
爬虫類研究所代表　「奥出雲多根自然博物館」「恐竜王国2012」監修　

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 　　　　　　　校外実習(予定)

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義 　　　　　　　校外実習(予定)

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 振り返り

1

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

恐竜の発掘と組み立て

世界の様々な発掘現場

恐竜に関わる様々な仕事 授業の内容について復習(レポート)

恐竜の定義と特徴 授業初め、前回の内容について議論

様々な恐竜(恐竜の主だった系統) 授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

かつて、恐竜と言えば日本の科学界においては異端として、ともすれば蔑ろにされた残念な歴史があります。それは国内で恐竜化石が未発見だった過去の状況からすれば致し方なかったのでしょう。
しかし現在では、恐竜化石の発見地は18都道府県におよび、魚竜や翼竜など近縁な大型爬虫類まで含めれば、国内の大半の地域が該当する勢いです。しかも恐竜は滅び去った時代遅れの代物では
なく、鳥類として今なお繁栄を極めていることが証明されています。動物園や水族館、鳥や爬虫両生類を取り扱う小売店など、主として現生生物を取り扱う業界においても、恐竜や進化に関する知識の
需要も高まっており、こうした時代のニーズに即応すべく、ベーシックな知識や技術の習得を目指します。

担当教員 富田京一

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

1

科目名 　　恐竜学Ⅰ1

必修
選択

選択 年次

到達目標　

恐竜とは何か、他の爬虫類をはじめ鳥類、哺乳類、両生類、昆虫、植物との関係や、地球環境との繋がりを含めて理解する。博物
館や恐竜展でよく展示されていたり、図鑑や模型で一般的な知名度の高い恐竜について基本的な解説がこなせるようになる。ま
た、もし高校で地学や生物を履修していない生徒でも、恐竜や古生物、進化に関連した業界に就職した場合に困らないだけの基礎
的な知識をつける。

評価方法と基準 定期試験を基準としますが、出席・授業態度も重視します(定期試験80％ 授業内での小テスト・レポート各10％)。

授業計画・内容

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

恐竜時代史概論(三畳紀～白亜紀) 授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

日本の恐竜

恐竜の体の仕組み

授業初め、前回の内容について議論

二年次の学習内容に進むためのまとめ 学んだ内容についての復習の指示

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

恐竜の社会の仕組み

恐竜時代の爬虫類(首長竜・翼竜等)

これまで習得した知識や技術の確認

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　教科書 『恐竜の教科書』ダレン・ナイシュ/ポール・バレット(著) 小林快次/久保田克博/千葉謙太郎(監修・翻訳) 創元社　副読本 『そうだったのか！ 初耳恐竜学』富田京一(著) 小学館　その他適宜プリント等を用意
します。回によってスライドやビデオ等の画像や、生体・骨格標本・液浸標本も使用。

夏休みに向けてのレポート提出

TCA東京ECO動物海洋専門学校



回数 日程 授業形態

1 座学

2 座学

3 座学

4 座学

5 座学

6 座学

7 座学

8 座学

9 座学

10 座学

11 座学

12 座学

13 座学

14 座学

15 座学

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）
1

科目名 次世代のための環境教育Ⅰ1　　

必修
選択

選択 年次 1

担当教員 加藤直邦

授業
形態

講義
総時間

（単位）

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴 ケニア・プロサファリガイド / アフリカ野生生物管理大学 / 青年海外協力隊、環境教育活動

授業の学習
内容

自然や動物と関わる職業は、多角的な知識と人へ発信できる人材を求めている。
『エコ検定』テキストを題材にし、地球のしくみや、人間の歴史を通じて環境問題を学び、SDG’ｓ
など次世代型環境教育ビジネスに活かせる知識や技術を習得する。

到達目標　

グローバル社会に対応するため、一般常識として地球環境や自然保護についての基礎知識の習得。
自然や動物と関わる職業に就き、広い見解と正しい知識を持って相手に発信・提案できる人材にな
る。

評価方法と基準
Teamsを利用したミニテストによる復習（10%）
筆記テストにおける理解力チェック（60%）と、発表による評価(20%)、授業態度（10%）

授業計画・内容

何故環境問題を学ぶのか知り、持続可能な社会づく
りの必要性を理解する エコ検定試験について調べる

環境問題の歴史を知り、持続可能な社会づくりの必
要性を理解する エコ検定過去問題集で復習

身近な自然について考える（１）気づきを大切に
し、人へ伝える手法をつちかう 身近な自然を自分で探してみる

宇宙のしくみと地球の歴史を知り、
現在日常で起こっている事象と関連付ける エコ検定過去問題集で復習

大気の仕組みを理解し、大気の環境問題を学び、身
近でできる保全活動に活かす（１） エコ検定過去問題集で復習

大気の仕組みを理解し、大気の環境問題を学び、身
近でできる保全活動に活かす（２） エコ検定過去問題集で復習

海洋の仕組みを理解し、海の環境問題を学び、身近
でできる保全活動に活かす（１） エコ検定過去問題集で復習

海洋の仕組みを理解し、海の環境問題を学び、身近
でできる保全活動に活かす（２） エコ検定過去問題集で復習

水循環を理解し、淡水の環境問題を学び、身近でで
きる保全活動に活かす エコ検定過去問題集で復習

土壌と森林の仕組みを理解し、環境問題を学び、身
近でできる保全活動に活かす（１） エコ検定過去問題集で復習

土壌と森林の仕組みを理解し、環境問題を学び、身
近でできる保全活動に活かす（２） エコ検定過去問題集で復習

身近な自然について考える（２）気づきを大切に
し、人へ伝える手法をつちかう プロジェクトワイルドを学ぶ

中間テスト前のおさらいと補足 エコ検定過去問題集で復習

中間テスト 試験範囲の予習と対策

前期授業の振り返り 不正解問題の訂正

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　エコ検定公式テキスト

TCA東京ECO動物海洋専門学校



回数 日程 授業形態

1 座学

2 座学

3 座学

4 座学

5 座学

6 座学

7 座学

8 座学

9 座学

10 座学

11 座学

12 座学

13 座学

14 座学

15 座学

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 次世代のための環境教育Ⅰ2　　

必修
選択

担当教員 加藤直邦

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴 ケニア・プロサファリガイド / アフリカ野生生物管理大学 / 青年海外協力隊、環境教育活動

授業の学習
内容

自然や動物と関わる職業は、多角的な知識と人へ発信できる人材を求めている。
『エコ検定』テキストを題材にし、地球のしくみや、人間の歴史を通じて環境問題を学び、
SDG’ｓなど次世代型環境教育ビジネスに活かせる知識や技術を習得する。

到達目標　
グローバル社会に対応するため、一般常識として地球環境や自然保護についての基礎知識の習得。自然や動
物と関わる職業に就き、広い見解と正しい知識を持って相手に発信・提案できる人材になる。

評価方法と基準
Teamsを利用したミニテストによる復習（10%）
筆記テストにおける理解力チェック（60%）と、発表による評価(20%)、授業態度（10%）

授業計画・内容

エコ検定過去問題集で復習

屋内アクティビティで生態系の仕組みを
理解する

アクティビティを通して感じたことをレポートにする

生物多様性の仕組みや重要性を学び、今後実践できる保
全活動に結び付ける エコ検定過去問題集で復習

里地里山の仕組みや重要性を学び、今後実践できる保全
活動に結び付ける エコ検定過去問題集で復習

生態系サービスを知り、人間がどれだけ自然の恩恵に依存
しているか理解する エコ検定試験について調べる

動物を守るための条約を知り、正しい知識で今後の保全活
動に役立てる（１） エコ検定過去問題集で復習

動物を守るための条約を知り、正しい知識で今後の保全活
動に役立てる（２）

振り返り 不正解問題の訂正

食をめぐる環境問題を知り、身近でできる保全活動を実践
する エコ検定過去問題集で復習

エネルギーの仕組みや問題を知り、身近でできる保全活動
を実践する エコ検定過去問題集で復習

屋内アクティビティで国際社会の仕組みを
理解する ネットで国際社会について学ぶ

期末テストのための対策 エコ検定過去問題集で復習

期末テスト 試験範囲の予習と対策

動物を守るための組織を知り、正しい知識で今後の保全活
動に役立てる エコ検定過去問題集で復習

動物を守るための地域を知り、正しい知識で今後の保全活
動に役立てる エコ検定過去問題集で復習

野生動物を題材にした室内アクティビティ 課題にそったテーマを調べる

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　エコ検定公式テキスト

TCA東京ECO動物海洋専門学校



選択必修 必修 年次 1年次

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

科目名
基礎生物Ⅰ
1 担当教員 髙山清次授業形態 講義 総時間

（単位）
学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年

制）

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
＜基礎生物＞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。
＜体のしくみ＞動物の基本的な体の構造・骨格や生理的な知識について理解することを目的とする。

到達目標

＜基礎生物＞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。
＜体のしくみ＞動物の体を構成する各器官の位置、構造、機能をそれぞれ理解することにより、動物の飼養管理や疾病予
防に役立つことを目標とする。

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）

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。

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。

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。

外皮系、消化器系（歯・食道・胃・小腸・大腸・肝
臓・胆のう・膵臓）の構造と働きを理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

泌尿器系（腎臓・膀胱）、呼吸器系（気管・肺）
の構造と働きを理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

生殖器系（雄性・雌性生殖器）、内分泌系（下垂
体・甲状腺・副腎・胸腺）の構造と働きを理解でき
る。

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」「イラストで見る動物の体のしくみ（ECO専門基礎科目テキストセット）  株式会社滋慶出版」

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

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。

15

循環器系（心臓・血液循環・リンパ系）、感覚
器系（眼球・耳）の構造と働きを理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

神経系（脳・脊髄）、筋系（骨格筋・横隔膜）の
構造と働きを理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

骨格系（骨格）、細胞の構造と働きを理解でき
る。

テキストの範囲を予習・復習する。



回数 日程 授業形態

1 講義 エキゾチックアニマルの定義と特徴

2 講義 ケージ・保と水生種の種類・飼育

3 講義

4 講義 水生種の分類・生態・飼育

5 講義 コガメの分類・生態・飼育

6 講義 校外実習(予定)

7 講義 の餌学(栄養素と飼育法)

8 講義 論と地上生種の分類～飼育

9 講義 上生種の分類・生態・飼育

10 講義 校外実習(予定)

11 講義 モリ類の分類・生態・飼育

12 講義 類の分類・生態・飼育

13 講義 得した知識や技術の確認

14 試験

15 振り返り

科目名 エキゾチックアニマルⅠ

必修
選択

選択 年次

担当教員 富田京一

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

1

授業の内容について復習(レポート)

授業初め、前回の内容について議論

爬虫両生類の定義と特徴

教員の略歴

授業の学習
内容

水族館など主として海洋生物を取り扱う業界においても、生態系、生物多様性といった概念の普及に伴って、さまざまな動植物の展示や教育活動が行なわれるようになりました。かつては常に脇役に
甘んじていた爬虫類や両生類に対する世間の関心や需要も非常に高まっています。水生生物や愛玩動物を取り扱う問屋、小売店においても、それは同様の傾向にあると考えられます。また、爬虫類・
両生類は他の脊椎動物とも生物学上密接なつながりを持っており、たとえば魚類学を学ぶ際にそれを補完するものとして欠くべからざるものです。
時代のニーズに即した爬虫類・両生類に関する学問的な知識や飼育技術の習得は、今後ますます求められていくものと予想されるため、それに即応した教育を目指します。

肉食爬虫類研究所代表　「奥出雲多根自然博物館」「恐竜王国2012」監修　

爬虫類・両生類とはいかなる動物か、進化的な背景も含めて理解する。水族館・動物園でよく展示されていたり、一般に流通してい
る種類についてひととおりの飼育がこなせるようになる。希少であったり、反対に外来生物として環境問題となっている、また国内外
のネイチャーツアーなどで観察できる代表的な種類を識別できるようになる。およびまた、もし高校で生物を履修していない生徒で
も、爬虫両生類関連の業界に就職した場合に困らないだけの基礎的な知識をつける。

評価方法と基準 定期試験を基準としますが、出席・授業態度も重視します(定期試験80％ 授業内での小テスト・レポート各10％)。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

授業初め、前回の内容について議論

後期の学習内容に進むためのまとめ 後期に向けた予習(レポート)の指示

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

到達目標　

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　適宜プリント等を用意します。回によってスライドやビデオ等の画像や、生体・骨格標本・液浸標本も使用。

夏休みに向けてのレポート提出

TCA東京ECO動物海洋専門学校



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 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

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 動物の飼養管理/アニマルヒストリー

必修
選択

担当教員 髙山清次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1年次

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）

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。

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。

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。

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。

　【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」

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

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

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。

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る。 テキストの範囲を予習・復習する。



学科・コース エコ・イノベーション科（4年制）
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
近年大きく変わりつつある生物分類の体制において、最新の知識を身につける。五界説の動物界または３ドメインセ
オリーの
オピストコンタ界動物亜界の門・綱・目のレベルまでの分類体制を講義において行う。

担当教員 菅野　宏文
授業
形態

講義
総時間

（単位）
1

科目名 生物分類Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1

授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習（学習課題）
授業計画・内容

高校時に履修すべき項目はもちろんのこと、専門学校生として一歩進んだ知識を身につけ、動物園・水族館・企業な
どの採用試験に対応できる学力を培う。また、生物分類技能検定３級において、動物における設問はすべて解答でき
る学力を身につける。

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。

到達目標

回数

3 講義 リンネ式分類学：分類に使用される階級
リンネ式分類の仕組みを理解する。

動物を1種選び門～属までを調べる。

15 講義 現在の分類法：それぞれの分類法の
概念の違いを学ぶ。

身近な生物を数種仲間分け。

1 講義 生物の分類：分類の概念
分類の必要性を理解する。

分類の必要性を考える。

4 講義 種の概念と定義：種とは何かを把握する。 雑種が種ではない理由を調べる。

5 講義 国際動物命名規約：学名について
その原則を理解する。

動物を1種選び学名を調べる。

6 講義 生物分類の大網：現在有力視されている
五界説について学ぶ。

生物を5つの界に分けた理由を調べる。

7 講義 3ドメインセオリー：最新の分類の動向を学ぶ。 五界説の矛盾を調べる。

8 講義 生物の体制：分散型と集中型
２つの体制の違いを把握する。

各体制の生物を数種調べる。

9 講義 脊椎動物の通性：脊椎動物の骨格の共通性を学ぶ。 頸椎の数が7つではない哺乳類を調べる。

10 講義 脊椎動物の通性II：脊椎動物の呼吸器系
消化器系について学ぶ。

左右対称の呼吸器を持たないものを調べる。

11 講義 脊椎動物の通性III：脊椎動物の筋肉、感覚器について
学ぶ。

目、耳などの感覚器を持たないものを調べ
る。

12 講義 大町自然学校実習（野生） 実習の準備

13 講義 相模湖カヌー実習（野生） 実習の準備

準備学習　時間外学習 予めテーマを出題し、当日までに調べるまたは作成する。
【使用教科書・教材・参考書】
（参考書）内田亨著（1965）：「動物系統分類の基礎」（株式会社　北隆館）
（社）日本動物園・水族館協会「飼育ハンドブック・水族館編」Ⅲ

TCA東京ECO動物海洋専門学校

14 講義・試験 前期試験・ペーパーテスト実施 試験に対する準備を行う。

15 講義 試験解答および全過程の総括 理解しずらかった項目を調べる。



学科・コース エコ・イノベーション科（4年制）
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
近年大きく変わりつつある生物分類の体制において、最新の知識を身につける五界説の動物界または
３ドメインセオリーの
オピストコンタ界動物亜界の門・綱・目のレベルまでの分類体制を講義において行う。

担当教員 菅野　宏文授業
形態

講義
総時間

（単位）
1

科目名 生物分類Ⅱ
必修
選択

選択 年次 1

授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習（学習課題）
授業計画・内容

高校時に履修すべき項目はもちろんのこと、専門学校生として一歩進んだ知識を身につけ、動物園・
水族館・企業などの採用試験に対応できる学力を培うまた、生物分類技能検定３級において、動物に
おける設問はすべて解答できる学力を身につける。

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。

到達目標

回数

3 講義 進化論：ラマルクとダーウィンの進化
論

用・不用説の矛盾点を調べる。

2 講義 生命：生物の定義を理解し生命の誕生
における

生物と無生物の違いを調べる。

1 講義 生物学の歴史：アリストテレスに始ま
る

自然発生説が浸透した理由を調べる。

4 講義 進化論II：ド・フリースとエイマーの
進化論

突然変異説の矛盾点を調べる。

5 講義 進化論III：ワイズマンのネオ・ダー
ウィニズムについて

ダーウィニズムとネオダーウィニズムの
相違を調べる。

6 講義 進化に基づく諸現象：動物地理学
動物分布上の諸規則について学ぶ。

ベルグマンの法則の例を調べる。

7 講義 進化に基づく諸現象II：適応放散、収
斂現象

収斂現象の例を1つ以上調べる。

8 講義 無顎類・魚類：分類と通性について学
ぶ。

1種選び解説版を作成。

9 講義 両生類：分類と通性について学ぶ。 1種選び解説版を作成。

10 講義 爬虫類：分類と通性について学ぶ。 1種選び解説版を作成。

11 講義 鳥類：分類と通性について学ぶ。 1種選び解説版を作成。

12 講義 哺乳類：分類と通性について学ぶ 1種選び解説版を作成。

13 講義
検定3級同等の模擬試験：同レベルの

テストに
解答できる理解力を身につける

予め配布した問題を講義までに提出する。

準備学習　時間外学習 予めテーマを出題し、当日までに調べるまたは作成する
【使用教科書・教材・参考書】
（参考書）内田亨著（1965）：「動物系統分類の基礎」（株式会社　北隆館）
（社）日本動物園・水族館協会「飼育ハンドブック・水族館編」Ⅲ

TCA東京ECO動物海洋専門学校

14 講義・試験 前期試験・ペーパーテスト実施 試験に対する準備を行う。

15 講義 試験解答および全過程の総括 理解しずらかった項目を調べる。



回数 日程 授業形態
1 講義
2 "
3 "
4 "
5 "
6 "
7 "
8 "
9 "
10 "
11 "
12 "
13 "
14 試験

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントの配布を行います。

※材料は学校で準備をします。※自主的に作成したい作品の材料は各自準備してください。※クラフトルームの使用は必ず申請し、許可を得てください。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

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 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します。

果実を食べた非鳥類型獣脚類はいるか？(自主学習)
時間外学習：何が分からないか整理しておく。分からなかったことは遠慮なく講師に質問

する

果実を食べた非鳥類型獣脚類はいるか？(発表) 準備学習：発表の準備をする

試験勉強（後期に学習したことを復習できる）
事前準備・時間外学習：何が分かっていないか整理しておく。分からなかったことは遠慮

なく講師に質問する

食性と腸
（動物は食性によって腸の大きさが違うという事を説明できるようになる）

時間外学習：授業で学習した内容の復習

食性と歯
（動物は食性によって歯の形が異なるという事を説明できるようになる）

時間外学習：授業で学習した内容の復習

果実を食べた非鳥類型獣脚類はいるか？
（コエルロサウルス類にはどんな恐竜がいるのかを理解できる）

準備学習：これまでに講義で学んだことを復習する
時間外学習：発表の準備をする

食性と嘴
（植生によって嘴が変化することの事例を説明できるようになる）

準備学習：「進化とは何か？」を学習しておく
時間外学習：授業で学習した内容の復習

食性と装飾
（鳥羽毛は、食べているものによって色彩に影響していることを説明できるようになる）

"

一腹卵数と環境
（鳥は環境によって一度に産む卵の数が違う事を説明できるようになる）

"

種子散布
（鳥類が植物の種子を散布しているという事を理解できる）

準備学習：森林性鳥類にはどんな種がいたかを復習しておく
時間外学習：授業で学習した内容の復習

種子散布
（種子散布の研究事例を説明できるようになる）

準備学習：前回の授業の復習
時間外学習：授業で学習した内容の復習

種子散布
（種子散布の研究事例を説明できるようになる）

"

前期の復習と課題について（前期に学習したことを復習できる）
準備学習：「植物」と「動物」の違いを説明できるようにする

鳥類で、どの種が「森林性」「草原性」かを復習しておく

教員の略歴
子供のころから恐竜が好きで、鳥類は恐竜から進化した知ってから鳥類の研究を行うようになる。2019年3月に立正大学大学金を
終了し、同年4月から2年間NPO法人バードリサーチに努める。主に冬に日本で越冬する小鳥の分析などを行っていた。

授業の学習
内容

「植物」の基礎を理解し、植物が関連して、鳥類にどんな進化が起きたのかを学習し、こういった知見を参考に中生代の動物がどん
な生活をしていたかを考察する

到達目標　
①「植物」と「動物」の違いを説明できる
②いつどんな植物が地球上に出現したかを説明できる
③植物が関連して、鳥類が進化した例を１つ以上説明できる

評価方法と基準

作品評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。
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）

担当教員 山﨑　優佑

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 環境と進化Ⅱ

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 講義

2 "
3 "
4 "

5
実習

(要調整)

6
実習

(要調整)
7 "
8 講義
9 "
10 相模湖カヌー実

11 講義

12
実習

(要調整)
13 講義
14 試験
15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントの配布を行います。

※材料は学校で準備をします。※自主的に作成したい作品の材料は各自準備してください。※クラフトルームの使用は必ず申請し、許可を得てください。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

期末試験（ペーパーテストの実施） 試験に対する準備を行う

試験解答及び全過程の総括（1学期に学んだことを復習できる） 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 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します。

日本を中継する渡り鳥について
（シギ・チドリ類の特徴を理解できる）

事前学習・時間外学習：自分なりにシギ・チドリ類の種の識別のポイントを見つ
ける

野外実習3・葛西臨海公園（シギ・チドリ類の調査方法が分かる）
事前学習：調査へ行くための準備をしておくこと

ペンとメモ帳、汚れていい服装、飲みを用意、あれば双眼鏡とカウンターも持っ
てくる

前期の復習と8月9月に見られる鳥の行動
（1学期に学んだことを復習できる）

事前準備・時間外学習：何が分かっていないか整理しておく。分からなかったこ
とは遠慮なく講師に質問する

種と環境の関係（森や草原にどんな鳥がいるのかを理解できる）
事前学習：2ヶ所の野外調査でで、それぞれで何を記録したかを情報整理しておく
時間外学習:野外実習で見られなかった種について授業で説明するので、復習して

繁殖期の鳥類分布（今日本にいる野鳥の生息状況を理解できる）
これまでに覚えた鳥(外見やさえずり)を再度復習しておく

時間外学習全国ではどんな種が増えていて、どんな種が減っているかを説明でき
みの石滝キャンプ場においてフィールドサインを

見つけることができるようになる
神奈川県相模湖に生息している

生物について調べておく

大町実習においてフィールドサインを
見つけることができるようになる

長野県大町市に生息している
生物について調べておく

野外調査1・葛西臨海公園（繁殖期の公園での鳥類調査の方法が分かる）
事前学習：調査へ行くための準備をしておくこと

ペンとメモ帳、汚れていい服装、飲みを用意、あれば双眼鏡とカウンターも持っ
てくる

野外実習2・明治神宮（繁殖期の森での鳥類調査の方法が分かる） "

身近にいる野鳥　(家の近くにどんな鳥がいるのかを理解できる)
家の周りにどんな鳥がいたかを観察し、記録しておく

鳥の繁殖行動（繁殖期のみに見られる鳥の行動を理解できる）
事前学習：なし

時間外学習：授業で、どの種がどんなさえずりをするか説明するので、復習をし

繁殖期の野鳥識別（どの鳥がどんなさえずりをするのか） "

アイスブレイク

みんなに自己紹介をする
自分の名前、趣味、学校を卒業した後、どんなことをしたい

か？

教員の略歴
子供のころから恐竜が好きで、鳥類は恐竜から進化した知ってから鳥類の研究を行うようになる。2019年3月に立正大学大学金を
終了し、同年4月から2年間NPO法人バードリサーチに努める。主に冬に日本で越冬する小鳥の分析などを行っていた。

授業の学習
内容

主に5月～7月に日本で見られる鳥類の種や行動を学習し、学んだことを生かして野外で鳥類調査を行う
日本の野鳥の分布状況についても学習し、現状を理解する

到達目標　 野鳥の生息状況の調査ができるようになる

評価方法と基準

作品評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。
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）

担当教員 山﨑　優佑

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 鳥類学Ⅰ

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 講義

2 "

3 "

4 "

5 "

6 "

7 "

8 "

9 実習

10 講義

11 実習

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントの配布を行います。

※材料は学校で準備をします。※自主的に作成したい作品の材料は各自準備してください。※クラフトルームの使用は必ず申請し、許可を得てください。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

期末試験（ペーパーテストの実施） 試験に対する準備を行う

試験解答及び全過程の総括（後期に学習したことを復習できる） 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 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します。

野外実習5（越冬期の講演での鳥類調査の方法が分かる）
事前学習：前回の講義で学習した水鳥の特徴を復習しておく。可能ならその前に

学習した陸の小鳥も復習しておく
メモ帳とペン、汚れていい服装、飲み物、あれば双眼鏡とカウンターも用意する

冬鳥の復習と、野外実習で観察できなかったそのほかの主な冬鳥を紹介（冬に日
本に飛来する鳥にはどんな種がいるのか理解できる）

事前学習：これまでの講義で学習した冬鳥の特徴を復習しておく

後期の復習と1~4月の野鳥の行動について（後期に学習したことを復習できる）
事前準備・時間外学習：何が分かっていないか整理しておく。分からなかったこ

とは遠慮なく講師に質問する

越冬期の野鳥識別1（冬に日本に飛来する陸鳥にはどんな種がいるのか理解でき
る）

事前学習：なし
時間外授業：講義で学習した鳥の特徴を復習しておく

野外実習4・葛西臨海公園（越冬期の講演での鳥類調査の方法が分かる）
事前学習：前回の講義で学習した鳥の特徴を復習しておく

メモ帳とペン、汚れていい服装、飲み物、あれば双眼鏡とカウンターも用意する

越冬期の野鳥識別1（冬に日本に飛来する水鳥にはどんな種がいるのか理解でき
る）

事前学習：なし
時間外授業：講義で学習した鳥の特徴を復習しておく

飛べる鳥と飛べない鳥の形態の違いについて
（ダチョウやペンギン、ヤンバルクイナなどは飛べる鳥と体の形がどう違うのか

を学習し、説明できるようになる）
授業で学んだことを復習する

始祖鳥は飛べたのか？
（始祖鳥と現生の飛べる鳥の特徴の共通点と相違点を説明できる）

事前学習：始祖鳥の化石をよく観察しておく
時間外学習：授業で学んだことを復習する

鳥類とその祖先の進化
（鳥類が持っている特徴はいつごろ進化して者なのかを説明できるようにする）

事前学習:「鳥類と恐竜の共通点」と「鳥はどうやって飛んでいるのか」を復習し
ておく

時間外学習:授業で学んだことを復習する

秋に渡っていく鳥たち（どんな猛禽類がこの時期に渡りをするのか理解できる）
準備学習

時間外学習(学習課題）：講義で学んだことの復習

鳥類と恐竜の関係の研究史
（鳥類と恐竜の共通点を説明できるようになる）

授業で学んだことを復習する

鳥はどうやって飛んでいるのか？（鳥が飛ぶためにはどんな条件が必要になるの
かが説明できるようになる） 授業で学んだことを復習する

前期のおさらい（1学期に学んだことを復習できる）
4~7月にはどんな鳥が観察されたか、どうやって記録して

いったかを復習する

教員の略歴
子供のころから恐竜が好きで、鳥類は恐竜から進化した知ってから鳥類の研究を行うようになる。2019年3月に立正大学大学金を
終了し、同年4月から2年間NPO法人バードリサーチに努める。主に冬に日本で越冬する小鳥の分析などを行っていた。

授業の学習
内容

鳥類の形態的特徴と鳥類の進化の過程を学習する
日本で越冬する鳥の種の判別方法と、これらの種の調査方法を学習し、実践する

到達目標　
①生物学的に、鳥類が恐竜であることを説明できる
②野鳥の生息状況の調査ができるようになる

評価方法と基準

作品評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。
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）

担当教員 山﨑　優佑

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 鳥類学Ⅱ

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 試験

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

試験 試験の準備

振り返り 試験の振り返り

準備学習　時間外学習

南アメリカについて学ぶ。 レポート

オセアニアについて学ぶ。 レポート

日本について学ぶ。 レポート

ヨーロッパについて学ぶ。 レポート

アフリカについて学ぶ。 レポート

北アメリカについて学ぶ。 レポート

南アジアについて学ぶ。 レポート

西アジアについて学ぶ。 レポート

中央アジアについて学ぶ。 レポート

世界の気候、地形について学ぶ。 レポート

東アジアについて学ぶ。 レポート

東南アジアについて学ぶ。 レポート

世界の大陸、海洋、国々の配置などを理解する。 レポート

教員の略歴 立正大学文学部地理学科卒、通信制高校サポート校栄光国際学院、わせがく高等学校、東邦大学付属東邦中学高等学校、

授業の学習
内容

地理を通じ、世界各地の気候風土を知り、各地の文化に触れながら、世界の国々について学ぶ。

到達目標　

・世界の国々を知る。
・世界各地の気候風土の特徴を理解する。
・世界各地の文化の成り立ちと違いを知る。
・世界各地の文化に触れ、文化の違いを許容できるような広い心を培う。
・国と国、人と人の繋がりの重要性を理解する。
・様々な情報や知識を活用し、より深く物事を探求する姿勢を身につける。

評価方法と基準

授業計画・内容

hosak 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 保坂尚伸

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名
地学基礎

地球科学概論Ⅰ
地理

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 試験

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

試験 試験の準備

振り返り 試験の振り返り

準備学習　時間外学習

地球の歴史について理解する。その２　古生代 レポート

地球の歴史について理解する。その３　中生代 レポート

地球の歴史について理解する。その４　新生代及び生
物の大量絶滅

レポート

地層について理解する。 レポート

化石について理解する。 レポート

地球の歴史について理解する。その１　先カンブリア
時代

レポート

小地形(扇状地、三角州など)について理解する。 レポート

堆積岩について理解する。 レポート

変成岩について理解する。 レポート

地震の起こる仕組みを理解する。 レポート

火山活動について理解する。 レポート

地表面の変化(侵食、風化など)について理解する。 レポート

地球の構造(地球の内部及びプレートテクトニクス等)
を理解する。

レポート

教員の略歴 立正大学文学部地理学科卒、通信制高校サポート校栄光国際学院、わせがく高等学校、東邦大学付属東邦中学高等学校、

授業の学習
内容

化石に関わる知識をより深めるために地学を学ぶ。

到達目標　

・地球上で起こっている様々な変化を理解できるようになる。
・岩石の特徴を知る。
・化石がどのように作られるのかを理解できるようになる。
・化石がどのように出現するのかを理解できるようになる。
・古代生物の進化の過程を理解できるようになる。
・化石の採集、及びクリーンナップに必要な知識を得る。

評価方法と基準

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 保坂尚伸

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名
地学基礎

地球科学概論Ⅱ
　地学

必修
選択



回数 日程 授業形態
1 講義
2 演習
3 演習
4 実習
5 実習
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】　必要に応じてプリントの配布を行います。予習としてＹｏｕｔｕｂｅ動画の視聴を適宜勧めます。

※材料は学校で準備をします。※自主的に作成したい作品の材料は各自準備してください。※クラフトルームの使用は必ず申請し、許可を得てください。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

ハゼ釣り実習
自分で作った仕掛けで、エネルギーとなる食料を自ら取ることができる

自分で作った仕掛けで、ハゼ（食料）を釣り、食べる。

道具の使いかた　　テント張り実演　　臨海公園にて
安全にテントを張り、畳むことができる

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。前期の復
習と、道具の準備（パッキング）

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します。

ロープワークの応用　ミャク釣り仕掛け①　チチワ結びと、その反転　　　　簡
単な釣りの仕掛けを、学んだロープワークを使い作ることができる

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。前回の復
習と電車結びの練習

ロープワークの応用　ミャク釣り仕掛け②　道糸とハリスの結び方　　　　　簡
単な釣りの仕掛けを、学んだロープワークを使い作ることができる

ロープワークの復習（チチワ結び、誘導式目印N付け方を練習する）

ロープワークの応用　ミャク釣り仕掛け③　強化電車結びでのハリスと道糸の接
続。漁師結びとユニノットを使ってのハリスと針の接続ができる

ロープワークの復習をしておく（電車結びと握手結び・漁師結びとユニノット）

道具の使いかた　応用　火器演習・ロープワーク①　本結びと輪
火器演習では温かい軽食を作ることができるようになる

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。パラコー
ドを使い本結びの練習。

道具の使いかた　応用　火器演習・ロープワーク②　もやい結びと応用　　火器
演習では温かい軽食を作ることができるようになる

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。前回の復
習ともやい結びの練習。

道具の使いかた　応用　火器演習　　ロープワーク③　電車結びと使い方
自在結びと自在の使い方　火器演習では温かい軽食を作ることができるようにな

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。前回の復
習と目を閉じて片手でもやい結びを練習。

道具の使いかた　基礎　ザックの選び方　行程に合わせたザックの選択ができる
と共に、人へのアドバイスができるようになる。

カモシカスポーツで実際に商品を見ながら、自分にあった物を選ぶことが出来
る。ザックメーカーを下調べしておく。

道具の使いかた　基礎　装備の中身とパッキング・背負い方　　実際に荷物を入
れた状態での背負い方、降ろし方、各パーツの使い方を理解できる

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。2泊～3泊
に必要な道具を調べておく。

道具の使いかた　基礎　バーナーの種類と注意　　ガソリンバーナーを中心とし
た火器の安全な扱い方、燃料の安全な扱い方を理解できる

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。灯油、ガ
ソリン、アルコールの違いを知っておく。

道具の使いかた　基礎　レインウエア　①　レインウェアの特性を理解できる。
道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる　防水と撥

水の違いを学んでおく。
道具の使いかた　基礎　レインウエア　②　レインウェアの素材と活用方法を理
解できる。

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。標高・風
速の体感温度を学んでおく。

道具の使いかた　基礎　靴下と靴　自分に合った靴と靴下の素材・種類を理解
し、安心安全な野外活動への活用法を理解できる

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。低体温症
と凍傷について学んでおく。

オリエンテーション　目的・目標の確認 授業目的・目標を明確にして、方法としての学習方法を理解する

教員の略歴

授業の学習
内容

野外活動を行う上で、「安心・安全」を第1に、装備の準備、機材の正しい扱い方や応用を学んでもらいます。

到達目標　

基本的な装備を準備できるようになる。
基本的な道具を正しく扱えるようになる。
その装備の説明を開設できるようになる。
野外活動において、安心・安全を前提としたスケジュール内でも起こりうる、不測の事態に対応できる。
また、不測の事態のリスクマネージメントを行うことができる。
自分を含めた同行者の命を守る為の知識技術を身に付ける。
最終試験において作品評価60点以上を取得し、単位の認定を受ける。

評価方法と基準

作品評価：GPA（A100～90　B89～80　C79～70　D69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。レポートはルーブリック評価を行う。
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・もしくは課題の再提示）の提出をもって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）

担当教員 江口仁詞

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 フィールドテクニックⅠ

必修
選択



回数 日程 授業形態
1 演習
2 実習
3 実習
4 演習
5 演習
6 実習
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 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントの配布を行います。予習としてＹｏｕｔｕｂｅ動画の視聴を適宜勧めます。

※材料は学校で準備をします。※自主的に作成したい作品の材料は各自準備してください。※クラフトルームの使用は必ず申請し、許可を得てください。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

ロープワーク実演試験　2種選択　3種指定　一人5分 ロープワークの復習と反復練習。

調査・管理/教育/レジャー　のバランスをとる事　共通の要素は？ 最初の授業と、前期の試験課題を思い出し

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します。

ナイフの使い方実演　　　　竹細工④　フォークを作る 自分の持っているナイフの種類、扱い方を練習しておく。

火のおこしかた　　ファイヤースターター実演と火種
自分の力で火をコントロールすることができる

原始的な火おこしの方法をYoutube動画などで見て予習する。

火のおこしかた　　炭の種類とダッヂオーブン
炭を使い、簡単な料理ができるようになる（雨の時は日程変更）

炭の種類とダッヂオーブンの歴史について予習する。

ナイフの材質について　　竹細工①　竹の繊維（素材を知る） 自分の持っているナイフの種類、扱い方を練習しておく。

ナイフの使い方実演　　　　竹細工②　箸を作る　刃の全体を使う（動かし方を
知る）

自分の持っているナイフの種類、扱い方を練習しておく。

ナイフの使い方実演　　　　竹細工③　細工をする（焼きと名入れ）名前を付け
る事は物を大切にすること～命名～

自分の持っているナイフの種類、扱い方を練習しておく。

道具の使いかた　応用　火器演習　　ロープワーク④　漁師結びとユニノットが
できるようになる

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。前回の復
習と漁師結びの練習。

道具の使いかた　応用　火器演習　ロープワーク⑤　　鎧結びと、ロープ束ね方
ができるようになる

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。前回の復
習と鎧結び（バタフライノット）の練習

ナイフの種類とその使い方　刃の付き方（金属・刃を知る）　鉈の使い方と竹の
細断を安全にできるｙプになる

ナイフ・軍手・ライターを使い竹細工を行う為、道具の準備を行う。

山岳実習 道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を実演できる。

山岳実習 道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を実演できる。

道具の使いかた　応用　火器演習　ロープワーク③　他人もやいとカムイック
ノットができるようになる

道具の必要性を理解し、道具のスペックで命を守る方法を理解できる。前回の復
習と、自在結びの練習。

登山実習オリエンテーション　機材配布 尾瀬実習における、現地の下調べ。道具の再確認と個人装備と団体装備の再確認。

教員の略歴

授業の学習
内容

野外活動を行う上で、「安心・安全」を第1に、装備の準備、機材の正しい扱い方や応用を学んでもらいます。

到達目標　

基本的な装備を準備できるようになる。
基本的な道具を正しく扱えるようになる。
その装備の説明を開設できるようになる。
野外活動において、安心・安全を前提としたスケジュール内でも起こりうる、不測の事態に対応できる。
また、不測の事態のリスクマネージメントを行うことができる。
自分を含めた同行者の命を守る為の知識技術を身に付ける。
最終試験において作品評価60点以上を取得し、単位の認定を受ける。

評価方法と基準

作品評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。
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）

担当教員 江口

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 フィールドテクニックⅡ

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 講義

2 "

3 "

4 "

5 実習

6 講義

7 "

8 "

9 "

10 相模湖カヌー実

11 講義

12 "

13 "

14 試験

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントの配布を行います。

※材料は学校で準備をします。※自主的に作成したい作品の材料は各自準備してください。※クラフトルームの使用は必ず申請し、許可を得てください。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

期末試験(ペーパーテスト)

試験解答及び全過程の総括（前期の復習ができる） 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 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します。

行動生態学とは（行動生態学とは何かを理解できる）
事前学習：「生態学とは何か？」「進化とは何か？」を説明できる

ようにする
時間外学習：授業内容の復習

行動生態学の研究例
（「行動生態学とは何を研究する学問か？」を説明できるようにな

る）

「生態学とは何か？」「生物学における進化とは何か？」「行動生
態学とは何を研究する学問か？」を説明できるようにする

試験勉強（前期の復習ができる）
事前準備・時間外学習：何が分かっていないか整理しておく。分

からなかったことは遠慮なく講師に質問する

DNAとは？（DNAに関する基本的な事を理解できる）
事前学習：「生態学とは何か？」「生物学における進化とは何

か？」を説明できるようにする

系統樹の見方（系統樹の見方を理解できる） 事前学習：「DNAとは何か？」を説明できるようにする

みの石滝キャンプ場においてフィールドサインを
見つけることができるようになる

神奈川県相模湖に生息している
生物について調べておく

大町実習においてフィールドサインを
見つけることができるようになる

長野県大町市に生息している
生物について調べておく

自然淘汰（自然淘汰の研究例を紹介できるようになる）
時間外学習：「進化とは何か？」を説明できるようにする

時間外授業：授業内容の復習

性選択（性選択の研究例を紹介できるようになる）
時間外学習：「進化とは何か？」を説明できるようにする

時間外授業：授業内容の復習

生態学の基本1（税退学の基本的な事について理解できる）
準備学習：なし

時間外学習：授業内容の復習

生態学の基本2
（「生態学とは何か？」という質問に答えられるようになる）

準備学習：前回の授業の復習
時間外学習：授業内容の復習

進化とは？（「進化」と「進歩」の違いを説明できるようになる）
準備学習:なし

時間外学習：授業内容の復習

アイスブレイク

みんなに自己紹介をする
自分の名前、趣味、学校を卒業した後、どんなことをしたい

か？

教員の略歴
子供のころから恐竜が好きで、鳥類は恐竜から進化した知ってから鳥類の研究を行うようになる。2019年3月に立正大学大学金を終
了し、同年4月から2年間NPO法人バードリサーチに努める。主に冬に日本で越冬する小鳥の分析などを行っていた。

授業の学習
内容

行動生態学とはどんなことを研究する分野なのかを人に説明できるようにするため、その前段階である「進化」について学習する

到達目標　
①行動生態学とは何かを一般の人達に説明できる
②行動生態学を研究している人たちと、研究に関する議論に参加できる

評価方法と基準

作品評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。
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）

担当教員 山﨑　優佑

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 行動生態学Ⅰ

必修
選択



回数 日程 授業形態
1 講義
2 "
3 "
4 "
5 "
6 "
7 自習
8 "
9 "
10 "
11 "
12 "
13 "
14 試験

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントの配布を行います。

※材料は学校で準備をします。※自主的に作成したい作品の材料は各自準備してください。※クラフトルームの使用は必ず申請し、許可を得てください。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

試験解答及び全過程の総括（後期に学習したことを復習できる） 事前学習：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 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します。

発表
（行動生態学とは何かを研究事例も交えて人に説明できるようになる）

発表の振り返り（自分の説明の仕方をより良いものにできる）
事前学習：自分の発表の反省点や他の人の発表の良かったところについて振り返ってお

く

試験勉強（後期に学習したことを復習できる）
事前準備・時間外学習：何が分かっていないか整理しておく。分からなかったことは遠慮

なく講師に質問する

発表の準備
（行動生態学とは何かを研究事例も交えて人に説明できるようになる）

"

発表の準備
（行動生態学とは何かを研究事例も交えて人に説明できるようになる）

"

発表
（行動生態学とは何かを研究事例も交えて人に説明できるようになる）

信号・コミュニケーション
（生物のコミュニケーションに関する研究事例を説明できる）

"

系統種間比較
（系統を考慮した行動生態の研究事例を説明できる）

"

発表の準備
（行動生態学とは何かを研究事例も交えて人に説明できるようになる）

準備学習・時間外学習：「行動生態学とは何を研究する学問か？」を研究事例も交えて

説明できるようにす

採餌・捕食回避
（動物の採餌や捕食回避に関する研究事例を説明できるようになる）

準備学習：「生態学とは何か？」「生物学における進化とは何か？」「行動生態学とは何
を研究する学問か？」を説明できるようにする

時間外学習：講義の内容を復習する

移動
（動物の長距離移動に関する研究事例を説明できるようになる）

"

社会行動
（動物の利他行動等に関する研究事例を説明できる）

"

前期の復習と課題について（前期の復習ができる）
準備学習：「生態学とは何か？」「生物学における進化とは何か？」「行動生態学とは何

を研究する学問か？」を説明できるようにする

教員の略歴
子供のころから恐竜が好きで、鳥類は恐竜から進化した知ってから鳥類の研究を行うようになる。2019年3月に立正大学大学金を
終了し、同年4月から2年間NPO法人バードリサーチに努める。主に冬に日本で越冬する小鳥の分析などを行っていた。

授業の学習
内容

前期の講義で学んだことをもとに、行動生態学ではどんな研究がされているかを学習する。また、「行動生態学とは何を研究する学
問か？」を研究事例も交えて、一般の人たちに分かるよう、説明できるよう訓練する。

到達目標　
①行動生態学とは何かを一般の人達に説明できる
②行動生態学を研究している人たちと、研究に関する議論に参加できる

評価方法と基準

作品評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。
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）

担当教員 山﨑　優佑

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 行動生態学Ⅱ

必修
選択



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 振り返り

　【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントの配布を行います。予習としてＹｏｕｔｕｂｅ動画の視聴を適宜勧めます。

※材料は学校で準備をします。※恐竜校舎地下、321教室の両方を使用します。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

筆記試験 筆記試験

飼育管理手順について、飼育している生物について 前期の振り返り

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します。

魚類飼育の教材について　　ろ過装置②　エアーレーション
投げ込み式／底面／スポンジ　　　メリットとデメリット

各種ろ過装置と窒素還元の関係を調べる

魚類飼育の教材について　　ろ過装置③　マグネットポンプ
上部式／外掛け式／外部式

各種ろ過装置と窒素還元の関係を調べる

魚類飼育の教材について　　ろ過装置④　マグネットポンプ
オーバーフロー式とサイフォンの原理

各種ろ過装置と窒素還元の関係を調べる

魚類飼育の機材について　　水槽①　ガラス／アクリルのメリットデメリット 有機ガラス・無機ガラスの違いを調べる　シリカとアクリル

魚類飼育の機材について　　水槽　②ガラス／アクリルの加工 今までの重要キーワードの振り返り

魚類飼育の教材について　　ろ過装置①　エアーレーション
エアリフトと曝気　エアレーションーとCO2の関係

各種ろ過装置と窒素還元の関係を調べる

水について④濃度について　　％／‰／ｐｐｍ　濃度の計算 濃度計算の予習

飼育水の変化①　硝化のサイクルとＰＨの関係 自然界の硝化作用について調べる

飼育水の変化②　硝化から窒素還元　海水魚とサンゴの飼育方法 干潟の役割と赤潮、青潮の仕組みを調べる

水について①酸度（水素イオン濃度）の調べ方
水道水／ミネラルウォーター／飼育水／　ＢＴＢ溶液を使って

世界の水の循環について学ぶ、海水の量・淡水の量

水について②海水と淡水の違い　硬度とＰＨの関係／海水の作り方 海水の成分の予習／好きな寿司ネタ・魚の味を調べる

水について③浸透圧　硬度・ＰＨ・濃度／比重について 身近にある浸透圧を利用したものを調べる

動物を飼育するにあたって大切な心構え／4つの大切な事／授業目的・目標を明
確にして、方法としての学習方法を理解する

自分が飼育したことのある動物について振り返る。いつ・どのくらい飼育でき
たか？なぜ飼育したのか？など

教員の略歴

授業の学習
内容

魚類・両生爬虫類の基本的な飼育管理を学び、卒業後の業務に活かす方法を学びます。

到達目標　
動物を飼育する心構えを理解できる。
基本的な道具を正しく扱えるようになる。

評価方法と基準

作品評価：GPA（A100～90　B89～80　C79～70　D69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。レポートはルーブリック評価を行う。
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・もしくは課題の再提示）の提出をもって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）

担当教員 江口

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 水生生物飼養管理

必修
選択



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 試験
15 振り返り

　【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントの配布を行います。予習としてＹｏｕｔｕｂｅ動画の視聴を適宜勧めます。

※材料は学校で準備をします。※恐竜校舎地下、321教室の両方を使用します。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

筆記試験 筆記試験

試験の振り返りと、1年制への引継ぎ　　　飼育管理て銃を、説明し指導するこ
とができる。

前期の振り返り

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します。

魚類飼育演習　／　爬虫類両生類飼育演習　③　　2名を中心にチームで飼育管
理を行い、1週間の情報を共有することができる

生体解説パネル作成

魚類飼育演習　／　爬虫類両生類飼育演習　④　　2名を中心にチームで飼育管
理を行い、1週間の情報を共有することができる

生体解説パネル作成

魚類飼育演習　／　爬虫類両生類飼育演習　⑤　　2名を中心にチームで飼育管
理を行い、1週間の情報を共有することができる

生体解説パネル作成

魚類飼育演習　／　爬虫類両生類飼育演習　　管理マニュアルの説明　　　マ
ニュアルに従った管理の基本を理解し、日々の観察を怠ることなく工夫し続け

管理マニュアルの熟読

魚類飼育演習　／　爬虫類両生類飼育演習　①　　2名を中心にチームで飼育管
理を行い、1週間の情報を共有することができる

今までの重要キーワードの振り返り

魚類飼育演習　／　爬虫類両生類飼育演習　②　　2名を中心にチームで飼育管
理を行い、1週間の情報を共有することができる

生体解説パネル作成

魚類飼育実習　／　爬虫類飼育の注意　餌についての注意　　生き餌の管理・
その他配合飼料の管理が適切に行えるようになる

飼育種ジャイアントゲッコウについて調べる

魚類飼育実習　／　爬虫類飼育の注意　ハンドリングと病気について　　ハン
ドリングの必要性とその弊害について理解し、動物愛護法に基づいた管理記録

飼育種のカメについて調べる

魚類飼育実習　／　爬虫類飼育の注意　　爬虫類以外の生態管理と校舎敷地に
おける植栽の管理ができるようになる

サソリ・ヤスデについて調べる

魚類飼育実習　／　爬虫類飼育の注意　入れ物の注意　飼育ケージの取り扱い
が安全にできるようになる

飼育種ボールパイソン他ヘビ類について調べる

魚類飼育実習　／　爬虫類飼育の注意　温度と光の注意　　日々の温度管理、
湿度調整、ライトなどの機器を扱えるようになる

飼育種エリマキトカゲについて調べる

魚類飼育実習　／　爬虫類飼育の注意　床材とレイアウトの注意　　床材の種
類、その管理（交換）などを安全にできるようになる

飼育種バナナスパイに―テールイグアナについて調べる

魚類管理実習　／　現在飼育している爬虫類についての説明　　なぜ飼育され
ているのか、理由を説明できるようになる

爬虫類展示解説パネルの作成

教員の略歴

授業の学習
内容

魚類・両生爬虫類の基本的な飼育管理と実技を学び、卒業後の業務に活かす方法を学びます。

到達目標　

動物を飼育する心構えを理解できる。
基本的な道具を正しく扱えるようになる。
基本種の飼育管理を適切に行うことができる。
不測の事態の対応、リスクマネージメントを行うことができる。
爬虫類両生類飼育管理方法の基礎を人に伝えることができる。
最終試験において作品評価60点以上を取得し、単位の認定を受ける。

評価方法と基準

作品評価：GPA（A100～90　B89～80　C79～70　D69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。レポートはルーブリック評価を行う。
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・もしくは課題の再提示）の提出をもって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）

担当教員 江口

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 爬虫類・両生類飼育管理

必修
選択



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 演習
15 演習

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

木材の加工　仕上げ　②　　　　　評価
化石用展示ケースに合わせた台座の作成と運搬用木箱　自己評価と全体評価

振り返り

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します。

　【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントの配布を行います。予習としてＹｏｕｔｕｂｅ動画の視聴を適宜勧めます。

※材料は学校で準備をします。※自主的に作成したい作品の材料は各自準備してください。※クラフトルームの使用は必ず申請し、許可を得てください。

木材の加工　　切り出し　①
化石用展示ケースに合わせた台座の作成と運搬用木箱の材料の切り出しができる

自主的に作成したい作品の設計木材の加工　　切り出し　②
化石用展示ケースに合わせた台座の作成と運搬用木箱の材料の切り出しができる
木材の加工　　組み立て　①
化石用展示ケースに合わせた台座の作成と運搬用木箱の組み立て準備　パーツの
木材の加工　　組み立て　②
化石用展示ケースに合わせた台座の作成と運搬用木箱の組み立ての実演を安全に

自主的に作品を作る（素材の設定・工具の設定と使用・用途
と実用の検証）

木材の加工　　組み立て　③
化石用展示ケースに合わせた台座の作成と運搬用木箱の組み立ての実演を安全に
木材の加工　塗装　①　　　　下塗り
化石用展示ケースに合わせた台座の作成と運搬用木箱の本塗り前の下地加工がで
木材の加工　塗装　③　　　　上塗り
化石用展示ケースに合わせた台座の作成と運搬用木箱の上塗りを慎重に行うこと
木材の加工　仕上げ　①　　　　細部の加工
化石用展示ケースに合わせた台座の作成と運搬用木箱の上塗りを美しく行うこと

クラフトルームの使い方と工具の使い方　①
クラフトルームの機材の配置を把握できる 使用する工具の名前と使用方法を自主学習クラフトルームの使い方と工具の使い方　②
クラフトルームの機材とその消耗品・アッセンブリーの配置を把握できる
木材の加工　　設計
化石用展示ケースに合わせた台座の作成と運搬用木箱の設計ができる

木材の加工動画と制作する作品のイメージを明確にする

半期の授業スケジュールと学ぶ内容を理解する
木工の基本となる木材の種類の自主学習

クラフトルームの使い方と工具の使い方　実演見学

教員の略歴

授業の学習
内容

プレパレーション（準備）とは広い意味がありますが、この授業では化石・標本を展示するにあたり必要な技術を身に付けます。
また、標本を美しく、より特徴を理解してもらう為にも、長期にわたり劣化・破損を最小限にとどめることが必要です。
前期の授業では、正しい工具の使い方を中心に実技を中心に学習します。

到達目標　

基本的な工具の種類を知る。
基本的な工具を、安全に使用できるようになる。
標本を美しく展示する為の、木工加工ができる。

最終試験において作品評価60点以上を取得し、単位の認定を受ける。

評価方法と基準

作品評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
作品評価。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員 佐藤

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 化石プレパレーションⅠ1

必修
選択



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】　必要に応じてプリントの配布を行います。予習としてＹｏｕｔｕｂｅ動画の視聴を適宜勧めます。

※材料は学校で準備をします。※自主的に作成したい作品の材料は各自準備してください。※クラフトルームの使用は必ず申請し、許可を得てください。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

金属の加工　　切断と曲げ　②　　ダチョウの卵台
金属の種類と加工の基礎　安全な切断と曲げができるようになる
金属の加工　　溶接　　　　　①　　ダチョウの卵台
簡単な電気溶接を安全にできるようになる
金属の加工　　溶接　　　　　②　　ダチョウの卵台
簡単な電気溶接を安全にできるようになる
金属の加工　　仕上げ　塗装下地　　　　①　　ダチョウの卵台
金属の下塗りを行うことができる
金属の加工　　仕上げ　塗装上塗り　　　②　　ダチョウの卵台
金属の上塗りを美しく行うことができる

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します。

木材の加工　　　鉱物展示用ケース作成　　①
升目に区切られた展示ケースを作成できる
木材の加工　　　鉱物展示用ケース作成　　②
升目に区切られた展示ケースを作成できる
木材の加工　　　鉱物展示用ケース作成　　③
升目に区切られた展示ケースを作成できる
木材の加工　　　鉱物展示用ケース作成　　④
升目に区切られた展示ケースを作成できる
木材の加工　　　鉱物展示用ケース作成　　⑤
升目に区切られた展示ケースを作成できる
金属の加工　　切断と曲げ　①　　ダチョウの卵台
金属の種類と加工の基礎　安全な切断ができるようになる

評価方法と基準

作品評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
試験資格は学生便覧学則に沿うものとする。
出席率66.7％以上に試験受験後の単位認定を行う。
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）
木材の加工　　　補強の加工　①
作品の補強の為の木材加工の行い方を理解できる

商品・展示品としての作品を作る（素材の
設定・工具の設定と使用・用途と実用の検

証）

木材の加工　　　補強の加工　②
補強材としての木材の加工ができるようになる
木材の加工　　　繋ぎと可動　　①
木材による資材同士の繋ぎ方と可動の加工ができるようになる
木材の加工　　　繋ぎと可動　　②
木材による資材同士の繋ぎ方と可動の加工ができるようになる

教員の略歴

授業の学習
内容

プレパレーション（準備）とは広い意味がありますが、この授業では化石・標本を展示するにあたり必要な技術を身に付けます。
また、標本を美しく、より特徴を理解してもらう為にも、長期にわたり劣化・破損を最小限にとどめることが必要です。
前期の授業では、正しい工具の使い方を中心に実技を中心に学習します。

到達目標　

基本的な工具の種類を知る。
基本的な工具を、安全に使用できるようになる。
標本を美しく展示する為の、木工加工・溶接・アクリル加工・ガラスの切断ができる。

最終試験において作品評価60点以上を取得し、単位の認定を受ける。

担当教員 佐藤

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 化石プレパレーション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 試験

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

試験 試験の準備

振り返り 試験の振り返り

準備学習　時間外学習

アマゾナイト レポート

トルコ石 レポート

ラブラドライト/スペクトロライト レポート

ムーンストーン レポート

ラピスラズリ レポート

オパール レポート

黒曜石 レポート

タイガーアイ レポート

フローライト レポート

水晶 レポート

アメジスト レポート

メノウ(アゲート) レポート

オリエンテーション　鉱石及びジェムストーンとは何
か

レポート

教員の略歴 立正大学文学部地理学科卒、通信制高校サポート校栄光国際学院、わせがく高等学校、東邦大学付属東邦中学高等学校、

授業の学習
内容

鉱石やジェムストーンを学ぶ。

到達目標　

・鉱石やジェムストーンの存在を知る。
・それぞれの鉱石やジェムストーンの生成過程を理解する。
・それぞれの鉱石やジェムストーンの特徴を見極められるようになる。
・鉱物やジェムストーンの加工について知る。
・加工された物と未加工の物の違いがわかるようになる。
・鉱物やジェムストーンの加工技術の基本を習得する。

評価方法と基準

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 保坂尚伸

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 　　鉱物とジェムストーンⅠ

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 試験

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

試験 試験の準備

振り返り 試験の振り返り

準備学習　時間外学習

アンバー(琥珀) レポート

ラリマー レポート

モリオン・スモーキークオーツ・シトリン レポート

セレナイト レポート

ミネラルショー見学(東京国際ミネラルショーが開催
された場合)

レポート

デザートローズ レポート

パイライト レポート

カルサイト レポート

ルチル レポート

ダイヤモンド レポート

ルビー/サファイア レポート

ヒスイ レポート

金・銀・銅 レポート

教員の略歴 立正大学文学部地理学科卒、通信制高校サポート校栄光国際学院、わせがく高等学校、東邦大学付属東邦中学高等学校、

授業の学習
内容

鉱石やジェムストーンを学ぶ。

到達目標　

・鉱石やジェムストーンの存在を知る。
・それぞれの鉱石やジェムストーンの生成過程を理解する。
・それぞれの鉱石やジェムストーンの特徴を見極められるようになる。
・鉱物やジェムストーンの加工について知る。
・加工された物と未加工の物の違いがわかるようになる。
・鉱物やジェムストーンの加工技術の基本を習得する。

評価方法と基準

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 保坂尚伸

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 　　鉱物とジェムストーンⅡ

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 講義・個人W・

2 講義・個人W・

3 講義・個人W・

4 講義・個人W・

5 講義・個人W・

6 講義・個人W・

7 講義・個人W・

8 講義・個人W・

9 講義・個人W・

10 講義・個人W・

11 講義・個人W・

12 講義・個人W・

13 講義・個人W・

14 試験

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　  「超速マスター！一般常識＆時事問題」（高橋書店）

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オリジナルプリント

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

時事、理科分野に興味を持ち知識を増やす

社会分野に興味を持ち知識を増やす
SPIテスト問題を解いてみる

文化・スポーツ分野に興味を持ち知識を増やす SPIテ
スト問題を解いてみる

筆記テスト

試験の解答・解説
前期授業のまとめと継続学習の動機付け

準備学習　時間外学習 事後学習を通じて、積極的に興味を深め、知識を増やす努力をすることが望ましい

時事、数学・理科分野に興味を持ち知識を増やす

時事、文化・スポーツ分野に興味を持ち知識を増やす

時事、社会分野に興味を持ち知識を増やす

時事、国語分野に興味を持ち知識を増やす

時事、英語分野に興味を持ち知識を増やす

時事、数学分野に興味を持ち知識を増やす

評価方法と基準 出席＝20%、期末試験＝40%、授業態度＝40%の合計100点満点

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

教養とは何か？なぜ一般教養を学ぶのか？
①準備学習、時間外学習は特に必要ないが、ニュース
等を通じて、常に世の中で起こっていることをを知っ
ておくようにすることが望ましい。
②授業で学んだことの中で興味のある分野について
は、関連図書を読むなど、自ら積極的に知識を増やす
よう努力することが望ましい。

時事、社会分野に興味を持ち知識を増やす

時事、社会分野に興味を持ち知識を増やす

時事、英語・国語分野に興味を持ち知識を増やす

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る
・卒業後に仕事場で、様々なバックグラウンドを持つ人々と交流することを想定し、広い分野の知識を増やし、円滑なコミュニケー
ションが取れるようにする
・中学・高校で学んだ基本的な知識の復習、各種試験の演習を通して、就職試験の一般教養テストの対策を行う
・講義形式は授業の前半は時事、後半はテキストを使って講義学習（および問題）を行う

到達目標　
・全く知らないという用語を極力減らし、用語・内容共に聞いたことがあるというレベルに引き上げる
・広い知識を持つことの重要性を認識し、興味のない分野の学習も積極的に行う
・様々なことに興味を持ち、自ら積極的に学習をすすめられるようにする

担当教員 松山智彦

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

科目名 一般教養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 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・イノベーション科（4年制）

科目名 比較解剖学Ⅰ

必修
選択

担当教員 髙山清次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

比較解剖学の概念①
適応、種分化について、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

「恐竜」というキーワードの業界で働く上で、必要になると考えられる恐竜の解剖学をその他の動物と比較することで深く学び、理解
することを目的としている。

到達目標　
「恐竜」等の化石の各部の構造や働き等を理解した上で、解説やレプリカ作成時等の実践で活用できるようになることを目標として
いる。

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）

比較解剖学の概念②
発生、生物進化について、理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

動物の進化の歴史について、理解できる。 テキストの範囲を予習・復習する。
外皮：魚類・水生両生類の表皮、四肢動物の表皮等に
ついて、理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。
魚類から哺乳類までの外皮①　無顎類、軟骨魚類、硬
骨魚類について、理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。
魚類から哺乳類までの外皮②　両生類、爬虫類、鳥
類、ほ乳類について、理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。
骨の構造
骨、軟骨等について、理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。
脊柱の構造①椎骨の形態、魚類の脊柱について、理解
できる。

テキストの範囲を予習・復習する。
脊柱の構造②　（四肢動物の椎骨の進化等）につい
て、理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。
肋骨の構造①
魚類、両生類について、理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

　【使用教科書・教材・参考書】　

学校の図書室にある比較解剖学等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

1

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

肋骨の構造②
爬虫類、鳥類、哺乳類等について理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

頭蓋の構造①　神経頭蓋について、理解できる。 テキストの範囲を予習・復習する。
頭蓋の構造②　　両生類、爬虫類、鳥類､哺乳類につ
いて理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。



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・イノベーション科（4年制）

科目名 比較解剖学Ⅱ

必修
選択

担当教員 髙山清次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

四肢動物の体肢①　　前肢…飛翔への適応について理
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

「恐竜」というキーワードの業界で働く上で、必要になると考えられる恐竜の解剖学をその他の動物と比較することで深く学び、理解
することを目的としている。

到達目標　
「恐竜」等の化石の各部の構造や働き等を理解した上で、解説やレプリカ作成時等の実践で活用できるようになることを目標として
いる。

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）

四肢動物の体肢②　　前肢…海洋生活への適応、快足
への適応等について理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。
四肢動物の体肢③　　後肢…海洋哺乳類の櫂こぎと速
泳等について理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

筋：横紋筋、心筋、平滑筋について理解できる。 テキストの範囲を予習・復習する。
①骨格筋：　器官としての骨格筋について理解でき
る。

テキストの範囲を予習・復習する。
②体軸筋：　魚類、四肢動物の体幹および尾部の筋に
ついて理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

③体肢筋：　魚類、四肢動物について理解できる。 テキストの範囲を予習・復習する。
消化器系：　口と口腔、腸管、肝臓と胆嚢、膵臓につ
いて理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

呼吸器系：　　鰓、肺と気道について理解できる。 テキストの範囲を予習・復習する。
循環系：　血液、心臓とその進化、等について理解で
きる。

テキストの範囲を予習・復習する。

　【使用教科書・教材・参考書】　

学校の図書室にある比較解剖学等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

1

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

泌尿生殖器：　腎臓、膀胱、総排泄膣について理解で
きる。

テキストの範囲を予習・復習する。
神経系：　神経系の先生と分化、脳、等について理解
できる。

テキストの範囲を予習・復習する。
感覚器：　視覚機、嗅覚機、皮膚受容器、等について
理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。



必修
選択

選択 1

回数 日程

9

13

科目名 生物復元テクニックⅠ1 年次 担当教員

西山 桂太郎授業形態 講義・演習 単位

学科・コース
エコ・イノベーション科（4
年制）

到達目標 商業施設・働く場においてのイラストレーションの活用

実際のケースを想定してたトレーニングを行い現場で活用できる技術の習得生きていく中での余暇の過ごし方・選択肢としてのデザイン

評価方法と基準 提出物

教員の略歴 広告代理店退社後フリーランス    イラストレーター   デザイン

授業の学習内容 イラストレーションの楽しさを学ぶ              画材の使用方法を

一般誌におけるカットの書き方                   オリジナルの表現方法の発見

また、様々な手法を学ぶ。                            偶然性の面白さの模索

2
実習・講義 資料を使い猫の犬態を模索する

動物をディフォルメしキャラクターへ変換する技術・また擬人化してみ
る。

ボールオペン画    素描5分のイラストレーションの練習猫    犬

授業形態 学習内容 準備学習

1
実習・講義 資料を使い猫の形態を模索する

動物をディフォルメしキャラクターへ変換する技術・また擬人化してみ
る。

4
実習・講義 キャラクターデザインのコツ・人間の描き方02

人体の頭身を変えることによっての変化の模索・オリジナルキャラク
ター

２色のみ使用したイラストレーションの模索

3
実習・講義 キャラクターデザインのコツ・人間の描き方01

人体の頭身を変えることによっての変化の模索・オリジナルキャラク
ター

キャラクターデザインのモチーフになるデザインの情報収拾

6
実習・講義 トレースダウン手法使用したイラストレーションの完成丁寧に仕上げる

スキルの構築

ボールオペン・鉛筆によるクロッキー・

ファッション雑誌のトレース、人間のポーズや頭身の把握

5
実習・講義 資料を使い海の生き物をイラストレーションで描く

ディフォルメしキャラクターへ変換する技術・また擬人化してみる。
２色のみ使用したイラストレーションの模索

8
実習・講義 文字の模索/POP

フォント、袋文字、見え方や描き方・文字による印象・違いの発見

パンフレット・街中のフライヤーのデザインに触れるまた、気に入ったデザインを集める習慣を身につける

7
実習・講義 校内でのスケッチと擬人化・ディフフルメ・着彩

人体の頭身・ポーズ・クロッキーを参考にディフォルメする体験

ボールオペン・鉛筆によるクロッキー・できれば街であるく人物画

11
実習・講義 01書籍の仕事・実習

実際の生き物の特性を想定した説明文・イラストレーションの作成

本屋に行き・自分の好きなジャンルのイラスとを探してみる

クロスワードパズルの表紙、中身のイラストレーションを確認してみる

実習・講義 人間の似顔絵・コツまた特徴を捉える
人間の顔・素描10分（ネットで検索した老人の画像を使用）ボールペン

10
実習・講義 動物の顔をテーマに作品を制作

アクリル絵の具を使用した作品の制作
キャラクターデザインのモチーフになるデザインの情報収拾

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

実習・講義 鳥類・両生類・爬虫類01        擬人化やキャラクターに変換 飼育に関する
イラストレーション    生体と合わせたデザイン

キャラクターデザインのモチーフになるデザインの情報収拾 講評にむけて、作品コンセプトのスピーチ原稿（２～3分程度）

14
実習・講義 鳥類・両生類・爬虫類02

ノベルティーグッツのデザイン    キャラクターグッツ販売の想定

キャラクターデザインのモチーフになるデザインの情報収拾

12
実習・講義 02書籍の仕事・実習

実際の生き物の特性を想定した説明文・イラストレーションの作成

本屋に行き・自分の好きなジャンルのイラスとを探してみる

クロスワードパズルの表紙、中身のイラストレーションを確認してみる



回数 日程 授業形態

1 講義・実習

2 講義

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

15 実習

14 実習

15 実習

授業の学習
内容

インターネットを使って論文を調べたり、論文の構成を学んだり、興味のある論文を見つけて要約を発表していただく授業です。オリジ
ナルの論文も書いて発表していただきます。

担当教員 斎藤勇太

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

科目名
論文研究Ⅰ 必修

選択
選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

論文発表や発表用の資料作成の例を学ぶ。 発表用の論文の分野を決めておく。

到達目標

①自ら論文を探して、正しく引用できる。

②論文の構成を理解している。

③学術論文の体裁を取った記事を書ける。

評価方法と基準 プレゼンテーション評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
論文の構成、ルールを理解する。インターネットで論

文を検索できるようになる。
各検索エンジンを使用してみる。

教員の略歴
日本大学生物資源科学部卒業。ケラトプスユウタ名義で国内外の恐竜博物館や発掘地、特別展などの写真やレポート
を「ケラトプスユウタの恐竜旅行ブログ」で公開中。

日本語の論文を探して一つ選ぶ。選んだ論文を読んで
理解する。

論文の理解を深める。

選んだ日本語の論文を発表するための資料を作成す
る。

資料作成を続ける。

選んだ日本語の論文を発表する。 資料作成を続ける。

論文の研究テーマを決める。 論文研究を始める。

論文を作成するための研究を行う。 研究を進める。

英論文を探して一つ選ぶ。選んだ論文を読んで理解する。 論文の理解を深める。

選んだ英論文を発表するための資料を作成する。 資料作成を続ける。

選んだ英論文を発表するための資料を作成する。 資料作成を続ける。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

論文発表。 自主的に研究を行う。

準備学習　時間外学習 事前学習を行うことで実習内での学びの展開を促します。

　【使用教科書・教材・参考書】　

論文を作成するための研究を行う。 研究を進める。

論文を作成するための研究を行う。または論文執筆。 研究を進める。または論文執筆を進める。

論文執筆。 論文執筆を進める。

英論文の内容を日本語で発表する。 研究テーマを考えておく。



回数 日程 授業形態

1 講義・実習

2 講義

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

15 実習

14 実習

15 実習

授業の学習
内容

インターネットを使って論文を調べたり、論文の構成を学んだり、興味のある論文を見つけて要約を発表していただく授業です。オリ
ジナルの論文も書いて発表していただきます。

担当教員 斎藤勇太

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

科目名
論文研究Ⅱ 必修

選択
選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

論文発表や発表用の資料作成の例を学ぶ。 発表用の論文の分野を決めておく。

到達目標

①自ら論文を探して、正しく引用できる。

②論文の構成を理解している。

③学術論文の体裁を取った記事を書ける。

評価方法と基準 プレゼンテーション評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
論文の構成、ルールを理解する。インターネットで論

文を検索できるようになる。
各検索エンジンを使用してみる。

教員の略歴
日本大学生物資源科学部卒業。ケラトプスユウタ名義で国内外の恐竜博物館や発掘地、特別展などの写真やレポー
トを「ケラトプスユウタの恐竜旅行ブログ」で公開中。

日本語の論文を探して一つ選ぶ。選んだ論文を読んで
理解する。

論文の理解を深める。

選んだ日本語の論文を発表するための資料を作成す
る。

資料作成を続ける。

選んだ日本語の論文を発表する。 資料作成を続ける。

論文の研究テーマを決める。 論文研究を始める。

論文を作成するための研究を行う。 研究を進める。

英論文を探して一つ選ぶ。選んだ論文を読んで理解する。 論文の理解を深める。

選んだ英論文を発表するための資料を作成する。 資料作成を続ける。

選んだ英論文を発表するための資料を作成する。 資料作成を続ける。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

1

論文発表。 自主的に研究を行う。

準備学習　時間外学習 事前学習を行うことで実習内での学びの展開を促します。

　【使用教科書・教材・参考書】　

論文を作成するための研究を行う。 研究を進める。

論文を作成するための研究を行う。または論文執筆。 研究を進める。または論文執筆を進める。

論文執筆。 論文執筆を進める。

英論文の内容を日本語で発表する。 研究テーマを考えておく。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 "

3 "

4 "

5 実習

6 講義

7 "

8 "

9 "

10 相模湖カヌー実

11 講義

12 "

13 "

14 試験

15 講義

準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

「植物」の基礎を理解し、鳥類の生息状況を分析するため上で、植物のどのような情報が必要なのかを学習する

担当教員 山﨑　優佑

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

科目名
環境と進化Ⅰ

必修
選択

子供のころから恐竜が好きで、鳥類は恐竜から進化した知ってから鳥類の研究を行うようになる。2019年3月に立正大学大学金を終了し、同年4月から2年間NPO法人バードリサーチに努める。主に冬
に日本で越冬する小鳥の分析などを行っていた。

選択

到達目標　
①「植物」と「動物」の違いを説明できる
②いつどんな植物が地球上に出現したかを説明できる
③鳥類の生息状況と植生の相関を調べた研究例を1つ紹介できる

年次 2

評価方法と基準
作品評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）

授業計画・内容

準備学習：前回の授業の復習
時間外学習：授業内容の復習

アイスブレイク
みんなに自己紹介をする

自分の名前、趣味、学校を卒業した後、どんなことをしたいか？

生物とは（生物とは何かを説明できるようになる）
準備学習：なし

時間外学習：授業内容の復習

植物の基礎（動物と植物の違いを説明できるようになる）
準備学習：前回の授業の復習
時間外学習：授業内容の復習

植物の歴史
（いつ、どんな植物が地球に出現したかを説明できる）

"

大町実習においてフィールドサインを
見つけることができるようになる

長野県大町市に生息している
生物について調べておく

日本の植生

学習内容

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

みの石滝キャンプ場においてフィールドサインを
見つけることができるようになる

神奈川県相模湖に生息している
生物について調べておく

鳥類の個体数と植生の関係
（鳥類の個体数と植生の関係を調査した研究事例を説明できるようになる）

"

回帰分析とは？
（回帰分析とは何かとこれを用いた研究事例を説明できるようになる）

"

試験勉強（前期に学習したことを復習できる）
事前準備・時間外学習：何が分かっていないか整理しておく。分からなかったことは遠慮

なく講師に質問する

期末試験(ペーパーテスト)

日本の野鳥の分布状況
（繁殖期の日本にいる野鳥の生息状況を理解できる）

"

野鳥の分布調査の方法
（どうやって鳥類の分布を調査しているのか理解できる）

"

鳥類の種数と植生の関係
（鳥類の種数と植生の関係を調査した研究事例を説明できるようになる）

"

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します。

　【使用教科書・教材・参考書】　必要に応じてプリントの配布を行います。

※材料は学校で準備をします。※自主的に作成したい作品の材料は各自準備してください。※クラフトルームの使用は必ず申請し、許可を得てください。

TCA東京ECO動物海洋専門学校



爬虫類研究所代表　「奥出雲多根自然博物館」「恐竜王国2012」監修　

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義 ケージ・保温と水生種の種類・飼育

3 講義 全活動と基本的な飼育法

4 講義 度な飼育法や保全を学ぶ

5 講義 校外実習(予定)

6 講義 度な飼育法や保全を学ぶ

7 講義 の餌学(栄養素と飼育法)

8 講義 地上生種の高度な飼育法

9 講義 ゲの分類と高度な飼育法

10 講義 校外実習(予定)

11 講義 ヤモリ類の高度な飼育法

12 講義 ドクトカゲの高度な飼育法

13 講義 得した知識や技術の確認

14 試験

15 振り返り

科目名 　　爬虫類両生類Ⅰ2

必修
選択

選択 年次 2

到達目標　

爬虫類・両生類とはいかなる動物か、進化的な背景も含めて理解する。水族館・動物園でよく展示されていたり、一般に流通してい
る種類についてひととおりの飼育がこなせるようになる。希少であったり、反対に外来生物として環境問題となっている、また国内外
のネイチャーツアーなどで観察できる代表的な種類を識別できるようになる。およびまた、もし高校で生物を履修していない生徒で
も、爬虫両生類関連の業界に就職した場合に困らないだけの基礎的な知識をつける。

評価方法と基準 定期試験を基準としますが、出席・授業態度も重視します(定期試験80％ 授業内での小テスト・レポート各10％)。

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

水族館など主として海洋生物を取り扱う業界においても、生態系、生物多様性といった概念の普及に伴って、さまざまな動植物の展示や教育活動が行なわれるようになりました。かつては常に脇役に
甘んじていた爬虫類や両生類に対する世間の関心や需要も非常に高まっています。水生生物や愛玩動物を取り扱う問屋、小売店においても、それは同様の傾向にあると考えられます。また、爬虫類・
両生類は他の脊椎動物とも生物学上密接なつながりを持っており、たとえば魚類学を学ぶ際にそれを補完するものとして欠くべからざるものです。
時代のニーズに即した爬虫類・両生類に関する学問的な知識や飼育技術の習得は、今後ますます求められていくものと予想されるため、それに即応した教育を目指します。

担当教員 富田京一

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

1

授業計画・内容

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

爬虫両生類とは何か(復習) 授業の内容について復習(レポート)

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業初め、前回の内容について議論

後期の学習内容に進むためのまとめ 後期に向けた予習(レポート)の指示

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　適宜プリント等を用意します。回によってスライドやビデオ等の画像や、生体・骨格標本・液浸標本も使用。

TCA東京ECO動物海洋専門学校



爬虫類研究所代表　「奥出雲多根自然博物館」「恐竜王国2012」監修　

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義 ケージ・保温と水生種の種類・飼育

3 講義 全活動と基本的な飼育法

4 講義 度な飼育法や保全を学ぶ

5 講義 校外実習(予定)

6 講義 度な飼育法や保全を学ぶ

7 講義 の餌学(栄養素と飼育法)

8 講義 地上生種の高度な飼育法

9 講義 ゲの分類と高度な飼育法

10 講義 校外実習(予定)

11 講義 ヤモリ類の高度な飼育法

12 講義 ドクトカゲの高度な飼育法

13 講義 得した知識や技術の確認

14 試験

15 振り返り

科目名 　　爬虫類両生類Ⅰ2

必修
選択

選択 年次 2

到達目標　

爬虫類・両生類とはいかなる動物か、進化的な背景も含めて理解する。水族館・動物園でよく展示されていたり、一般に流通してい
る種類についてひととおりの飼育がこなせるようになる。希少であったり、反対に外来生物として環境問題となっている、また国内外
のネイチャーツアーなどで観察できる代表的な種類を識別できるようになる。およびまた、もし高校で生物を履修していない生徒で
も、爬虫両生類関連の業界に就職した場合に困らないだけの基礎的な知識をつける。

評価方法と基準 定期試験を基準としますが、出席・授業態度も重視します(定期試験80％ 授業内での小テスト・レポート各10％)。

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

水族館など主として海洋生物を取り扱う業界においても、生態系、生物多様性といった概念の普及に伴って、さまざまな動植物の展示や教育活動が行なわれるようになりました。かつては常に脇役に
甘んじていた爬虫類や両生類に対する世間の関心や需要も非常に高まっています。水生生物や愛玩動物を取り扱う問屋、小売店においても、それは同様の傾向にあると考えられます。また、爬虫類・
両生類は他の脊椎動物とも生物学上密接なつながりを持っており、たとえば魚類学を学ぶ際にそれを補完するものとして欠くべからざるものです。
時代のニーズに即した爬虫類・両生類に関する学問的な知識や飼育技術の習得は、今後ますます求められていくものと予想されるため、それに即応した教育を目指します。

担当教員 富田京一

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

1

授業計画・内容

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

爬虫両生類とは何か(復習) 授業の内容について復習(レポート)

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業初め、前回の内容について議論

後期の学習内容に進むためのまとめ 後期に向けた予習(レポート)の指示

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　適宜プリント等を用意します。回によってスライドやビデオ等の画像や、生体・骨格標本・液浸標本も使用。

TCA東京ECO動物海洋専門学校



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 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

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

科目名 動物の飼養管理/アニマルヒストリー

必修
選択

選択

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。

年次 1年次

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

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。

担当教員 髙山清次

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

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。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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。

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。

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。

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。

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。

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る。 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」

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



爬虫類研究所代表　「奥出雲多根自然博物館」「恐竜王国2012」監修　

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義 学概論Ⅰ(骨格と水生種の種類・飼育

3 講義

4 講義 学概論Ⅱ(皮骨と装甲)

5 講義 剖学概論Ⅲ(筋肉系)

6 講義 校外実習(予定)

7 講義 概論Ⅳ(内臓・呼吸器系)

8 講義 学概論Ⅴ(皮膚・羽毛系)

9 講義 剖学概論Ⅵ(卵と胚)

10 講義 校外実習(予定)

11 講義 概論Ⅶ(脳・感覚系)その①

12 講義 概論Ⅶ(脳・感覚系)その②

13 講義 得した知識や技術の確認

14 試験

15 振り返り

1

科目名 　　恐竜学Ⅱ1

必修
選択

選択 年次

到達目標　

恐竜とは何か、他の爬虫類をはじめ鳥類、哺乳類、両生類、昆虫、植物との関係や、地球環境との繋がりを含めて理解する。博物
館や恐竜展でよく展示されていたり、図鑑や模型で一般的な知名度の高い恐竜について基本的な解説がこなせるようになる。ま
た、もし高校で地学や生物を履修していない生徒でも、恐竜や古生物、進化に関連した業界に就職した場合に困らないだけの基礎
的な知識をつける。

2

学科・ｺｰｽ エコ・イノベーション科（4年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

かつて、恐竜と言えば日本の科学界においては異端として、ともすれば蔑ろにされた残念な歴史があります。それは国内で恐竜化石が未発見だった過去の状況からすれば致し方なかったのでしょう。
しかし現在では、恐竜化石の発見地は18都道府県におよび、魚竜や翼竜など近縁な大型爬虫類まで含めれば、国内の大半の地域が該当する勢いです。しかも恐竜は滅び去った時代遅れの代物では
なく、鳥類として今なお繁栄を極めていることが証明されています。動物園や水族館、鳥や爬虫両生類を取り扱う小売店など、主として現生生物を取り扱う業界においても、恐竜や進化に関する知識の
需要も高まっており、こうした時代のニーズに即応すべく、ベーシックな知識や技術の習得を目指します。

担当教員 富田京一

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

評価方法と基準 定期試験を基準としますが、出席・授業態度も重視します(定期試験80％ 授業内での小テスト・レポート各10％)。

授業計画・内容

恐竜の定義と特徴(一年時の復習) 授業の内容について復習(レポート)

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業初め、前回の内容について議論

恐竜解剖学概論Ⅰ(骨格系)その② 授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

後期の学習内容に進むためのまとめ 後期に向けた予習(レポート)の指示

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

授業初め、前回の内容について議論

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　教科書 『恐竜の教科書』ダレン・ナイシュ/ポール・バレット(著) 小林快次/久保田克博/千葉謙太郎(監修・翻訳) 創元社　副読本 『そうだったのか！ 初耳恐竜学』富田京一(著) 小学館　その他適宜プリント等を用意
します。回によってスライドやビデオ等の画像や、生体・骨格標本・液浸標本も使用。

夏休みに向けてのレポート提出

TCA東京ECO動物海洋専門学校
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