
科目名 アニマルヒストリー・アニマルベーシック

必修 
選択 必修 年次 2

担当教員 島田
授業 
形態 講義・演習 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 獣医師

授業の学習 
内容

近年、社会における人々の意識の多様化に伴い、動物の飼育に対する意識も急速に変化している。そのような状況で
動物を取り扱う業界に求められるニーズも日々変化しており、動物の専門家にも高度な知識や技術が要求される様
になっている。本講義では、そのような高度な知識や技術の土台として、動物飼養や健康管理の基本や生物の基礎
知識を習得することを目的とする。

到達目標　 動物飼養や健康管理の基本、生物の基礎知識である細胞や遺伝子、動物の体の基本構造や機能を理解すると共に
、動物の専門家が現在どのような知識や技術を身につけなければならないかを知り、実感すること。

評価方法と基準 筆記試験（期末テスト）100％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月11日 講義 基礎生物(生物知識の基本である進化・食物連鎖・公衆衛生に関して理解
・説明ができる)

教科書（基礎生物）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

2 4月18日 講義 基礎生物（動物医療に関する検査・診断・治療の流れや使用器具に関し
て理解・説明ができる）

教科書（基礎生物）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

3 4月25日 講義 基礎生物（飼育現場において必要である栄養に関する基礎、繁殖や遺伝
に関して理解・説明ができる）

教科書（基礎生物）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

4 5月9日 講義 基礎生物（様々な動物における家畜化のプロセスや家畜化の意義を理解
・説明できる）

教科書（基礎生物）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

5 5月16日 講義 基礎生物（生物多様性の意味や環境保全の取り組み関して理解し、具体
的に説明できる）

教科書（基礎生物）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

6 5月30日 講義 アニマルヒストリー（愛玩動物。家畜動物、展示動物など様々な動物と人と
の関り方を理解し説明できる）

教科書（アニマルヒストリー）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

7 6月13日 講義
アニマルヒストリー 

（最近のペット事情の動向を知り、具体的なビジネスの概要を理解・説明
ができる）

教科書（アニマルヒストリー）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

8 6月20日 講義 アニマルヒストリー（AAAとAATの違いや、動物を介在する利点/不利点を
理解し説明できる）

教科書（アニマルヒストリー）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

9 6月27日 講義 アニマルヒストリー（社会における使役犬の役割や必要性を理解・説明が
できる）

教科書（アニマルヒストリー）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

10 7月4日 講義 アニマルヒストリー（畜産業の最近の動向並びに具体的な畜産動物に関
して理解・説明できる）

教科書（アニマルヒストリー）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

11 7月11日 講義 動物の飼養管理（動物園・水族館の存在意義や愛玩動物との相違点を理
解・説明できる）

教科書（動物の飼養管理）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

12 7月18日 講義 動物の飼養管理（ペットと産業動物の違いを理解・説明できる） 教科書（動物の飼養管理）の該当範囲を読む 
教科書を読み返し授業ノートを補完する

13 9月5日 講義 前期の総復習（前期の授業の需要点を把握し、自分の言葉で説明できる
）

授業ノートの内容確認 
試験勉強

14 9月12日 講義 テスト 試験勉強 
テストで分からなかった箇所の復習

15 9月19日 講義 振り返り（テストの間違った点の修正並びに理解ができる） テストで分からなかった箇所の復習

準備学習　時間外学習 教科書を読む　授業ノートの補完

　【使用教科書・教材・参考書】　 

ECO　専門基礎科目テキスト

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 グル―ミング演習ⅠA
必修 
選択 必修 年次 1

担当教員 佐藤
授業 
形態 演習 単位 2

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 各講師ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

授業の学習 
内容

プロトリマーになるうえで必要な基礎グルーミングの技術を習得することができます。
また、2年次に向けたトリミング技術の向上を目指します。
技術の向上だけでなく、接客、犬のコントロール、コミュニケーション能力を学ぶことができるのがこの授業の特徴
です。

到達目標　 犬のコントロールや犬種別のグルーミングの基礎技術を習得することができます。 
また、グルーミングの基礎技術を生かし、主に2年次で学ぶトリミング技術の基礎を習得することができます。

評価方法と基準
14週目に実技試験 
（前期：グルーミング犬種の足周りカットまでで1時間半、後期；トリミング犬種の足周りまでで1時間半） 
ベーシック、コントロール、ツールの扱いの基礎が時間内に終えられるようになること

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 講義 ツール配布・説明
（ツールの基本的な扱い方、授業の目的について学ぶ） 配布されたツールの名前や使い方などの復習

2 演習 ベーシックを中心にグルーミングをし、流れ
を覚え実践することができる。

トリミング日誌の記入＆提出

3 演習 流れを復習しながらグルーミングを行うことができる トリミング日誌の記入＆提出

4 演習 ベーシックを中心にグルーミングをし、クリッピングや爪切り
の技術を習得することができる トリミング日誌の記入＆提出

5 演習 シザーを使い足周りのカットの技術を習得することができる トリミング日誌の記入＆提出

6 演習 クリッピング及び爪切りをステップアップし、スピードアップ
を計ることができる トリミング日誌の記入＆提出

7 演習 足先バリカンの技術の習得をすることができる トリミング日誌の記入＆提出

8 演習 前回までの足バリ、クリッピング及び爪切りのステップアップ
を計ることができる トリミング日誌の記入＆提出

9 演習 前回までの足バリのステップアップを計り、時間は1本5分に設
定する トリミング日誌の記入＆提出

10 演習 前回までの足バリのステップアップを計り、足周りのカット、
飾り毛のカットを習得する トリミング日誌の記入＆提出

11 演習 前回までのベーシックを中心に足周り及び飾り毛のカットのス
ピードアップを計る トリミング日誌の記入＆提出

12 演習 ベーシックを中心に、足周り及び飾り毛のカットを確実に習得
することができる トリミング日誌の記入＆提出

13 演習 試験前にトータル時間及び仕上がりを確実にし、問題点を解決
を目指す トリミング日誌の記入＆提出

14 試験 グルーミング犬種のベーシックを中心に1時間半で行う トリミング日誌の記入＆提出

15 演習 半期の振り返り トリミング日誌の記入＆提出

準備学習　時間外学習 トリミング日誌の記入＆提出で充当

【使用教科書・教材・参考書】　各シザー、スリッカーなどのツール 

東京コミュニケーションアート専門学校



回数 日程 授業形態

1 講義

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 試験

15 演習

授業
形態

演習 単位 2

科目名 グル―ミング演習ⅠB

必修
選択

必修

到達目標　
犬のコントロールや犬種別のグルーミングの基礎技術を習得することができます。
また、グルーミングの基礎技術を生かし、主に2年次で学ぶトリミング技術の基礎を習得することができます。

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）

教員の略歴 各講師ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

授業の学習
内容

プロトリマーになるうえで必要な基礎グルーミングの技術を習得することができます。
また、2年次に向けたトリミング技術の向上を目指します。
技術の向上だけでなく、接客、犬のコントロール、コミュニケーション能力を学ぶことができるのがこの授業の特徴で
す。

担当教員 佐藤

評価方法と基準
14週目に実技試験
（前期：グルーミング犬種の足周りカットまでで1時間半、後期；トリミング犬種の足周りまでで1時間半）
ベーシック、コントロール、ツールの扱いの基礎が時間内に終えられるようになること

授業計画・内容

ツール配布・説明

（ツールの基本的な扱い方、授業の目的につい

て学ぶ）

配布されたツールの名前や使い方などの復習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ベーシックを中心にグルーミングをし、流れを

覚え実践することができる。
トリミング日誌の記入＆提出

流れを復習しながらグルーミングを行うことができる トリミング日誌の記入＆提出

ベーシックを中心にグルーミングをし、クリッ

ピングや爪切りの技術を習得することができる
トリミング日誌の記入＆提出

シザーを使い足周りのカットの技術を習得することができる トリミング日誌の記入＆提出

クリッピング及び爪切りをステップアップし、

スピードアップを計ることができる
トリミング日誌の記入＆提出

足先バリカンの技術の習得をすることができる トリミング日誌の記入＆提出

前回までの足バリ、クリッピング及び爪切りの

ステップアップを計ることができる
トリミング日誌の記入＆提出

前回までの足バリのステップアップを計り、時

間は1本5分に設定する
トリミング日誌の記入＆提出

前回までの足バリのステップアップを計り、足

周りのカット、飾り毛のカットを習得する
トリミング日誌の記入＆提出

前回までのベーシックを中心に足周り及び飾り

毛のカットのスピードアップを計る
トリミング日誌の記入＆提出

ベーシックを中心に、足周り及び飾り毛のカッ

トを確実に習得することができる
トリミング日誌の記入＆提出

試験前にトータル時間及び仕上がりを確実に

し、問題点を解決を目指す
トリミング日誌の記入＆提出

 【使用教科書・教材・参考書】　各シザー、スリッカーなどのツール

東京コミュニケーションアート専門学校

グルーミング犬種のベーシックを中心に1時間半で行う トリミング日誌の記入＆提出

半期の振り返り トリミング日誌の記入＆提出

準備学習　時間外学習 トリミング日誌の記入＆提出で充当



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 試験

15 演習

東京コミュニケーションアート専門学校

飾り毛のカットのスピードアップを計りシ

ザーリングをより確実なものにすることがで

きる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

飾り毛のカットの時間を設定し時間内に終え

ることができる
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

準備学習　時間外学習 学校犬飼育当番で充当

 【使用教科書・教材・参考書】　各シザー、スリッカーなどのツール

試験前にトータル時間及び仕上がりを確実に

し、問題点を解決することができる
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

グルーミング犬種のベーシックを中心に1時間

半～2時間以内で終了することができる
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

半期の振り返り 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

足周りの時間を5分に設定し終了することがで

きる
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

ベーシックを中心にシザーリングをより確実

なものにすることができる
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

飾り毛のカットの技術を習得することができ

る
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

1年次に学んできた足周りのカットをより確実

なものにする
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

足周りのカットのスピードアップを計り、確

実なものにすることができる
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

足周りのカットの時間を設定し、時間内に終

えることができるようになる
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

1年次に学んできた爪切りをより確実なものに

する
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

1年次に学んできたクリッッピングをより確実

なものにする
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

爪切り及びクリッピングのスピードアップを

計り確実なものにすることができる
学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

評価方法と基準
14週目に実技試験（前期：グルーミング犬種の足周りまで1時間半～2時間以内、後期；グルーミング犬種の足周
りまで1時間半以内に終了）ベーシック、コントロール、基礎グルーミングを中心に時間内に終えられるようになる
こと

授業計画・内容

1年次にやってきたことを復習する 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

到達目標　 グルーミング犬種を中心に1時間半以内を目安に仕上げる技術を習得することができます。

年次 2.3

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 ペットサロン、ショップ、動物病院勤務

授業の学習
内容

様々な就職先を考え、仕事で必要な基礎グルーミングを習得することができます。技術の向上だけなく、接客、
犬のコントロール、コミュニケーション能力を学ぶことができるのがこの授業の特徴です。

担当教員 佐藤
授業
形態

演習 単位 3

科目名 グルーミング演習ⅡB

必修
選択

選択



科目名 ドッグトレーニングⅡA

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 中川慎悟
授業 
形態 講義・演習 単位 2

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 ＴＣＡドッグトレーナー専攻卒、ドッグスクールOne'sWish代表

授業の学習 
内容

ドッグトレーナーになるために必要不可欠な基本的な知識・技術・動作等を習得する授業です。 
また、アジリティー競技を通じて、適切なトレーニング方法を学び、それを第三者に伝える知識と技術を学べます。 
アジリティー競技のルールや犬への教え方、取り組み方を学び、自らの知識や技術を他者に的確に伝えることができるプ
ロとなれるよう、学習してください。 
授業は実習が中心ですが、資料を用いて犬及びトレーニングの基礎を学習します。 

※実際に生き物を使用する授業のため、内容に変更がある場合があります。

到達目標　

オビディエンスの基本的な動作（ツイテ、スワレ、フセ、コイ、マテ）を理解し、より高いレベルで実践する。 
アジリティーのルール理解し、個体によって最適なトレーニングを行うことができる。 
どの犬にも基本的なアジリティーを教えることができる。 
実際に飼い主とコミュニケーションと取り、より現場に近い状況でアドバイスができる。

評価方法と基準

通常授業の取組態度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。 
取組態度は担当犬の課題達成度に応じて判断する。 

授業計画・内容

回数 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 演習 「アジリティーとは何か？」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

2 演習 「アジリティーのルール」を理解する。 
担当犬トレーニング

3 演習 「ハードルの教え方」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

4 演習 「トンネルの教え方」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

5 演習 「Aフレームの教え方」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

6 演習 「ドッグウォークの教え方」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

7 演習 「ソフトトンネルの教え方」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

8 演習 「スラロームの教え方」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

9 演習 「タイヤの教え方」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

10 演習 「レンガの教え方」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

11 演習 「ロングジャンプの教え方」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

12 演習 「複数のハードルの教え方」を理解し実践できる。 
担当犬トレーニング

13 演習 「ハードルとトンネルの組合せの教え方」を理解し実
践できる。担当犬トレーニング

14 試験 筆記試験、習熟度の確認 
担当犬トレーニング

15 講義・演習 テスト結果からの振り返り 
前期授業の反省と後期への課題策定

準備学習　時間外学習 飼育当番を通じて犬に対しての生態や習性について、より深い学びの展開を促す

　【使用教科書・教材・参考書】　　オリジナルテキスト、トレーニング日誌、アジリティー機材

　※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。

東京コミュニケーションアート専門学校



授業形態

演習

演習

演習

演習

演習

演習

演習

演習

演習

演習

演習

演習

演習

試験

講義・演習

　※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。

東京コミュニケーションアート専門学校

15 テスト結果からの振り返り

準備学習　時間外学習 飼育当番を通じて犬に対しての生態や習性について、より深い学びの展開を促す

　【使用教科書・教材・参考書】　　オリジナルテキスト、トレーニング日誌、アジリティー機材

13
「競技会を想定した状況」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング

14
筆記試験、習熟度の確認
担当犬トレーニング

11
「短いシークエンスの走り方」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング

12
「競技会を想定した状況」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング

9
「ハンドリングの応用」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング

10
「短いシークエンスの走り方」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング

7
「検分の仕方」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング

8
「ハンドリングの応用」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング

5
「バックスイッチ」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング

6
「フロントスイッチ」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング

3
「アジリティーにおいての失格」を理解する。

担当犬トレーニング

4
「ハンドリング」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング

1
「アジリティーにおいての失敗」を理解する。

担当犬トレーニング

2
「アジリティーにおいての拒絶」を理解する。

担当犬トレーニング

評価方法と基準

通常授業の取組態度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。
取組態度は担当犬の課題達成度に応じて判断する。

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 ＴＣＡドッグトレーナー専攻卒、ドッグスクールOne'sWish代表

授業の学習
内容

ドッグトレーナーになるために必要不可欠な基本的な知識・技術・動作等を習得する授業です。
また、アジリティー競技を通じて、適切なトレーニング方法を学び、それを第三者に伝える知識と技術を学べます。
アジリティー競技のルールや犬への教え方、取り組み方を学び、自らの知識や技術を他者に的確に伝えることができるプロと
なれるよう、学習してください。
授業は実習が中心ですが、資料を用いて犬及びトレーニングの基礎を学習します。

※実際に生き物を使用する授業のため、内容に変更がある場合があります。

到達目標　

オビディエンスの基本的な動作（ツイテ、スワレ、フセ、コイ、マテ）を理解し、より高いレベルで実践する。
アジリティーのルール理解し、個体によって最適なトレーニングを行うことができる。
どの犬にも基本的なアジリティーを教えることができる。
実際に飼い主とコミュニケーションと取り、より現場に近い状況でアドバイスができる。

担当教員 中川慎悟
授業
形態

講義・演
習

総時間
（単位）

選択 年次 2

2
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 ドッグトレーニングⅡB

必修
選択



科目名 　　トリミング演習ⅠA

必修 
選択 必修 年次 2

担当教員
佐藤・百瀬・
水島・小澤・

広瀬
授業 
形態 演習 単位 2

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 各講師　ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

授業の学習 
内容

ペット業界で働く上で必要な基礎グルーミングの技術を習得することができます。 
また、様々な犬を担当することでその犬に合ったコントロールや保定ができるようにことがこの授業の特徴です。

到達目標　 基礎グルーミングの技術を向上することができる。 
３年で主に学ぶトリミング技術の基礎を習得することができる。

評価方法と基準

１４週目に実技試験　（ベーシック、犬のコントロール、正しいツールの扱い、目標時間内に仕上げる） 
前期　：　グルーミング犬種の足まわりカットまで１時間４５分以内に仕上げる。 
後期　：　カット犬種の足まわりカットまで２時間以内に仕上げる。 

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 演習 １年の復習　（グルーミングの流れ、ツールの選択、 
使い方の再確認をすることができる）

演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

2 演習 爪切りのステップアップ　 
（より確実にできるようになる）

演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

3 演習 クリッピングのステップアップ 
（より確実にできるようになる）

演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

4 演習 足まわりカットのステップアップ 
（より確実にできるようになる）

演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

5 演習 リボン付けのステップアップ 
（より確実にできるようになる）

演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

6 演習 足まわりカットまで２時間を目標に仕上げる事が 
できる

演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

7 演習 理論で学んだプードルの足バリを実践できる 演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

8 演習 飾り毛カットのステップアップ 
（より確実にできるようになる）

演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

9 演習 理論で学んだポメラニアンのスタンダードスタイル 
及びペットクリップを実践できる

演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

10 演習 爪切り、クリッピングの時間短縮ができるようになる 演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

11 演習 シャンプー前までの時間短縮ができるようになる 演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

12 演習 ドライングの時間短縮ができるようになる 演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

13 演習 足まわりカットまでの時間短縮ができるようになる 
（目標１時間４５分）

演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

14 演習 実技試験 演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

15 演習 振り返り 演習ノートの作成 
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　グルーミングツール 

東京コミュニケーションアート専門学校



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

教員の略歴

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 　　トリミング演習ⅠB

各講師　ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

必修
選択

担当教員

佐藤・百
瀬・水島・
小澤・広
瀬

授業
形態

演習 単位

必修 年次 2

2

授業の学習
内容

ペット業界で働く上で必要な基礎グルーミングの技術を習得することができます。
また、様々な犬を担当することでその犬に合ったコントロールや保定ができるようにことがこの授業の特徴です。

到達目標　
基礎グルーミングの技術を向上することができる。
３年で主に学ぶトリミング技術の基礎を習得することができる。

授業計画・内容

評価方法と基準

１４週目に実技試験　（ベーシック、犬のコントロール、正しいツールの扱い、目標時間内に仕上げる）
　　　前期　：　グルーミング犬種の足まわりカットまで１時間４５分以内に仕上げる。
　　　後期　：　カット犬種の足まわりカットまで２時間以内に仕上げる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

１年の復習　（グルーミングの流れ、ツールの選択、
使い方の再確認をすることができる）

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

東京コミュニケーションアート専門学校

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

振り返り
演習ノートの作成

演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　グルーミングツール

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

シャンプー前までの時間短縮ができるようになる

ドライングの時間短縮ができるようになる

足まわりカットまでの時間短縮ができるようになる
（目標１時間４５分）

実技試験

理論で学んだプードルの足バリを実践できる

飾り毛カットのステップアップ
（より確実にできるようになる）

理論で学んだポメラニアンのスタンダードスタイル
及びペットクリップを実践できる

爪切り、クリッピングの時間短縮ができるようになる

爪切りのステップアップ
（より確実にできるようになる）

クリッピングのステップアップ
（より確実にできるようになる）

足まわりカットのステップアップ
（より確実にできるようになる）

リボン付けのステップアップ
（より確実にできるようになる）

足まわりカットまで２時間を目標に仕上げる事が
できる



科目名 トリミング演習　ⅡA

必修 
選択

選択 年次 3

担当教員 水島　　綾
子

授業 
形態

演習 単位 3
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 ペットサロン経営、講師歴20年

授業の学習 
内容

基礎となるベーシック作業から仕上げのカットまでトータルで学習することができ、トリミングの仕事をしていく上で必要な授
業となります。犬のコントロールを含め、卒業後は自信を持ってトリミングの仕事が出来るように実習を通して学習して下さ
い。

到達目標　

・実習中に犬に接することで犬のコントロールが出来るようになる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・トリミングの基礎となる丁寧で確実なベーシック作業が出来るようになる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・細かなオーダに応じるカットが出来るようになる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・トリミングをする上で無駄のないタイムスケジュールが立てられる

評価方法と基準 実技試験100％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月11日 演習 目標確認、タイムシート記入（各作業の時間を計
測し、自己分析が出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

2 4月18日 演習 ベーシック作業の徹底（爪切り、耳掃除などシャ
ンプー前作業が完璧に出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

3 4月25日 演習 ベーシック作業の時間短縮（シャンプー前のベ
ーシック作業が30分以内で出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

4 5月9日 演習 足のカットラインの確認（見本を確認しながらの
カットでカットの精度が上がる）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

5 5月16日 演習 頭部のカットの確認（見本を確認しながらオーダ
ーに応じたカットが出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

6 5月30日 演習 全体の仕上げの確認（ベーシック～カットまでト
ータルで精度良い仕上がりが出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

7 6月13日 演習 試験でのペア実習スタート（試験でのお互いの
作業確認が出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

8 6月20日 演習 トータル時間の意識（ペアで仕上げまでトータル
1時間30分で出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

9 6月27日 演習 演習確認テスト（仕上がりと、トータル時間の自
己確認が出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

10 7月4日 演習 苦手作業の確認（タイムオーバーした作業など
を見直し、苦手克服出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

11 7月11日 演習 トータル時間2時間①（ペアでトータル時間を2時
間で終了出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

12 7月18日 演習 トータル時間2時間②（ペア作業でのタイムスケ
ジュールが立てられる）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

13 9月5日 演習 模擬テスト（試験と同じスケジュールで行い、平
常心で試験に向かえる）

実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

14 9月12日 演習 テスト（実技テスト） 実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

15 9月19日 演習 振り返り（試験での反省が出来る） 実習ノートの作成（実習での学んだポイントや反
省などを記入する）

準備学習　時間外学習 実習ノートに記入する事により理解度が増し課題や問題点が解る

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



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 講義実習

8 講義

9 講義実習

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　グルーミングテキスト、最新犬種図鑑、スタンダードスタイルコレクション

東京コミュニケーションアート専門学校

筆記試験 前期の学習内容の復習

振り返り 試験で間違えた項目の復習

準備学習　時間外学習

皮膚と被毛　（構造、仕組み、役割りについて
理解できる）

グルーミングテキストP２６を読む

主要犬種学①　（グルーミング検定に関わる犬種の
スタンダードを理解することができる）

最新犬種図鑑を読む

主要犬種学②　（グルーミング検定に関わる犬種の
スタンダードを理解することができる）

最新犬種図鑑を読む

中毛種のグルーミング　（ポメラニアンやシェルティ
などのグルーミング方を理解できる）

グルーミングテキストP５８～６０を読む

ポメラニアン　〔モデル犬を使いスタンダード及び
ペットクリップを習得できる）

グルーミングテキストP６１～６９を読む

幼犬、老犬、保定　（グルーミングをする上での注意
点の理解、グルーミングの際の保定法を習得できる）

グルーミングテキストP１５，２４，２５を読む

シャンプー、リンスの基礎知識　（種類、効能、効果
を理解できる）

グルーミングテキストP２７を読む

薬用シャンプー　（効果、使用上の注意などを理解
できる）　／　トイ・プードルの講実前説明

グルーミングテキストP７２を読む

トイ・プードル　（モデル犬を使いペットクリップを学ぶ
カットライン、足バリの入れ方を習得できる）

グルーミングテキストP９２～９９を読む

リボン作り　（演習時に担当した犬につける
リボンの作り方を習得することができる）

リボンを１０セット以上作る

犬体名称　（犬体各部の名称、犬体用語を
習得することができる）

グルーミングテキストP１０，１２８，１２９を読む

 グルーミング用語　（トリマーとして身につけておくべ
き基本的な用語を習得することができる）

グルーミングテキストP１２５，１２６を読む

評価方法と基準 １４週目に筆記試験（筆記試験100％）

授業計画・内容

授業の学習内容、到達目標の説明
学生アンケート

グルーミングテキストP１６，１７，２８～３３を読む

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

到達目標　
トリマーに必要な基礎知識を習得することができる。
グルーミング及びトリミング技術、専門用語を習得することができる。

年次 2

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 ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

授業の学習
内容

グルーミング及びトリミングを学ぶ上での基礎知識、用語が理解できるように講義を行います。
この授業で学んだ知識を活かしトリミング演習での技術向上を目指します。

担当教員
佐藤・百

瀬
授業
形態

講義 単位 1

科目名 トリミング理論　ⅠB

必修
選択

必修



科目名 トリミング理論ⅡA

必修 
選択

選択 年次 3

担当教員 水島綾子
授業 
形態

講義 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 ペットサロン代表、講師歴20年

授業の学習 
内容

各犬種のスタンダードやカットなどを学ぶことができ又、プロとして活躍していく上で必要な知識を得る事が出来る授業とな
ります。理論で得た知識を実習で生かして下さい。

到達目標　
・各犬種別のトリミングが理解出来るようにな
・プロとしての知識を習得し、接客応対が出来るようにな
・ペットビジネスの基礎知識を習得できる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

評価方法と基準 筆記試験100％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月11日 講義 トリミング（理論で学習した事の活用法と実習の
タイムシートの書き方について学ぶ） 各自トリミングのスケジュールを立ててみる

2 4月18日 講義実習 プードル（足バリ、ストレート、ブーツカットの各足
のカットポイントを学ぶ） 足のカットのバリエーションを図に書いてみる

3 4月25日 講義実習 シーズ－、マルチーズ、ヨークシャテリア（各犬
種のカットポイントを学ぶ） 犬種ごとのカットのポイントをまとめる

4 5月9日 講義 プードル①（スタンダードを理解し、クリッパーラ
インを学ぶ） 習ったことを復習する

5 5月16日 講義実習 プードル②（モデル犬を使い、実際にクリッパー
ラインを確認し、理解する） 講義実習を見て気付いた事をまとめる

6 5月30日 講義実習 ビションフリーゼ（モデル犬を使い、オールシザ
ーでのペットクリップを学ぶ） 講義実習を見て気付いた事をまとめる

7 6月13日 講義 ミニチュア・シュナウザー①（スタンダードを理解
し、クリッパーのラインと注意点を学ぶ） 習ったことを復習する

8 6月20日 講義実習 ミニチュア・シュナウザー②（モデル犬を使い、実
際にカットラインを確認し学ぶ） 講義実習を見て気付いた事をまとめる

9 6月27日 講義 フード（フードのタイプ別の特徴や保存方法を学
ぶ） いろいろなフードを自分で調べてみる

10 7月4日 講義 接客応対①（実践で役立てるように接客のポイン
トを学ぶ） 接客に必要な敬語を学習する

11 7月11日 講義 接客応対②（模擬応対を通して問題点を確認し
学ぶ） 接客に必要な敬語を学習する

12 7月18日 講義 ペットビジネス①（経営する上でのポイントを学習
し経営シュミレーションを考えていく） 自分の理想の店舗を考える

13 9月5日 講義 小テスト（本試験に向けて学ぶ） 前期理論の復習をする

14 9月12日 講義 テスト（筆記試験） 前期理論の復習をする

15 9月19日 講義 振り返り（答案用紙返却と答え合わせをして前期
の復習をする） 前期理論の復習をする

準備学習　時間外学習 事後学習をする事によりより知識や理解度が増す

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 ナチュラルケア

必修 
選択

選択 年次 3

担当教員 横山
授業 
形態

講義・演習 単位 2
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

ナチュラルケアで学んだ知識や実践力を使いペットのナチュラルケアグッズの製品化を実践し販売するまでのプロセスを
学びます。この授業では具体的な製品づくりのほかに社会に出て必要とされる業界知識や基本的なビジネス知識を身に
つけどのような消費者に向けてものづくりをしどのような流れで流通させるかをチームで考え実践していきます。

到達目標　 自分たちでコンセプトを作り上げマーケティングしターゲットに合わせた製品化作りをし販売します。ペットの飼い主が今何
を求めているのか、様々な角度からのそのニーズを考え行動に移せる人材を育成します。

評価方法と基準 筆記試験60％　出席日数　40％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月16日 講義 目標設定を行う 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

2 4月23日 講義・演習 ハーブ苗を植え付ける 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

3 5月7日 講義 ペット業界について理解する 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

4 5月14日 講義・演習 チームで業界について意見交換する 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

5 5月21日 講義 ビジネス基本知識①会社のしくみを学ぶことができる 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

6 5月28日 講義 ビジネス基本知識②仕入れを学ぶことができる 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

7 6月4日 講義 ビジネス基本知識③売り上げと利益について理解す
る

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

8 6月11日 講義・演習 ビジネス基本知識③売り上げと利益について理解す
る

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

9 6月18日 講義 ショップマネジメント①について理解する 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

10 6月25日 講義・演習 ショップマネジメント①について理解する 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

11 7月2日 講義・演習 ハーブ摘み取りと蒸留 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

12 7月9日 演習 モノづくりに必要な数字を学ぶことができる 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

13 9月3日 演習 ペット用スプレーを製品化するために必要なことを学
ぶ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

14 9月10日 演習 筆記試験 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

15 9月17日 演習 振り返り（前期を振り返り後期に向けての目標を設定
する）

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予
習する２ｈ

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

●動物のための植物療法学　●配布プリント

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 ホリスティックケア1

必修 
選択 選択 年次 3

担当教員 横山
授業 
形態 講義・演習 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 ジアスセラピストスクール校長　勤務歴21年

授業の学習 
内容

有史以来、世界中で伝承されてきた自然療法を私たちや私たちと一緒に暮らす動物たちに行う方法や効果を教えます。特に
現在、注目されているアロマセラピー、メディカルハーブ療法、マッサージに中心に動物をケアする知識を伝えていきます。

到達目標　 自然の力を理解し、西洋医学の礎となった植物療法を学び自然治癒力を高め健康に過ごす知識と実践力を習得し動物に行
う方法を理解し自分たちでもケアできるようになる。

評価方法と基準
定期試験60％（筆記試験） 
レポート20％ 
出席20％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月15日 講義 ホリスティックの概念と種類を学ぶことができる① 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

2 4月22日 講義 ホリスティックの概念と種類を学ぶことができる② 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

3 5月13日 講義 メディカルハーブの基本知識を学ぶことができる 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

4 5月20日 講義 メディカルハーブの方法を学ぶことができる 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

5 5月27日 講義 各種ハーブの効果効能を学ぶことができる① 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

6 6月3日 講義 各種ハーブの効果効能を学ぶことができる② 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

7 6月10日 講義 アロマセラピーの基本知識を学ぶことができる 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

8 6月17日 講義 アロマセラピーの活用法を学ぶことができる 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

9 6月24日 講義 アロマセラピーやハーブの関連法規学ぶことができる 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

10 7月1日 講義 各種精油の効果効能を学ぶことができる① 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

11 7月8日 講義 各種精油の効果効能を学ぶことができる② 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

12 7月22日 講義 ドッグマッサージ理論を学ぶことができる 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

13 9月2日 演習 犬を使ってマッサージの方法をできるようになる 犬へのマッサージの仕方を説明できる２ｈ

14 9月9日 演習 筆記試験 講義内容のプリントの読み返し２ｈ

15 9月16日 演習 振り返り（ケーススタディーを理解することができる） 前期で学んだことをもう一度復習する２ｈ

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　配布プリント 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 リハビリテーションA

必修 
選択

選択 年次 3

担当教員 千葉
授業 
形態

講義・演習 単位 2
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 より高度な理学療法の知識を身に付ける。※4時限目は学校犬のリハビリとなります。

到達目標　 知識ばかりでなく、即、実践できるように心構え、準備等ができるところまで学ぶ

評価方法と基準 定期試験（14週目に実技試験＋筆記試験）を実施

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月11日 講義
3限筋肉の拘縮の機序を学び、改善方法を協議する 
4限ウォータートレッドミルとマッサージについて理解
する

2年次までの理学療法の復習をおこなう。 
配布資料の復習

2 4月18日 講義
3限ホリスティックについて学ぶ（総論）1 
4限ウォータートレッドミルとマッサージについて理解を
深める

「こんなホリスティックあります」を集めてみる。 
配布資料の復習

3 4月25日 講義 3限ホリスティックの内容2（リフレ、カイロについて理
解する）4限2回目のメジャーリングを実施

学校犬やさまざまな犬たちの脊椎を触ってみた
感想をまとめる。

4 5月10日 講義 3限東洋獣医学の内容について学ぶ1（総論）　　 
4限ウォータートレッドミルとマッサージの実践

現在行っているウォータートレッドミルについて、
感じることを列記する。配布資料の復習

5 5月16日 講義 3限東洋獣医学について学ぶ2（鍼、灸について理解
する）4限ウォータートレッドミルとマッサージの実施

市販の書籍を読み、特定の疾患について効果の
あるツボを列記する。配布資料の復習

6 5月30日 講義 3限棒灸を作ろう!!　　　 
4限完成した棒灸を利用したリハビリを実施

『よもぎ』の効果について調べてまとめる。配布
資料の復習

7 6月13日 講義 3限プロトコルとは（プロトコルについて理解する） 
4限学校犬のリハビリのプロトコルを見直す

学校犬のリハビリ内容を記録としてまとめる。 
配布資料の復習

8 6月20日 演習 3限プロトコルを作ってみる　　　 
4限学校犬のプロトコルの再構築をおこなう

学校犬のリハビリ内容を記録としてまとめる。 
配布資料の復習

9 6月27日 講義 物理療法1 温熱療法・寒冷療法について理解する 
4限学校犬のプロトコルの再構築をおこなう

病院にある設備を利用した温熱、寒冷療法を考
えてみる。配布資料の復習

10 7月4日 講義 物理療法　2 超音波療法について学ぶ　 
4限学校犬のプロトコルの再構築

学校犬のリハビリ内容を記録としてまとめる。 
配布資料の復習

11 7月11日 講義 物理療法　3 電気療法について学ぶ　 
4限新メニューでの学校犬リハビリをスタート 電気療法について復習する/配布資料の復習

12 7月18日 演習 物理療法　4 レーザー療法について理解する 
4限ウォータートレッドミルとマッサージの実施

学校犬のリハビリ内容を記録としてまとめる。 
配布資料の復習

13 9月6日 演習 電気療法を自分で体験するとともに、学校犬のリハビ
リとしても行う　

電気療法を体験した感想をまとめる。リハビリ内
容を記録としてまとめる。

14 9月13日 演習 テスト 前期授業の復習をおこなう。配布資料の復習

15 9月20日 演習 振り返り 前期の振り返りをおこなう。配布資料の復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 院内コミュニケーションⅠ　

必修 
選択

必修 年次 1

担当教員 松井 
かおり

授業 
形態

講義・演習 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 編集者・ライター、現在は主にカウンセラー、研修講師として活動。

授業の学習 
内容

2年目の授業では、研修や就活を踏まえ、動物病院で働くうえで必要な「マインド（心）の成長」と、飼い主様対応だけでなく
、スタッフ間の「コミュニケーションのスキル」を習得します。 
これらを身に付けることにより、仕事上のコミュニケーションへの意識を高め、社会人の方とのコミュニケーションにも自信
をつけ、自発的に他者と関わることができることを目指していきます。

到達目標　

【2年前期】スタッフ間コミュニケーション、クレーム対応 
①　クレーム対応の基本マインドと基本スキルを身につけ、初期の対応ができる 
②　チームで連携するための基本のコミュニケーションスキルを身につけ、報連相を実践できる 
③　社会人としての意識やマナーを、実践レベルまで習得する 

評価方法と基準 ①実技試験（授業内実施パート１・パート2）　計90％　 
②授業態度・ノート提出　10％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月11日 講義 【オリエンテーションと目標設定】 この授業の目的を理解し、課
題分析・目標設定ができる 事後課題・インターン時の不安や疑問を整理

2 4月18日 講義、演習 【インターン準備】 インターン時の疑問点、不安点を整理し、解
決のための方法を発見できる 準備課題・面接シート作成

3 4月25日 講義、演習 【面接準備】 面接官の立場を体験し、面接のポイントが理解でき
る 準備課題・面接シート作成

4 5月9日 講義、演習 【面接準備】 就活の身だしなみのポイントを理解し、自分で実践
できる 準備課題・クレーム事例シート作成

5 5月16日 講義、演習 【クレーム対応】クレームを言う方の心理を理解し、クレームのと
らえ方や考え方を理解できる 準備課題・クレーム対応シート作成

6 5月30日 講義、演習 【クレーム対応】 クレーム対応の基本ステップを理解し、事例を
通してクレームに向き合うことができる 準備課題・前期実技試験準備

7 6月13日 試験① 【前期実技試験パート1】クレーム対応実践演習 
クレームの初期対応がスムーズにできる 事後課題・実技試験振り返り

8 6月20日 講義、演習 【スタッフコミュニケーション】仕事における人間関係構築の大切
さとポイントを理解できる 事後課題・社会人の人間関係レポート

9 6月27日 講義、演習 【スタッフコミュニケーション】チームで仕事をする意識を身に付
け、自他尊重ができる 事後課題・社会人の人間関係レポート

10 7月4日 講義、演習 【報連相と指示受け】正確に指示を受け取るために「5W2Hで聞く
」で情報収集ができる 事後課題・指示受け課題の分析

11 7月11日 講義、演習 【報連相と指示受け】報告・連絡・相談の重要性を理解し、上司、
先輩の立場に立った報連相のができる 事後課題・報連相課題の分析

12 7月18日 講義、演習 【報連相と指示受け】 「PREP法」「ホールパート法」でわかりや
すく伝えることができる 事後課題・ＰＲＥＰ課題

13 9月5日 講義、演習 【解決志向アプローチ】問題の「解決志向」の方法を理解し、解
決のために自発的に行動できる 事後課題・問題解決の自己課題を整理

14 9月12日 試験② 【前期試験パート2】報連相実践演習 
上司、先輩の立場に立った報連相のができる 事後課題・実技試験振り返り

15 9月19日 講義 【振り返り】前期の到達点の確認と後期の課題設定 事後課題・ノート整理

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

実践！キャリアコミュニケーション

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 外科疾患A

必修 
選択

必修 年次 3

担当教員 宮川
授業 
形態

講義・演習 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 獣医師　

授業の学習 
内容

この授業は犬猫の代表的な外科疾患を理解し、必要となる検査、麻酔、手術器具、治癒過程など外科の基礎を学ぶこと
が目的です。同時に外科疾患患者における看護の仕方を学びます。

到達目標　

１）犬猫の代表的な外科疾患を理解し、説明できるようになる 
２）外科手術に必要な検査、麻酔、手術器具、治癒過程など理解を深める 
３）生殖器の疾病予防となる避妊・去勢手術の流れを理解し、手術時の注意点を学ぶ 
４）外科疾患患者の看護の仕方を学ぶ

評価方法と基準 定期試験１００％（14週目に筆記試験を実施）

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月12日 講義 外科手術において動物看護師の役割を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

2 4月19日 講義 犬の代表的な外科疾患について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

3 4月26日 講義 猫の代表的な外科疾患について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

4 5月10日 講義 外科手術前の血液検査について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

5 5月17日 講義 外科手術前のX線検査など画像検査を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

6 5月31日 講義 感染の理解、抗生剤や消毒薬について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

7 6月14日 講義 創傷治癒の進行・管理の仕方について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

8 6月21日 講義 麻酔の役割・管理について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

9 6月28日 講義 手術に使用する縫合糸や器具について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

10 7月5日 講義 輸液の役割および管理の仕方を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

11 7月12日 講義 犬猫の去勢時手術の仕方などについて理解する 授業ノート、配布資料を見直す

12 7月19日 講義 犬猫の避妊手術の仕方などについて理解する 授業ノート、配布資料を見直す

13 9月6日 講義 １〜１２週までの授業内容を復習する 総復習の問題を解く

14 9月13日 講義 筆記試験 試験範囲の復習

15 9月20日 講義 試験問題の解説を通してこれまでの授業を振り返る 試験で間違った部分の復習

準備学習　時間外学習 授業ノートや配布資料を整理・復習・新しい言葉を調べる

　【使用教科書・教材・参考書】　筆記用具 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 外科動物看護演習ⅠA

必修 
選択

必修 年次 2

担当教員 早川
授業 
形態

演習 単位 2
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 獣医師

授業の学習 
内容

実際に学校内で外科手術を行うのを目標として、手術室の清掃管理から、器具などの取り扱い、事前の準備などを、実際
の器具を用いながら学んでいく。卒業後に動物病院に就職した場合、基本的な手術準備ができるような知識を身に着ける
。

到達目標　
外科手術がスムースに行えるように、手術室の清掃・管理ができる。 
手術前に必要な器具が用意し、滅菌しておくことができる。 
手術に必要な器具や薬品などの在庫管理ができる。

評価方法と基準 実技試験：100％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月17日 演習 手術室のガイダンス:手術室の清掃を行い、手術室にある機械などの使
い方と名称を覚える

予習45分：日頃から手術室に関心を持つ 
復習45分：機械類の名前を覚える

2 4月24日 講義 滅菌について:滅菌の目的を理解する。各種滅菌方法の種類とその特徴
を理解できる。

予習45分：滅菌について教科書を熟読する 
復習45分：滅菌方法の種類と分類を覚える

3 5月8日 講義 消毒について:消毒の方法と、消毒薬の種類とその特徴を理解し、使い分
けられるようにする。

予習45分：飼育管理で使っている消毒薬の成分名を調べる。 
復習45分：飼育管理で使っている消毒薬の使い分けを検討する。

4 5月15日 演習 滅菌の方法:滅菌機（ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ・ＥＯＧ滅菌機）の使い方をマスターする。 予習45分：オートクレーブとＥＯＧ滅菌機をよく観察する。 
復習45分：滅菌機の取り扱い説明書を熟読する。

5 5月22日 講義 布製品の滅菌方法１:手術で使用する布製品名称を覚えることと、それぞ
れの特殊な畳み方ができるようになる。

予習45分：手術で使う布製品について調べる。 
復習45分：布製品の畳み方を3回繰り返す。

6 5月29日 演習 布製品の滅菌方法２:実際に布製品を準備し、滅菌バックにいれパッキン
グできるようにする。

予習45分：再度オートクレーブとＥＯＧ滅菌機の取り扱い説明書を熟読す
る。 
復習45分：滅菌バックのパッキングを確認する。

7 6月5日 講義 外科器具2:外科器具の種類と使用方法を覚える。 予習45分：手術室にある外科器具を観察する。 
復習45分：本日勉強した外科器具の名前を確実に覚える。

8 6月12日 講義 外科器具２:外科器具の種類と使用方法を覚える。 予習45分：手術室にある外科器具を観察する。 
復習45分：本日勉強した外科器具の名前を確実に覚える。

9 6月19日 演習 器具台の準備方法と、滅菌器具の取り出し方法:器具台の準備方法と滅
菌器具の開封方法ができるようになる。

予習45分：必要な外科器具の準備をする。 
復習45分：器具台の準備を3回行う。

10 6月26日 講義 手術時の手洗い方法:手術時の特殊な手洗いの方法とその目的について
理解する。

予習45分：自分のグローブの大きさを確認する。 
復習45分：手洗い～グローブの装着方法を再確認する。 

11 7月3日 演習 ガウンの装着方法:手洗い後のガウンの着方、着せ方、グローブのはめ
方を習得する。

予習45分：手洗いで使用する消毒薬を確認する。 
復習45分：ガウンを着せられるようになる。

12 7月10日 講義 術野の剃毛と消毒:術野の剃毛方法、消毒方法とその目的を理解する。 予習45分：術野の消毒薬を確認しておく。 
復習45分：きれいな剃毛ができるように練習する。

13 9月4日 演習 前期のまとめ:前期に学んだことを総復習し、実技テストの目的を理解する
。

予習45分：前期の復習。 
復習45分：テストの準備を行う。

14 9月11日 演習 テスト：グループごとの実技試験
予習45分：テストの準備をする。 
復習45分：テストの反省をする。 

15 9月18日 講義 テスト解説：テストの採点方法と、減点部分の解説から、手術に向けて必
要なことを再確認する。

予習45分：テスト見直し 
復習45分：手術に向けてグループで必要な話し合いをする。

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 外科動物看護演習ⅠB

必修 
選択

必修 年次 2

担当教員 早川
授業 
形態

演習 単位 2
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 獣医師

授業の学習 
内容

実際に学校内で外科手術を行うのを目標として、手術室の清掃管理から、器具などの取り扱い、事前の準備などを、実際
の器具を用いながら学んでいく。卒業後に動物病院に就職した場合、基本的な手術準備ができるような知識を身に着ける
。

到達目標　
外科手術がスムースに行えるように、手術室の清掃・管理ができる。 
手術前に必要な器具が用意し、滅菌しておくことができる。 
手術に必要な器具や薬品などの在庫管理ができる。

評価方法と基準 実技試験：100％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月17日 演習 手術室のガイダンス:手術室の清掃を行い、手術室にある機械などの使
い方と名称を覚える

予習45分：日頃から手術室に関心を持つ 
復習45分：機械類の名前を覚える

2 4月24日 講義 滅菌について:滅菌の目的を理解する。各種滅菌方法の種類とその特徴
を理解できる。

予習45分：滅菌について教科書を熟読する 
復習45分：滅菌方法の種類と分類を覚える

3 5月8日 講義 消毒について:消毒の方法と、消毒薬の種類とその特徴を理解し、使い分
けられるようにする。

予習45分：飼育管理で使っている消毒薬の成分名を調べる。 
復習45分：飼育管理で使っている消毒薬の使い分けを検討する。

4 5月15日 演習 滅菌の方法:滅菌機（ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ・ＥＯＧ滅菌機）の使い方をマスターする。 予習45分：オートクレーブとＥＯＧ滅菌機をよく観察する。 
復習45分：滅菌機の取り扱い説明書を熟読する。

5 5月22日 講義 布製品の滅菌方法１:手術で使用する布製品名称を覚えることと、それぞ
れの特殊な畳み方ができるようになる。

予習45分：手術で使う布製品について調べる。 
復習45分：布製品の畳み方を3回繰り返す。

6 5月29日 演習 布製品の滅菌方法２:実際に布製品を準備し、滅菌バックにいれパッキン
グできるようにする。

予習45分：再度オートクレーブとＥＯＧ滅菌機の取り扱い説明書を熟読す
る。 
復習45分：滅菌バックのパッキングを確認する。

7 6月5日 講義 外科器具2:外科器具の種類と使用方法を覚える。 予習45分：手術室にある外科器具を観察する。 
復習45分：本日勉強した外科器具の名前を確実に覚える。

8 6月12日 講義 外科器具２:外科器具の種類と使用方法を覚える。 予習45分：手術室にある外科器具を観察する。 
復習45分：本日勉強した外科器具の名前を確実に覚える。

9 6月19日 演習 器具台の準備方法と、滅菌器具の取り出し方法:器具台の準備方法と滅
菌器具の開封方法ができるようになる。

予習45分：必要な外科器具の準備をする。 
復習45分：器具台の準備を3回行う。

10 6月26日 講義 手術時の手洗い方法:手術時の特殊な手洗いの方法とその目的について
理解する。

予習45分：自分のグローブの大きさを確認する。 
復習45分：手洗い～グローブの装着方法を再確認する。 

11 7月3日 演習 ガウンの装着方法:手洗い後のガウンの着方、着せ方、グローブのはめ
方を習得する。

予習45分：手洗いで使用する消毒薬を確認する。 
復習45分：ガウンを着せられるようになる。

12 7月10日 講義 術野の剃毛と消毒:術野の剃毛方法、消毒方法とその目的を理解する。 予習45分：術野の消毒薬を確認しておく。 
復習45分：きれいな剃毛ができるように練習する。

13 9月4日 演習 前期のまとめ:前期に学んだことを総復習し、実技テストの目的を理解する
。

予習45分：前期の復習。 
復習45分：テストの準備を行う。

14 9月11日 演習 テスト：グループごとの実技試験
予習45分：テストの準備をする。 
復習45分：テストの反省をする。 

15 9月18日 講義 テスト解説：テストの採点方法と、減点部分の解説から、手術に向けて必
要なことを再確認する。

予習45分：テスト見直し 
復習45分：手術に向けてグループで必要な話し合いをする。

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 救急救命対応

必修 
選択

選択 年次 -

担当教員 宮川
授業 
形態

講義・演習 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 獣医師　

授業の学習 
内容

この授業は心肺停止状態など緊急状態にいかに対処し、管理・モニターしていくかを学ぶことが
目的です。緊急時は救命措置の速さが事後の患者の後遺症などに大きく影響を与えます。知識
とともに演習を通して技術も身につけます。

到達目標　
１）心肺蘇生法の知識並びに技術を習得する 
２）必要な薬剤の容量や使用法を学び、緊急時にすぐに準備できるようになる 
３）緊急状態になる危険性の高い疾患を理解する

評価方法と基準 定期試験１００％（14週目に筆記試験を実施）

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 講義 心肺蘇生法について学ぶ 授業ノート、配布資料を見直す

2 講義 患者のモニターについて学ぶ 授業ノート、配布資料を見直す

3 演習 心肺蘇生法を身につける 学校犬の飼育当番時に技術を活かす

4 講義 救急時の輸液療法について学ぶ 授業ノート、配布資料を見直す

5 講義 救急時に使用する薬物について学ぶ 授業ノート、配布資料を見直す

6 講義 救急疾患について学ぶ 授業ノート、配布資料を見直す

7 講義＋演習 今までの講義を振り返り、復習する 試験範囲の復習

8 講義 筆記試験 試験範囲の復習

9

10

11

12

13

14

15

準備学習　時間外学習 授業ノートや配布資料を整理・復習・新しい言葉を調べる

　【使用教科書・教材・参考書】　筆記用具 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 経営学

必修 
選択

選択 年次 3

担当教員 松井 
かおり

授業 
形態

講義・演習 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

授業の学習 
内容

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
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

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

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月11日 講義 【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

2 4月18日 講義、演習 【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 振り返りレポート

3 4月25日 講義、演習 【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 キャリアノート作成

4 5月9日 講義、演習 【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 キャリアノート作成

5 5月16日 講義、演習 【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 キャリアノート作成

6 5月30日 講義、演習 【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 教科書復習

7 6月13日 講義、演習 【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 教科書復習

8 6月20日 講義、演習 【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 教科書復習

9 6月27日 講義、演習 【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 面接シート作成

10 7月4日 講義、演習 【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 面接シート作成

11 7月11日 講義、演習 【就活④】演習を通して面接のマナーを実践できる 面接シート完成

12 7月18日 講義、演習 【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 個人レポート課題

13 9月5日 講義、演習 【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 プレゼン準備

14 9月12日 試験 【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 プレゼン準備

15 9月19日 講義 【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

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 公衆衛生学

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 宮川
授業 
形態 講義・演習 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 獣医師　

授業の学習 
内容

この授業は人間への安定的な食料確保で重要な産業動物の管理、世界的に問題となる公害問題、食品を扱う上で必要
となる衛生管理と起こりうる食中毒について理解することが目的です。

到達目標　

１）牛や豚などの産業動物の衛生管理について理解する 
２）環境衛生を学ぶことで、温暖化問題や海洋汚染など地球規模の問題を理解する 
３）食品の衛生管理で重要な法律・規則について理解する 
４）ノロウイルスなど食中毒について学び、予防方法の理解を深める

評価方法と基準 定期試験１００％（14週目に筆記試験を実施）

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 10月4日 講義 産業動物の起源、人との共生について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

2 10月11日 講義 産業動物（豚、牛）の衛生管理について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

3 10月18日 講義 産業動物（鶏）の衛生管理について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

4 10月25日 講義 水や空気など環境衛生について理解をする 授業ノート、配布資料を見直す

5 11月1日 講義 廃棄物問題など環境衛生について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

6 11月8日 講義 地球温暖化問題など地球規模の環境問題を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

7 11月15日 講義 食品衛生法について理解をする 授業ノート、配布資料を見直す

8 11月22日 講義 トレーサビリティ法など食品衛生の規則を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

9 11月29日 講義 食中毒の種類や予防について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

10 12月6日 講義 食中毒（ウイルス）の理解を深める 授業ノート、配布資料を見直す

11 12月13日 講義 食中毒（細菌）の理解を深める 授業ノート、配布資料を見直す

12 12月20日 講義 食中毒（寄生虫・自然毒）の理解を深める 授業ノート、配布資料を見直す

13 1月17日 講義 １〜１２週までの授業内容を復習する 総復習の問題を解く

14 1月24日 講義 筆記試験 試験範囲の復習

15 1月31日 講義 試験問題の解説を通してこれまでの授業を振り返る 試験で間違った部分の復習

準備学習　時間外学習 授業ノートや配布資料を整理・復習・新しい言葉を調べる

　【使用教科書・教材・参考書】　筆記用具 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 飼育管理学A
必修 
選択

必修 年次 1

担当教員 酒谷
授業 
形態

講義・演習 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 獣医科大学にて動物の心臓病および腎臓病の研究中

授業の学習 
内容

授業形式としては，独自で作成したスライドを配布するので，それに書き込みながら学んでいただくというものです。 
内容としては，産業動物の飼育管理法についてであり，必要な知識を深めることはもちろんのこと，畜産業の重要性 
を理解できることが本授業の特徴です。

到達目標　
1) 各産業動物の特徴（習性，解剖学，生理学，繁殖学）を理解し，説明することができる。 
2) 各産業動物の飼育管理法を理解し，畜産業の重要性を説明することができる。 
3) 農場HACCOに関する知識を習得し，その重要性を説明することができる。

評価方法と基準 1. 定期試験： 90% （6週目に筆記試験を実施） 
2. 講義中の態度および出席率: 10%

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
1 4月15日 講義 産業動物学の概要（産業動物学の重要性，そして5つの自由

が理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

2 4月22日 講義 産業動物 ①（牛・馬の飼育管理法，そして酪農業および牛
肥育業が理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

3 5月13日 講義 産業動物 ②（豚・鶏の飼養管理法，そして養豚業および養
鶏業が理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

4 5月20日 講義 HACCP（農場HACCPの内容，そしてその重要性が理解で
きる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

5 5月27日 演習・講義 前期の授業内容の総復習 1.5時間：授業スライドの復習

6 6月3日 定期試験 定期試験の実施（筆記試験） 1.5時間：授業スライドの復習

7 6月10日 振り返り 定期試験の解説 1.5時間：試験問題の見直し・復習

8

9

10

11

12

13

14

15

準備学習　時間外学習 指定教科書での学習で充当。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書 増補改訂版，第2巻（緑書房）

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 飼養管理学A
必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 酒谷
授業 
形態 講義・演習 単位 2

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 獣医科大学にて動物の心臓病および腎臓病の研究中

授業の学習 
内容

授業形式としては，独自で作成したスライドを配布するので，それに書き込みながら学んでいただくというものです。 
内容としては，犬・猫の栄養学についてであり，必要な知識を深めることはもちろんのこと，実際に動物のご家族に 
伝えたり，アドバイスできる能力を習得できることが本授業の特徴です。

到達目標　
1) 5大栄養素の特徴について説明することができる。 
2) 犬・猫のBCSを評価し，適切な食事量を算出することができる。 
3) 犬・猫に与えてはいけない食物を理解し，その理由を説明することができる。

評価方法と基準 1. 定期試験： 90% （14週目に筆記試験を実施） 
2. 講義中の態度および出席率: 10%

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
1 4月15日 講義 5大栄養素（5大栄養素の特徴，そして栄養学を学ぶことの

重要性が理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

2 4月22日 講義 炭水化物（栄養素の特徴，そして糖質と繊維の違いを理解
できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

3 5月13日 講義 たんぱく質（栄養素の特徴，そして犬・猫の必須アミノ酸
の役割を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

4 5月20日 講義 脂質（栄養素の特徴，そして犬・猫の必須脂肪酸の役割を
理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

5 5月27日 講義 ビタミン ①（脂溶性ビタミンの特徴，そしてその過剰また
は欠乏症による影響を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

6 6月3日 講義 ビタミン ②（水溶性ビタミンの特徴，そしてその過剰また
は欠乏症による影響を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

7 6月10日 講義 ミネラル（ミネラルの特徴，そしてその過剰または欠乏症
による影響を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

8 6月17日 講義 エネルギー要求量（RER，DERなど）の意味，そして計算
方法を理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

9 6月24日 講義 栄養状態の評価法（BCS，体脂肪率など），そして飼養標
準（AAFCO）について理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

10 7月1日 講義 ライフステージ（成長期，維持期，高齢期など）を考慮し
た上での栄養管理の特徴が理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

11 7月8日 講義 ペットフードの種類，そして分類について理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

12 7月22日 講義 犬・猫に与えてはいけない食物，そして中毒について理解
できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

13 9月2日 演習・講義 前期の授業内容の総復習 1.5時間：授業スライドの復習

14 9月9日 定期試験 定期試験の実施（筆記試験） 1.5時間：授業スライドの復習

15 9月16日 振り返り 定期試験の解説 1.5時間：試験問題の見直し・復習

準備学習　時間外学習 指定教科書での学習で充当。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書 増補改訂版，第4巻（緑書房）

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 飼育管理学B
必修 
選択 必修 年次 1

担当教員 酒谷
授業 
形態 講義・演習 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 獣医科大学にて動物の心臓病および腎臓病の研究中

授業の学習 
内容

授業形式としては，独自で作成したスライドを配布するので，それに書き込みながら学んでいただくというものです。 
内容としては，実験動物学についてであり，必要な知識を深めることはもちろんのこと，動物実験の重要性，そして 
各実験動物の飼育管理法を理解できることが本授業の特徴です。

到達目標　 1) 3Rの内容を理解し，その重要性に関して説明できる。 
2) 実験動物の制御に関する知識を習得し，その内容を説明することができる。

評価方法と基準 1. 定期試験： 90% （7週目に筆記試験を実施） 
2. 講義中の態度および出席率: 10%

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
1 6月17日 講義 実験動物学の概要（動物実験の目的・意義，そして3Rにつ

いて理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

2 6月24日 講義 代表的な実験動物 ①（マウス・ラットの飼育管理法および
疾患モデルを理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

3 7月1日 講義 代表的な実験動物 ②（モルモット・ハムスターの飼育管理
法および疾患モデルを理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

4 7月8日 講義 代表的な実験動物 ③（ウサギの飼育管理法および疾患モデ
ルを理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

5 7月22日 講義 実験動物の制御（遺伝学的・微生物学的・環境制御につい
て理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

6 9月2日 演習・講義 前期の授業内容の総復習 1.5時間：授業スライドの復習

7 9月9日 定期試験 定期試験の実施（筆記試験） 1.5時間：授業スライドの復習

8 9月16日 振り返り 定期試験の解説 1.5時間：試験問題の見直し・復習

9

10

11

12

13

14

15

準備学習　時間外学習 指定教科書での学習で充当。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書 増補改訂版，第2巻（緑書房）

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 飼養管理学B
必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 酒谷
授業 
形態 講義・演習 総時間 

（単位） 2
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 獣医科大学にて動物の心臓病および腎臓病の研究中

授業の学習 
内容

授業形式としては，独自で作成したスライドを配布するので，それに書き込みながら学んでいただくというものです。 
内容としては，犬・猫の療法食についてであり，必要な知識を深めることはもちろんのこと，実際に動物のご家族に 
伝えたり，アドバイスできる能力を習得できることが本授業の特徴です。

到達目標　 1) 各療法食の栄養学的特徴を理解し，説明することができる。 
2) 強制給餌の必要性，実施方法に関する知識を取得することができる。

評価方法と基準 1. 定期試験： 90% （14週目に筆記試験を実施） 
2. 講義中の態度および出席率: 10%

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
1 10月7日 ー 海外研修 ー

2 10月14日 講義 療法食 ①（心臓病での栄養管理の重要性が理解
できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

3 10月21日 講義 療法食 ②（関節疾患での栄養管理の重要性が理
解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

4 10月28日 講義 療法食 ③（癌での栄養管理の重要性が理解でき
る） 1.5時間：指定教科書にて予復習

5 11月4日 講義 療法食 ④（食物アレルギーでの栄養管理の重要
性が理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

6 11月11日 講義 療法食 ⑤（腎臓病での栄養管理の重要性が理解
できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

7 11月18日 講義 療法食 ⑥（尿石症での栄養管理の重要性が理解
できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

8 11月25日 講義 療法食 ⑦（糖尿病での栄養管理の重要性が理解
できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

9 12月2日 講義 療法食 ⑧（肝臓病での栄養管理の重要性が理解
できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

10 12月9日 講義 療法食 ⑨（便秘に対する栄養管理の重要性が理
解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

11 12月16日 講義 療法食 ⑩（肥満に対する栄養管理の重要性，そ
して減量プログラムの作成法を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

12 1月6日 講義 強制給餌および経管・静脈栄養法の特徴，そし
て実施上の注意点を理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

13 1月20日 演習・講義 後期の授業内容の総復習 1.5時間：授業スライドの復習

14 1月27日 定期試験 定期試験の実施（筆記試験） 1.5時間：授業スライドの復習

15 2月3日 振り返り 定期試験の解説 1.5時間：試験問題の見直し・復習
準備学習　時間外学習 指定教科書での学習で充当。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書 増補改訂版，第4巻（緑書房）

東京コミュニケーションアート専門学校



回数 日程 授業形態

1 4月12日 講義・演習

2 4月19日 講義・演習

3 4月26日 講義・演習

4 5月10日 講義・演習

5 5月17日 講義・演習

6 5月31日 講義・演習

7 6月14日 講義・演習

8 6月21日 講義・演習

9 6月28日 講義・演習

10 7月5日 講義・演習

11 7月12日 講義・演習

12 7月19日 講義・演習

13 9月6日 講義・演習

14 9月13日 講義・演習

15 9月20日 講義・演習

準備学習　時間外学習 飼育当番で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　動物看護実習テキスト・動物看護の教科書1～6巻・筆記用・腕時計など電卓・実習着・動きやすい靴・配布プリント
　【他】実習着の着用・運動靴（サンダル・ヒールのあるもの・厚底などは避ける）・髪をまとめる・爪を切る・アクセサリーをはずす

東京コミュニケーションアート専門学校

飼育犬・猫の健康管理ができる
1年生への飼育指導⑧（1年生主体の健康管理への自覚をもたせる
ことができる）

飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
1年生への飼育指導⑨（1年生主体の健康管理へのアドバイスがで
きる）

飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理
1年生への飼育指導⑩（1年生主体の健康管理のみまもりができる） 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
1年生への飼育指導⑤（尿検査確認ができる） 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
1年生への飼育指導⑥（便検査確認ができる） 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
1年生への飼育指導⑦（一連の飼育管理指導ができる） 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
1年生への飼育指導②（バイタルチェック指導ができる） 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
1年生への飼育指導③（散歩指導ができる） 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
1年生への飼育指導④（栄養指導ができる） 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
飼育マニュアルの作成をする 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
1年生への飼育マニュアル告知をする 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
1年生への飼育指導①（ケージからの出し入れ指導ができる） 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康観察ができる
子猫の管理について学び、指導することができる 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
飼育マニュアルの見直しをする 飼育当番への積極的参加

飼育犬・猫の健康管理ができる
飼育マニュアルの指針作成をする 飼育当番への積極的参加

到達目標　
飼育動物の飼養管理・健康管理・健康診断ができる

評価方法と基準

1.飼育当番への参加（決められた日時で参加）：50％
2.飼育への関心・改善への積極性：20％
3.健康管理（授業）への参加：20％
4.提出物：10％
※飼育当番の欠席・遅刻・早退に対してそれぞれの減点を行う。（無断欠席：10点、欠席・無断遅刻5点、
遅刻・早退3点）

授業計画・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 獣医師（動物病院勤務）

授業の学習
内容

動物病院で働く動物看護師として飼育管理が出来るよう、動物飼育について学びます。
食事・運動・排便などの日常管理を行い、健康動物の健康を維持できるよう飼育します。
主に幼齢期・若齢期の飼育管理を行い、性成熟に伴う変化を知り去勢・避妊について考え実施します。
学生同士でコミュニケーションをとり、円滑に正確に素早く仕事ができるために必要な知識・経験を習得
します。

担当教員 羽場智子
授業
形態

講義・演習 単位 1

科目名 　　動物の体のしくみ１
必修
選択

選択 年次 1

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）



科目名 動物医療関連法規
必修 
選択 必修 年次 3

担当教員 土門綾華
授業 
形態 講義・演習 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 獣医師。

授業の学習 
内容 獣医療を取り巻く法規について理解を深める。合わせて、動物倫理・動物福祉の考え方を身につける。

到達目標　 プロフェッショナルとして知っておくべき法規に関する知識や倫理観を習得し、これらを下地として、専門職、とりわけ獣医
療を通して社会に貢献する。

評価方法と基準 評価方法は、出席率、授業態度、試験成績により総合的に評価をする。評価基準は学校の規定に準ずる。
定期テスト100%

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
1 講義 法について学ぶ意義を知る 授業ノートの復習

2 講義 専門職としての基盤を形成する。 授業ノートの復習

3 講義 動物看護師の職務を正しく認識する。 授業ノートの復習

4 講義 診療施設開設や管理、広告制限等を学ぶ。 授業ノートの復習

5 講義 家畜衛生法関連を理解する。 授業ノートの復習

6 講義 感染症法について理解する。 授業ノートの復習

7 講義 狂犬病予防について理解する。 授業ノートの復習

8 講義 食品に関連する法の目的、概要を理解する。 授業ノートの復習

9 講義 薬事法について理解する。 授業ノートの復習

10 講義 愛護と管理の法について理解する。 授業ノートの復習

11 講義 廃棄物処理法を正しく理解する。 授業ノートの復習

12 講義 外来法について理解する。 授業ノートの復習

13 講義 鳥獣保護法について理解する。 授業ノートの復習

14 試験 講義内容の理解度をはかる。 授業ノートの復習

15 試験の復習 全13回の講義内容を復習する。 テストの復習
準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物感染症学Ⅰ

必修 
選択 必修 年次 1

担当教員 早川
授業 
形態 講義・演習 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 獣医師

授業の学習 
内容

感染症の成り立ちを理解し、主たる感染症の原因、感染経路、症状、治療法を学ぶ。 
また、感染症を理解することで、院内感染の防止にもつなげることができる。

到達目標　
犬と猫のワクチンの仕組みと予防できる病気について飼い主様に説明できる。 
フィラリア感染症の病態や、予防薬について飼い主様に説明できる。 
外部寄生虫とその治療と予防を飼い主様に説明できる。

評価方法と基準 筆記試験：100％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月17日 講義 感染症とは:感染症の定義と三要素について、理解する。 予習45分：インフルエンザについて調べる 
復習45分：感染の三要素を理解し覚える。

2 4月24日 講義 感染と発症:潜伏期について、キャリアーやベクター、宿主について理解
する。

予習45分：宿主について調べる。 
復習45分：輸液剤ごとの特性を復習する。

3 5月8日 講義 感染経路:感染経路とは何かを理解し、感染経路の種類を説明できるよう
にする。

予習45分：感染経路の種類を調べる。 
復習45分：感染経路を説明できるようにする。

4 5月15日 講義 フィラリアについて:フィラリアの生活環を学び、駆虫薬の重要性と注意点
を飼い主様に説明できるようになる。

予習45分：フィラリアの予防薬の種類を調べる。 
復習45分：飼い主様にフィラリアについて説明できるようにする。

5 5月22日 講義 イヌのワクチンについて1:イヌのワクチンについて理解し、ワクチン接種
時の注意点についてオーナーへ説明できるようにする。

予習45分：イヌのワクチンの種類について調べてみる。 
復習45分：イヌのワクチンについて飼い主様に説明できるようにする。

6 5月29日 講義 イヌのワクチンについて2:イヌのワクチンについて理解し、ワクチネーショ
ンプログラムについてオーナーへ説明できるようにする。

予習45分：仔犬のワクチンについて調べてみる。 
復習45分：イヌのワクチネーションを説明できるようにする。

7 6月5日 講義 ネコのワクチンについて１:ネコのワクチンについて理解し、ワクチン接種
時の注意点についてオーナーへ説明できるようにする

予習45分：ネコのワクチンの種類について調べてみる。 
復習45分：ネコのワクチンについて飼い主様に説明できるようにする。

8 6月12日 講義 ネコのワクチンについて2:ネコのワクチンについて理解し、ワクチネーショ
ンプログラムについてオーナーへ説明できるようにする

予習45分：仔猫のワクチンについて調べてみる。 
復習45分：ネコのワクチネーションを説明できるようにする。

9 6月19日 講義 ウイルス・細菌・真菌の違いについて:ウイルス、細菌、真菌の違いを理
解する。

予習45分：ウイルス、細菌、真菌の代表的疾患を調べてみる。 
復習45分：ウイルス、細菌、真菌の違いを復習する。 

10 6月26日 講義 ウイルス感染症:イヌとネコのワクチンでは予防することができない感染症
の病態、臨床症状、治療法、予防について学ぶ

予習45分：ネコ伝染性腹膜炎について調べる。 
復習45分：ネコのウイルス性疾患について復習する。

11 7月3日 講義 細菌感染症1:代表的な皮膚の細菌感染症を学ぶ。

予習45分：イヌネコで代表的な皮膚細菌感染の細菌は
何か調べる。 
復習45分：シャンプーの仕方を飼い主様に説明できる
ようにする。

12 7月10日 講義 細菌感染症２:泌尿器感染症について理解する。
予習45分：膀胱炎の代表的な原因菌を調べる。 
復習45分：膀胱炎の治療方法と注意点を覚える。 

13 9月4日 講義 前期のまとめ:前期に学んだことを総復習し、筆記テストの要点を理解する
。

予習45分：前期の復習。 
復習45分：テストの準備を行う。

14 9月11日 講義 テスト：筆記試験
予習45分：テストの準備をする。 
復習45分：テストの反省をする。 

15 9月18日 講義 テスト解説：テストの解説と、配点の発表。間違った部分を再度回答し理解
する。

予習45分：テスト見直し 
復習45分：手術に向けてグループで必要な話し合いをする。

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物感染症学Ⅰ

必修 
選択 必修 年次 1

担当教員 早川
授業 
形態 講義・演習 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 獣医師

授業の学習 
内容

感染症の成り立ちを理解し、主たる感染症の原因、感染経路、症状、治療法を学ぶ。 
また、感染症を理解することで、院内感染の防止にもつなげることができる。

到達目標　
犬と猫のワクチンの仕組みと予防できる病気について飼い主様に説明できる。 
フィラリア感染症の病態や、予防薬について飼い主様に説明できる。 
外部寄生虫とその治療と予防を飼い主様に説明できる。

評価方法と基準 筆記試験：100％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月17日 講義 感染症とは:感染症の定義と三要素について、理解する。 予習45分：インフルエンザについて調べる 
復習45分：感染の三要素を理解し覚える。

2 4月24日 講義 感染と発症:潜伏期について、キャリアーやベクター、宿主について理解
する。

予習45分：宿主について調べる。 
復習45分：輸液剤ごとの特性を復習する。

3 5月8日 講義 感染経路:感染経路とは何かを理解し、感染経路の種類を説明できるよう
にする。

予習45分：感染経路の種類を調べる。 
復習45分：感染経路を説明できるようにする。

4 5月15日 講義 フィラリアについて:フィラリアの生活環を学び、駆虫薬の重要性と注意点
を飼い主様に説明できるようになる。

予習45分：フィラリアの予防薬の種類を調べる。 
復習45分：飼い主様にフィラリアについて説明できるようにする。

5 5月22日 講義 イヌのワクチンについて1:イヌのワクチンについて理解し、ワクチン接種
時の注意点についてオーナーへ説明できるようにする。

予習45分：イヌのワクチンの種類について調べてみる。 
復習45分：イヌのワクチンについて飼い主様に説明できるようにする。

6 5月29日 講義 イヌのワクチンについて2:イヌのワクチンについて理解し、ワクチネーショ
ンプログラムについてオーナーへ説明できるようにする。

予習45分：仔犬のワクチンについて調べてみる。 
復習45分：イヌのワクチネーションを説明できるようにする。

7 6月5日 講義 ネコのワクチンについて１:ネコのワクチンについて理解し、ワクチン接種
時の注意点についてオーナーへ説明できるようにする

予習45分：ネコのワクチンの種類について調べてみる。 
復習45分：ネコのワクチンについて飼い主様に説明できるようにする。

8 6月12日 講義 ネコのワクチンについて2:ネコのワクチンについて理解し、ワクチネーショ
ンプログラムについてオーナーへ説明できるようにする

予習45分：仔猫のワクチンについて調べてみる。 
復習45分：ネコのワクチネーションを説明できるようにする。

9 6月19日 講義 ウイルス・細菌・真菌の違いについて:ウイルス、細菌、真菌の違いを理
解する。

予習45分：ウイルス、細菌、真菌の代表的疾患を調べてみる。 
復習45分：ウイルス、細菌、真菌の違いを復習する。 

10 6月26日 講義 ウイルス感染症:イヌとネコのワクチンでは予防することができない感染症
の病態、臨床症状、治療法、予防について学ぶ

予習45分：ネコ伝染性腹膜炎について調べる。 
復習45分：ネコのウイルス性疾患について復習する。

11 7月3日 講義 細菌感染症1:代表的な皮膚の細菌感染症を学ぶ。

予習45分：イヌネコで代表的な皮膚細菌感染の細菌は
何か調べる。 
復習45分：シャンプーの仕方を飼い主様に説明できる
ようにする。

12 7月10日 講義 細菌感染症２:泌尿器感染症について理解する。
予習45分：膀胱炎の代表的な原因菌を調べる。 
復習45分：膀胱炎の治療方法と注意点を覚える。 

13 9月4日 講義 前期のまとめ:前期に学んだことを総復習し、筆記テストの要点を理解する
。

予習45分：前期の復習。 
復習45分：テストの準備を行う。

14 9月11日 講義 テスト：筆記試験
予習45分：テストの準備をする。 
復習45分：テストの反省をする。 

15 9月18日 講義 テスト解説：テストの解説と、配点の発表。間違った部分を再度回答し理解
する。

予習45分：テスト見直し 
復習45分：手術に向けてグループで必要な話し合いをする。

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物看護演習ⅡA

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 江尻
授業 
形態 演習 単位 2

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 認定動物看護師　複数の動物病院にて勤務経験あり　

授業の学習 
内容

１年次で学んだ基本的な動物看護の知識や技術を確実に理解し、応用力を用いて実践出来るよう講義と演習を行います。
授業内で学んだ知識や技術を活かし、人や動物とのコミュニケーションを円滑に行うことで、より良い　看護やサポート、ア
ドバイスが可能になります。 
動物看護の知識や技術を正しく理解し習得する事で、他者（病院スタッフや飼い主）との情報共有やアドバイスが的確に行
えるようになるため、コミュニケーション能力も習得出来る事が本授業の特徴です。

到達目標　

1）動物病院での診療補助業務について理解し、書類の記入や診療補助、臨床検査の準備が出来る。 
2)犬・猫・ウサギ・ハムスター等の解剖整理を学び、保定に必要な技術を習得する事が出来る。 
3)器機の仕組み・操作法を学び、必要な準備や保定が出来る。 
4)薬剤についての知識や調剤の技術を習得する事が出来る。 
5）衛生管理についての知識を習得する事が出来る。

評価方法と基準

1）定期試験６０％（14週目に筆記試験を実施） 
2）小テスト３０％（12週目に実施　筆記試験５％　　実技試験２５％） 
3）出席数・授業中の態度１０％（授業内での質問に対し、積極的に発言が出来る。また、演習の際に必要な備品や動物等
の準備を積極的に行う事が出来る）

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月12日 講義 診療補助業務を理解する（動物病院での受付業務や問診
、カルテ作成をする事が出来る）

動物看護の教科書第１巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

2 4月19日 演習 カルテ作成（基本情報・診療内容等に記載したり、用
語の意味を理解し、読み取る事が出来る）

動物看護の教科書第１巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

3 4月26日 講義 犬の解剖生理と保定法（体の仕組みを理解し、処置や検
査等に必要な保定の知識が習得出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

4 5月10日 演習 犬の保定法（保定に必要な技術や口輪等の道具の　使用
方法を学び、実際に保定を行う事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

5 5月17日 講義 猫の解剖生理と保定法（体の仕組みを理解し、処置や検
査等に必要な保定の知識が習得出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

6 5月31日 演習 猫の保定法（保定に必要な技術や口輪等の道具の　使用
方法を学び、実際に保定を行う事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第4巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

7 6月14日 講義 エキゾチックアニマルの解剖生理と保定法　（体の仕
組みを理解し、保定の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

8 6月21日 講義 エキゾチックアニマル・鳥類の解剖生理と保定法　（
体の仕組みを理解し、保定の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

9 6月28日 演習 エキゾチックアニマルの保定法（保定に必要な技術
を学び、実際に保定を行う事が出来る）

動物看護の教科書第２巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

10 7月5日 講義＋演習 眼の解剖生理と保定法（眼の構造を理解し、処置や
検査等に必要な保定法を習得する事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

11 7月12日 講義＋演習 耳の解剖生理と保定法（耳の構造を理解し、処置や
検査等に必要な保定法を習得する事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

12 7月19日 講義＋演習 小テスト（各単元の理解度を筆記試験と実技試験に
て行う。)

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

13 9月6日 講義 血液・皮膚・筋肉の解剖生理（仕組みを理解し、　採
血や注射時の保定法を習得する事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

14 9月13日 試験 前期期末試験（筆記試験） 動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

15 9月20日 講義＋演習 振り返り（答案用紙の返却・解答をして、出来なかったとこ
ろを正しく習得する事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

準備学習　時間外学習 自主学習で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書（緑書房）等・検査器機や備品等・配布プリント等

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物看護演習ⅡB

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 江尻
授業 
形態 演習 単位 2

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 認定動物看護師　複数の動物病院にて勤務経験あり　

授業の学習 
内容

１年次で学んだ基本的な動物看護の知識や技術を確実に理解し、応用力を用いて実践出来るよう講義と演習を行います。
授業内で学んだ知識や技術を活かし、人や動物とのコミュニケーションを円滑に行うことで、より良い　看護やサポート、ア
ドバイスが可能になります。 
動物看護の知識や技術を正しく理解し習得する事で、他者（病院スタッフや飼い主）との情報共有やアドバイスが的確に行
えるようになるため、コミュニケーション能力も習得出来る事が本授業の特徴です。

到達目標　

1）動物病院での診療補助業務について理解し、書類の記入や診療補助、臨床検査の準備が出来る。 
2)犬・猫・ウサギ・ハムスター等の解剖整理を学び、保定に必要な技術を習得する事が出来る。 
3)器機の仕組み・操作法を学び、必要な準備や保定が出来る。 
4)薬剤についての知識や調剤の技術を習得する事が出来る。 
5）衛生管理についての知識を習得する事が出来る。

評価方法と基準

1）定期試験６０％（14週目に筆記試験を実施） 
2）小テスト３０％（12週目に実施　筆記試験５％　　実技試験２５％） 
3）出席数・授業中の態度１０％（授業内での質問に対し、積極的に発言が出来る。また、演習の際に必要な備品や動物等
の準備を積極的に行う事が出来る）

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月12日 講義 診療補助業務を理解する（動物病院での受付業務や問診
、カルテ作成をする事が出来る）

動物看護の教科書第１巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

2 4月19日 演習 カルテ作成（基本情報・診療内容等に記載したり、用
語の意味を理解し、読み取る事が出来る）

動物看護の教科書第１巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

3 4月26日 講義 犬の解剖生理と保定法（体の仕組みを理解し、処置や検
査等に必要な保定の知識が習得出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

4 5月10日 演習 犬の保定法（保定に必要な技術や口輪等の道具の　使用
方法を学び、実際に保定を行う事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

5 5月17日 講義 猫の解剖生理と保定法（体の仕組みを理解し、処置や検
査等に必要な保定の知識が習得出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

6 5月31日 演習 猫の保定法（保定に必要な技術や口輪等の道具の　使用
方法を学び、実際に保定を行う事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第4巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

7 6月14日 講義 エキゾチックアニマルの解剖生理と保定法　（体の仕
組みを理解し、保定の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

8 6月21日 講義 エキゾチックアニマル・鳥類の解剖生理と保定法　（
体の仕組みを理解し、保定の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

9 6月28日 演習 エキゾチックアニマルの保定法（保定に必要な技術
を学び、実際に保定を行う事が出来る）

動物看護の教科書第２巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

10 7月5日 講義＋演習 眼の解剖生理と保定法（眼の構造を理解し、処置や
検査等に必要な保定法を習得する事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

11 7月12日 講義＋演習 耳の解剖生理と保定法（耳の構造を理解し、処置や
検査等に必要な保定法を習得する事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

12 7月19日 講義＋演習 小テスト（各単元の理解度を筆記試験と実技試験に
て行う。)

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

13 9月6日 講義 血液・皮膚・筋肉の解剖生理（仕組みを理解し、　採
血や注射時の保定法を習得する事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

14 9月13日 試験 前期期末試験（筆記試験） 動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

15 9月20日 講義＋演習 振り返り（答案用紙の返却・解答をして、出来なかったとこ
ろを正しく習得する事が出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

準備学習　時間外学習 自主学習で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書（緑書房）等・検査器機や備品等・配布プリント等

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物看護学

必修 
選択 必修 年次 1

担当教員 江尻
授業 
形態 講義・演習 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 認定動物看護師　　複数の動物病院にて勤務経験あり

授業の学習 
内容

犬や猫の解剖生理や様々な疾病に関する基礎知識が理解出来るように講義を行います。
感染症の予防法や看護法を学ぶ事で、他者（飼い主様）へのアドバイスが可能となり、より良いコミュニケーションを図れる
ようになります。また、体の仕組みを理解する事で動物とのコミュニケーション能力も習得出来ます。

到達目標　
１）犬・猫の体の仕組みを理解し、保定法を習得する事が出来る。
２）感染症予防の方法を習得する事が出来る。
３）予防が可能な感染症に関する正しい知識や方法を他者（飼い主様）に説明が出来る。

評価方法と基準
１）定期試験６０％（１４週目に筆記試験を実施）
２）小テスト３０％（9週目に筆記試験を実施）
３）出席数・授業中の態度１０％（授業内での質問に対し、積極的に発言出来る等）

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月12日 講義 職業倫理を理解する（命のある動物を相手にすると
いうことを自覚する事が出来る。

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

2 4月19日 講義 疾病予防（熱中症の原因、症状、治療、予防方法を
理解し、応急処置をする事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

3 4月26日 講義 疾病予防（犬糸状虫症の原因、症状、予防方法等を
理解し、他者にアドバイスをする事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

4 5月10日 講義 疾病予防（動物が持つ免疫についての理解を  
深め、  ワクチンの知識を習得する事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

5 5月17日 講義 疾病予防（狂犬病の原因、症状、予防方法を 
正しく 理解し、知識を習得する事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

6 5月31日 講義 疾病予防（ワクチンがある犬の感染症の症状や予防方法
等を理解し、知識を習得する事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

7 6月14日 講義 疾病予防（ワクチンがある犬の感染症の症状や予防方法
等を理解し、知識を習得する事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

8 6月21日 講義 疾病予防（ワクチンがある犬の感染症の症状や予防方法
等を理解し、知識を習得する事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

9 6月28日 講義 小テスト（各単元の理解度を筆記試験にて行う） 動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

10 7月5日 講義 疾病予防（ワクチンがある猫の感染症の症状や予防方法
等を理解し、知識を習得する事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

11 7月12日 講義 疾病予防（ワクチンがある猫の感染症の症状や予防方法
等を理解し、知識を習得する事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

12 7月19日 講義 疾病予防（ワクチンがある猫の感染症の症状や予防方法
等を理解し、知識を習得する事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

13 9月6日 講義 疾病予防（外部寄生虫であるノミ・マダニについて
正しく理解し、予防方法を習得する事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

14 9月13日 試験 前期期末試験（筆記試験） 動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

15 9月20日 講義 振り返り（答案用紙の返却・解答を行い、出来なかっ
たところをを正しく習得する事が出来る）

動物看護の教科書等を熟読し、予習復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

準備学習　時間外学習 自主学習で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書（緑書房）等・検査器機や備品等・配布プリント等



科目名 動物形態機能学Ⅰ

必修 
選択 必修 年次 2

担当教員 河南圭子
授業 
形態 講義・演習 単位 2

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 ① 獣医師　② 製薬会社　創薬研究所勤務　（実験動物の安全性評価・毒性試験・病理検査担当）

授業の学習 
内容

動物看護の基盤となる動物のからだのしくみと生理機能について学習する。動物の病気を早期
に発見または理解するには正常な動物の状態を知ることが大切であり、病的変化について学ぶ
基盤を確立する。

到達目標　
① 哺乳動物・鳥類を中心とした正常な細胞、組織、器官の構造および機能を理解し説明するこ
とができる。 
② 光学顕微鏡下でのミクロレベルでの細胞機能、組織構造を理解し、説明することができる。

評価方法と基準

① 定期試験　５０％（１４週目に筆記試験を実施）
②
中間試験　２０％（７週目に筆記試験を実施）
③ 授業態度・出席数　３０％

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月16日 講義・演習 動物形態機能学の目的を理解し、脊椎動物の分類
、解剖学用語を理解し使うことができる。 動物看護の教科書　第２巻　P2-4

2 4月23日 講義・演習
各動物種の骨格の名称と機能について説明できる。
骨の成長と関節の役割について述べることができる
。

動物看護の教科書　第２巻　P32

3 5月7日 講義・演習 細胞の構造と機能、細胞膜、細胞小器官の役割に
ついて述べることができる。 動物看護の教科書　第２巻　P6−9

4 5月14日 講義・演習 動物の組織の種類と上皮組織、筋組織、結合組織
について説明することができる。 動物看護の教科書　第２巻　P10-16

5 5月21日 講義・演習 結合組織に含まれる組織と骨組織、軟骨組織の構
成組織を説明することができる。 動物看護の教科書　第２巻　P28-31

6 5月26日 講義・演習 筋肉の種類と各特徴、筋収縮、エネルギー産生にr
ついて説明することができる。 動物看護の教科書　第２巻　P47-48

7 6月4日 講義・演習 中間試験（筆記試験と解答解説）・振り返り これまで実施した練習問題の復習

8 6月11日 講義・演習 皮膚とその役割、構造について説明することができ
る。 動物看護の教科書　第２巻　P49-52

9 6月18日 講義・演習 循環器を構成する臓器と心臓の構造、心臓内の血
液の流れ、刺激伝導系について説明できる。 動物看護の教科書　第２巻　P53-56

10 6月25日 講義・演習 血液循環の種類と血管の種類・特徴、血圧上昇時
の血管について説明d切る。 動物看護の教科書　第２巻　P84-86

11 7月2日 講義・演習 血液の役割と構成成分が説明でき、血球の種類、血
漿成分・止血・血液凝固についても説明ができる。 動物看護の教科書　第２巻　P57-59

12 7月9日 講義・演習 リンパ系の構造と機能リンパ組織に含まれる器官と
その部位の特徴について説明できる。 動物看護の教科書　第２巻　P60-62

13 9月3日 講義・演習 体液のバランスと泌尿器系の構造、腎臓の機能と働
きについて説明することができる。

動物看護の教科書　第２巻　P17-62  
P84-86

14 9月10日 講義・演習 前期テスト（筆記試験）６０点以上合格 中間試験・練習問題の復習

15 9月17日 講義・演習 振り返り（筆記試験できなかった問題をできるように
する） 前期試験問題の復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書　第２巻　緑書房

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物形態機能学Ⅱ

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 河南圭子
授業 
形態 講義・演習  

（単位） 2
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 ① 獣医師　② 製薬会社　創薬研究所勤務　（実験動物の安全性評価・毒性試験・病理検査担当）

授業の学習 
内容

動物看護の基盤となる動物のからだのしくみと生理機能について学習する。動物の病気を早期
に発見または理解するには正常な動物の状態を知ることが大切であり、病的変化について学ぶ
基盤を確立する。

到達目標　
① 哺乳動物・鳥類を中心とした正常な細胞、組織、器官の構造および機能を理解し説明するこ
とができる。 
② 光学顕微鏡下でのミクロレベルでの細胞機能、組織構造を理解し、説明することができる。

評価方法と基準

① 定期試験　５０％（１４週目に筆記試験を実施）
②
中間試験　２０％（７週目に筆記試験を実施）
③ 授業態度・出席数　３０％

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月16日 講義・演習 １年次の復習と練習問題 泌尿器系の復習・練習問題の見直し

2 4月23日 講義・演習 内分泌器官を述べ、分泌するホルモンと機能を説明
することができる。 動物看護の教科書　第２巻　P70-73

3 5月7日 講義・演習 神経系の分類ができ、神経細胞の構造と名称を述
べルことができる。 動物看護の教科書　第２巻　P37−40

4 5月14日 講義・演習 中枢神経に分類できる脳と脊髄の構造と各部名称・
機能を説明することができる。 動物看護の教科書　第２巻　P37-40

5 5月21日 講義・演習 末梢神経の分類と機能について説明することができ
る。 動物看護の教科書　第２巻　P37-40

6 5月26日 講義・演習 感覚器　視覚・聴覚・味覚について構造と各部名称・
機能について述べることができる。 動物看護の教科書　第２巻　P42-44

7 6月4日 講義・演習 中間試験（筆記試験と解答・解説） これまでの練習問題の復習

8 6月11日 講義・演習 雄の生殖器の構造と各部名称を説明できる。 動物看護の教科書　第２巻　P76

9 6月18日 講義・演習 雌の生殖器の構造と卵巣周期について説明するこ
とができる。 動物看護の教科書　第２巻　P76

10 6月25日 講義・演習 犬と猫の性成熟と性周期を理解し、説明することが
できる。 配布プリントの復習・練習問題の見直し

11 7月2日 講義・演習 犬と猫の妊娠可能時期と交配時期と妊娠期間、分
娩過程を説明することができる。 配布プリントの復習・練習問題の見直し

12 7月9日 講義・演習 エキゾチックアニマルと鳥類の繁殖について排卵形
式、妊娠期間、子宮形態の違いについて説明できる 配布プリントの復習・練習問題の見直し

13 9月3日 講義・演習 遺伝子と器官発生のメカニズムについて説明できる
。 配布プリントの復習・練習問題の見直し

14 9月10日 講義・演習 前期テスト（筆記試験）　６０点以上合格 中間試験・練習問題の見直し

15 9月17日 講義・演習 振り返り（筆記試験できなかった問題をできるように
する） 前期試験問題の復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書　第２巻　緑書房

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物形態機能学Ⅱ

必修 
選択 必修 年次 2

担当教員 河南圭子
授業 
形態 講義・演習 単位 2

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 ① 獣医師　② 製薬会社　創薬研究所勤務　（実験動物の安全性評価・毒性試験・病理検査担当）

授業の学習 
内容

動物看護の基盤となる動物のからだのしくみと生理機能について学習する。動物の病気を早期
に発見または理解するには正常な動物の状態を知ることが大切であり、病的変化について学ぶ
基盤を確立する。

到達目標　
① 哺乳動物・鳥類を中心とした正常な細胞、組織、器官の構造および機能を理解し説明するこ
とができる。 
② 光学顕微鏡下でのミクロレベルでの細胞機能、組織構造を理解し、説明することができる。

評価方法と基準

① 定期試験　５０％（１４週目に筆記試験を実施）
②
中間試験　２０％（７週目に筆記試験を実施）
③ 授業態度・出席数　３０％

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月16日 講義・演習 １年次の復習と練習問題 泌尿器系の復習・練習問題の見直し

2 4月23日 講義・演習 内分泌器官を述べ、分泌するホルモンと機能を説明
することができる。 動物看護の教科書　第２巻　P70-73

3 5月7日 講義・演習 神経系の分類ができ、神経細胞の構造と名称を述
べルことができる。 動物看護の教科書　第２巻　P37−40

4 5月14日 講義・演習 中枢神経に分類できる脳と脊髄の構造と各部名称・
機能を説明することができる。 動物看護の教科書　第２巻　P37-40

5 5月21日 講義・演習 末梢神経の分類と機能について説明することができ
る。 動物看護の教科書　第２巻　P37-40

6 5月26日 講義・演習 感覚器　視覚・聴覚・味覚について構造と各部名称・
機能について述べることができる。 動物看護の教科書　第２巻　P42-44

7 6月4日 講義・演習 中間試験（筆記試験と解答・解説） これまでの練習問題の復習

8 6月11日 講義・演習 雄の生殖器の構造と各部名称を説明できる。 動物看護の教科書　第２巻　P76

9 6月18日 講義・演習 雌の生殖器の構造と卵巣周期について説明するこ
とができる。 動物看護の教科書　第２巻　P76

10 6月25日 講義・演習 犬と猫の性成熟と性周期を理解し、説明することが
できる。 配布プリントの復習・練習問題の見直し

11 7月2日 講義・演習 犬と猫の妊娠可能時期と交配時期と妊娠期間、分
娩過程を説明することができる。 配布プリントの復習・練習問題の見直し

12 7月9日 講義・演習 エキゾチックアニマルと鳥類の繁殖について排卵形
式、妊娠期間、子宮形態の違いについて説明できる 配布プリントの復習・練習問題の見直し

13 9月3日 講義・演習 遺伝子と器官発生のメカニズムについて説明できる
。 配布プリントの復習・練習問題の見直し

14 9月10日 講義・演習 前期テスト（筆記試験）　６０点以上合格 中間試験・練習問題の見直し

15 9月17日 講義・演習 振り返り（筆記試験できなかった問題をできるように
する） 前期試験問題の復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書　第２巻　緑書房

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物行動学　　

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 宮川
授業 
形態 講義・演習 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

教員の略歴 ①獣医師　

授業の学習 
内容

この授業は動物の種類による特徴を理解し、適切な飼育やしつけの基本的な知識を身につけることが目的です。専門的
な用語や原理を説明できるようになり、近年問題になっている「問題行動」の予防への理解にもつながります。

到達目標　
１）動物の発生起源、種類による特徴を知り、基本的な行動様式、適切な飼育環境、しつけの原理を理解する 
２）近年問題となっている「問題行動」の予防の必要性を理解する 
３）行動学における専門的な言葉が説明できる

評価方法と基準 定期試験１００％（14週目に筆記試験を実施）

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月12日 講義 動物行動学の歴史を振り返り、概念を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

2 4月19日 講義 犬猫の発生起源と人との関わりを理解する 授業ノート、配布資料を見直す

3 4月26日 講義 産業動物の起源、人との関わりを理解する 授業ノート、配布資料を見直す

4 5月10日 講義 摂食、排泄など生きるための維持行動を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

5 5月17日 講義 群や繁殖を中心に社会行動を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

6 5月31日 講義 コミュニケーションを中心に社会行動を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

7 6月14日 講義 動物が行動を起こす原理を理解する（ホルモンなど） 授業ノート、配布資料を見直す

8 6月21日 講義 動物が行動を起こす原理を理解する（季節性など） 授業ノート、配布資料を見直す

9 6月28日 講義 しつけに適する社会化期について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

10 7月5日 講義 具体的なしつけの原理を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

11 7月12日 講義 犬の特徴や問題行動について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

12 7月19日 講義 猫の特徴や問題行動について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

13 9月6日 講義 １〜１２週までの授業内容を復習する 総復習の問題を解く

14 9月13日 講義 筆記試験 試験範囲の復習

15 9月20日 講義 試験問題の解説を通してこれまでの授業を振り返る 試験で間違った部分の復習

準備学習　時間外学習 授業ノートや配布資料を整理・復習・新しい言葉を調べる

　【使用教科書・教材・参考書】　筆記用具 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物疾病看護学1

必修 
選択 必修 年次 2

担当教員 島田
授業 
形態 講義・演習 単位 3

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 獣医師

授業の学習 
内容

基本的な解剖生理学を理解したうえで、臨床現場で遭遇する疾病における病態・検査、治療方法を学習する。これらを通じ
動物看護師に必要な疾病に関する基本知識を習得することを目的とする。

到達目標　 病名から病気をイメージすることができるようになる。簡単なオーナー対応に必要な病気の知識を身につける。診断に必要
な検査を予測できるようになる。看護をする際の疾病ごとの注意点が分かるようになる。

評価方法と基準 筆記試験 
（毎授業行う小テスト並びに期末の筆記試験の成績を総合的に評価）

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題)

1 10月5日 講義 眼の解剖生理（眼球構造や働き、涙液の仕組みにつ
いて理解・説明できる） 学校犬・猫の飼育当番

2 10月12日 講義 眼科疾患（白内障、緑内障、乾性角結膜炎などが具
体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

3 10月19日 講義 内分泌の解剖生理（膵臓・下垂体・副腎・甲状腺の構造や内分
泌的な働きを理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

4 10月26日 講義 内分泌疾患（糖尿病、クッシング症候群、甲状腺機能亢進症な
どが具体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

5 11月2日 講義 運動器の解剖生理（骨・骨格筋・関節の構造/働きを
理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

6 11月9日 講義 整形外科疾患（骨折、膝蓋骨脱臼・股関節異形成な
どが具体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

7 11月16日 講義 神経の解剖生理（神経の分類、脳/脊髄の構造を理
解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

8 11月23日 講義 神経疾患（水頭症、てんかん、椎間板ヘルニアなど
が具体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

9 11月30日 講義 血液・腫瘍（血球成分の分類およびそれぞれの働き
、腫瘍の分類が理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

10 12月7日 講義 血液疾患・腫瘍（貧血、炎症時の反応、腫瘍の治療
などが具体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

11 12月14日 講義 泌尿・生殖器の解剖生理（腎臓・雄性/雌性生殖器
の構造や働きを理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

12 12月21日 講義 泌尿器の疾患（慢性腎不全、尿結石、膀胱炎などが
理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

13 1月18日 講義 生殖器の疾患（精巣腫瘍、子宮蓄膿症、潜在精巣な
どが具体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/テストへの準備

14 1月25日 講義 テスト 学校犬・猫の飼育当番　

15 2月1日 講義 振り返り（テストの間違いを理解し具体的に説明できる） 学校犬・猫の飼育当番　 
テストの復習

準備学習　時間外学習 学校犬・猫の飼育当番　授業ノートの補完/小テストへの準備

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書　第３巻（緑書房）、イラストでみる犬の病気　（講談社）、イラストでみる猫の病気　（講談社）

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物疾病看護学2

必修 
選択 必修 年次 2

担当教員 島田
授業 
形態 講義・演習 総時間 

（単位） 2
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 獣医師

授業の学習 
内容

基本的な解剖生理学を理解したうえで、臨床現場で遭遇する疾病における病態・検査、治療方法を学習する。これらを通じ
動物看護師に必要な疾病に関する基本知識を習得することを目的とする。

到達目標　 病名から病気をイメージすることができるようになる。簡単なオーナー対応に必要な病気の知識を身につける。診断に必要
な検査を予測できるようになる。看護をする際の疾病ごとの注意点が分かるようになる。

評価方法と基準 筆記試験 
（毎授業行う小テスト並びに期末の筆記試験の成績を総合的に評価）

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題)

1 10月5日 講義 眼の解剖生理（眼球構造や働き、涙液の仕組みにつ
いて理解・説明できる） 学校犬・猫の飼育当番

2 10月12日 講義 眼科疾患（白内障、緑内障、乾性角結膜炎などが具
体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

3 10月19日 講義 内分泌の解剖生理（膵臓・下垂体・副腎・甲状腺の構造や内分
泌的な働きを理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

4 10月26日 講義 内分泌疾患（糖尿病、クッシング症候群、甲状腺機能亢進症な
どが具体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

5 11月2日 講義 運動器の解剖生理（骨・骨格筋・関節の構造/働きを
理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

6 11月9日 講義 整形外科疾患（骨折、膝蓋骨脱臼・股関節異形成な
どが具体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

7 11月16日 講義 神経の解剖生理（神経の分類、脳/脊髄の構造を理
解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

8 11月23日 講義 神経疾患（水頭症、てんかん、椎間板ヘルニアなど
が具体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

9 11月30日 講義 血液・腫瘍（血球成分の分類およびそれぞれの働き
、腫瘍の分類が理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

10 12月7日 講義 血液疾患・腫瘍（貧血、炎症時の反応、腫瘍の治療
などが具体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

11 12月14日 講義 泌尿・生殖器の解剖生理（腎臓・雄性/雌性生殖器
の構造や働きを理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

12 12月21日 講義 泌尿器の疾患（慢性腎不全、尿結石、膀胱炎などが
理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/小テストへの準備

13 1月18日 講義 生殖器の疾患（精巣腫瘍、子宮蓄膿症、潜在精巣な
どが具体的に理解・説明できる）

学校犬・猫の飼育当番　 
授業ノートの補完/テストへの準備

14 1月25日 講義 テスト 学校犬・猫の飼育当番　

15 2月1日 講義 振り返り（テストの間違いを理解し具体的に説明できる） 学校犬・猫の飼育当番　 
テストの復習

準備学習　時間外学習 学校犬・猫の飼育当番　授業ノートの補完/小テストへの準備

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書　第３巻（緑書房）、イラストでみる犬の病気　（講談社）、イラストでみる猫の病気　（講談社）

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物病理学

必修 
選択 選択 年次 -

担当教員 河南圭子
授業 
形態 講義・演習 単位 2

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 ① 獣医師　② 製薬会社　創薬研究所勤務　（実験動物の安全性評価・毒性試験・病理検査担当）

授業の学習 
内容

様々な疾病がもたらす生体の変化について学び、病気の原因と成り立ち、修復と再生の経過、
炎症、腫瘍の病態について学習する。

到達目標　

 病気の原因や成り立ち、経過を把握し動物の病気を内側から理解することで
① 疾病動物に対して有効で正しい看護方針を立てることができる。
②
病気の早期発見および予防ができるようになる

評価方法と基準

① 定期試験　５０％（１４週目に筆記試験を実施）
②
中間試験　２０％（７週目に筆記試験を実施）
③ 授業態度・出席数　３０％

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月16日 講義・演習 病理学の目的と種類、恒常性の維持と疾病の関係
について説明できる。

配布プリントの復

2 4月23日 講義・演習 細胞傷害因子と細胞傷害の過程について説明でき
る。 動物看護の教科書　第３巻　P8−9

3 5月7日 講義 退行性変化に含まれる病態と変化について説明す
ることができる。 動物看護の教科書　第３巻　P10−15

4 5月14日 講義・演習 代表的な細胞変性の種類、壊死とアポトーシスの機
序の違い、萎縮の定義と原因を説明できる。

動物看護の教科書　第３巻　P16
練習問題の見直し

5 5月21日 講義・演習 進行性変化に含まれる病態と変化について説明す
ることができる。 動物看護の教科書　第3巻　P17-18

6 5月26日 講義・演習 組織の創傷と治癒過程、肉芽組織の構成成分を説
明することができる。

動物看護の教科書　第３巻　P 18
練習問題の見直し                      

7 6月4日 演習 中間試験（筆記試験の実施・解答解説）・振り返り これまでの練習問題の復習

8 6月11日 講義・演習 循環障害の病態・水腫と浮腫・充血とうっ血・出血と
止血について説明することができる。 動物看護の教科書　第３巻　P21-25

9 6月18日 講義・演習 血栓・塞栓・虚血・梗塞・ショックの病態を説明する
ことができる。 動物看護の教科書　第３巻　P19−20

10 6月25日 講義・演習 炎症の原因と経過・分類とその病態について説明す
ることができる。 動物看護の教科書　第３巻　P22−23

11 7月2日 講義・演習 アレルギーの種類と病態、免疫不全の病態について
説明できる。 配布プリントの復習・練習問題の見直し

12 7月9日 講義・演習 腫瘍の定義と分類、良性腫瘍と悪性腫瘍の違いに
ついて説明できる。

動物看護の教科書　第３巻　P26
配布プリントの復習　練習問題の見直し         

13 9月3日 講義・演習 先天異常を要因別に説明でき、病理組織標本の作
製方法について説明できる。

動物看護の教科書　第３巻　P28-29
配布プリントの復習　練習問題の見直し         

14 9月10日 演習 前期テスト（筆記試験）　６０点以上合格 中間試験・練習問題の見直し

15 9月17日 講義・演習 振り返り（筆記試験できなかった問題をできるように
する） 前期試験問題の復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書　第３巻　緑書房

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物福祉論

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 宮川
授業 
形態 講義・演習 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 ①獣医師　

授業の学習 
内容

この授業は犬猫など身近な動物から、牛や豚など人の生活を支える産業動物・実感動物、野生動物など我々と関わる
動物たちの生活や権利・福祉を学ぶことが目的です。人と動物のより良い社会について考えます。

到達目標　

１）動物たちの起源を学び、その種の特性にあった生活環境を理解する 
２）動物愛護法や狂犬病予防法など動物を扱う上で必要な法律・規則を理解する 
３）動物の福祉を動物の種類ごとに理解する 
４）人と動物のより良い社会関係を考える

評価方法と基準 定期試験１００％（１４週目に筆記試験を実施）

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月11日 講義 動物福祉の考え方と概論を学ぶ 授業ノート、配布資料を見直す

2 4月18日 講義 犬猫や産業動物の起源を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

3 4月25日 講義 西欧と日本の動物観の変遷について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

4 5月9日 講義 産業動物の衛生環境を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

5 5月16日 講義 アニマルセラピーなど人との関係を理解する授業ノート、配布資料を見直す

6 5月30日 講義 ペットロスや安楽死など動物の死を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

7 6月13日 講義 動物愛護法について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

8 6月20日 講義 動物の権利と福祉について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

9 6月27日 講義 動物介在活動など人に与える影響を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

10 7月4日 講義 動物病院の福祉について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

11 7月11日 講義 産業動物の福祉について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

12 7月18日 講義 展示動物の福祉について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

13 9月5日 講義 １〜１２週までの授業内容を復習する 総復習の問題を解く

14 9月12日 講義 筆記試験 試験範囲の復習

15 9月19日 講義 試験問題の解説を通してこれまでの授業を振り返る 試験で間違った部分の復習

準備学習　時間外学習 授業ノートや配布資料を整理・復習・新しい言葉を調べる

　【使用教科書・教材・参考書】　筆記用具 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物理学療法学A

必修 
選択 必修 年次 2

担当教員 千葉
授業 
形態 講義・演習 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 ハイドロセラピーの分野における専門家。

授業の学習 
内容 理学療法の基礎的知識を身に付ける。

到達目標　 基礎的な事柄をしっかりと自分のものとして、次段階に進むべき好奇心を持つ

評価方法と基準 定期試験（14週目に実技試験＋筆記試験）を実施 
定期試験評価100％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月11日 講義 動物理学療法の現状とこれからに期待すること
を紹介

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理
ができる

2 4月18日 講義 動物行動学 1　リハビリを実施するために必要
な動物の行動について理解する

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理
ができる

3 4月25日 講義 動物行動学 2  ボディ・ランゲージについて学び
理解する

学校犬を観察して、どんなランゲージがあった
か、特徴と数を調べておきます。

4 5月10日 講義 犬の体について学び理解を深める 朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理
ができる

5 5月16日 講義 動物行動学3 オペラント条件付けについて理解
する    

テキストを再読して、オペラント条件付けについ
ての疑問点を列挙。

6 5月30日 講義 徒手療法1 マッサージ の効果について学び理
解する

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理
ができる

7 6月13日 講義 筋肉1 筋肉の種類と性質について学び理解す
る

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理
ができる

8 6月20日 演習 徒手療法2 基礎的なマッサージの手順と方法
について学び理解する 学校犬2頭でマッサージの復習で充当。

9 6月27日 講義 筋肉2 それぞれの筋肉の働きと名前を覚えるこ
とができる

テキストを再読して、各筋肉の位置と名称を覚
えます。

10 7月4日 講義 筋肉3 前回覚えた筋肉の名前を犬の体で確認
しより理解を深める

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理
ができる

11 7月11日 講義 骨格と関節、靭帯の名称について学び理解を深
める

テキストを再読して、各関節の位置と名称を覚
えます。

12 7月18日 演習 徒手療法3 基礎的なマッサージの復習と目的
に応じた手技の違いについて学び理解を深める 学校犬2頭でマッサージの復習で充当。

13 9月6日 講義 皮膚感覚とタッチ療法について学び理解を深め
る

学校犬2頭でリンパマッサージを実施し、その後
の犬たちの様子を観察。

14 9月13日 演習 テスト 前期までの授業を復習する

15 9月20日 演習 振り返り 前期の振り返りをおこなう

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物理学療法学B

必修 
選択 必修 年次 2

担当教員 千葉
授業 
形態 講義・演習 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

授業の学習 
内容 理学療法を実施するにあたって、体験しておくべきこと、知っておくべきことを学びます。

到達目標　 知識ばかりでなく、即、実践できるように心構え、準備等ができるところまで学ぶ

評価方法と基準 定期試験（14週目に実技試験＋筆記試験）を実施 
定期試験100％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 演習 筋肉図を作ろう① 
（犬の骨格・筋肉について理解する） 筋肉について復習

2 演習 筋肉図を作ろう②（骨格・筋肉について理解をし
筋肉図を作成する・下書き） 骨格について復習

3 演習 筋肉図を作ろう③（骨格・筋肉について理解をし
筋肉図を作成する・粘土） 筋肉図の制作をすすめる

4 演習 筋肉図を作ろう④（骨格・筋肉について理解をし
筋肉図を作成する・色付け・完成） 筋肉図の制作をすすめる

5 演習 リハビリ施設のある動物病院見学（動物看護師と動
物理学療法士としての業務内容を理解する）

ONE千葉どうぶつ整形外科センターについて調
べる・整形外科の症例/症状について復習する

6 演習 プールでの学校犬のリハビリ 
（学校犬を使用し、リハビリを実践する）

リハビリ内容を確認する/リハビリを行なった際
の記録をまとめる

7 演習 プールでの学校犬のリハビリの反省会 
（反省・課題のまとめ）

リハビリを行なった際の反省点や課題について
まとめる

8 演習 犬のフィットネス施設の見学（アニマルフィットネ
ストレーナーの仕事を理解する）

フィットネス施設について調べる（メニュー内容
など）

9 演習 大学病院の見学 
（動物の研究内容について学ぶ）

大学病院でどのようなことをしているか事前に
確認する

10 演習 秋開催の『保護犬イベント』の準備　1　（計画を
立てる） 保護犬イベントについて調べる

11 演習 秋開催の『保護犬イベント』の準備　2　（計画を
立て用意する）

集客を伸ばすため、どのようなことができるか各
自考える

12 演習 秋開催の『保護犬イベント』の準備　3　（備品の
製作開始） イベントに向けての備品制作をすすめる

13 演習 秋開催の『保護犬イベント』の準備　　製作 イベントに向けての備品制作をすすめる

14 演習 テスト 前期の授業の復習をおこなう

15 演習 振り返り 前期の振り返りをおこなう

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 販売実務

必修 
選択 選択 年次 3

担当教員 横山
授業 
形態 講義・演習 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 ジアスセラピストスクール　校長　勤務歴21年

授業の学習 
内容

社会のしくみやペット業界の知識、飼い主の消費動向やライフスタイルなどを学ぶことができる。またショップの運営など今
後直面するビジネスのノウハウなど意見交換やプレゼンテーションしながら実践的に学ぶことができる。

到達目標　 社会のしくみやペット業界の知識を得ることで自分の今後の目標を明確にし、今学んでいる様々なことがどのように役立ち
活用されるべきものなのか理解する。

評価方法と基準 筆記試験60％　出席数20％　レポート20％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月16日 講義と演習 授業の目的と目標を設定す+D12:G24る。 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

2 4月23日 講義と演習 ペット業界知識を学ぶ① 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

3 5月7日 講義と演習 ペット業界知識を学ぶ② 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

4 5月14日 講義と演習 ペット業界知識を学ぶ③ 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

5 5月21日 講義と演習 ビジネス概論①「仕事」を理解する 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

6 5月28日 講義と演習 ビジネス概論②社会のしくみを理解する 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

7 6月4日 講義と演習 ビジネス概論③お金の稼ぎ方を考える 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

8 6月11日 講義と演習 ビジネス概論③お金の稼ぎ方を考える 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

9 6月18日 講義と演習 ビジネス概論④ショップ店長のお仕事を理解する 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

10 6月25日 講義と演習 ビジネス概論⑤ショップマネジメントを理解する（仕入れ） 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

11 7月2日 講義と演習 ビジネス概論⑤ショップマネジメントを理解する（売り上げと利益） 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

12 7月9日 講義と演習 愛される店作りを考える① 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

13 9月3日 講義と演習 愛される店作りを考える① 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

14 9月10日 演習 筆記試験 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

15 9月17日 演習 振り返り（後期の目標を考える） 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

●配布テキスト

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 臨床動物看護学Ⅰ

必修 
選択 必修 年次 2

担当教員 江尻
授業 
形態 講義・演習 単位 2

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 認定動物看護師　複数の動物病院にて勤務経験あり　

授業の学習 
内容

1年次で学んだ基本的な動物看護の知識や技術をより確実に学び、動物看護師の役割を理解できるように講義を行いま
す。体の仕組みや様々な疾病により異なる症状を正しく理解し、動物看護師としての役割を果たすことでより良い看護やサ
ポート、アドバイスを行う事が出来るようになります。
動物看護の知識や技術を正しく理解し習得する事で、他者（病院スタッフや飼い主）との情報共有やアドバイスが的確に行
えるようになるため、コミュニケーション能力も習得出来る事が本授業の特徴です。

到達目標　
１）動物看護師の職域や役割を理解し、動物看護師としての行動を取ることが出来る。 
２）看護動物に対する観察技術を習得する事が出来る。 
３）各臓器の機能障害を学び、それぞれに適した看護方法を習得する事が出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

評価方法と基準
１）定期試験　６０％（14週目に筆記試験を実施） 
２）小テスト　　３０％　（12週目に筆記試験を実施） 
３）出席数・授業中の態度　１０％（授業内での質問に対し、積極的に発言が出来る等）

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月11日 講義 動物看護師の職域と倫理を理解する（看護師の在り方や
命について考え、良い看護が実践出来る）

動物看護の教科書第１巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

2 4月18日 講義 動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」す
る事が出来る）

動物看護の教科書第１巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

3 4月25日 講義 動物看護記録を理解する（看護過程を看護記録に記
すことが出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

4 5月9日 講義 機能障害を持つ動物の看護（循環器の解剖生理や　機能
障害を引き起こす疾患の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

5 5月16日 講義 機能障害を持つ動物の看護（循環器の機能障害を
引き起こす疾患や行う検査の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

6 5月30日 講義 機能障害を持つ動物の看護（循環器の機能障害を持
つ動物の看護の知識や技術を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

7 6月13日 講義 機能障害を持つ動物の看護（呼吸器の解剖生理や　　機
能障害を引き起こす疾患の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

8 6月20日 講義 機能障害を持つ動物の看護（呼吸器の機能障害を　　引
き起こす疾患や行う検査の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

9 6月27日 講義 機能障害を持つ動物の看護（呼吸器の機能障害を持
つ動物の看護の知識や技術を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

10 7月4日 講義 機能障害を持つ動物の看護（消化器の解剖生理や　　機
能障害を引き起こす疾患の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

11 7月11日 講義 機能障害を持つ動物の看護（消化器の機能障害を　　引
き起こす疾患や行う検査の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

12 7月18日 講義 小テスト（各単元の理解度を筆記試験にて行う) 動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

13 9月5日 講義 機能障害を持つ動物の看護（消化器の機能障害を持
つ動物の看護の知識や技術を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

14 9月12日 試験 前期期末試験（筆記試験） 動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

15 9月19日 講義 振り返り（答案用紙の返却・解答をして、出来なかっ
たところを正しく習得する事が出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

準備学習　時間外学習 自主学習で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書（緑書房）等・検査器機や備品等・配布プリント等

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 臨床動物看護学Ⅱ

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 江尻
授業 
形態 講義・演習 総時間 

（単位） 2
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 認定動物看護師 複数の動物病院にて勤務経験あり　

授業の学習 
内容

1年次で学んだ基本的な動物看護の知識や技術をより確実に学び、動物看護師の役割を理解できるように講義を行いま
す。体の仕組みや様々な疾病により異なる症状を正しく理解し、動物看護師としての役割を果たすことでより良い看護やサ
ポート、アドバイスを行う事が出来るようになります。
動物看護の知識や技術を正しく理解し習得する事で、他者（病院スタッフや飼い主）との情報共有やアドバイスが的確に行
えるようになるため、コミュニケーション能力も習得出来る事が本授業の特徴です。

到達目標　
１）動物看護師の職域や役割を理解し、動物看護師としての行動を取ることが出来る。 
２）看護動物に対する観察技術を習得する事が出来る。 
３）各臓器の機能障害を学び、それぞれに適した看護方法を習得する事が出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

評価方法と基準
１）定期試験　６０％（14週目に筆記試験を実施） 
２）小テスト　　３０％　（12週目に筆記試験を実施） 
３）出席数・授業中の態度　１０％（授業内での質問に対し、積極的に発言が出来る等）

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月11日 講義 動物看護師の職域と倫理を理解する（看護師の在り方や
命について考え、良い看護が実践出来る）

動物看護の教科書第１巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

2 4月18日 講義 動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」す
る事が出来る）

動物看護の教科書第１巻を熟読し、予習復習を　行う
事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

3 4月25日 講義 動物看護記録を理解する（看護過程を看護記録に記
すことが出来る）

動物看護の教科書第２巻と第４巻を熟読し、予習　復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

4 5月9日 講義 機能障害を持つ動物の看護（循環器の解剖生理や　機能
障害を引き起こす疾患の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

5 5月16日 講義 機能障害を持つ動物の看護（循環器の機能障害を
引き起こす疾患や行う検査の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

6 5月30日 講義 機能障害を持つ動物の看護（循環器の機能障害を持
つ動物の看護の知識や技術を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

7 6月13日 講義 機能障害を持つ動物の看護（呼吸器の解剖生理や　　機
能障害を引き起こす疾患の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

8 6月20日 講義 機能障害を持つ動物の看護（呼吸器の機能障害を　　引
き起こす疾患や行う検査の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

9 6月27日 講義 機能障害を持つ動物の看護（呼吸器の機能障害を持
つ動物の看護の知識や技術を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習復
習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

10 7月4日 講義 機能障害を持つ動物の看護（消化器の解剖生理や　　機
能障害を引き起こす疾患の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

11 7月11日 講義 機能障害を持つ動物の看護（消化器の機能障害を　　引
き起こす疾患や行う検査の知識を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

12 7月18日 講義 小テスト（各単元の理解度を筆記試験にて行う) 動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

13 9月5日 講義 機能障害を持つ動物の看護（消化器の機能障害を持
つ動物の看護の知識や技術を習得出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

14 9月12日 試験 前期期末試験（筆記試験） 動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

15 9月19日 講義 振り返り（答案用紙の返却・解答をして、出来なかっ
たところを正しく習得する事が出来る）

動物看護の教科書第２・４・５・６巻を熟読し、予習
復習を行う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）

準備学習　時間外学習 自主学習で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書（緑書房）等・検査器機や備品等・配布プリント等

東京コミュニケーションアート専門学校
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