの理解度の確認。実技試験を通し、再度、結び方を整理
し理解させる事。

筆記試験

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験の解説を通して、前期のポイントを整理し理解させる事。 前期講義の復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　　　家畜飼育の基礎　並河澄　他5名共著（農文協）/配布する講義用プリント。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 演習

13 演習

14 試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

授業
形態

講義 単位

2

細胞の構造と機能を理解する。 本日の講義の復習

担当教員 菅野宏文

学芸員として現場での動物管理経験あり。また現在は執筆活動を主に行っており、多数著書あり。

1

TCA東京ECO動物海洋専門学校

基礎生物　Ⅰ1 科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と
基準

出席率･試験成績により判断する。出席率70％以上の学生には2点、80％以上の学生には3点、90％以上の学生には5点、
筆記試験に加点する。
筆記試験との合計で、80点以上がA評価、70点以上がB評価、60点以上がC評価で、80点未満がD評価（不合格）となる。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

細胞と組織、恒常性（体液と内部循環、外呼吸と血液のガス交換、免疫と血液型、排出、神経系）、調整と恒常性（自律神
経・ホルモンによる調節）、刺激と反応（動物の感覚器、動物の行動）、遺伝と変異（メンデルと遺伝、染色体と遺伝性と遺伝
子の本体、変異と特殊な遺伝）等。

到達目標　
高校時に履修すべき知識はもちろんのこと、専門学生として１歩進んだ知識を身に付け、動物園。水族館、企業等の採用試
験及び業務に対応できる学力を培う。
生物の基礎を理解し、生体管理・繁殖に関わる知識を身に着ける。

(参考書) 滋慶教育科学研究所監修「ＥＣＯ業界で役立つ基礎生物」

試験解答及び全過程の総括 理解しにくかった項目を予め調べる

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

体液と内部環境・血液の働きを理解する。
体液と内部環境・心臓と血管系、血液の循環

を理解する。
外呼吸と血液のガス交換を理解する。

免疫と血液型を理解する。

本日の講義の復習

本日の講義の復習

本日の講義の復習

本日の講義の復習

環境への生物の適応例を1つ調べる。

試験に対する準備を行う

排出Ⅰ・腎臓の構造と機能を理解する。

大町自然学校実習

相模湖カヌー実習

期末試験（ペーパーテスト実施）

本日の講義の復習

実習の準備

実習の準備

個体と外部環境、生物の適応について理解す
る。

細胞の構造と機能を理解する。

動物の組織と器官を理解する。

原形質と細胞膜について理解する。

内呼吸（異化）の仕組みを理解する。

本日の講義の復習

本日の講義の復習

浸透圧の計算問題を各自行う。

本日の講義の復習



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 実習

13 研修

14 試験

15 講義

本日の講義の復習

本日の講義の復習

本日の講義の復習

本日の講義の復習

メンデルについて予め調べておく

(参考書) 滋慶教育科学研究所監修「ＥＣＯ業界で役立つ基礎生物」

試験解答及び全過程の総括 理解しにくかった項目を予め調べる

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

神経系Ⅱ・中枢神経と末梢神経

自律神経による調節

試験に対する準備を行う

染色体と遺伝子

性と遺伝子・性の決定

海外研修

期末試験（ペーパーテスト実施）

本日の講義の復習

本日の講義の復習
訪問する国で行われる野生動物保護を調べ

る。

高校時に履修すべき知識はもちろんのこと、専門学生として１歩進んだ知識を身に付け、動物園。水族館、企業等の採用試
験及び業務に対応できる学力を培う。

本日の講義の復習

メンデルと遺伝・遺伝の法則

評価方法と
基準

出席率･試験成績により判断する。出席率70％以上の学生には2点、80％以上の学生には3点、90％以上の学生には5点、
筆記試験に加点する。
筆記試験との合計で、80点以上がA評価、70点以上がB評価、60点以上がC評価で、80点未満がD評価（不合格）となる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

本日の講義の復習

環境への生物の適応例を1つ調べる。刺激と感覚・刺激と興奮、摂受

〃、脊椎動物の各感覚器

〃、各種無脊椎動物の感覚器

生物の反応・運動

本日の講義の復習

無脊椎動物の感覚器を1つ予め調べる。

神経系Ⅰ・神経細胞の構造

TCA東京ECO動物海洋専門学校

基礎生物Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

授業計画・内容

排出Ⅱ・各種動物の排出器

ホルモンによる調節

授業の学習
内容

細胞と組織、恒常性（体液と内部循環、外呼吸と血液のガス交換、免疫と血液型、排出、神経系）、調整と恒常性（自律神
経・ホルモンによる調節）、刺激と反応（動物の感覚器、動物の行動）、遺伝と変異（メンデルと遺伝、染色体と遺伝性と遺伝
子の本体、変異と特殊な遺伝）等。

到達目標　

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

担当教員 菅野宏文

日本蛇族学術研究所研究員、伊豆アンディランド学芸員、現在は執筆活動を行う。

1



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 演習

5 演習

6 演習

7 講義

8 演習

9 演習

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 演習

15 演習

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業
形態

演習
総時間
（単位）

2

『フィットネス』の需要と供給についてを学
ぶ

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の
管理ができる

担当教員 千葉路子

1

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の
管理ができる

TCA東京ECO動物海洋専門学校

アニマルトレーニングⅠ2科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準 定期試験（14週目に実技試験）を実施

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の学習
内容

本授業は、犬の健康を維持し、かつ強化するために必要な基礎知識を学んでいきます。その知識をいかに形にして行くか
をそれそれで考えていきます。

到達目標　
一般の犬たちだけでなく、老犬、障碍犬…など、問題のある犬に対しても、正しいフィットネス運動の指導ができるようにな
り、かつ、その効果が出せるようにするためにはどうしたらいいかを考えていきます。

テスト

ドッグスポーツの考え方と、その効果、
および、問題点について学びます
水中運動の効果について学びます

『水難救助犬』とは、どんな犬たちなの
か。その実態とトレーニング

学校犬2頭でストレッチの復習で充当。

飼い主の間で問題となっている運動器系
の疾患を調べておく

ドッグスポーツで問題となっている身体
上のトラブルを調べておく

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の
管理ができる

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の
管理ができる

振り返り

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

犬種によって異なる、犬の筋肉の構造に
ついて学ぶ

『歩様アセスメント』の意味と、実践
筋力強化方法1 バランスボールの効果に

ついて学ぶ

マニュアルセラピー3 ストレッチと関節
について学びます

マニュアルセラピー　4 問題に対処する
マッサージの方法を学びます

マニュアルセラピー1 基礎的なマッサー
ジの手順と方法について学びます。

筋力強化方法2 バランスボールへの犬の
アプローチ方法

筋力強化2 ＋マッサージ　バランスボー
ルをした後、拘縮した筋肉をほぐします
筋力強化3　より難易度の高いバランス

ボールの方法について学びます

学校犬2頭で歩様アセスメントの復習で
充当。朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の

管理ができる
学校犬2頭でバランスボールの復習で充当。

学校犬2頭でマッサージの復習で充当。

学校犬2頭でバランスボールの復習で充当。

学校犬2頭でマッサージの復習で充当。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 試験

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

動物が人に与える効果について、セラピーに
向く動物の育成、ペットロスを理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

講義範囲の評価試験 試験範囲を勉強し、試験後、見直す。

評価試験返却・解説・まとめ 講義範囲を振り返り、理解を深める。
準備学習　時間外学習

牧羊犬、警察犬、救助犬、身体障害者補助犬法、盲
導犬、介助犬、聴導犬、ズーノーシスを理解でき テキストの範囲を予習・復習する。

　【使用教科書・教材・参考書】　

「ECO業界で役立つ基礎生物　株式会社滋慶出版」「動物年表で知るアニマルヒストリー（ECO専門基礎科目テキストセット）　株式会社滋慶出版」

イエイヌの歴史、人間と家畜の歴史、動物の
仕事に携わる者としての倫理を理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。
ペットビジネスの種類を理解し、環境を守る観察と
観光について知識を深めることができる。 テキストの範囲を予習・復習する。
動物介在療法（AAT）と動物介在活動（AAA）を理
解できる。 テキストの範囲を予習・復習する。

温暖化、酸性雨、オゾンホール、エコロジー関連の
国際条約を理解できる。 テキストの範囲を予習・復習する。

講義範囲の評価試験 試験範囲を勉強し、試験後、見直す。

動物の進化とゲノムDNAの進化を理解できる。 テキストの範囲を予習・復習する。

テキストの範囲を予習・復習する。

五大栄養素、遺伝、繁殖、イヌとネコの交配
を理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。
DNA・遺伝子・ゲノム、体細胞クローン動
物、外来種、絶滅危惧種を理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

エイズと免疫、アレルギーと免疫、ワクチン
と免疫、外分泌と内分泌、代謝を理解でき

テキストの範囲を予習・復習する。

ズーノーシス、濃度計算と希釈法、バイタル
サイン、生体防御システムを理解できる。

光合成・食物連鎖、血液の役割・成分・生
成、消毒・滅菌を理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

教員の略歴 麻布大学大学院博士課程修了（獣医学博士）

授業の学習
内容

＜アニマルベーシック＞動物に関する勉強をする場合の生物学的基礎知識を理解することを目的とする。　　　　　　　　　　　　
　　　　　＜アニマルヒストリー＞動物に関する歴史を学び、現代社会において、いかに動物との関係が必要であるかについ
て理解することを目的とする。

到達目標　

＜アニマルベーシック＞この科目を受講した学生が、基礎生物学の知識を身につけることにより、動物業界で活躍する人材
になることを目標とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＜アニマルヒストリー＞この科目を受講した学生が、広い視野と柔軟な考え方を持ち、「人と動物のより良い関係」を築く
ことができる業界人になることを目標とする。

評価方法と基準 定期試験の結果（80％）に出席点・小テスト等（20％）を加味して評価する。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

髙山清次
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 アニマルヒストリーⅠ１

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 試験

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

動物園系（コウモリ・タヌキ・キツネ・猛禽
類）の飼育管理を理解する。

テキストの範囲を予習・復習する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

講義範囲の評価試験 試験範囲を勉強し、試験後、見直す。

評価試験返却・解説・まとめ 講義範囲を振り返り、理解を深める。
準備学習　時間外学習

水族館系（アザラシ・アシカ・イルカ・ウミ
ガメ・クラゲ・古代魚）の飼育管理を理解す

テキストの範囲を予習・復習する。

　【使用教科書・教材・参考書】　

「動物年表で知るアニマルヒストリー　」「イラストで見る動物の飼養管理　」（ECO専門基礎科目テキストセット）株式会社滋慶出版

ペット系動物（モルモット・フェレット・ザ
リガニ・カメ）の飼育管理を理解する。

テキストの範囲を予習・復習する。
産業動物系（ウシ・ウマ・ブタ・ニワトリ）
の飼育管理を理解する。

テキストの範囲を予習・復習する。
動物園系（ウォンバット・カンガルー・コア
ラ・キリン・クマ）の飼育管理を理解する。

テキストの範囲を予習・復習する。

牧羊犬、警察犬、救助犬、身体障害者補助犬法、盲
導犬、介助犬、聴導犬、ズーノーシスを理解でき テキストの範囲を予習・復習する。

講義範囲の評価試験 試験範囲を勉強し、試験後、見直す。
ペット系動物（イヌ・ネコ・ウサギ・ハムス
ター）の飼育管理を理解する。

テキストの範囲を予習・復習する。

テキストの範囲を予習・復習する。

動物介在療法（AAT）と動物介在活動（AAA）を理
解できる。 テキストの範囲を予習・復習する。
動物が人に与える効果について、セラピーに
向く動物の育成、ペットロスを理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

ペットビジネスの種類を理解し、環境を守る観察と
観光について知識を深めることができる。 テキストの範囲を予習・復習する。

イエイヌの歴史、人間と家畜の歴史、動物の
仕事に携わる者としての倫理を理解できる。

動物の進化とゲノムDNAの進化を理解できる。 テキストの範囲を予習・復習する。

教員の略歴 麻布大学大学院博士課程修了（獣医学博士）

授業の学習
内容

＜アニマルヒストリー＞動物に関する歴史を学び、現代社会において、いかに動物との関係が必要であるかについて理解す
ることを目的とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜動
物の飼養管理＞動物を飼育するための飼育管理方法、病気やその予防方法を理解することを目的とする。

到達目標　
＜アニマルヒストリー＞この科目を受講した学生が、広い視野と柔軟な考え方を持ち、「人と動物のより良い関係」を築くこと
ができる業界人になることを目標とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜動物の飼養管理＞動物を飼育するための飼育管理方法、病気やその予防方法を理解することを目標とする。

評価方法と基準 定期試験の結果（80％）に出席点・小テスト等（20％）を加味して評価する。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

髙山清次
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 アニマルヒストリーⅠ２

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 4月20・21日 講義

2 4月27・28日 講義・演習

3 5月11・12日 講義・演習 授業で解いた問題の復習・宿題

4 5月18・19日 講義・演習

5 6月１・2日 講義・演習

6 6月8・9日 講義・演習

7 6月15・16日 講義・演習

8 6月22・23日 講義・演習

9 6月29・30日 講義・演習

10 7月6・7日 講義・演習

11 7月13・14日 講義・演習

12 7月20・21日 講義・演習

13 8月31日/9月1日 講義・演習

14 9月7・8日 試験

15 9月14・15日 講義

試験準備

地理分野の問題を解くことができる。

地理分野の問題を解くことができる。

試験前の復習

前期試験

授業で解いた問題の復習

試験のために範囲全体を振り返る。

　　　　これだけ！ 教養試験［要点まとめ＆一問一答］　2022年度 (高橋の公務員シリーズ) 

試験解答の確認・解説 前期のまとめ

準備学習　時間外学習 新聞や関心のある分野の新書を読む。

　【使用教科書・教材・参考書】　

日本史分野の問題を解くことができる。

授業で解いた問題の復習

授業で解いた問題の復習・宿題

公務員試験対策の基礎問題からさらに応用問題を解く力を身につけます。　
一般企業向けの試験対策も行います。
幅広く一般教養を勉強します。
皆さんの専門性を活かすために土台となる講座です。

政治分野の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

世界史分野の問題を解くことができる。

到達目標　
公務員試験に合格するための正解率を目標とします。
就職試験にも対応できる基礎力を身につけることを目標とします。

「教科書の使い方」「実施状況」を読んでおく。

授業で解いた問題の復習・宿題

授業で解いた問題の復習

授業で解いた問題の復習・宿題

授業で解いた問題の復習・宿題日本史分野の問題を解くことができる。

評価方法と基準

定期試験の得点80％ 
出席点・授業態度・小テスト・課題など20％(合計100点満点)　
筆記試験評価：GPA（A100～90　B89～80　C79～70　D69～60　F59～0（不合格）） 
再試験は公欠が認められた者のみが受験できる。
追試験は一回行い、合格した場合はDの評価とする。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業で解いた問題の復習

授業で解いた問題の復習・宿題倫理・社会分野の問題を解くことができる

世界史分野の問題を解くことができる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

公務員対策講座Ⅱ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2年

授業計画・内容

公務員試験の概要を理解する。

政治分野の問題を解くことができる。

経済分野の問題を解くことができる。

経済分野の問題を解くことができる。

授業の学習
内容

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

担当教員 新谷卓

立教大学経済学部講師、日本臨床政治学会主任研究員、政治学博士

1



回数 日程 授業形態

1 10月5・6日 講義・演習

2 10月12・13日 講義・演習

3 10月19・20日 講義・演習

4 10月26・27日 講義・演習

5 11月2・3日 講義・演習

6 11月9・10日 講義・演習

7 11月16・17日 講義・演習

8 11月23・24日 講義・演習

9 11月30日/12月1日 講義・演習

10 12月7・8日 講義・演習

11 12月14・15日 講義・演習

12 1月11・12日 講義・演習

13 1月18・19日 講義・演習

14 1月25・26日 試験

15 2月8・9日 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 公務員対策講座Ⅱ２
必修
選択

担当教員 新谷卓
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 ２年

1

国語分野の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

教員の略歴 立教大学経済学部講師、日本臨床政治学会主任研究員、政治学博士

授業の学習
内容

公務員試験対策の基礎問題からさらに応用問題を解く力を身につけます。　
一般企業向けの試験対策も行います。
幅広く一般教養を勉強します。
皆さんの専門性を活かすために土台となる講座です。

到達目標　
公務員試験に合格するための正解率を目標とします。
就職試験にも対応できる基礎力を身につけることを目標とします。

評価方法と基準

定期試験の得点80％ 
出席点・授業態度・小テスト・課題など20％(合計100点満点)　
筆記試験評価：GPA（A100～90　B89～80　C79～70　D69～60　F59～0（不合格）） 
再試験は公欠が認められた者のみが受験できる。
追試験は一回行い、合格した場合はDの評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

国語分野の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

英語分野の問題を解くことが出来る。 授業で解いた問題の復習

数学分野の基礎的な問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

数学分野の基礎的な問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

物理・化学分野の問題を解く。 授業で解いた問題の復習

生物・地学分野の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

一般知能・文章理解の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

一般知能・数的推理の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

一般知能・数的推理の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

一般知能・判断推理の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

一般知能・判断推理の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

試験前の復習 後期の範囲の復習

　【使用教科書・教材・参考書】　

　　　　これだけ！ 教養試験［要点まとめ＆一問一答］　2022年度 (高橋の公務員シリーズ) 

TCA東京ECO動物海洋専門学校

前期試験 試験準備

試験解答の確認・解説 全過程の復習と振り返り

準備学習　時間外学習 新聞や関心のある分野の新書を読む。



回数 日程 授業形態

1 講義・実習

2 講義・実習

3 講義・実習

4 講義・実習

5 講義・実習

6 講義・実習

7 講義・実習

8 講義・実習

9 講義・実習

10 講義・実習

11 講義・実習

12 講義・実習

13 講義・実習

14 講義・実習

15 講義・実習

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

授業
形態

演習
総時間
（単位）

1

授業内容、到達目標の説明。工具の使い方説
明

実技メイン及び説明後の作業になるので事前
学習は不要

担当教員 櫻井俊介

本校卒業→動物園勤務→建築関係会社勤務→現在は個人で建築関係＋爬虫類ケージ製作販売業を営む

1

TCA東京ECO動物海洋専門学校

クラフトワークⅠ１科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準

主に実技の授業になり筆記試験はありませんので、以下の評価方法になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　出席率60％以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　授業への取組む姿勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掃除・片付がしっかり出来るか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品の完成度は取組む姿勢や努力を反映したものになっているか　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追試験は課題作品の提出クリアでＣ評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

アクア、爬虫類ショップ、水族館職員などの職種は、仕事の現場で工具を使いレイアウトの為の工作、修理、加工などを行う
ことが多くあります。授業で実際にケージ、水槽台などを作ってみることで工具の使い方やコツなどを覚え、将来の職場で役
に立つ技術を身に着けられる授業内容です。市販品にはない自分だけのオリジナルケージ、水槽台などを作ることができま
す。ただ作るだけはなく、自分なりに工夫し、オリジナルというメリットを生かすアイデアを考えてください。

到達目標　
電動ドリル、ドライバー、電動ノコギリなど、工作には欠かせない工具の使い方を覚える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自分たちだけの市販品にはないアイデア、工夫のあるケージや水槽台などを作ることが出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　
今まで出来なかったことが出来るようになり、飼育に対しての視野を広げる。

製作物完成、作品発表、振り返り 一

準備学習　時間外学習 実技メイン及び説明後の作業になるので事前学習は不要

　【使用教科書・教材・参考書】　

各自説明を受けながら製作を進める

製作

製作

製作

一

一

一

一

一

一

製作

製作

製作

製作

一

一

一

製作物の内容確認、製作スタート

道具になれるための練習製作

道具になれるための練習製作

道具になれるための練習製作
メイン製作物の内容確認、グループ分け、内

容決定まで

一

一

一

一



　（　　　　）

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

学習内容

②ズーノーシスの予防を実践することができる

①消毒のしくみについて理解することができる

②現場において、消毒について実践することが

①病原体について理解することができる。　

②病原体について理解することができる。

ワクチンの仕組みについて述べることができる

動物のよい飼育環境を理解することができる。

①環境衛生について理解することができる。

②環境衛生について理解することができる。

疾病の定義について述べることができる。

　【使用教科書・教材・参考書】　

学校の図書室にある公衆衛生関係の本やインターネットを利用する。

評価試験返却・解説・まとめ 講義範囲を振り返り、理解を深める。
準備学習　時間外学習

準備学習　時間外学習(学習課題）

公衆衛生の概要を把握する。 講義範囲の予習・復習をする。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

疾病や健康増進のしくみを学び、理解し明確な知識を持って、動物関係の仕事をする時はもちろんのこと、日常生活におい
ても、この知識を役立てる。

到達目標　 この科目を受講した学生が、動物飼育の仕事に携わる時、公衆衛生の知識を持って、行動できることを目標とする。

担当教員 髙山清次

麻布大学大学院博士課程修了（獣医学博士）

評価方法と基準 定期試験の結果（80％）に出席点・小テスト等（20％）を加味して評価する。

授業計画・内容

TCA東京ECO動物海洋専門学校

公衆衛生Ⅰ１科目名

必修
選択

必修・選択必修・
選択等 年次

授業
形態

講義・演習・実習
等

総時間
（単位）

2年次

講義範囲の予習・復習をする。

講義範囲の予習・復習をする。

講義範囲の予習・復習をする。

講義範囲の予習・復習をする。

講義範囲の予習・復習をする。

講義範囲の評価試験

講義範囲の予習・復習をする。

防疫について、実践できる。

①ズーノーシスを理解することができる。

講義範囲の予習・復習をする。

試験範囲を勉強し、試験後、見直す。

講義範囲の予習・復習をする。

講義範囲の予習・復習をする。

講義範囲の予習・復習をする。

講義範囲の予習・復習をする。

講義範囲の予習・復習をする。



　（　　　　）

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 繁殖生理学Ⅰ２

必修
選択

担当教員 髙山清次
授業
形態

講義・演習・実習
等

総時間
（単位）

必修・選択必修・
選択等 年次 2年次

繁殖生理学の概要を把握する。 講義範囲の予習・復習をする。

教員の略歴 麻布大学大学院博士課程修了（獣医学博士）

授業の学習
内容

動物の繁殖のしくみを学び、理解し明確な知識を持って、動物関係の仕事をする時はこの知識を役立てる。

到達目標　 この科目を受講した学生が、動物飼育の仕事に携わる時、繁殖生理学の知識を持って、行動できることを目標とする。

評価方法と基準 定期試験の結果（80％）に出席点・小テスト等（20％）を加味して評価する。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

繁殖生理学についてホルモンの種類を理解す
ることができる。

講義範囲の予習・復習をする。
繁殖生理学についてホルモンの作用を理解す
ることができる。

講義範囲の予習・復習をする。

雄の性成熟について理解することができる 講義範囲の予習・復習をする。

雌の性成熟について理解することができる 講義範囲の予習・復習をする。
性周期について、発情周期を理解することが
できる。

講義範囲の予習・復習をする。
性周期について、各動物の発情周期を理解す
ることができる。

講義範囲の予習・復習をする。
環境要因について生殖の内分泌に影響する要
因を理解することができる①。

講義範囲の予習・復習をする。
環境要因について生殖の内分泌に影響する要
因を理解することができる②。

講義範囲の予習・復習をする。

卵子と精子の受精現象を理解することができる 講義範囲の予習・復習をする。
妊娠について、着床と出産を理解することが
できる。

講義範囲の予習・復習をする。
人工授精のメカニズムについて理解すること
ができる。

講義範囲の予習・復習をする。
人工授精について、各種動物への応用につい
て理解することができる。

講義範囲の予習・復習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】　

学校の図書室にある繁殖生理学の本やインターネットを利用する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

講義範囲の評価試験 試験範囲を勉強し、試験後、見直す。

評価試験返却・解説・まとめ 講義範囲を振り返り、理解を深める。
準備学習　時間外学習



回数 日程 授業形態

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 畜産飼養　Ⅱ2 　

必修
選択

担当教員 工藤悟
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

1

教員の略歴 観光牧場勤務を経て、現在は牧羊犬トレーニングや羊管理のコンサルティングを行っている。

授業の学習
内容

『畜産飼養Ⅰ』で学んだ分野から就職後、家畜を扱う現場において必要な知識をより詳しく解説すると共に、特
に演習を通して経験を積み、即戦力としてのスキルアップを習得する。
（※家畜を扱う現場とは、特に生産牧場、観光牧場、移動動物園、動物園のふれあいエリアを指す。）

到達目標　
畜産学の基礎を正しく理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『畜産飼養Ⅰ』で学んだことが職場のどこで役立つかを理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　即戦力として役立つ知識を理解すると共に、演習を通して経験する。

家畜の病気とその対策について理解する。

畜肉の部位と副産物について理解する。

評価方法と基準

演習実技試験　20％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
  　レポート　50％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   
         定期試験　30％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　        試験評価：S-Fの基準（S　100～90、　A　89～80、　B　79～70、　C　69～60、　F　59～0）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

講義・演習
・講義内容の説明。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
『畜産飼養Ⅰ』のロープワークの復習と新たな結び方について
理解し実践できるようになる。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　（新しい結び方を理解する。）

・講義・演習中に使用した教科書、配布したプ
リント。そして、口頭、板書を書き留めたノー
トの熟読を行い、時間外学習とする。また、理
解できなかった内容についての質問を整理す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・演習時のレポート作成を通して習得した内容
を再確認し理解を深めると共に、疑問を整理し
解決すること。

講義・演習

羊毛加工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　・羊毛の基礎知識について理解
する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　・羊毛を利用した催事について理解す
る。　　　　　　　　　　・実際に羊毛で糸を
作れるようになる。　　　　　　　　　　　　　

講義・演習
作業犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・働く犬の種類を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　
　　・牧場の作業犬について理解する。　　　　　　　　　　　
　・観光牧場の作業犬について理解する。

講義・演習

牛乳加工（バター作りの実施）
・牛乳がバターに変化する工程を理解する。　
　　
　　
・バター作りに影響を与える要因について実験
を通して理解する。

　【使用教科書・教材・参考書】　　　家畜飼育の基礎　並河澄　他5名共著（農文協）/配布する講義用プリント。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

畜産飼養Ⅰの総復習を通してポイントを整理し、後期の授業に
利用できるよう整理する。

筆記試験

試験の解説を通して、前期のポイントを整理し
理解させる事。

前期講義の復習

準備学習　時間外学習



回数 日程 授業形態

1 講義概要（全体像）

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 前期試験

15 振り返り

　【使用教科書・教材・参考書】　 ・新聞
・『超速マスター！一般常識&時事問題』（高橋書店）21年度版

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

試験解答の確認 全過程の復習と振り返り

教科書「国際」分野のキーワードを読んでおく。

政治の時事問題を理解することができる。 教科書「政治」分野のキーワードを読んでおく。

政治の時事問題を理解することができる。 教科書「政治」分野のキーワードを読んでおく。

経済の時事問題を理解することができる。

国際社会の時事問題を理解することができる。

社会の時事問題を理解することができる。

社会の時事問題を理解することができる。

環境・科学の時事問題を理解することができる。

準備学習　時間外学習 事前に講義で行う教科書の該当箇所を読む。授業に関係するテレビのドキュメンタリー番組を視聴する。

新谷　卓

1

評価方法と基準

定期試験の得点60％ 
出席点・授業態度・小テスト・課題など40％
(合計100点満点)　
S-F の基準（S100～90、A89～80、B79～70、C69～60、F59～0 ） 
再試験は公欠が認められた者のみが受験できる。
追試験は一回行い、合格した場合はCの評価とする。

授業計画・内容

一般教養の意味を理解することができる。 ここ数日間の新聞に目を通しておく。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

社会人として必要とされる教養を身につけます。
様々な人々と円滑なコミュニケーションをはかるために必要な教養を身につけます。
就職試験の一般常識テストの対策となるような基本知識を学びます。　
＊以上の学習内容はいずれも自分の専門を活かすための前提になるものです。

到達目標　

問題を理解した上で、用語を使うことができる。
様々な分野に関心を持つことができるようになる
今まで興味のなかった分野を勉強することによって自分の世界を広げていくことができる。
今話題になっていることや社会問題を他人と話すことができるようになる。

担当教員

TCA東京ECO動物海洋専門学校

一般教養Ⅱ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

経済の時事問題を理解することができる。

教科書「経済」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「経済」分野のキーワードを読んでおく。

国際社会の時事問題を理解することができる。

環境・科学の時事問題を理解することができる。

スポーツ・文化の時事問題を理解することができる。

試験前の復習

試験

教科書「国際」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「社会」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「社会」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「環境・科学」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「環境・科学」分野のキーワードを読んでおく。

教科書「スポーツ・文化」分野のキーワードを読んでおく。

全過程の復習



回数 日程 授業形態

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 前期試験

15 振り返り

　【使用教科書・教材・参考書】　

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

科目名 一般教養Ⅱ2

必修
選択

選択 年次

担当教員 新谷　卓
授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

2

準備学習　時間外学習

教員の略歴

授業の学習
内容

社会人として必要とされる教養を身につけます。
様々な人々と円滑なコミュニケーションをはかるために必要な教養を身につけます。
就職試験の一般常識テストの対策となるような基本知識を学びます。　
＊以上の学習内容はいずれも自分の専門を活かすための前提になるものです。

定期試験の得点60％ 
出席点・授業態度・小テスト・課題など40％
(合計100点満点)　
S-F の基準（S100～90、A89～80、B79～70、C69～60、F59～0 ） 
再試験は公欠が認められた者のみが受験できる。
追試験は一回行い、合格した場合はCの評価とする。

授業計画・内容

到達目標　

問題を理解した上で、用語を使うことができる。
様々な分野に関心を持つことができるようになる
今まで興味のなかった分野を勉強することによって自分の世界を広げていくことができる。
今話題になっていることや社会問題を他人と話すことができるようになる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

政治・経済の仕組みを理解することができる。 与えられた課題を行う。

評価方法と基準

国語の長文を読解することができる。 与えられた問題を解く。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

国際・社会問題を理解することができる。 与えられた課題を行う。

歴史の流れを理解することができる。 与えられた課題を行う。

地理・思想を理解することができる。 与えられた課題を行う。

漢字・熟語・四字熟語・敬語などを習得する。 与えられた問題を解く。

試験解答の確認

グラフや図形の問題を解くことができる。 与えられた問題を解く。

物理・化学の基礎問題を解くことができる。 与えられた問題を解く。

生物・地学の基礎問題を解くことができる。

・新聞
・『超速マスター！一般常識&時事問題』（高橋書店）21年度版

基礎的な英文法を理解することができる。 与えられた問題を解く。

基礎的な英文を解釈することができる。 与えられた問題を解く。

基礎的な式の計算・方程式・順列などの問題が解ける。 与えられた問題を解く。

事前に講義で行う教科書の該当箇所を読む。授業に関係するテレビのドキュメンタリー番組を視聴する。

全過程の復習と振り返り

与えられた問題を解く。

スポーツ・文化の基礎的な出来事を知る。 与えられた問題を解く。

試験
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