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1

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 講義、演習

【チームワーク力】グループで課題解決に向けて協
力できる（教科書　第２章Ⅱ）

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

TCA東京ECO動物海洋専門学校

【前期試験】前期に学んだことを整理し、自分を振
り返り、達成や課題を分析できる

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【振り返り】前期試験結果と自己チェックを振返
り、後期に向け目標を設定することができる

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

準備学習　時間外学習 毎回の授業終了時に次の授業までの行動計画を立て、実践、次の授業で振り返る

【検定講義①】CSU検定に向け、各章のポイントを
理解できる（教科書第1.2章）

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

　【使用教科書・教材・参考書】　教科書「コミュニケーションスキルアップ検定」/その他ワークシート

【基礎コミュニケーション力】結論からわかりやす
く伝える型を実践できる（教科書第３章Ⅱ）

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【基礎コミュニケーション力】適切な自己表現の方
法理解し、を習得できる（教科書第３章Ⅰ）

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【基礎コミュニケーション力】温かいことばかけの
大切さを理解し、実践できる（教科書第３章Ⅰ）

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【ビジネスコミュニケーション力】第一印象の重要
性を理解し、好感度アップを意識できる（教科書第

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【基礎コミュニケーション力】会話の成り立ちを理
解し、基本スキルを習得できる（教科書第２章Ⅰ）

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【基礎コミュニケーション力】話す/聴くのポイン
トやコツを理解して実践できる（教科書第２章Ⅰ）

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【チームワーク力】グループの目的と個々の役割を
理解し、取り組むことができる（教科書　第２章

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【チームワーク力】グループの目的と個々の役割を
理解し、取り組むことができる（教科書　第２章

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【基礎コミュニケーション力】自分と他者との価値
観の違いを理解することができる（教科書第1.2

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【自己理解力・他者理解力】他者との交流を通して
共通点や相違点に気づくことができる（教科書第

【オリエンテーション】自己スキルチェックで自己
分析、課題発見ができる ※アイスブレーキング

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

教員の略歴 フリーの編集者・ライター、現在は主に研修講師として活動。若者支援活動の経験も持つ。

授業の学習
内容

この授業では、基礎コミュニケーションおよび、社会人として必要となるビジネスコミュニケーションで重要なマイ
ンドやスキルを身につけていきます。「クラスの仲間との関係つくり」から「実習先、社会人に向け必要な振る舞
い」まで、いろいろなコミュニケーションのトレーニングをしていく授業です。
また、知識としての理解だけでなく、体験ワークを中心に行い、自ら考え、実践できるレベルを目指していきま
す。

到達目標　

・他者と自分自身の価値観の違いを理解し、お互いを尊重した人間関係を構築することができる。
・自分自身の特徴を知り、様々な場面で自己表現ができる。
・チームワークとはどんなものかを理解し、チームの目的や役割を意識してチームに参加できる。
・人間関係を円滑に進めるための様々なコツを理解し、体験を通して身につけることができる。

評価方法と基準

【評価方法】
１）定期試験90％　２）授業姿勢・出席状況10％
【評価基準】
１）定期試験は、各設問ごとに点数を設け、授業テーマの理解度や自己分析の度合いに応じて、合算して算出する。
２）授業態度は、参加姿勢や提出物の有無、内容を含む。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

松井
かおり

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1年

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名
CSUⅠ1

(コミュニケーション・スキルアップ)

必修
選択



30

4

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 講義、演習

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【検定講義②】CSU検定に向け、各章のポイントを
理解できる　（教科書第3章）

【セルフコントロール1】アンガーマネジメント

【検定講義③】CSU検定に向け、各章のポイントを
理解できる（教科書第4章）
【チームワーク力】チーム内で積極的に意見交換が
できる（教科書第3章-3）
【検定講義④】CSU検定に向け、各章のポイントを
理解できる（教科書第5章）

【クラスワーク】クラス全員と交流し、仲間の肯定
的イメージを伝えることで、自己理解・他者理解を

【チームワーク力】チーム内で積極的に意見交換が
できる（教科書第3章-3）
【自己分析1】心理テストを通して、自分の特徴や
傾向を理解できる
【自己分析2】人から見た自身の特徴を理解し、自
己分析に役立てることができる
【自己分析3】自分の特徴を多角的にとらえ、ア
ピールすることができる

【振り返り】CSUで学んだことの整理、課題分析 ・授業終了時に立てた行動計画を実践する

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　教科書「コミュニケーションスキルアップ検定」/その他ワークシート

授業計画・内容

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

【自己分析4】自分の特徴を言葉で表現し、自己PR
を作成することができる
【計画スキル】
2020年振り返りと2021年目標設定

【後期試験】後期に学んだことを整理し、自分を振
り返り、達成や課題を分析できる

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

担当教員
松井

かおり

フリーの編集者・ライター、現在は主に研修講師として活動。若者支援活動の経験も持つ。

評価方法と基準

【評価方法】
１）定期試験90％　２）授業姿勢・出席状況10％
【評価基準】
１）定期試験は、各設問ごとに点数を設け、授業テーマの理解度や自己分析の度合いに応じて、合算して算出する。
２）授業態度は、参加姿勢や提出物の有無、内容を含む。

教員の略歴

授業の学習
内容

この授業では、基礎コミュニケーションおよび、社会人として必要となるビジネスコミュニケーションで重要なマイ
ンドやスキルを身につけていきます。「クラスの仲間との関係つくり」から「実習先、社会人に向け必要な振る舞
い」まで、いろいろなコミュニケーションのトレーニングをしていく授業です。
また、知識としての理解だけでなく、体験ワークを中心に行い、自ら考え、実践できるレベルを目指していきま
す。

到達目標　

・就活や仕事に向けて必要な自己分析ができ、自身の特徴を言葉で表現することができる。
・チームの目的や役割を理解し、積極的にチームで意見交換ができる。
・仕事を円滑にすすめ上でのビジネスコミュニケーションのポイントやコツを理解できる。
・社会陣として必要なビジネスマナーを理解し、自主的に実践できる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

コミュニケーション・スキルアップⅠ２科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1年

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
【チームワーク力】チームの目的や役割を意識して
積極的に参加・協力できる（教科書第２章Ⅱ）

・授業終了時に立てた行動計画を実践する

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）
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1

回数 日程 授業形態

1 4月21日
講義

グループワーク

2 4月28日 講義

3 5月12日 個人ワーク

4 5月19日 グループワーク

5 6月2日
講義

個人ワーク

6 6月9日 グループワーク

7 6月16日 グループ発表

8 6月23日
講義

個人ワーク

9 6月30日 個人ワーク

10 7月7日 個人ワーク

11 7月14日 個人ワーク

12 7月21日 個人ワーク

13 9月1日
講義

個人ワーク

14 9月8日 個人ワーク

15 9月15日
個人ワーク

グループワーク

就活スキル③
「面接ロールプレイ」

「不安シューティング！」

“わたし”に関する１００の質問から、自己ＰＲに役立
つ情報を集め、作成準備を行う。

日常生活を振り返り、苦労したことや困難な体験か
ら、自己ＰＲポイントを見つける。

自己分析①
「日常行動検査」「
キャリアアンカー」

自己分析②
「パーソナリティチェック」

「他己分析」

自己分析③
「”わたし”に関する

１００の質問」

自己分析④
「自己ＰＲチャートワーク」

「不安シューティング！」の解決策や対応を発表す
る。就活の進捗状況を確認する。

行動における特徴と、「キャリアアンカー」をチェッ
ク。将来の自己像をイメージする。

自分の長所・短所・得意なこと・苦手なことをまとめ
る。仲間の協力で他己分析を行う。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

コミュニケーションスキルアップⅡ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

＜卒業後のキャリア選択・実行に向けてのサポート授業です＞

１．.就活や仕事に必要な「社会人基礎力」を身につけ、就職への意欲と自信を確かなものにしていく。
２．.キャリア教育の視点に基づき、「就労」および「自立」を目指す。
３．これからの「人生」を設計していく。

到達目標　

１．自分で考え、意志決定をして、行動を選択＆実践できる。

２．「履歴書作成力」「自己ＰＲ力」「面接力」をスキルアップし、「就労」および「自立」を実現できる。

３．自分の人生に即したキャリアプランを検討し、それに必要なキャリア形成とキャリア設計ができる。

担当教員 岡田弘子

2003年度よりＣＳＵ講師　　日本カウンセリング学会認定カウンセラー　　心療内科非常勤カウンセラー

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

就活スキル①
「面接スキル」

学習項目

評価方法と基準

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

授業計画・内容

準備学習　時間外学習(学習課題）学習内容

これまでのワークプリントを活かして、「自己ＰＲシー
ト」と「３分間自己ＰＲ」を作成する。

「3分間自己ＰＲ」を発表。面接のポイントを理解しな
がら、ロールプレイを行う。

電話のかけ方やメールの送り方など、
実習や仕事に必要なマナーを再確認する。

就活への不安や心配ごとをチェック。
その解決策や対応をグループで話し合う。

面接をイメージしておく。

自己ＰＲをイメージしておく。

面接をイメージしておく。

社会的マナーに関心を持つ。

面接での注意点や、説得力ある表現など、
面接の知識とスキルを学ぶ。

「就活」をイメージしておく。

就活スキル②
「自己ＰＲ作成」

授業の目的と目標を理解する。
「社会人基礎力」を自己チェックする。

就活状況を振り返る。

ワークプリントを整理しておく。

「キャリアサポート」とは

前期の振り返り。授業で得たこと、学んだこと、気づ
いたことをまとめる。

試験

夏休みの過ごし方を考えておく。

心身の状態を意識しておく。

日常の行動を振り返る

自分の長所・短所を見つけておく。

どんな人間か、自分に目を向ける。

印象的な出来事を思い出す。

２年次の自分を自覚する.

就活スキル④
「電話・メール・就業マナー」

「不安！」グループ発表
就活進捗チェック

　　　　　　ＣＳＵⅡオリジナルワークプリント

前期の自分を振り返る。

準備学習　時間外学習 日々の出来事に関心を持ち、自分と向き合うワークから得た学びや気づきを、社会で生きていく力にする。

仕事の進め方の基本であるPDCA（計画→実行→
検証→改善）を実践的に学ぶ。

今の自分のストレス度をチェック。
ストレスへを理解し、その対処法を考える。

　【使用教科書・教材・参考書】　

「夏休みの行動計画」を検証し、後期の課題を明確
にする。グループ発表を行う。

振り返り

夏休みの行動計画

ストレスマネージメント
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 振返り

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

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

TCA東京ECO動物海洋専門学校

英会話Ⅰ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

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

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

担当教員 ILC

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

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

前期定期試験

前期定期試験に向かって復習する

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

評価方法と基準 定期テスト（筆記100％)

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
L1
挨拶が出来るようになる
アセスメントテスト

L12
相手の服装について質問できるようになる
流行について説明できるようになる
L7
時間を尋ねることが出来るようになる
時間を伝えることが出来るようになる
L13
相手の日課について質問が出来るようになる
自分の日課について説明出来るようになる

L14
継続して質問することが出来るようになる

L15
物事の順番について質問・説明できるようになる

L16
進行中のことについて質問・説明できるようになる
現在進行形を理解・使用できるようになる

Speak Now 1

試験解釈
振返り

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

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

L11
相手について褒めることが出来るようになる
褒め言葉に返答出来るようになる

L3
個人の情報を聞きだすことが出来るようになる
もう一度言ってもらえるようお願い出来る
L6
好き嫌いを表現出来るようになる
相手に質問で返すことができるようになる
L8
相手に意見を聞くことが出来るようになる
相手に意見を伝えることができるようになる
誘いに返答することが出来るようになるL9
相手の家族について質問出来るようになる
自身の家族について説明出来るようになる
相手の性格と比較して説明出来るようになる

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

自宅で教科書に付随するオンラインプラク
ティスの内容を活用し、予習・復習を行うこ
と。
自宅で教科書に付随するオンラインプラク
ティスの内容を活用し、予習・復習を行うこ
と。
自宅で教科書に付随するオンラインプラク
ティスの内容を活用し、予習・復習を行うこ
と。
自宅で教科書に付随するオンラインプラク
ティスの内容を活用し、予習・復習を行うこ
と。
自宅で教科書に付随するオンラインプラク
ティスの内容を活用し、予習・復習を行うこ
と。
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 振返り

Speak Now 1

TCA東京ECO動物海洋専門学校

後期定期試験

試験解釈
振返り

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

L32
予定について質問出来るようになる
予定について説明出来るようになる

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

後期定期試験に向かって復習する
自宅で教科書に付随するオンラインプラク
ティスの内容を活用し、予習・復習を行うこ
と。

L29 (part 2) L30
過去の出来事について話すことが出来るようになる
過去の出来事について尋ねることが出来るようになる

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

L31
ニュースについて質問・説明できるようになる

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

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

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

L24
物事の特徴を説明できるようになる
物事の外観を説明できるようになる

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

L25
食べ物の量について質問・説明できるようになる

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

L26
ニーズについて質問・説明できるようになる

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

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

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

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

L27
食事について説明できるようになる
健康的な食生活について話せるようになる

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

L21 L22
値段について質問・説明できるようになる
別値段を提案できるようになる

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

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

L29
過去の出来事について話すことが出来るようになる
過去の出来事について尋ねることが出来るようになる
夏休みについて話できるようになる

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

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

授業の学習
内容

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

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

評価方法と基準 定期テスト（筆記100％)

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ILC
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 英会話Ⅰ2

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 4/23 演習

2 5/7 演習

3 5/14 演習

4 5/21 演習

5 5/28 演習

6 6/4 演習

7 6/18 演習

8 6/25 演習

9 7/2 演習

10 7/9 演習

11 7/16 演習

12 7/23 演習

13 9/3 演習

14 9/10 演習

15 9/17 演習

(株)ブレー
ンスタッフ
コンサル
タンツ

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

コンピュータ演習Ⅰ1
1

教員の略歴

担当教員
科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

TCA東京ECO動物海洋専門学校

CCT講義の意義を理解し、タイピングの基礎を身に
付け、Windowsの基礎的な操作ができる

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

授業の学習
内容

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

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

企業や施設が求める表計算ソフトの操作ができる

関数やグラフを駆使した資料を作成できる

授業計画・内容

データベース機能を理解し活用できる

Excel レベル1.2で習ったことを定着させる

Excelの基礎操作をおこなえる

Wordレベル1.2で習ったことを定着させる

Wordを使って、水族館メニューを作成する

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

グラフを駆使した資料を作成できる

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

Excelの基礎操作を復習する

準備学習　時間外学習

インターネット上のイーラーニングテキストで操作
手順を確認し、繰り返しの練習をとおして操作を定

着させる

新しいテクノロジーや情報を扱うための基礎的な知
識や注意点を理解し、正しく上手に活用できる
Word、Excelの基本を学び、講義で必要な操作がで
きる
文書作成ソフトを使って、効率的にビジネス文書を
作ることができる
画像や図形を駆使した、できる社会人レベルの文書
を作成できる
表を駆使した、社会人レベルの文書を作ることがで
きる

　【使用教科書・教材・参考書】　
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1

回数 日程 授業形態

1 10/8 演習

2 10/15 演習

3 10/22 演習

4 10/29 演習

5 11/5 演習

6 11/12 演習

7 11/19 演習

8 11/26 演習

9 12/3 演習

10 12/10 演習

11 12/17 演習

12 1/14 演習

13 1/21 演習

14 1/28 演習

15 2/11 演習

COUNTIF関数やピボッドテーブルを使用したアン
ケート集計ができる

効果的なグラフの作成方法を理解し、活用できる

目的にあったグラフを選択し、作成することができ
る

作成したスライドを使って発表できる

作成したスライドを使って発表できる

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

インターネット上のイーラーニングテキストで操作
手順を確認し、繰り返しの練習をとおして操作を定

着させる

PowerPointの基礎操作をおこなえる

PowerPointの基礎操作を復習する

準備学習　時間外学習

卒業研究制作に必要なICT操作方法を理解し、活用
できる
プレゼンテーションをサポートする機能を活用でき
る

画像・図形の編集ができる

図形や画像を活用したスライドを作成できる

スライドに動きを付け、全てのスライドを完成でき
る
フォントや配色などを工夫して見やすいスライドに
編集できる

プレゼンテーションソフトの基本操作ができる

PowerPointで習ったことを定着させる

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴
滋慶学園グループの一企業である(株)ブレーンスタッフコンサルタンツのインストラクターが、

卒業研究や就職後に必須となるパソコンスキルについて特化した講義を実施。

授業の学習
内容

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

到達目標　
コンピュータネットワーク環境をITリテラシーの観点に基づき適切に利用できる
効果的なスライドの作成（PowerPoint）ができる

(株)ブレー
ンスタッフ
コンサル
タンツ

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 コンピュータ演習Ⅰ2

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 講義と演習

2 講義と演習

3 講義と演習

4 講義と演習

5 講義と演習

6 講義と演習

7 演習

8 講義と演習

9 講義と演習

10 講義と演習

11 講義と演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 講義と演習

Illustratorのツール使用方法と

様々な図形について学べる

Illustratorの文字の加工や編集について学べる

　　SDカードもしくはUSBメモリー/課題データ/筆記用具/メモ帳

TCA東京ECO動物海洋専門学校

　【使用教科書・教材・参考書】　

準備学習　時間外学習

Photoshopの画像を切り抜き方を学べる

仕上げ作業【トンボ/印刷】完成形を提出

Photoshop基礎【ツール紹介〜画像編集】
Photoshopのツール使用方法と

画像の加工について学べる

Photoshop基礎【レイヤー〜図形ツール】 Photoshopのレイヤーと図形の作り方について学べる

Illustratorのアウトラインや文字の配置について

学べる

名刺のデザイン部分を制作

名刺を仕上げる

仕上げたものを提出

Photoshop基礎【画像切り抜き】

Illustratorの基礎【文字編集】

Illustratorの基礎【アウトライン〜整列】

Illustratorの基礎【ツール〜図形】

学んだことの復習

応用ツール等の紹介講義

名刺の文字をIllustratorで制作

学んだことの復習

デザインについてアドバイス

応用ツール等の紹介講義

名刺のデザイン部分をPhotoshopで制作

総時間
（単位）エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

コンピューターⅡ1　　
選択 年次

Adobeソフト『Photoshop』、『Illustrator』の基礎を学び技術を身につける。

1年を通してソフトの基礎をマスターし、自身のPRに活かせるよう、名刺作りとパンフレットを制作ができるよ
うになる。

出席率、授業態度、提出課題の完成度 etc.

科目名

学科・ｺｰｽ

2

担当教員 伊東玲美

必修
選択

授業形態

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

評価方法と基準

専門学校卒業後、仕事を掛け持ちしながらイラストのフリーランスとしても活動中

演習

授業計画・内容

学習内容 準備学習 時間外学習(学習課題）

自己紹介・名刺デザインのラフを制作

Photoshopの基礎【ファイル〜ワークスペース】

デザインの仕方

Photoshopの開き方などについてを学べる
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 振返り

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験解釈
振返り

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

Speak Now 2

L17
暇なときの活動について話せるようになる
興味を示すことができるようになる

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

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

前期定期試験に向かって復習する
自宅で教科書に付随するオンラインプラク
ティスの内容を活用し、予習・復習を行うこ
と。

前期定期試験

L12
物事を比較し、違いを説明できるようになる

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

L13 L14
可能性を説明できるようになる
必要であること、必要でないことを説明できるようになる

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

L15　L16
賛成・反対の意見を述べられるようになる
電話対応ができるようになる

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

L7 L8
レストランを説明できるようになる
レストランをお勧めできるようになる
レストランで注文できるようになる

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

L9
健康問題を説明できるようになる
人にアドバイスできるようになる

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

L10  L11
アドバイスを求めることができるようになる
インテンションを伝えることができるようになる

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

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

L5
食事体験を説明できるようになる
食事体験について質問できるようになる

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

L6
料理を指導できるようになる
人をリマインドできるようになる

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

L4
物事の数量について質問・説明できるようになる
数量詞を使用できるようになる

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

L2 L3
（人の）見た目について質問・説明できるようになる
（人の）性格について質問・説明できるようになる

L1
クラスオリエンテーション
一つの会話を開始する・締めくくることができるようになる

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

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

授業の学習
内容

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

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

評価方法と基準 定期テスト（筆記100％)

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ILC

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 IEP　１

必修
選択



45

1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 振返り

TCA東京ECO動物海洋専門学校

後期定期試験

試験解釈
振返り

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

Speak Now 2

L29 L30
意見を求める・述べることができるようになる
賛成・反対の意見を述べられるようになる２

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

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

後期定期試験に向かって復習する
自宅で教科書に付随するオンラインプラク
ティスの内容を活用し、予習・復習を行うこ
と。

L26
（人）に意見を求めることができるようになる
アイディアを提供できるようになる

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

L27
リクエストを出せるようになる
リクエストに応じられるようになる

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

L28
使用方法について質問・説明できるようになる

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

L23
禁制を説明できるようになる
義務・責任を説明できるようになる

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

L24
値段について質問・説明できるようになる
スケジュールについて質問・説明できるようになる

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

L25
一般行動について質問・説明できるようになる

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

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

L21
二重疑問文を使えるようになる
過去のことを説明できるようになる

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

L22
（人の）好みについて質問・説明できるようになる

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

L20
お詫びができるようになる
お詫びへ反応できるようになる

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

L19
誘いを断ることができるようになる
誘いを断った理由を与えられるようになる

L18
人を誘うことができるようになる
誘いに対して返事できるようになる

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

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

授業の学習
内容

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

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

評価方法と基準 定期テスト（筆記100％)

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ILC

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 IEP　２

必修
選択



1

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

中間テスト 試験範囲の予習と対策

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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

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

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

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

エコ検定試験について調べる

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

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

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

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

加藤
授業
形態

講義
総時間

（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 次世代のための環境教育　　Ⅰ1

必修
選択



1

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

期末テスト 試験範囲の予習と対策

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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

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

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

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

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） エコ検定過去問題集で復習

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

アクティビティを通して感じたことをレポートにす
る

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

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

屋内アクティビティで生態系の仕組みを
理解する

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

加藤
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 次世代のための環境教育　Ⅰ2　

必修
選択



45

1

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義

2 4月28日 講義

3 5月12日 講義

4 5月19日 講義

5 6月2日 講義

6 6月9日 講義

7 6月16日 講義

8 6月23日 講義

9 6月30日 講義

10 7月7日 講義

11 7月14日 講義

12 7月21日 講義

13 9月1日 講義

14 9月8日 講義

15 9月15日 講義

JESC　動物の体のしくみ

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

畜産学科卒業後、千葉県鴨川シーワールド入社。海獣飼育員として勤務。

講義
総時間
（単位）

1

ガイダンス テキスト・ノート確認

藤田智子

　【使用教科書・教材・参考書】　

テキスト・ノート確認

振り返り

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物の体の仕組みⅠ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準 定期試験80％　　出席率20％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

基本的な動物の体の構造や骨格、生理的な知識を学ぶ。

到達目標　 飼育環境の改善、体調不良の原因を考えられるようになればよい。

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

準備学習　時間外学習

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

咽頭と喉頭の違いを説明できる

鯨類の咽頭・喉頭・食道を説明できる

前期の授業内容をまとめ、説明できる

筆記試験

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

汗・体温調節を説明できる

体毛について説明できる

食事・栄養について説明できる

栄養成分について説明できる

海獣の食事について説明できる

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

表皮・真皮を説明できる

末端血流について説明できる

乳腺について説明できる

まとめ、動物の表皮について説明できる

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認



45

1

回数 日程 授業形態

1 10月6日 講義

2 10月13日 講義

3 10月20日 講義

4 10月27日 講義

5 11月3日 講義

6 11月10日 講義

7 11月17日 講義

8 11月24日 講義

9 12月1日 講義

10 12月8日 講義

11 12月15日 講義

12 1月12日 講義

13 1月19日 講義

14 講義

15 講義

JESC　動物の体のしくみ

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

畜産学科卒業後、千葉県鴨川シーワールド入社。海獣飼育員として勤務。

講義
総時間
（単位）

1

胃のはたらきについて説明できる テキスト・ノート確認

藤田智子

　【使用教科書・教材・参考書】　

テキスト・ノート確認

振り返り

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物の体のしくみⅠ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準 定期試験80％　　出席率20％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

基本的な動物の体の構造や骨格、生理的な知識を学ぶ。

到達目標　 飼育環境の改善、体調不良の原因を考えられるようになればよい。

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

準備学習　時間外学習

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

頭蓋骨と耳骨を説明できる

眼球を説明できる

まとめ

筆記試験

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

生殖器のつくりを説明できる

生殖器のつくりを説明できる

生殖器のつくりを説明できる

骨格のつくりを説明できる

骨格のつくりを説明できる

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

肝臓、胆のう、すい臓の分泌物について説明
できる

肝臓の働きを説明できる

腎臓の働きを説明できる

気管・気管支・肺のはたらきを説明できる

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認

テキスト・ノート確認



45

1

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義

2 5月6日 講義

3 5月13日 講義

4 5月20日 講義

5 5月27日 講義

6 6月3日 講義

7 6月17日 講義

8 6月24日 講義

9 7月1日 講義

10 7月8日 講義

11 7月15日 講義

12 7月22日 講義

13 9月2日 講義

14 9月9日 試験

15 9月16日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　

改訂版新飼育ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ動物園編 1～5、世界の動物 分類と飼育（東京動物園協会）、動物園学入門（朝倉書店）

TCA東京ECO動物海洋専門学校

胸腔内臓器、腹腔内臓器、肝臓と腎臓の形態

消化について（口腔内消化）

前期講義まとめ

試験解説

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

歯について

体側について

評価方法と基準

定期試験を基本100％とするが課題や講義への姿勢も加味する。
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。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
動物園はみんなにとってどんな所？動物園での仕事
は？動物園についての授業って？

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

（公社）日本動物園水族館協会とは？

動物に関する社会的環境（条約等）

動物に関する社会的環境（法等）
生理学とは？生体の構成や基本的生命現象に
ついて
器官および系統
血液（成分、役割、血液型など）ならびに血
液循環について
骨格について

教員の略歴
北里大学獣医畜産学部獣医学科卒　獣医師　学芸員　伊豆シャボテン公園元園長　（公社）日本動物園水族館協会会友　　（公社）日本植
物園協会名誉会員　（一財）進化生物学研究所客員研究員

授業の学習
内容

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

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

岩田光一
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物の健康管理Ⅰ1

必修
選択



45

1

回数 日程 授業形態

1 10月7日 講義

2 10月14日 講義

3 10月21日 講義

4 10月28日 講義

5 11月4日 講義

6 11月11日 講義

7 11月18日 講義

8 11月25日 講義

9 12月2日 講義

10 12月9日 講義

11 12月16日 講義

12 1月13日 講義

13 1月20日 講義

14 1月27日 試験

15 2月10日 講義

改訂版新飼育ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ動物園編 1～5、世界の動物 分類と飼育（東京動物園協会）、動物園学入門（朝倉書店）

試験解説

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

初生児の生理および衛生、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ①有袋
類、爬虫類の繁殖
感染、流行の3大要約について

消化について（胃内消化）

展示について

求められる職員とは

後期講義まとめ

妊娠の生理および衛生について

母獣の生理および衛生について

流行の様式から寄生虫の予防対策について

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

胸腔内臓器、腹腔内臓器、肝臓と腎臓の機能
について
体温について

性成熟から性周期について

到達目標　

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

評価方法と基準

定期試験を基本100％とするが課題や講義への姿勢も加味する。
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。

授業計画・内容

消化について（小腸内消化、大腸内消化）

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物の健康管理Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

教員の略歴

授業の学習
内容

動物に関する社会的環境、動物の生理、形態（解剖学的）、などを中心に基本的な部分を中心に一年を通して学びます。
動物による比較や人間との比較も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動物園や
そこで働くスタッフの意義やいくつかの動物園の写真を見ながら展示についてなど解説を行う。

担当教員 岩田光一

北里大学獣医畜産学部獣医学科卒　獣医師　学芸員　伊豆シャボテン公園元園長　（公社）日本動物園水族館協会会友　　（公社）日本植
物園協会名誉会員　（一財）進化生物学研究所客員研究員
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1

回数 日程 授業形態

1 講義・実技

2 実技

3 実技

4 実技

5 実技

6 実技

7 実技

8 実技

9 実技

10 実技

11 実技

12 実技

13 実技

14 実技

15 試験

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 プール演習Ⅰ１

必修
選択

担当教員
原島　　大

樹
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学校外施設の利用方法の確認。　技術レベル
によるコース分けを行う。

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

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

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

クロールのスタート出来るようになる。

クロールキックが出来るようになる。

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

が出来る。

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

水慣れと呼吸方法を理解する。　

ストリームラインの重要性を理解する。

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

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

し、授業外でも練習する。

背泳で泳ぐスタミナをつけ、体力の向上を図
る。

夏季休暇中の個々の練習方法を確認する。

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

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

背泳のキックが出来るようになる。

背泳のプルが出来るようになる。
背泳のキックとプルを合わせて泳ぐことが出

来る。

クロールで泳ぐスタミナをつけ、体力の向上
を図る。

背泳でのストリームラインを理解する。
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1

回数 日程 授業形態

1 講義・実技

2 実技

3 実技

4 実技

5 実技

6 実技

7 実技

8 実技

9 実技

10 実技

11 実技

12 実技

13 実技

14 実技

15 試験

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 プール演習Ⅰ２

必修
選択

担当教員
原島　　大

樹
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

25ｍ潜水が出来るようになる。

　【使用教科書・教材・参考書】　

巻き足が出来るようになる

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

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

平泳ぎのキックとプルを合わせて泳ぐことが
出来る。

平泳ぎのスタートを覚える。スタミナをつ
け、更なる体力と泳力の向上を図る。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習
頻度の設定を行う。

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

し、授業外でも練習する。

スタミナをつける。
水族館泳法が出来るようになる。

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

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

オープンウォーターを意識した呼吸法が出来
るようになる。

技術レベルによるコース分けを行う。

平泳ぎのキックを理解する。

平泳ぎのキックが出来るようになる。

平泳ぎのプルを確認する。

平泳ぎのプルが出来るようになる。

サバイバルスイムの紹介
（巻き足・潜水・特殊泳法）

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



1

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義

2 5月7日 講義

3 5月14日 講義

4 5月21日 講義

5 5月28日 講義

6 6月4日 講義

7 6月18日 講義

8 6月25日 講義

9 7月2日 講義

10 7月9日 講義

11 7月16日 講義

12 7月23日 講義

13 9月3日 前期まとめ

14 9月10日 試験

15 9月17日 振り返り

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

試験問題に関する解説を行うことでより理解度を深め、トレーニン
グ理論を再認識することができる

行動とはなにか 生得的行動と学習される行動を理解する
学習とはなにか，学習と条件づけの概要について理解することがで
きる（生得的行動と習得的行動）

トレーニングに必要な条件付けについて理解することができる
オペラント条件付けにおける正・負の強化、正・負の罰を理解する
（オペラント条件付けⅠ　強化と罰）弁別刺激と刺激制御　弁別刺激・刺激制御とは何かを理解する
またフェンディングへの理解を深め重要性を知る
（オペラント条件付けⅡ　弁別刺激と刺激制御）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

　【使用教科書・教材・参考書】　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　日本動物

園水族館協会発行「新ハンドブック水族館編」 ・東海大学出版会「水族館の仕事」・東海大学出版会「海獣水族館」・二瓶社「うまくやるための強化の原理」　他
随時学生に紹介する

水族館における実質的なトレーニング方法について理解・習得する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「イ
ルカの行動と管理」「動物の体のしくみ」「動物の健康管理」の講義とリンクするが、当講義ではトレーニング理論のみなら
ず、実際のトレーニングを行う現場での目線で講義を展開する
トレーニングは言葉だけの理解ではなく動物に応用できる考え方を身につけることにより、知識だけではなく、目の前にいる
動物の気持ちを考え動物目線で見られる感性を持った人材となり、動物から学ぶ姿勢を身につける

「動物がなぜ、どうして、その行動をするのか？」を弁別刺激を含
めた強化の原理を時系列に並べた三項随伴性で考える
（オペラント条件付けⅢ　三項随伴性と条件性強化子）

イルカについて基本的な生態・形態などを理解することができる
（イルカとは）
水族館の仕事「飼育・調教・展示・調査研究」の理解、社会的機能
である教育・レクリエーション・自然保護・研究の必要性を理解す
ることができる　　（水族館の意義と仕事）トレーニングをおこなううえで重要な飼育の概要を学ぶことにより
トレーニングにおける飼育の重要性を学ぶことができる
（飼育概要）トレーナとしての資質条件を知ることができる、また、なぜトレー
ニングが必要なのかを理解することができる
（イルカトレーニング概要Ⅰ）一般的なトレーニングテキストを用い、トレーニングの概要を説明
することにより、これからの授業の大まかな流れを知ることができ
る（イルカトレーニング概要Ⅱ）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

前期の重要事項の復習を行うことにより、より深く理解することが
できるようになる
併せて試験範囲の提示も行いより意識を高めることができる

条件付けにおける強化子をより理解し、餌以外の強化子の有効性に
ついて知ることができる
（オペラント条件付けⅣ　強化子の多様性）

トレーニングに必要な条件付けについて理解することができる
条件付けの基本を知り原理を理解する
（レスポンデント条件付け）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習　時間外学習

担当教員

1

授業の概要・目的説明、各自の目標確認または設定・共有する

評価方法と基準
1）定期テスト　60％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）授業
態度及び出席率　40％

佐伯
宏美

1975年4月～2016年6月 鴨川シーワールドに在籍　鯨類の飼育・調教・展示に従事

総時間
（単位）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所を熟読することにより講義内での理解度を深める
時間外学習(学習課題）；講義内容を自らまとめることにより個人の参考資料化を図る

TCA東京ECO動物海洋専門学校

ドルフィントレーニングⅠ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

選択

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

水族館における鯨類の飼育現場で求められる知識・技能を習得し、人間（自分）本位で押し付けるのではなく動物の立場に
立って考えることのできる人材になる
また、様々な事象に対してその場の対処方法だけを覚えるのではなく、原因を追究し考えかたを理解することでどのような
事態にも対応できる人材となる



1

回数 日程 授業形態

1 10月8日 講義

2 10月15日 講義

3 10月22日 講義

4 10月29日 講義

5 11月5日 講義

6 11月12日 講義

7 11月19日 講義

8 11月26日 講義

9 12月3日 講義

10 12月10日 講義

11 12月17日 講義

12 1月14日 講義

13 1月21日 後期まとめ

14 1月28日 試験

15 2月11日 振り返り

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ドルフィントレーニングⅠ2

必修
選択

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

担当教員
佐伯
宏美

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

強化スケジュールとは何か　強化スケジュールの種類を知りそれぞ
れの効果を理解するとともに消去について理解を深めることができ
る（強化スケジュールⅠ）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

教員の略歴 1975年4月～2016年6月 鴨川シーワールドに在籍　鯨類の飼育・調教・展示に従事

授業の学習
内容

水族館における実質的なトレーニング方法について理解・習得する
「イルカの行動と管理」「動物の体のしくみ」「動物の健康管理」の講義とリンクするが、当講義ではトレーニング理論のみ
ならず、実際のトレーニングを行う現場での目線で講義を展開する
トレーニングは言葉だけの理解ではなく動物に応用できる考え方を身につけることにより、知識だけではなく、目の前に
いる動物の気持ちを考え動物目線で見られる感性を持った人材となり、動物から学ぶ姿勢を身につける

到達目標　

水族館における鯨類の飼育現場で求められる知識・技能を習得し、人間（自分）本位で押し付けるのではなく動物の立
場に立って考えることのできる人材になる
また、様々な事象に対してその場の対処方法だけを覚えるのではなく、原因を追究し考えかたを理解することでどのよう
な事態にも対応できる人材となる

評価方法と基準

強化スケジュールについて、さらに理解を深めトレーニングへの応
用力を学ぶことができる
（強化スケジュールⅡ）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

最小強化法（LRS）の原理を理解し、その必要性と実際の使用例を
挙げることにより使用方法を理解することができる
（LRS）

1）定期テスト　60％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）授
業態度及び出席率　40％

授業計画・内容

シェイピングにおけるスモールステップの理解と実際の行動の細分
化を学び（シェイピングゲーム）トレーニングを体験する
（シェイピングⅡ-2）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

シェイピングとは何か、スモールスッテプを理解しシェイピングの
やり方を学ぶことができる
（シェイピングⅠ）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

健康管理に必要不可欠なハズバンダリートレーニングとはなにか
ハズバンダリー種目を知り、そのトレーニング方法を学ぶことがで
きる（受診動作）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

パフォーマンス使用種目の分類を知り、種目の組み立てを理解する
ことができる
（垂直動作と水平動作）

準備学習　時間外学習
準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所を熟読することにより講義内での理解度を深める
時間外学習(学習課題）；講義内容を自らまとめることにより個人の参考資料化を図る

　【使用教科書・教材・参考書】　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　日本動

物園水族館協会発行「新ハンドブック水族館編」 ・東海大学出版会「水族館の仕事」・東海大学出版会「海獣水族館」・二瓶社「うまくやるための強化の原理」　他
随時学生に紹介する

TCA東京ECO動物海洋専門学校

問題行動の発見と対応　　やめてほしい行動をやめさせる方法を理
解し、実践方法を理解することができる
（問題行動と対処）

ターゲティングによる行動の引き出し方の理解　　　　イルカの演
技の細分化を学びターゲットを使って実践する（トレーニングゲー
ム）　　　　　シェイピングⅢ-1

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

ターゲティングによる行動の引き出し方の理解　　　　イルカの演
技の細分化を学びターゲットを使って実践する（トレーニングゲー
ム）　　　　　（シェイピングⅢ-2）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

後期の重要事項の復習を行うことにより、より深く理解することが
できるようになる
併せて試験範囲の提示も行いより意識を高めることができる

試験問題に関する解説を行うことでより理解度を深め、トレーニン
グ理論を再認識することができる

パフォーマンスで使用されている種目について現場目線で訓練段階
を解説することによって動作のシェイピング方法をを理解すること
ができる（各動作のシェイピング・カリキュラム）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

シェイピングにおけるスモールステップの理解と実際の行動の細分
化を学び（シェイピングゲーム）トレーニングを体験する
（シェイピングⅡ-1）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化



回数 日程 授業形態

1 講義

2 同上

3 同上

4 同上

5 同上

6 同上

7 同上

8 同上

9 同上

10 同上

11 同上

12 同上

13 同上

14 試験

15 振り返り

「飼育ハンドブック ３」P．54～90を通覧

「魚学入門」P．１～5を通覧する

「魚学入門」P．7～10を通覧する

「魚学入門」P．12～13を通覧する

「魚学入門」P．19～21を通覧する

「魚学入門」P．23～25を通覧する

無顎類：分類学の応用、構成メンバーを知る

「魚学入門」P．26～34を通覧する

「魚学入門」P．50～63を通覧する

硬骨魚類（１）：「肉鰭類」の構成メンバーを知

硬骨魚類（２）：「条鰭類」の構成メンバーを知

硬骨魚類（３）：「真骨類」の構成メンバーを知

「魚学入門」P．13～17を通覧する

軟骨魚類（１）：構成メンバーを知る

軟骨魚類（２）：板鰓類（サメ・エイ類）を知る

45
1

1
魚類学Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

学習内容

エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

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

到達目標　 得られた知識が水族館における飼育展示業務に活用できるようになる

担当教員 鈴木（倫）

学科・ｺｰｽ

準備学習　時間外学習(学習課題）

授業
形態

講義
総時間
（単位）

評価方法と基準

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

・期末試験（８０％）
・出席率（１０％）
・授業態度（１０％）

生息環境（２）：海水魚の定義、深海魚、他

講義のまとめ（１）：「分類」から「軟骨魚」ま

講義のまとめ（２）：「硬骨魚」から「生息環境

ペーパーテストの実施

分類（１）：分類の概念・学名、標準和名 「飼育ハンドブック ３」P．33～47を通覧

生息環境（１）：分布や回遊、淡水魚の定義、他

分類（２）：分類体系、動物界の各門

総論：分類学の応用、「魚類」を理解

「魚学入門」P．50～63を通覧する

動画資料（分類～軟骨魚類）を通覧する

動画資料（硬骨魚～生息環境）を通覧する

授業計画・内容

TCA東京ECO動物海洋専門学校

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

解答・解説・前期の総括

準備学習　時間外学習



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 演習

7 演習

8 講義

9 講義

10 講義＆演習

11 講義

12 講義

13 講義

14 期末テスト

15 振り返り

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

準備学習　時間外学習

予習・復習課題（A）

【１Bのみ実施】「人気アニメから学ぶ③～レポート作
成、ワークショップ、1分間スピーチができる～」

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

特別講義レポート（B)、予習課題（A)

予習・復習課題（A）
インタープリテーションをやってみよう！写真を見な
がら、プレゼンテーションができる。
【１Aのみ実施】「人気アニメから学ぶ③～レポート作
成、ワークショップ、1分間スピーチができる～」
自然学校紹介、ポイントを文章で表現できる。中間テ
スト

CNAC安全海遊び講座、ポイントを文章で表現できる。

特別講義「前田尚先生」。元水族館館長のプレゼン
テーションを聞き、ポイントを文章で表現できる。

特別講義「三屋智子先生」。カナダのシャチの生態に
ついて、ポイントを文章で表現できる。
シラバス解説、PACIのガイドライン＆目標とは、文章
でポイントを表現できる。
「人気アニメから学ぶ①～海洋生物の生態、体験活動
の感動とは～」。ポイントを文章で表現できる。
「人気アニメから学ぶ②～海洋生物の生態、体験活動
の感動とは～」。ポイントを文章で表現できる。

特別講義レポート（B)、予習課題（A)

担当教員 菅原　茂

評価方法と基準
①出席率（６０％）
②中間テスト（６／２７，２０％）
③期末テスト（９／１２，２０％）以上の割合で評価する。

授業
形態

講義
総時間
（単位）

授業計画・内容

1

「燃える決意」レポート２０分で書き上げることがで
きる。（PACI写真集配布＆解説）

「インタープリター養成講座Workbook」へ
書き込み復習・予習課題（A)

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

インタープリテーション（自然や野生動物のメッセージを伝える）能力を身に付けることを第一の目的とする。
授業内容は環境教育促進法（略称）に基づき,環境省（文部科学省、国土交通省の3省）に登録している「インタープリター入門講座」をベースにし
ている。水族館関係者、野生動物のフィールド関係者、研究者などPACIの非常勤講師の特別講義をふんだんに、業界の最新情報の収集やキャ
リアデザイン能力を磨く等幅広い内容で、インタープリターの基礎知識を学ぶ構成となっている。

到達目標　

日帰りで10人程度の少人数を海辺に案内できるインタープリターになることを目標とする。
<具体的な目標>
①PACI１Star　インタープリターのガイドライン8項目について80％以上の達成を目指すこと。
②PACI　教則本「インタープリター養成講座　Work book」（１Star,2Star兼用の1Star部分）について、80％以上理解をしていること。
③CNAC海に学ぶ体験活動協議会編「海あそびレシピ」環境教育プログラム３３件の内、１０件以上のインタープリテーションができること。

インタープリター養成講座Ⅰ　1科目名

必修
選択

選択 年次

TCA東京ECO動物海洋専門学校

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）夏休み総括,PDCAが実践できる。

前期総括、夏休み計画、PDCAを身に着けよう！PDCA
が実践できる。

　【使用教科書・教材・参考書】①教科書：「インタープリター養成講座　Work book」菅原茂監修、PACI１０周年記念写真集「Whale & Dolphins」，親子　安全海遊び講
座、海あそびレシピ・海辺の環境教育プログラム事例集、②教材:レスキュウキャップ、③参考書：「全国水族館&フィールドガイドブック」菅原茂監修、「世界に広がる
ホエールウォッチング」、「インタープリター・トレーニング」、など



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義＆演習

4 講義＆演習

5 講義＆演習

6 講義＆演習

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義＆演習

11 講義

12 講義

13 講義

14

15

特別講義「三屋智子先生」。カナダのシャチ
の生態について、ポイントを文章で表現でき
る。人気アニメ、または動物映画鑑賞し、イン
タープリターの視点を学ぶ②。ポイントを文
章で表現できる。

　【使用教科書・教材・参考書】①教科書：「インタープリター養成講座　Work book」菅原茂監修、PACI１０周年記念写真集「Whale &
Dolphins」，親子　安全海遊び講座、海あそびレシピ・海辺の環境教育プログラム事例集、②教材:レスキュウキャップ、③参考書：「全国水族
館&フィールドガイドブック」菅原茂監修、「世界に広がるホエールウォッチング」、「インタープリター・トレーニング」、など

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

特別講義レポート（B)、予習課題（A)、

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

特別講義「前田尚先生」。学名について、ポ
イントを文章で表現できる。
人気アニメ、または動物映画鑑賞し、イン
タープリターの視点を学ぶ①。ポイントを文
章で表現できる。

元滋慶グループ名誉校長監督作品を鑑賞しよ
う②！環境教育のポイントを文章で表現でき
る。
インタープリテーションをやってみよう②！
写真を見て解説できる。

前期総括と夏休み計画。PDCAを実践でき
る。

特別講義「卒業生」。講義を聞いて、質問を
考え、質疑応答ができる。

総時間
（単位）

1

「燃える決意」レポート作成＆1分間スピー
チが原稿を見ずに発表できる。

「インタープリター養成講座Workbook」へ
書き込み復習・予習課題（A)

学科・ｺｰｽ

身近な海辺（や水族館など）で、少人数を案内する自然体験活動の指導ができるインタープリターになることを目標とする。
＜具体的な目標＞①CNAC海に学ぶ体験活動協議会「海遊び安全講座指導者養成セミナー」を受講し、人に教えられる。
②自然学校の体験活動（キャンプなど）でリーダーができる。（もしくは水族館のふれあいイベントなどでスタッフができる）。
③海辺の体験活動の基礎的なスキルを身に着けている。CNAC「海あそびレシピ」海辺の環境教育プログラム事例集の33
件のうち、20件以上のプログラムについて、数人の子供たちに教え、ともに楽しむことができる。以上3点のうち2点はできる
こと。

担当教員

菅原　茂
（他PACI
の特別講

師）1

予習・復習課題（A）

振り返り

TCA東京ECO動物海洋専門学校

インタープリター養成講座Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義

エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

インタープリテーション（自然や野生動物のメッセージを伝える）能力を身に付けることを第一の目的とする。
授業内容は環境教育促進法（略称）に基づき,環境省（文部科学省、国土交通省の3省）に登録している「インタープリター入
門講座」をベースにしている。水族館関係者、野生動物のフィールド関係者、研究者などPACIの非常勤講師の特別講義を
ふんだんに、業界の最新情報の収集やキャリアデザイン能力を磨く等幅広い内容で、インタープリターの基礎知識を学ぶ
構成となっている。

到達目標　

準備学習　時間外学習

評価方法と基準
①出席率（６０％）
②期末テスト（９／１１，４０％）
③以上の割合で評価する。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

シラバス解説、目標の徹底、ポイントを文章
で表現できる。

インタープリテーションをやってみよう①！
写真を見て解説できる。
元滋慶グループ名誉校長監督作品を鑑賞しよ
う①！環境教育のポイントを文章で表現でき
る。

テスト

予習・復習課題（A）

SDGｓについて理解し、自己の生活において
実践できる。

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

特別講義レポート（B)、予習課題（A)、
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 前期試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 イルカの行動と管理 I1

必修
選択

担当教員 山本　聡
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

授業の受け方、ノートの取り方などを説明す
る。学生の進路希望のヒアリング。

今年の自分の目標について考え、今年1年の
生活・学習などの計画をたてる。

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

授業の学習
内容

飼育動物をトレーニングすることは動物に芸を教えることではなく、動物の健康を守り、繁殖を成功させ、根拠のない不安
や恐怖を取り除くなどのために絶対必要なことである。こうしたトレーニングをするためにはレスポンデント条件付けやオペ
ラント条件付けなどの知識、それらの理論にもとづいた応用技術を身につけなければならない。本受業ではこれらのことに
ついて学ぶ。また本受業を通して専門的な文献や資料は英語で書かれたものしかないこと、最先端の理論・技術は英語で
しか学べないことを認識し、英語力をつける努力をするようになってもらいたい。また「習う」「覚える」「聞き取る・書きとる」と
いう態度ではなく「調べる」「考える」「ポイントをつかむ・まとめる」という態度を持つようになってもらいたい。

到達目標　

なぜ飼育動物をトレーニングしなければならないか、主な５つの理由を重要さの順に説明できる。動物と心理的、社会的な
絆を築くうえで何が必要か説明できる、何をしなければいけないか考えられる。情動・欲求・刺激・刺激の知覚・認知・行動
が相互に作用しあうことを理解する。レスポンデント条件付けの学習を説明できる。ブリッジは条件刺激であること、ブリッジ
の機能、ブリッジの適切な使い方を説明できる。

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

グローバルなトレーナーになることの重要性
を認識する 英語力が必要であることを確信

まとめノートの作成

なぜ飼育動物をトレーニングしなければなら
ないのか その理由を重要度の順に説明でき

まとめノートの作成

水族館や動物園におけるエンターティメント
の重要性を事例ビデオを見て確信する

まとめノートの作成

動物との絆とは何か、動物との絆はどのよう
にして築かれるかを理解する

まとめノートの作成

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

まとめノートの作成

反射と反応の違い、本能的行動、無条件刺激
と無条件反応について説明できる

まとめノートの作成
条件刺激、条件反応、3種類の条件反応につ
いて説明できる。

まとめノートの作成

ブリッジ刺激が条件刺激であること、ブリッ
ジの機能を説明できる

まとめノートの作成

オペラント条件付けとは何をどのようにして
学習することなのか説明できる

まとめノートの作成

オペラント条件付けの学習が成立するための
必須条件 強化と罰によって動物の行動にど

まとめノートの作成

オペラント条件付けにおける正と負とは、動
物の行動によって何が起きることなのか説明

まとめノートの作成

レスポンデント条件付けもオペラント条件付
けも 野生（自然界）において自然に起きる

まとめノートの作成

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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

前期の講義内容の理解度、学生の知識の体制
化・説明力・日本語力を確認する

小グループで試験の準備学習を行う。

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

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

準備学習　時間外学習
毎回の授業中にとったノートを基に、良く分からなかったこと、疑問に思ったこと、興味を持ったことについて自分で調べ、それらを整理しまとめたも

のを自分のことばで書いたまとめノートを作成する。
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 後期試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 イルカの行動と管理 I2

必修
選択

担当教員 山本　聡
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

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

自己の目標を見つめ直し、後期の自己の学
習・生活計画を立て直す。

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

授業の学習
内容

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

到達目標　

強化と罰の学習が成立するための必須条件、強化や罰によって動物の行動の何がどう変化するか説明できる。正の強化
と負の罰、正の罰と負の強化の関係を説明できる。連続強化と間歇強化の違い、それぞれをどのようなときに用いるか説
明できる。不定率強化がなぜ動物のトレーニングに適しているか説明できる。2次性強化子の重要性を理解し、ブリッジの
ような強化子とおもちゃのような強化子の違いを説明できる。サインの正しい使い方、サインと行動の結びつけ方を説明で
きる。

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

正の強化と負の罰、負の強化と正の罰を対比
して説明できる

まとめノートの作成

生得的な強化子、主要強化子、学習性の強化
子について説明できる 学習性の強化子につ

まとめノートの作成

強化の基準はどのように設定するか説明でき
る 強化のポイントは複数あることを理解す

まとめノートの作成

連毒強化と間歇強化の違いを説明できる。連
続強化を使わなければならない３種類の行動

まとめノートの作成

定間隔強化と不定間隔強化のスケジュールが
なぜ動物のトレーニングに適さないか説明で

まとめノートの作成

定率強化がなぜトレーニングに適さないか説
明できる 強化率を説明できる

まとめノートの作成

不定率強化のやり方、なぜ不定率強化がト
レーニングに適しているか説明できる

まとめノートの作成

不定率強化を行う際に留意しなければいけな
いこと そのために必要なことを説明でき

まとめノートの作成

弁別性刺激とは何かを説明できる。トレー
ナーも動作サイン出しのトレーニングが必要

まとめノートの作成

3種類のサイン付けのやり方を説明できる。 まとめノートの作成

トレーニングおよびトレーナーの一貫性とは
どういうことか 一貫性を実現するためには

まとめノートの作成

トレーニングにおける予測性と非予測性とは
どういうことか理解する どのような点に予

まとめノートの作成

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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

後期の講義内容の理解度、学生の知識の体制
化・説明力・日本語力を確認する

小グループで試験の準備学習を行う。

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

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

準備学習　時間外学習
毎回の授業中にとったノートを基に、良く分からなかったこと、疑問に思ったこと、興味を持ったことについて自分で調べ、それらを整理しまとめたも

のを自分のことばで書いたまとめノートを作成する。
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1

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義

2 5月6日 講義

3 5月13日 講義

4 5月20日 講義

5 5月27日 講義・実習

6 6月3日 講義

7 6月17日 講義

8 6月24日 講義

9 7月1日 講義

10 7月8日 講義

11 7月15日 講義

12 7月22日 講義

13 9月3日 講義

14 9月9日 試験・レポート

15 9月16日 講義
準備学習　時間外学習 事前学習にて講義の概要受け入れを準備し、事後学習にて自己の習得率を向上する

　【教材・参考書】　イルカ概論(粕谷俊雄著)　海獣水族館～飼育と展示の生物学　(村山司・祖一誠・内田詮三著)　ケトス知恵～
イルカとクジラのサイエンス(村山司著)　イルカ・クジラ学～イルカとクジラの謎に挑む(中原史生著)　世界のクジラ・イルカ百科辞

典(アナリサ　ベルタ著）捕鯨問題の歴史社会学（渡邊洋之著）　イルカのくれた夢　ママのくれた夢　（三好晴之著）

TCA東京ECO動物海洋専門学校

《イルカショウ》考察、ショウパフォーマンス
運営にあたって必要な役割分担

水族館におけるイルカ・アシカショウを機能さ
せる人材配置とその主な役割を考察する

60分筆記試験＋30分の感想文作成
前期を振り返りつつ、自己の理解度を確かめる
また、レポートにより自己分析を明確化する

試験の振り返りと共に、後期に対する取り組み
方をそれぞれに鑑みる

前期を総括しつつ、自身における進路の方向性
を強化もしくは修正し、後期に備える

《イルカ》に関する様々な病気や疾患について
の対処や処置方法等の歴史を学ぶ

《イルカ》の病気や疾患について、個体の健康
管理方法を学ぶ　後に解剖解体にも繋がる

《人類》と《鯨類》の比較を、その身体的な違
いを元に提起していく

人類と鯨類のそれぞれの異なる《部位》を分別
し、その役割が説明出来るようになる

《鯨類・魚類・海棲類》の表記方法の歴史、そ
れらを意味する漢字表記の学習

主に水族館や海洋業界で使用される生体の表記
法等を改めて事前学習し習得する

改めて《イルカ》に関する生態的な情報と知識
を学びつつ、夏期休暇について考察する

《実習》を通して得た経験を元に初の長期休暇
への《実践的な学び、履歴書制作》を考察する

《イルカ》の初期飼育についての考察、個体捕
獲方法や捕鯨の歴史について学ぶ

古式～近現代に至る《捕鯨の歴史》に関する造
詣を深める。捕獲や輸送、初期飼育等を想定

《鯨類》について、現存する鯨類の種や科を学
び、それらの個体に対する造詣を深める

現在確認されている《鯨類》の種や科について
図式化し判別出来るよう、学術を理解する

海業界に求めれる《人財》の構築…事前に
《サービス業》に求められる人材を定義する

《水族館実習》に関する事前学習を主とし、ク
ラス、個人としての課題を明確化する

五月に行われる水族館実習《あわしま・三津・
下田・ドルフィンファンタジー》の準備を通し
て、イベントや業務に対応する《事前・実践・
事後》の運用や対処法、必要な能力を自己体験

を元に学んび、自己分析と評価する

《水族館実習》の実践として現場においての振
舞い方、質疑応答対応、自己評価等を経験する
《水族館実習》の事後学習による自己分析とイ

ベント運営に対する論議による向学を行う

《水族館》の成立ちと現在、実習、就職先とな
る施設への理解度を高める

《水族館》の所在地と自身との関連性や目標施
設の設定を行う…実習としての施設理解

動物業界における必要スキルとしての《適性》
と現場における《礼儀礼節》を指導する

前期の講義にあたっての主旨説明と《イルカ》
に関する様々な分野への理解の始まり

《イルカ》を図解し、その身体的特徴を明確化
しつつ説明出来、業界分野を理解する

教員の略歴 同志者大学卒　TCA・ECO副校長　日本唯一のイルカ訓練施設　㈲ドルフィンベェイス代表取締役

授業の学習
内容

①《歴史》とは、その世界における先人達により積み重ねた探求の産物である…長きにわたる研究の先に今に
至り、現状の業界運営における基本として成立ち、また今日も日々積み重なっている。その膨大な挑戦の記録
から、海の業界、ここでは《イルカ》の世界に導く為に重要である知識と経験を実践と座学、時に実習を踏まえて
の習得を主として学習して行く　②《イルカ・海関連》の様々な講義と関連し相互的な理解と活用が必要である。
③《イルカ》を中心とした歴史を学びながら、生態としての知識、訓練や処置方法、業界に求められるスタッフ像
等、海業界に適応する為に必要な様々な能力や知識を多面的に取り入れ、世界を担う人材となって貰いたい

到達目標　

①《イルカ》業界の成立ち…イルカとその業界についての初歩的知識を認識する　②《水族館》施設の現状…本
校との関りや自身のこれからを投影しつつ未来を予測する　③《実習》への対応…実戦的な実習を通して、自己
能力を見定め、自己評価や修整力を身に着ける　④《鯨類》の考察…イルカを中心としつつ、更に広い分野とし
て鯨類の種や科を理解する　⑤《イルカ》に関する様々な知識…飼育のみならず、捕獲方法や病気、その処置の
方法等、普段飼育していく上で必要不可欠な日常的情報と仕事面での有り様を学び取る　⑥《イルカの五感》に
ついての研究史…訓練や飼育に関して、理解度を高める為、個体としての五感の能力を学習する

評価方法と基準

定期試験　(60％)　出席数　(20％)　レポート　(20％)　達成レベル…①《イルカ》の初歩的知識の習得　②《水族
館》の現状の理解　③《実習》体験への準備とスキルアップ　④《鯨類》の種や科への理解　⑤《イルカ》の捕獲法
や病気等を知識として習得　⑥《イルカ》の五感についての様々な事象と能力を認識する　試験は筆記で施行
筆記試験評価：（A評価　100～９0点　B評価　８9～８0点　C評価　７9～７0点　Ｄ評価　69～60点　F評価　59～0
点）　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）

三好
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 イルカの歴史Ⅰ1

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 10月7日 講義

2 10月14日 講義

3 10月21日 講義・実習

4 10月28日 講義・実習

5 11月4日 講義

6 11月11日 講義

7 11月18日 講義・実習

8 11月25日 講義

9 12月2日 講義

10 12月9日 講義

11 12月16日 講義

12 1月13日 講義

13 1月20日 講義

14 1月27日 試験・レポート

15 2月10日 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 イルカの歴史Ⅰ2

必修
選択

担当教員 三好
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

後期の講義にあたっての主旨説明と《イルカ実
習》に関する様々な分野への理解の始まり

後期学習における受講生それぞれの実学スケ
ジュールの作成と前期の反省を提示する

教員の略歴 同志社大学卒　TCA・ECO副校長　日本唯一のイルカ訓練施設　㈲ドルフィンベェイス代表取締役

授業の学習
内容

①《歴史》とは、その世界における先人達により積み重ねた探求の産物である…長きにわたる研究の先に今に
至り、現状の業界運営における基本として成立ち、また今日も日々積み重なっている。その膨大な挑戦の記録
から、海の業界、ここでは《イルカ》の世界に導く為に重要である知識と経験を実践と座学、時に実習を踏まえて
の習得を主として学習して行く　②《イルカ・海関連》の様々な講義と関連し相互的な理解と活用が必要である。
③《イルカ》を中心とした歴史を学び、生態としての知識、訓練や処置方法、業界に求められるスタッフ像等、海
業界に適応する為に必要な様々な能力や知識を多面的に取り入れ、世界を担う人材となって貰いたい

到達目標　

①《イルカ》業界の成立ち…イルカとその業界についての初歩的知識を認識する　②《水族館》施設実習…後期
開始一ヶ月間で訪れる国内外6つの施設の事前学習を行う　③《個人実習》への対応…実戦的な実習を通して、
自己能力を見定め、自己評価や修整力を身に着ける　④《鯨類》の考察…イルカを中心としつつ、更に広い分野
として鯨類の種や科を理解する　⑤《イルカ》に関する様々な知識…飼育のみならず、捕獲方法や病気、その処
置の方法等、普段飼育していく上で必要不可欠な日常的情報と仕事面での有り様を学び取る　⑥《イルカの五
感》についての訓練史…飼育に関して、理解度を高める為、改めて個体としての五感の能力を学習する

評価方法と基準

定期試験　(60％)　出席数　(20％)　レポート　(20％)　達成レベル…①《イルカ》の初歩的知識の習得　②《水族
館》の現状の理解　③《実習》体験への準備とスキルアップ　④《鯨類》の種や科への理解　⑤《イルカ》の捕獲法
や病気等を知識として習得　⑥《イルカ》の五感についての様々な事象と能力を認識する　試験は筆記で施行
筆記試験評価：（A評価　100～９0点　B評価　８9～８0点　C評価　７9～７0点　Ｄ評価　69～60点　F評価　59～0
点）　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）

翌週に記載控えた《和歌山実習》に対する事前
学習を行い、現場での理解度を高める

《和歌山実習》での個人スキルアップ事項の確
認。個人目標とクラス目標の設定を行う

《和歌山実習・鯨博》での現地レクチャー４つ
の項目(アルビノ・捕鯨・骨格等)の確認と学習

10月に行われる宿泊実習《鯨の博物館・ドル
フィンベェイス・その他の水族館施設》におけ
る全ての施設に対する事前学習(生体展示やレ
クチャー、トレーニング、ショウ参加)等を予

習準備する。また、それぞれ翌週は事後学習を
して、反省を踏まえた論議(アルビノ・捕鯨・

骨格等について)し身に付ける

《和歌山実習・ドルフィンベェイス》でのスキ
ンダイブ向上とトレーニング参加学習

《鴨川・大洗実習》におけるバックヤードツ
アーの事後学習と現地レクチャー予習

《水族館実習》の事後学習による自己分析とイ
ベント運営に対する論議による向学を行う

翌週に控えた《オーストラリア実習》に伴い、
国内と海外施設の相違についての学習

施設として《シーワールド》見学実習の事前学
習とイルカに関する知識面での語学力の向上

海外における野生イルカとそれに携わる人々と
の観点の相違を飼育側から学び取る

《ドルフィントレーニング》の呼称や動作を事
前に、海外実習参加後の経験から提示する

海外における《ドルフィントレーニング用語》
解説英語を交えながら、国内との共通点を見る

《ドルフィントレーニング用語》を英語表記し
その呼び名とアクションを考察する

《イルカ》に関するハズバンダリー訓練や健康
管理・処置方法等の歴史を学ぶ

飼育動物に関する起こり得る疾患や処置方法を
事前に予習しておく。事後として対処法の確認

《イルカ》の五感訓練史①…《視覚・触覚》に
ついて、飼育における実践的な意味合い

前期の学習や各施設での経験を踏まえつつ、自
己学習経験から得ている《イルカの五感》の意
義を事前に提示する。事後学習としては、その
五感の能力を用いた訓練を行う施設を各々で調
べ、訓練方法《ショウへ転用等》を推察する

《イルカ》の五感訓練史②…《聴覚》につい
て、コミュニケーション手段としての活用法

《イルカ》の五感訓練史③…《反響定位》につ
いて、各水族館での訓練技法と向上方法

　【教材・参考書】　イルカ概論(粕谷俊雄著)　海獣水族館～飼育と展示の生物学　(村山司・祖一誠・内田詮三著)　ケトス知恵～
イルカとクジラのサイエンス(村山司著)　イルカ・クジラ学～イルカとクジラの謎に挑む(中原史生著)　世界のクジラ・イルカ百科辞

典(アナリサ　ベルタ著）捕鯨問題の歴史社会学（渡邊洋之著）　イルカのくれた夢　ママのくれた夢　（三好晴之著）

TCA東京ECO動物海洋専門学校

60分筆記試験＋30分の感想文作成
後期を振り返りつつ、自己の理解度を確かめる
また、レポートにより自己分析を明確化する

試験の振り返りと共に、最終学年時に対する取
り組み方・また就活法をそれぞれに鑑みる

後期を総括しつつ、自身における進路の方向性
を強化もしくは修正し、二年時に備える

準備学習　時間外学習 事前学習にて講義の概要受け入れを準備し、事後学習にて自己の習得率を向上する
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1

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義

2 4月28日 講義

3 5月12日 講義

4 5月19日 講義

5 6月2日 講義

6 6月9日 講義

7 6月16日 講義

8 6月23日 講義

9 6月30日 講義

10 7月7日 講義

11 7月14日 講義

12 7月21日 講義

13 9月1日 講義

14 9月8日 試験

15 9月15日 講義

キヌゲネズミ科/ゴールデンハムスターのカ
ラーと繁殖

ハムスターの価格を調べてみよう。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験

試験の解説と夏休みの過ごし方

準備学習　時間外学習

ハムスターの体の構造と病気について

　【使用教科書・教材・参考書】　

リス亜目/モモンガ属と有袋目 リスを販売している店舗を探せるかな?

リス科/シマリスとジリス
販売店のジリスはどんなケージで暮らしてい

たかな?
ネズミ亜目/ハムスターの種と品種 ハムスターのカラーを調べてみよう。

ウサギの管理と食性について

動物の分類/齧歯目
齧歯目にはどんな種がいるのか考えてみよ

う。
リス亜目/モモンガ属とムササビ属 ムササビを見に行こう。

ウサギを扱っている施設を探してみよう。

ウサギの品種 店舗で取り扱いの多い品種は何かな?

ウサギの体の構造と病気について
販売店のウサギはどんなケージで暮らしてい

たかな?

穴ウサギの種類、種と品種について ウサギの価格を調べてみよう。

動物の分類/ウサギ目

自己紹介　イベントの説明と生き物を扱う上
での注意事項

教員の略歴 日本初のドッグシッター&イヌの託児施設を発案、開業　小動物全般の繁殖・卸し

授業の学習
内容

飼育展示、販売、接客に必要不可欠となる小動物の基本を学ぶ授業です。
種を理解する事で、品種や繁殖、人工哺乳や介護をする為の知識を身に付けます。
飼育される全ての動物たちが、生涯ストレスなく健康で暮らし続けられるために、飼い主様とのパイプラインを目指して学習
に励んで下さい。
授業は座学ですが、実際に動物に触れ合い、感覚も養いながら授業を進めます。

※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　
ウサギの品種を識別できるようになる。
スーパーの食材から草食動物の餌を選ぶ事ができる。
種の特性を理解し、ストレスフリーな扱い方の習得を目指す。

評価方法と基準

提出物20％　小テスト20%
定期試験60％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

高橋
幸子

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 　エキゾチックアニマルⅠ1

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 10月6日 講義

2 10月13日 講義

3 10月20日 講義

4 10月27日 講義

5 11月3日 講義

6 11月10日 講義

7 11月17日 講義

8 11月24日 講義

9 12月1日 講義

10 12月8日 講義

11 12月15日 講義

12 1月12日 講義

13 1月19日 講義

14 1月26日 試験

15 2月9日 講義

ハトの生理生態 ハトはどんな場所で見られるかな?

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験

試験の解説と総まとめ

準備学習　時間外学習

ニワトリとアヒル

　【使用教科書・教材・参考書】　

鳥の体の構造と生理生態

フィンチとカナリア 店舗で取り扱いの多いフィンチは何かな?

インコとオウム 店舗で取り扱いの多いインコは何かな?

フェレットの体の構造と病気

ハリネズミとテンレック
テンレックを販売している店舗を探せるか

な?
哺乳網と鳥網 トリを扱っている施設を探してみよう。

店舗で取り扱いの多い品種は何かな?

ヤマアラシ亜目/デグー
販売店のデグーはどんなケージで暮らしてい

たかな?
食肉目/フェレット

販売店のフェレットはどんなケージで暮らし
ていたかな?

ヤマアラシ亜目/チンチラ チンチラの価格を調べてみよう

ヤマアラシ亜目/モルモットの品種

ネズミ亜目/マウスとレミング

教員の略歴 日本初のドッグシッター&イヌの託児施設を発案、開業　小動物全般の繁殖・卸し

授業の学習
内容

　　　　飼育展示、販売、接客に必要不可欠となる小動物の基本を学ぶ授業です。
種を理解する事で、品種や繁殖、人工哺乳や介護をする為の知識を身に付けます。
飼育される全ての動物たちが、生涯ストレスなく健康で暮らし続けられるために、飼い主様とのパイプラインを目指して学習
に励んで下さい。
授業は座学ですが、実際に動物に触れ合い、感覚も養いながら授業を進めます。

※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　
モルモットの品種を識別できるようになる。
スーパーの食材から雑食動物の餌を選ぶ事ができる。
種の特性を理解し、ストレスフリーな扱い方の習得を目指す。

評価方法と基準

提出物20％　小テスト20%
定期試験60％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

高橋幸子
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 　　エキゾチックアニマルⅠ2

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義

2 4月27日 講義

3 5月11日 講義

4 5月18日 講義

5 6月1日 講義

6 6月8日 講義

7 6月15日 講義

8 6月22日 講義

9 6月29日 講義

10 7月6日 講義

11 7月13日 講義

12 7月20日 見学実習

13 8月31日 休講

14 9月7日 試験

15 9月14日 振り返り

日本の動物園が辿ってきた歴史について説明
することが出来る

現代動物園が掲げる４つの役割について説明
することが出来る

飼育する、とはどういうことか、その意味と
意義を説明出来る

動物園の展示について、その意図や工夫につ
いて説明出来る

４つの役割について、ハンドブックを読んで
おく

どんな飼育員になりたいか、自分の考えをま
とめる

どんな飼育員になりたいか、自分の考えをま
とめる

動物園の檻について、その特徴を調べておく
動物園に掲示されているラベルについて、記
載されている内容を読み解くことが出来る

動物愛護法について調べておく
自身が持つ動物園に対する印象について、発

表準備をする

動物園に掲示されているラベルについて、記
載されている内容を読み解くことが出来る

動物の取引に関する国際法について理解出来
る

動物園に関する法令について、動物愛護法の
中から抜粋して理解し捉えることが出来る

環境エンリッチメントについて、導入の経緯
を説明出来る

ラベルを通じて、自分ならどんなことを伝え
たいか考えをまとめる

ワシントン条約について調べておく

授業計画・内容

新・飼育ハンドブック

前期授業、試験内容振り返り

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物園のラベルにどんなことが書かれている
か調べておく

環境エンリッチメントについて、具体的な取
り組みを説明出来る

多摩動物公園見学実習（仮）

見学実習分休講（要2コマ）

前期まとめ試験

自分が好きな野生動物の食べ物について調べ、発表
する

事前配布のワークシートに目を通しておく

メール配信にて試験範囲確認

担当教員
栗原

七保子

日本動物植物専門学校卒、（株）よみうりランド、財団法人横浜市緑の協会勤務

評価方法と基準

小試験　２０％
定期試験　８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　D59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応します。
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の評価とします。

教員の略歴

授業の学習
内容

「動物園」という様々な立場の人が働く現場を、偶像として見るのではなく、自分が将来働く現場として、具体的なイメージを
持てるように学んでいきます。また、日本の動物園が置かれる現状を踏まえながら、「動物を飼育する」ことの意味と意義を
しっかりと理解し、実践していくための大切なファーストステップになります。

到達目標　
動物園の存在意義、現在抱えている課題を知り、理解することを通して、「動物の命を預かる」ことの意味を身近に理解す
ることを到達目標とします。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

飼育概論Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
この授業を受講する際の心構えを、学生自ら

が明確に示すことが出来る
日本の動物園、水族館の数を調べる

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）
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1

授業形態

講義

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義・試験

講義

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

13

14

7

8

9

10

11

12

テスト結果の振り返りを行うことで、飼育員
としてすべき取り組みをしっかりと理解出来

試験範囲の復習

準備学習　時間外学習

動物の飼料の選出。各動物種の飼料を選出する際の
注意点について、理解することが出来る 自分が好きな野生動物の食べ物について調べ、発表

する動物の飼料の選出。各動物種の飼料を選出する際の
注意点について、理解することが出来る２

動物に対するトレーニングについて、その目的を理
解出来る

TCA東京ECO動物海洋専門学校

回数

1

2

3

4

5

6

テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

神経整理について学び、動物のストレスを取り除く
ことの意義を理解することが出来る

神経整理について学び、動物のストレスを取り除く
ことの意義を理解することが出来る

飼育質の動物が感じているであろうストレス
を見つけ出し発表する

　【使用教科書・教材・参考書】　

新・飼育ハンドブック

15

トレーニングの進め方を実際に考え、発表すること
が出来る

具体的な進め方、間違った方法を理解することが出
来る

動物へのトレーニングに対するイメージを固めてお
く

各自発表する

発表内容の振り返り

環境エンリッチメントまとめ、取り組みの際の危険
回避について理解出来る

飼育室の動物に施せる環境エンリッチメントについ
て考えたことを修正する

飼育室の動物に施せる環境エンリッチメントについ
て考え、発表する

飼育室の動物に施せる環境エンリッチメントについ
て考えてみる

多摩動物公園見学実習を振り返り、飼育動物のため
の取り組みを理解し、発表することが出来る

発表する内容をまとめておく

新飼育ハンドブック５の熟読と理解。

飼育室の動物に施せる環境エンリッチメントについ
て考え、実践する

1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

科目名 飼育概論Ⅰ2

必修
選択

担当教員
栗原七保

子
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次

評価方法と基準

小試験　２０％
定期試験　８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　D59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応します。
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の評価とします。

教員の略歴 日本動物植物専門学校卒、（株）よみうりランド、財団法人横浜市緑の協会勤務

授業の学習
内容

「動物園」という様々な立場の人が働く現場を、偶像として見るのではなく、自分が将来働く現場として、具体的なイメージを
持てるように学んでいきます。また、日本の動物園が置かれる現状を踏まえながら、「動物を飼育する」ことの意味と意義を
しっかりと理解し、実践していくための大切なファーストステップになります。

到達目標　
飼育動物のストレスを減らし、日々の暮らしをより豊かにするための飼育員の取り組みを知ることで、「動物を飼育する」こと
の意義と責任をより身近に感じることが出来るようになります。知識を吸収するだけでなく、どうしたらその取り組みを実践
できるようになるのか、自ら考え発信する力を身に着けていきます。
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1

回数 日程 授業形態

1

2

3 講義

4 講義

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 試験

15 講義

授業の学習
内容

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

担当教員 工藤悟
授業
形態

教員の略歴 （株）マザー牧場勤務、日本大学動物資源科学科 特別講師、 PlanningOvis代表

選択 年次 2年

講義
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 畜産飼養　Ⅱ1

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

畜肉の部位と副産物について理解する。

講義・演習

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

必修
選択

時間外学習について　：
講義中に使用した教科書、配布したプリント。そ
して、口頭、板書を書き留めたノートの熟読を行
い復習すること。、また、理解できなかった内容
についての質問を整理し次回の講義に備える。

レポートについて　：
演習時のレポート作成を通して習得した内容を再
確認し理解を深めると共に、疑問を整理し解決す
ること。

準備学習について　：
毎回、講義終盤に次回の講義内容の予告を行いま
すので教科書の該当箇所を熟読すること。

到達目標　

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

評価方法と基準

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

授業計画・内容

講義・演習

紹介した結び方の復習を行い習得すること。

講義・演習

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

講義

家畜の福祉、特に日本における代表的な家畜
（牛・豚・鶏）を対象としたアニマルウエルフェ
アについて学ぶ。

家畜の病気とその対策について理解する。

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

筆記試験

試験の解説を通して、前期のポイントを整理し理
解させる事。

前期講義の復習

準備学習　時間外学習
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1

回数 日程 授業形態

1

2

3

4

5

6

7

8

9 講義

10

11

12

13 講義

14 試験

15 講義

TCA東京ECO動物海洋専門学校

筆記試験

準備学習　時間外学習

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

試験の解説を通して、後期のポイントを整理し理
解させる事。

後期講義の復習

畜産経営
・牧場経営のための基礎。
・収入源について理解する。
・経営に関わる支出について理解する。
・収支の計算を理解する。

レポートについて　：
演習時のレポート作成を通して習得した内容を再
確認し理解を深めると共に、疑問を整理し解決す
ること。

準備学習について　：
毎回、講義終盤に次回の講義内容の予告を行いま
すので教科書の該当箇所を熟読すること。

総時間
（単位）

年次 2年

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

授業計画・内容

科目名 畜産飼養　Ⅰ　2

必修
選択

選択

時間外学習について　：
講義中に使用した教科書、配布したプリント。そ
して、口頭、板書を書き留めたノートの熟読を行
い復習すること。、また、理解できなかった内容
についての質問を整理し次回の講義に備える。

講義

講義・演習

講義・演習

鶏の解剖手順、解剖時の諸注意を理解する。
解剖時の確認項目を把握する。

講義・演習
（鶏解剖）

鶏の解剖は、１羽を１グループにて実施。　　　　　　と
殺、解剖を実践する事で、一年次の講義で　　　学んだ
内容をより深く理解出来る。　　　　　　　　　　　　　　ま
た、日頃食している家畜が生きている状態から食材に
なるまでの過程を学ぶ。　　　　　　　　　　　　　　　　（３
限連続で実施）

解剖結果（特に解剖時の課題について学ぶ）。

家畜を使用した催事
・催事の種類を知る。
・催事内容の組み立てについて理解する。
・催事運営の問題点について理解する。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

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

到達目標　

講義

担当教員 工藤悟
授業
形態

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

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴 （株）マザー牧場勤務、日本大学動物資源科学科 特別講師、 PlanningOvis代表

授業の学習
内容

評価方法と基準



日数 日程

準備学習　時間外学習

【使用教科書・教材・参考書】
（参考書）菅野宏文著：日本動物園・水族館協会「飼育ハンドブック・動物園編」Ⅲ

講義 最新の分類・古細菌と3ドメインセオリー 五界説の矛盾点について予め調べる。

15 9/17

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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。

脊椎動物亜門・哺乳網の分類 本日の講義の復習。

講義 哺乳類の生理 本日の講義の復習。

12 7/23

11 7/16

1 4/23

2 5/7

3 5/14

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。

8 6/25

13 9/3

14 9/10

9 7/2

10 7/9

講義 種の概念・形態学的、生物学的種の定義 本日の講義の復習。

講義

講義

講義 五界説における動物界の各門の概要 生物を5つの界に分けた理由を予め調べる。

分類の概念及びリンネ式分類学 なぜ分類が必要なのか予習を行う。7 6/18 講義

学名、国際動物命名規約、二名法 動物を1種選び予め学名を調べる。

講義 動物の愛護及び管理に関する法律、特定動物 特定動物を予め1種選び調べる。

ワシントン条約及び種の保存法 登録票について説明できる様練習。

4 5/21

5 5/28

6 6/4 講義

講義 外来生物法 特定外来動物を予め1種選び調べる。

講義 分化財保護法 天然記念動物を予め1種選び調べる。

授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習（学習課題）

講義 動物園・水族館の意義・役割 本日の講義の復習。

講義 動物の愛護及び管理に関する法律 動物販売時説明書を使用しながら説明練習。

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。

授業計画・内容

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
動物園・水族館の意義と役割、動物園・水族館に関係する法令、分類と分類学、脊椎動物の生理及び生態と飼養動物の飼育環境（環
境エンリッチメントについて）、生物学史、生命の誕生、進化論、メンデルと遺伝、染色体と遺伝、性と遺伝等。

担当教員 菅野宏文
授業
形態

講義

到達目標
業界（動物園・水族館・企業等）のニーズに対応出来る深い知識を習得し、更には動物園・水族館の採用試験に対応出来る学力を培
う。

総時間
（単位）

45
1

科目名 動物学概論Ⅰ1
必修
選択

選択 年次 1

学科・コース エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）



日数 日程

準備学習　時間外学習

【使用教科書・教材・参考書】
（参考書）菅野宏文著：日本動物園・水族館協会「飼育ハンドブック・動物園編」Ⅲ

TCA東京ECO動物海洋専門学校

14 1/28 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 2/11 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。

12 1/14 講義 メンデルと遺伝II・遺伝子の相互作用 本日の講義の復習。

13 1/21 講義 性と遺伝子・性の決定 本日の講義の復習。

10 12/10 講義 適応拡散と収れん現象 収れん現象の例を1つ予め調べる。

11 12/17 講義 メンデルと遺伝I・遺伝の法則 メンデルについて予め調べる。

8 11/26 講義 進化論III・ワイズマン、現在の進化論 本日の講義の復習。

9 12/3 講義 動物地理学・動物分布上の諸規則 ベルグマンの規則の例を1つ予め調べる。

6 11/12 講義 進化論I・ラマルク、チャールズ・ダーウィン 用・不用説の矛盾点について予め調べる。

7 11/19 講義 進化論II・ド・フリース、T・エイマー 突然変異説の矛盾点について予め調べる。

4 10/29 研修 生物学の歴史・アリストテレス～ 本日の講義の復習。

5 11/5 講義 生物の定義と生命の誕生 生物と無生物の違いを予め調べる。

2 10/15 講義 動物の生態・生態用語等の解説 本日の講義の復習。

3 10/22 講義 動物の生態・多様な繁殖様式 本日の講義の復習。

授業計画・内容

授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習（学習課題）

1 10/8 講義 動物の生態・環境エンリッチメント
動物園における環境エンリッチメント

を1例調べる。

到達目標
業界（動物園・水族館・企業等）のニーズに対応出来る深い知識を習得し、更には動物園・水族館の採用試験に対応出来る学力を培
う。

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。

学科・コース エコ・コミュニケーション科昼二（2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
動物園・水族館の意義と役割、動物園・水族館に関係する法令、分類と分類学、脊椎動物の生理及び生態と飼養動物の飼育環境（環
境エンリッチメントについて）、生物学史、生命の誕生、進化論、メンデルと遺伝、染色体と遺伝、性と遺伝等。

担当教員
1

菅野　宏文
授業
形態

講義
総時間

（単位）
45
1

科目名 動物学概論Ⅰ2
必修
選択

選択 年次



45

1

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義

2 5月7日 講義

3 5月14日 講義

4 5月21日 講義

5 5月28日 講義

6 6月4日 講義

7 6月18日 講義

8 6月25日 実技実習

9 7月2日 実技実習

10 7月9日 講義

11 7月16日 講義

12 7月23日 講義

13 9月3日 講義

14 9月10日 試験 筆記試験

15 9月17日 講義

TCA東京ECO動物海洋専門学校

馬学　　Ⅰ1

必修
選択

選択 年次 １年次

授業計画・内容

講義
総時間
（単位）

科目名

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

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

担当教員

評価方法と基準 筆記試験において、６０点以上を合格とする。

馬と人の関わりについて理解できる

学習内容

馬について自分で持つイメージを一言でまとめる

準備学習　時間外学習(学習課題）

長嶺
幸介

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

競走馬生産・育成。乗馬クラブインストラクター。総合ペットショップ。移動動物園。NPO法人生態科学研究機構理事

授業形態

馬の食性以外の習性について理解できる 前回の授業のノートを必ず読む

前回の授業のノートを必ず読む

前回の授業のノートを必ず読む

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

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

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

馬の分類・品種などについて理解できる

馬の食性と飼料について理解できる

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

馬の個体識別方法について理解できる

馬の悪癖について理解できる

馬具の名称と使用方法を理解し正しく扱うことができる

前回までの授業のノートとプリント必ず読む

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

感覚器の構造と特徴について理解できる

馬体の特徴や、名称、蹄と削蹄・装蹄などについて理解できる

馬の保定方法と必要な道具と使い方を理解できる。

ロープワーク技術を身につける。

ロープワーク技術を身につける。

飼養する馬の登録について理解できる 前回の授業で行ったロープの結び方を家で必ず復習してくる

前回の授業で行ったロープの結び方を家で必ず復習してくる

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

前回の授業のノートとプリントを必ず読む



体のしくみ
ベーシック
ヒストリー

日数 日程

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

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

担当教員 菅野　宏文

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

授業
形態

講義
総時間

（単位）
1

科目名 アニマルベーシックⅠ1
必修
選択

選択 年次 1

学科・コース エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

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。

授業計画・内容

授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習（学習課題）

1 講義 消毒・滅菌 代表的な消毒方法と特性 本日の講義の復習。

2 講義 ズーノーシス
ズーノーシス
対策代表的な人獣共通感染症

〃

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

〃

4 講義 DNAとRNA
構造及び、機能トリプ
レットコードの解読

〃

5 講義 メンデルと遺伝I
遺伝と変異と進化
メンデルの遺伝の法則

〃

6 講義 メンデルと遺伝II
遺伝子の相互作用
優性・独立の法則の例外

〃

7 講義 性と遺伝
性の決定と性染色体
性決定の型　伴性及び限性遺伝

〃

8 講義 動物の分類
分類の概念
分類の単位

〃

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

〃

10 講義 生物学の歴史と
生命の誕生

生物発生説及び生命の誕生
生命体の条件

〃

11 講義 生物の進化I
進化論諸説の解説
及び長所と短所

〃

12 講義 生物の進化II 近年の進化論について 〃

13 研修 海外研修 訪問する国の動物について調べる。

14 試験 期末試験（ペーパーテスト実施） 試験に対する準備を行う

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

東京コミュニケーションアート専門学校

15 講義 試験解答及び全過程の総括 理解しにくかった項目を予め調べる

準備学習　時間外学習



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義 飼育の基本(ケージ・保温・床材等)

3 講義 カメ類総論と水生種の分類・生態・飼育

4 講義 陸生ガメとハコガメの分類・生態・飼育

5 講義 ウミガメの分類・生態・飼育

6 講義 爬虫両生類の餌学(栄養素と飼育法)

7 講義 爬虫両生類の野外観察法(装備等)

8 講義 トカゲ類総論と地上生種の分類～飼育

9 講義 イグアナ等樹上生種の分類・生態・飼育

10 講義 カメレオン・ヤモリ類の分類・生態・飼育

11 講義 オオトカゲ類の分類・生態・飼育

12 講義 水生・地中生トカゲの分類・生態・飼育

13 講義 これまで習得した知識や技術の確認

14 試験

15 振り返り

TCA東京ECO動物海洋専門学校

両生爬虫類学Ⅰ１科目名
年次

総時間
（単位）

1.2

爬虫両生類の定義と特徴 授業の内容について復習(レポート)

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2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。

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。

担当教員 富田京一

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　

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）

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

　【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。

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

夏休みに向けてのレポート提出

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
準備学習　時間外学習



45

1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 講義

必要に応じて随時「JESC基礎生物」やその他参考書籍を使用。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

競走馬生産育成牧場・乗馬クラブインストラクター・総合ペットショップ・移動動物園・動物系番組監修出演・ＮＰＯ法人生態科学研究機構副理事長

講義
総時間
（単位）

２年

地球と生命の誕生について理解できる 授業の復習（ノート整理）

長嶺幸介

　【使用教科書・教材・参考書】　

授業の復習（ノート整理）

前期まとめ

TCA東京ECO動物海洋専門学校

基礎生物Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準 定期試験で６０点以上を合格とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

生物の基礎的な部分を学ぶことで、社会に出たときに応用できる（現場の話を理解して動ける）力をつける。１年生のときに
やった「体のしくみ」や、他の講師の先生の授業の中で学んでることも出てくると思うが、動物たちのことを学ぼうとすると、
様々な知識や技術を必要とするので、授業がそれぞれではなくトータルでつながっていることを理解してほしいと思う。生物
の理解、生物と環境について、人と環境の関わりなど、を学び、飼育管理の現場で活かす。

到達目標　
生物の基本事項について理解し説明できる。生物の構造や生態を理解し飼育管理に活かせる。動物園などの筆記試験の
基礎知識とすることができる。

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

準備学習　時間外学習

授業の復習（ノート整理）

試験内容の復習

動物の恒常性と調節Ⅲ血液について理解でき
る

動物の恒常性と調節Ⅳリンパと免疫について
理解できる

動物の恒常性と調節Ⅴ肝臓・腎臓の主な働き
について理解できる

筆記試験

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

細胞の構造について理解できる

細胞小器官の構造と働きについて理解できる

植物の調節作用について理解できる
動物の恒常性と調節Ⅰ代謝（同化・異化）に

ついて理解できる
動物の恒常性と調節Ⅱ代謝（同化・異化）に

ついて理解できる

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

生物の進化についての基礎的な歴史について
理解できる

地質時代ごとの生物相について理解できる
進化の証拠となるものについて基本的知識を

理解できる
生態系の構成と物質収支について理解できる

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 講義

動物の恒常性と調節Ⅶ内分泌腺とホルモンに
ついて理解できる

神経系の発達について理解できる

動物の行動について理解できる

情報の伝達について理解できる

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

無性生殖と有性生殖について理解できる

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

生物の発生について理解できる
遺伝子についてと生殖技術の発展と応用につ

いて理解できる
生物多様性の３つのレベルについて理解でき

る
生物多様性の４つの危機についてりかいでき

る

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業計画・内容

必要に応じて随時「JESC基礎生物」やその他参考書を使用

後期補足とまとめ 授業の復習（ノート整理）

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

授業の復習（ノート整理）

試験内容の復習

外来種と絶滅危惧種について理解できる
日本の絶滅種と絶滅危惧種について理解でき

る
地球環境問題について興味を持ち考察するこ

とができる
筆記試験

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

担当教員 長嶺幸介

競走馬生産育成牧場・乗馬クラブインストラクター・総合ペットショップ・移動動物園・動物系番組監修出演・ＮＰＯ法人生態科学研究機構副理事長

評価方法と基準 定期試験にて６０点以上を合格とする。

教員の略歴

授業の学習
内容

生物の基礎的な部分を学ぶことで、社会に出たときに応用できる（現場の話を理解して動ける）力をつける。１年生のときに
やった「体のしくみ」や、他の講師の先生の授業の中で学んでることも出てくると思うが、動物たちのことを学ぼうとすると、
様々な知識や技術を必要とするので、授業がそれぞれではなくトータルでつながっていることを理解してほしいと思う。生物
の理解、生物と環境について、人と環境の関わりなど、を学び、飼育管理の現場で活かす。

到達目標　
生物の基本事項について理解し説明できる。生物の構造や生態を理解し飼育管理に活かせる。動物園などの筆記試験の
基礎知識とすることができる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

基礎生物Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
動物の恒常性と調節Ⅵ自律神経について理解

できる
授業の復習（ノート整理）

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）
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1

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義・演習

2 5月6日 講義

3 5月13日 講義

4 5月20日 実習

5 5月27日 講義

6 6月3日 講義

7 6月17日 講義

8
A 6月24日
B 7月1日 実習

9
A 7月1日

B 6月24日 講義

10 7月8日 講義

11 7月15日 講義・演習

12 7月22日 講義・演習

13 9月2日 講義・演習

14 9月9日 試験

15 9月16日 講義

時間配分を考え、発表の練習をする。

自身の評価をする。

国内の水族館に展示されている
海牛類を調べてまとめる。

国内で飼育されているラッコが数を減らしている
ことについて、自分の考えをまとめる。

フンボルトペンギン属の3種について、
調べてまとめる。

アジ、サバ、ホッケの特徴を
絵を描いて示しまとめる。

サンマ、イワシ、シシャモの特徴を
絵を描いて示しまとめる。

分担を決め、各自取り組む。

メンバーで協力し、まとめ、より効果的なプ
レゼン方法を考える。

調餌～給餌方法を知る事ができる。

国内の水族館に展示されている
鯨類を1種類調べてまとめる。

国内の水族館に展示されている
鰭脚類を1種類調べてまとめる。

鯨類の分類・特徴・展示方法について
知る事ができる。

鰭脚類の分類・特徴・展示方法について
知る事ができる。

静岡実習

授業計画・内容

　【使用教科書・教材・参考書】　

発表の振り返りができ、今後の目標設定
ができる。

今後の目標を設定する。

準備学習　時間外学習 復習をする事で、理解を深め、すぐ実践できる力をつける。

グループ内で話し合いテーマを決め、
学習の確認ができる。

グループ内で協力し、復習ができ、
プレゼンの方法を知る事ができる。

作業の確認と、プレ発表ができる。

人前で発表し、他のグループの
評価をすることができる。

海牛類、ホッキョクグマの分類・特徴・
展示方法について知る事ができる。

ペンギンの分類・特徴・展示方法に
ついて知る事ができる。

餌の種類・量・栄養について知る事
ができる。

ラッコ、カワウソの分類・特徴・展示
方法について知る事ができる。

ダイビング実習

担当教員
小澤
 　紀恵

TCAドルフィントレーナー専攻 卒、八景島シーパラダイス、アクアパーク品川 勤務

評価方法と基準

(1)定期試験 80%・・・学習の理解を評価します。
(2)小テスト 10%
(3)授業態度 10%・・・課題、出席数などを評価します。
筆記試験評価：GPA（A:100～90　B:89～80　C:79～70　D:69～60　F:59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回 筆記(小テストの中から出題)　80点以上でCの評価とする。

教員の略歴

授業の学習
内容

◦海洋生物に関わる業界に必要とされる、『素質ある人材』の育成を目的とし授業を行います。
◦海洋哺乳類の基礎的な知識や、飼育する上での健康管理やトレーニング、動物福祉を考えた
　飼育方法などを、映像や資料を使い講義します。
◦コミュニケーション力や、積極性、観察力を養うため、様々なレクリエーションを行います。

到達目標　

◦海洋哺乳類の基礎的な知識や飼育管理の方法を身につけ、飼育下の動物にとって、より良い環境
　を考える事が出来るようになる。

◦レクリエーションを通じて、積極的にコミュニケーションを取る事や、人前に出て伝える事が
　出来るようになる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

海洋哺乳類Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
自己紹介と、授業の目的を理解し
各自の目標設定ができる。

インタビューシートを作成し、各自の
目標をたてる。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）



回数 回数

4月11日 1 1

4月18日 2 2

4月25日 3 3

5月9日 4 4

5月16日 5 5

5月30日 6 6

6月13日 7 7

6月20日

6月27日 8 8

7月4日

7月11日 9 9

7月18日 １０・１１

7月20日
（土）

１０・１１

8月29日 12 12

9月5日 13 13

9月12日 14 14

9月19日 15 15

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

授業の学習
内容

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

1単位
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

学習内容
Aクラス Bクラス

生物の分類階級
を理解できる

生物の分類階級を
理解できる

到達目標　
①分類階級を理解でき、そこに属する生物がわかる。

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

評価方法と基準 定期試験（１００％）・実習レポート（出欠席判定）

授業計画・内容

復習：分類階級「門」と属する生物を覚える

刺胞動物門の特徴と
イソギンチャクの体
のつくりが理解でき

刺胞動物門の特徴とイ
ソギンチャクの体のつ

くりが理解できる
飼育ハンドブック３　刺胞動物門を読む

イソギンチャクの触
手の観察・顕微鏡を

使用できる

イソギンチャクの触手
の観察・顕微鏡を使用

できる
観察内容（写真・観察記録）をまとめる

休講 休講 淡島の自然調査レポート提出

伊豆水族館研修 伊豆水族館研修

潮汐と海岸環境 潮汐と海岸環境 淡島の自然調査の結果を説明できる

大島ダイビング 干潟の生物（甲殻類） 飼育ハンドブック３　節足動物門を読む

休講 休講 2年生実習のため

干潟の生物（甲殻類） 大島ダイビング 飼育ハンドブック３　節足動物門を読む

休講 休講 2年生実習のため

干潟の調査方法 干潟の調査方法 調査準備（生物名をおぼえる）

前期のまとめ 前期のまとめ

休講 葛西干潟実習
観察記録をまとめ、写真つきで文章・図

が入ったレポートを作成

葛西干潟実習 休講
観察記録をまとめ、写真つきで文章・図

が入ったレポートを作成

TCA東京ECO動物海洋専門学校 実習前に方法・観察のポイントを読む

東京コミュニケーションアート専門学校

日程 授業形態 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【使用教科書・教材・参考書】　　飼育ハンドブック１・２・３

前期試験 前期試験

答え合わせ 答え合わせ

干潟の生物まとめ 干潟の生物まとめ
干潟の生物の生活の質問に答えることが

できる

1

担当教員 白井芳弘
科目名 水生生物Ⅰ1 

必修
選択

授業
形態

選択

講義

年次



回数 回数
講義 1 1

講義 2 2

講義 3 3

実習 ４・５ ４・５

講義 6 6

講義 7 7

校外実習 ８・９

実習・講義 10 8

校外実習 ９・１０

講義・実習 11 11

講義 12 12

講義 13 13

講義 14 14

講義 15 15

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

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

授業の学習
内容

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

1

担当教員 白井芳弘
科目名

学習内容
Aクラス Bクラス

岩礁性海岸の自然 岩礁性海岸の自然

到達目標　

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

評価方法と基準 定期試験（６０％）　レポート（４０％）

授業計画・内容

潮上帯・潮間帯の環境
と生物

潮上帯・潮間帯の環
境と生物

１年水生生物「潮汐」読み返す
マガキの体の構造と名

称
マガキの体の構造と

名称
１年水生生物「軟体動物二枚貝綱」読み返す

休講 休講

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

寄り藻と分解者 寄り藻と分解者 端脚目を調べておく

実習の方法 潮だまりの生物 B:等脚目を調べておく

岩礁海岸の生物観察 休講

採集生物の検索 実習の方法

休講 岩礁海岸の生物観察

潮だまりの生物 採集生物の検索 A:等脚目を調べておく

休講 休講 レポート提出

調査結果ふりかえり 調査結果ふりかえり レポート返却

準備学習　時間外学習 実習前の調査方法・生物検索方法の学習

前期のまとめ 前期のまとめ

前期試験 前期試験

東京コミュニケーションアート専門学校

日程 授業形態

必修
選択

授業
形態

選択

講義

年次

単位

1

準備学習　時間外学習(学習課題）

水生生物Ⅰ2

TCA東京ECO動物海洋専門学校

答え合わせ 答え合わせ
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1

授業形態

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

見学

見学

演習

講義

講義

講義

講義・試験

講義

プレゼンテーション

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

評価方法と基準

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

授業計画・内容

回数 学習内容

2

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

3

1
オリエンテーション　自己紹介、講義の進め方、授業内容の意味、を説明し各自

の目的を認識できるようにする。

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

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

担当教員 佐藤充
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1
科目名 水族館研究Ⅰ1

必修
選択

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

新飼育ハンドブック3　P1～P32の熟読と理解

新飼育ハンドブック1　P1～P60の熟読と理解

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

準備学習　時間外学習(学習課題）

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

4

6

餌料　餌料の大切さと工夫を理解できる。 新飼育ハンドブック1　P61～P90の熟読と理解5

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

13

14 テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

15
テスト結果の振り返りを行うことで、動物園水族館の役割を

より深く理解する
前期に取り扱った新飼育ハンドブック全般

新飼育ハンドブック4　P1～P90の熟読と理解

新飼育ハンドブック4　P151～P162の熟読と理解

新飼育ハンドブック4　P91～P150の熟読と理解

展示1　水族館における展示の意味と効果について理解できる。

8 水族館の見学を通し、展示にどのような工夫がされていて、どのよ
うな効果があるのか説明できる

見学を持って充当する（水族館は未定）

教育　動物園・水族館の教育活動について具体的活動を元に説明・
理解できる。

12

7

研究・広報　水族館で行われている研究活動について説明・理解で
きる。

11

9

10
展示2　見学を通し明確になった展示の目的の再確認と、その他の展

示の意味を説明できる。
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1

授業形態

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義・演習

講義

講義

講義

講義

講義・試験

講義

見学

10

新飼育ハンドブック3　P33～P65の熟読と理解

新飼育ハンドブック3　P91～P117の熟読と理解

13

14

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

11

危機管理・施設運用

TCA東京ECO動物海洋専門学校

回数

1

2

3

4

5

6

テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

新飼育ハンドブック5　　P1～P83、P87～P109の
熟読と理解

7

新飼育ハンドブック4　P151～P162の熟読と理解

8

9

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

15

12

生態

展示の工夫についてのプレゼンテーション

研究・広報　水族館で行われている研究活動につい
て説明・理解できる。

トレーニング

新飼育ハンドブック3　P129～P138の熟読と理解

新飼育ハンドブック5　P113～P139136の熟読と理
解

博物館の展示物の見せ方　国立科学博物館　　　も
しくはトレーニングをしている水族館見学

博物館の展示物を面白く、魅力的に見せる工夫を研
究する

テスト結果からの振り返りを行うことで、水
質と飼育管理の理解を深める

アクアルームの飼育当番・補助の作業を時間
外学習に充当する。

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

輸送　動物の安全な輸送についての理解と説明が出
来る。

生理

分類

保存　保存の意味と役割について説明できる。

収集　水族館における収集活動が理解できる
新飼育ハンドブック2　P1～P51、P105～P127の

熟読と理解
新飼育ハンドブック2　P53～P86、P129～P152の

熟読と理解

新飼育ハンドブック2　P153～P169の熟読と理解

1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

科目名 水族館研究Ⅰ2　　

必修
選択

担当教員 佐藤充
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次

評価方法と基準

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

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

授業の学習
内容

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

到達目標　

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



1

潜水士およびダイビングインストラクターとして都内ショップにて25年勤務。

回数 日程 授業形態

1 10月5日 講義

2 10月12日 和歌山実習

3 10月19日 講義

4 10月26日 講義

5 11月2日 講義

6 11月9日 講義

7 11月16日 講義

8 11月23日 オーストラリア研修

9 11月30日 講義

10 12月7日 講義

11 12月14日 講義

12 1月11日 講義

13 1月18日 講義

14 1月25日 試験

15 2月8日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　・PADIエンサイクロペディア（参照）・PADIナレッジワークブック（参照）

授業計画・内容

定期試験ト100%
筆記試験評価：GPA（A100～90　B89～80　C79～70　D69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　追試験の評価（60点以上）をもってDの評価とする。

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

準備学習　時間外学習(学習課題）

予習：教科書10～135Pを読む
復習：問題集51～60問を解く

潜水業務の練習問題を解き慣れ、答えを導き出すことができる。

学習内容

ダイビング生理は身体に潜水がどのように影響するのかを把握し、より
安全に作業できることができる。

潜水士とダイビングの関係性を理解し、潜水作業に対しての不安や疑問
点を解消することができる。

ダイビング物理を理解することにより、潜水士という現実味のない作業を
分かりやすく紐解くことができる。

予習：教科書4-1～41Pより抜粋を読む
復習：問題集1-1～14Pを解く

予習：教科書5-1～81Pより抜粋を読む
復習：問題集2-1～13Pを解く

予習：プリントの解説を読む
復習：プリントより10問を解く

教員の略歴

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

評価方法と
基準

授業の学習
内容

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

科目名
選択必修

講義
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

潜水士対策講座Ⅰ2
担当教員

ココナッツ
（小林）

授業
形態

総時間
（単位）

1
必修
選択

年次

送気および潜降と浮上の練習問題を解き慣れ、答えを導き出すことがで
きる。

予習：教科書138～191Pを読む
復習：問題集51～60問を解く

試験

ダイビング器材の知識を増やし、簡単なトラブルに対処出来るようになる
ことにより、実際の現場で役立てる。

高気圧障害の練習問題を解き慣れ、答えを導き出すことができる。
予習：教科書194～273Pを読む
復習：問題集51～60問を解く

実際の仕事での資格の価値

予習：問題集各項目71～80問を解く
復習：問題集各項目81～90問を解く

関係法令の練習問題を解き慣れ、答えを導き出すことができる。

ダイビング環境とスキルを理解し、フィールドなどによる天候の影響やダ
イビング技術の向上が望める。

予習：各々の仕事での資格の必要性
復習：各レポート提出

予習：教科書1-1～69、2-1～63Pより抜粋を読む
復習：問題集4-1～12Pを解く

予習：教科書全体を読む
復習：問題集各項目61～70問を解く

予習：教科書3-1～93Pより抜粋を読む
復習：問題集3-1～12Pを解く

予習：教科書276～359Pを読む
復習：問題集51～60問を解く

TCA東京ECO動物海洋専門学校

最新過去問での模擬試験（実力試し）

まとめ（後期テスト対策）

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

テスト結果からの振り返りを行うことで、潜水士の理解を深める 試験範囲からの復習とさらに理解を深める。

準備学習　時間外学習 事後学習を通じてより深く学び、事前学習を行うことで授業内での学びを促す
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潜水士およびダイビングインストラクターとして都内ショップにて25年勤務。

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義

2 4月27日 講義

3 5月11日 講義

4 5月18日 講義

5 6月1日 ダイビング実習

6 6月8日 講義

7 6月15日 講義

8 6月22日 講義

9 6月29日 講義

10 7月6日 三宅島実習

11 7月13日 講義

12 7月20日 講義

13 8月31日 講義

14 9月7日 試験

15 9月14日 講義

1年次

準備学習　時間外学習(学習課題）

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

定期試験ト100%
筆記試験評価：GPA（A100～90　B89～80　C79～70　D69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　追試験の評価（60点以上）をもってDの評価とする。

担当教員
ココナッツ
（小林）

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

授業計画・内容

学習内容

科目名
選択

講義

必修
選択

教員の略歴

総時間
（単位）学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

潜水士対策講座　Ⅰ１

授業
形態

高気圧障害の練習問題を解き慣れ、答えを導き出すことができる。

潜水士の必要性が分かるようになる。

実際の仕事での資格の価値

潜水業務について理解することができる。

潜水業務の練習問題を解き慣れ、答えを導き出すことができる。

送気および潜降と浮上について理解することができる。

実際の仕事での資格の価値

予習：教科書318～359Pを読む
復習：問題集11～20問

関係法令について理解することができる。

授業の学習
内容

関係法令の練習問題を解き慣れ、答えを導き出すことができる。

送気および潜降と浮上の練習問題を解き慣れ、答えを導き出すことがで
きる。

高気圧障害について理解することができる。

到達目標　

評価方法と
基準

予習：教科書63～135Pを読む
復習：問題集11～20問

予習：教科書138～161Pを読む
復習：問題集1～10問

予習：各々の仕事での資格の必要性
復習：各レポート提出

復習：イメージする仕事を考える

予習：教科書10～62Pを読む
復習：問題集1～10問

予習：教科書161～191Pを読む
復習：問題集11～20問

予習：各々の仕事での資格の必要性
復習：各レポート提出

予習：教科書276～318Pを読む
復習：問題集1～10問

予習：教科書194～235Pを読む
復習：問題集1～10問

予習：教科書236～273Pを読む
復習：問題集11～20問

TCA東京ECO動物海洋専門学校

申請書を作成し、提出できる状況をつくる。

まとめ（前期テスト対策）

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

テスト結果からの振り返りを行うことで、潜水士の理解を深める

　【使用教科書・教材・参考書】　

試験

予習：問題集各項目31～40問
復習：問題集各項目41～50問

試験範囲からの復習とさらに理解を深める。

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

予習：必要書類を用意する
復習：不足書類を用意する
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1

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義

2 4月27日 講義

3 5月11日 講義

4 5月18日 講義

5 6月1日 講義

6 6月8日 講義

7 6月15日 講義

8 6月22日 講義

9 6月29日 講義

10 7月6日 講義

11 7月13日 講義

12 7月20日 講義

13 8月31日 講義

14 9月7日 講義・試験

15 9月14日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】

　リテールマーケティング検定3級・2級

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験範囲からの予習と対策

クレーム対応・万引き防止策を考える。

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

テスト結果からの振り返りを行うことで、販
売店舗に必要な知識を深める

試験範囲からの復習

販売心理に基づく接客対応を知る。

アイデア発表

テスト対策・６０分の筆記試験

POSの仕組みと、売価設定方法
バーコードの基本的仕組みを知る。

ディスプレイ・照明・色の効果
大量陳列・複数陳列・利益が取れるレイアウ

トを知る。
確認し、考えていく。また13回目の発表に向
けて資料などをそろえる。

仕入れ先企業・小売と物流の基本を知り
数値による在庫管理のパターンを覚える。

バーコードのついている商品での確認
授業中に出すポイントに合わせて、市場の店
舗のレイアウトや作り、陳列、接客対応など

（4）商品回転率を理解。
（5）交差比率理解。

男性・女性の買い物に対する心理的違いを理
解し、基本的な商品の仕入れ方を学。

マーチャンダイジング　品揃え計画の幅と奥
行き商品発注と棚割りとディスプレイ方法を
荷受け・検収・検品などの販売作業と発注数

量やタイミングの考え方や方法を学。

（6）棚卸を理解。

第1回～第7回までの授業前半に行う計算問題
を復習をかね、課題を解いてもらう。

ストアオペレーション・レジ業務を含む接客
対応のやり方を覚える。

半期の授業内容を説明し、当科目の明確な学びの目
的、目標、方法を理解し、専門店の現状を知る。

（1）消費税の計算方法や表示を理解する。
（2）原価計算（3）原価計算その2

教員の略歴 NEC関連勤務・販売士講師・POPクリエーターとして、日本工学院、JTBトラベル＆ホテルカレッジ・TCAに講師として勤務

授業の学習
内容

　　店舗での販売に関する細かい内容で、特に売場はマーケティングコミュニケーションを行われる場所でもあり、売り方、
商品の仕入れ方、在庫の考え方、POPなどの効果や接客などを売場担当者・販売員として、小売店舗で必要とされるスキ
ル、基本的な仕組み、販売員としての基礎的な知識を身につけて、販売業務に活かせる内容。

到達目標　
物販店舗で必要とされる、用語やその内容を理解し、販売員としての最低限の基本知識を身に付ける。
どの様な販売方法が、店舗にとって、お客様にとって、必要とされるものかを自ら考えられるようにする。
原価計算など基本的な計算ができて、在庫と仕入れ、発注の基本を知る。

評価方法と基準

小試験ト40％　提出物・発表20％　授業態度減点法
定期試験ト40％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

商品とは　　商品を選ぶときの心理状態を理
解し、どのような品揃えをするべきかを知

宇恵野
雅子

授業
形態 講義

総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 販売基礎　　Ⅰ1

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 10月6日 講義

2 10月12日 講義

3 10月19日 講義

4 10月26日 講義

5 11月2日 講義

6 11月9日 講義

7 11月16日 講義

8 11月23日 講義

9 11月30日 講義

10 12月7日 講義

11 12月14日 講義

12 1月11日 講義

13 1月18日 講義

14 1月25日 講義・試験

15 2月8日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　

　リテールマーケティング検定3級・2級

TCA東京ECO動物海洋専門学校

①経営計算（基本）
②損益分岐点
③パレート分析の数字の出し方
④労働分配率
調べる課題身近な販促物などを確認する。

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

時間・インターネット・女性男性の買い物の
仕方考え方などを知り、アプローチ方法を考

今までの授業を踏まえて、生徒独自が考える
販売促進方法などを、発表出来るように準備

販売促進の提案発表

総復習（計算問題中心）

テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策
テスト結果からの振り返りを行うことで、ど
のように運営・商売をする必要があるかを理

試験範囲からの復習

　　商品仕入れと仕入れ費用在庫費用とのバ
ランスを考える。　　　　　　損益分岐点

パレート分析・Zグラフによる、販売分析を
行い売上推移を確認する方法を知る。

人件費に含まれる様々な費目を理解し、労働
分配率・労働生産性を理解する。

期末テストに向けてのポイントの計算練習

マーケティングとは（1）市場に働きかける
企業の様々な活動とは何かを知る。

マーケティングとは（2）固定客を確保する
ためには一般的な方法とアイディアを探る。

水族館やテーマパークなどの年パスなどの利
点や販促の実態を調べ、魅力や宣伝方法を知

マーケティングとは（3）リージョナルプロ
モーション販売促進に関する法令などを覚え

一般の販売店の販促方法とペットショップ・
アクアショップなど販促を調べ、知る。

お店はいくら売上をあげると赤字にならない
か、計算方法を理解する。　損益分岐点

指定の計算問題のプリントを解いていく

評価方法と基準

小試験ト40％　提出物・発表20％　授業態度減点法
定期試験ト40％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
半期の授業内容を説明し、今の社会情勢から
の今後の考え方。簡単な会社の仕組みを理 前期の計算練習問題の課題販売の仕組み・会社や店舗で使われる費用と

利益について考える。
入館者数とコストの関わり

売上げツリーと損益分岐点を理解させる

教員の略歴 NEC関連勤務・販売士講師・POPクリエーターとして、日本工学院勤務・JTBトラベル＆ホテルカレッジ・TCAに講師として勤務

授業の学習
内容

①現代の社会情勢などから、販売物流などの変化やこれからの商売について。簡単な会社の仕組みを理解。
②売上ツリーの説明と損益分岐点の計算・パレート分析による経営状態のとらえ方などを覚える。
③経営における人件費の適正を考え、計算方法を知る。
④マーケティングとは、固定客をかくほするには、販売促進の基本を知る。

到達目標　
基本的なコストと、販売戦略などを自分で考え、常に意識をもてるようにする。
基本的な損益分岐点の計算などができるようにする。
マーケティングの基本を知り自分で簡単な販促計画などが立てられるようにする。

宇恵野雅
子

授業
形態 講義

総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 　販売基礎　Ⅰ2

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 4月20・21日 講義

2 4月27・28日 講義・演習

3 5月11・12日 講義・演習 授業で解いた問題の復習・宿題

4 5月18・19日 講義・演習

5 6月１・2日 講義・演習

6 6月8・9日 講義・演習

7 6月15・16日 講義・演習

8 6月22・23日 講義・演習

9 6月29・30日 講義・演習

10 7月6・7日 講義・演習

11 7月13・14日 講義・演習

12 7月20・21日 講義・演習

13 8月31日/9月1日 講義・演習

14 9月7・8日 試験

15 9月14・15日 講義

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

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

立教大学経済学部講師、日本臨床政治学会主任研究員、政治学博士

講義
総時間
（単位）

1年

公務員試験の概要を理解する。 「教科書の使い方」「実施状況」を読んでおく。

新谷卓

　【使用教科書・教材・参考書】　

授業で解いた問題の復習・宿題

試験解答の確認・解説

TCA東京ECO動物海洋専門学校

公務員対策講座Ⅰ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

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

授業で解いた問題の復習

前期のまとめ

準備学習　時間外学習 新聞や関心のある分野の新書を読む。

授業で解いた問題の復習・宿題

試験準備

地理分野の問題を解くことができる。

地理分野の問題を解くことができる。

試験前の復習

前期試験

授業で解いた問題の復習

授業で解いた問題の復習・宿題

試験のために範囲全体を振り返る。

倫理・社会分野の問題を解くことができる

世界史分野の問題を解くことができる。

世界史分野の問題を解くことができる。

日本史分野の問題を解くことができる。

日本史分野の問題を解くことができる。

授業で解いた問題の復習

授業で解いた問題の復習・宿題

政治分野の問題を解くことができる。

政治分野の問題を解くことができる。

経済分野の問題を解くことができる。

経済分野の問題を解くことができる。

授業で解いた問題の復習

授業で解いた問題の復習

授業で解いた問題の復習・宿題
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1

回数 日程 授業形態

1 10月5・6日 講義・演習

2 10月12・13日 講義・演習

3 10月19・20日 講義・演習

4 10月26・27日 講義・演習

5 11月2・3日 講義・演習

6 11月9・10日 講義・演習

7 11月16・17日 講義・演習

8 11月23・24日 講義・演習

9 11月30日/12月1日 講義・演習

10 12月7・8日 講義・演習

11 12月14・15日 講義・演習

12 1月11・12日 講義・演習

13 1月18・19日 講義・演習

14 1月25・26日 試験

15 2月8・9日 講義

一般知能・判断推理の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

TCA東京ECO動物海洋専門学校

前期試験 試験準備

試験解答の確認・解説 全過程の復習と振り返り

準備学習　時間外学習 新聞や関心のある分野の新書を読む。

試験前の復習 後期の範囲の復習

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

一般知能・数的推理の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

一般知能・数的推理の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

一般知能・判断推理の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

物理・化学分野の問題を解く。 授業で解いた問題の復習

生物・地学分野の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

一般知能・文章理解の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

授業で解いた問題の復習

数学分野の基礎的な問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

数学分野の基礎的な問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

英語分野の問題を解くことが出来る。 授業で解いた問題の復習

国語分野の問題を解くことができる。

国語分野の問題を解くことができる。 授業で解いた問題の復習

教員の略歴 立教大学経済学部講師、日本臨床政治学会主任研究員、政治学博士

授業の学習
内容

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

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

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

新谷卓
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1年

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 公務員対策講座Ⅰ２
必修
選択



　（　　　　）

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 筆記試験

15 講義

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる授業で学んだ内容の総復習ができる

雑食性齧歯目リス科について理解できる
（シマリス・樹上性リス）

草食性齧歯目リス科について理解できる
（プレーリードッグ・ジリスなど）

前期のこれまでの授業の調整と試験についての対策

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

食虫目（ハリネズミ形目）について
理解できる（ハリネズミ）

有袋目（双前歯目）について理解できる
（フクロモモンガ）

雑食性リス科齧歯目について理解できる
（アメリカモモンガ）

重歯目について理解できる（ウサギ）

雑食の齧歯目について理解できる（ハムスター）

雑食の齧歯目について理解できる
（マウス・ラット・スナネズミ）

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

食肉目について理解できる（フェレット）

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

草食齧歯類について理解できる（モルモット）

長嶺幸介

草食齧歯類について理解できる（デグー）

草食齧歯類について理解できる（チンチラ）

前回の授業のノートを必ず読んでくる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

競走馬生産・育成。乗馬クラブインストラクター。総合ペットショップ（犬猫・魚・エキゾチックアニマル担当）。移動動物園。NPO法人生態科学研究機構理事

講義
総時間
（単位）

３年次

TCA東京ECO動物海洋専門学校

エキゾチックアニマルⅠ２科目名

必修
選択

選択必修 年次

授業
形態

評価方法と基準 定期試験において６０点以上を合格とする

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

近年、エキゾチックアニマルは、動物園・水族館、ペットショップ、動物病院、のみならずカフェやふれあい施設など扱う機会
がおおい。基本的なエキゾチックアニマルの中でも主に哺乳類と鳥類の中からピックアップした種について、分類、行動や
習性・生理などを含む生態、などを理解し、適切な取扱と飼育管理ができることを目指す。また、看護師の統一試験対策と
しても知識の一部となるようにする。

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

試験の振り返りと理解。前期まとめ 前回の授業のノートを必ず読んでくる

準備学習　時間外学習



45

1

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義・演習

2 4月27日 講義・演習

3 5月11日 講義・演習

4 5月18日 講義・演習

5 6月1日 講義・演習

6 6月8日 講義・演習

7 6月15日 演習

8 6月22日 講義・演習

9 6月29日 講義・演習

10 7月6日 講義・演習

11 7月14日 講義・演習

12 7月20日 講義・演習

13 8月31日 講義・演習

14 9月7日 演習

15 9月14日 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物形態機能学Ⅰ１

必修
選択

河南圭子
授業
形態

講義・演
習

総時間
（単位）

必修 年次 １年

担当教員

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。

配布プリントの作成・練習問題

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 定期試験（第１４週目）６０点以上で合格とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

配布プリントの作成・練習問題

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。

配布プリントの作成・練習問題

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。

配布プリントの作成・練習問題

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。

配布プリントの作成・練習問題

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。

筋肉の種類と各特徴、筋収縮、エネルギー産生について説
明することができる。

配布プリントの作成・練習問題	

中間試験（筆記試験と解答解説）・振り返り これまで実施した問題の復習

皮膚とその役割、構造について説明することができる。 配布プリントの作成・練習問題

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。

配布プリントの作成・練習問題

血液循環の種類と血管の種類・特徴、血圧上昇時の血管に
ついて説明できる。

配布プリントの作成・練習問題

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。

配布プリントの作成・練習問題

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。

配布プリントの作成・練習問題

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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

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

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。

配布プリントの作成・練習問題

　【使用教科書・教材・参考書】

動物看護の教科書　第２巻　緑書房　　　　動物のからだの構造と機能　ファームプレス



45時間

回数 日程 授業形態

1 月　日 講義

2 月　日 講義

3 月　日 演習

4 月　日 演習

5 月　日 演習

6 月　日 演習

7 月　日 演習

8 月　日 演習

9 月　日 演習

10 月　日 演習

11 月　日 演習

12 月　日 演習

13 月　日 演習

14 月　日 試験

15 月　日 演習

TCA
東京
ECO
動物
海洋
専門
学校

東京コミュニケーションアート専門学校/TCA東京ECO動物海洋専門学校

獣医師（動物病院勤務）

振り返り
誤答の再確認
飼育当番での飼育犬・飼育猫の管理

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・筆記用具・電卓・実習着・動きやすい靴・配布プリント・動物看護の教科書

セルタックの実施方法・評価について理解できる
血液検査（ヘマトクリット管）ができる

テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強・飼育当番参加

血液検査（セルタック・ヘマトクリット管）ができる
テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強・飼育当番参加

前期試験の実施（実地試験）
前期試験に向けての勉強
飼育当番での飼育犬・飼育猫の管理

振り返り・復習が出来る（前期の評価対象外）
注射器の取り扱い注意点を知ることができる

テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強・飼育当番参加

採血時の保定について理解できる
血液処理について理解・実施できる

テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強・飼育当番参加

ヘマトクリット管の実施方法・評価について理解できる
テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強・飼育当番参加

検査機器の使用手順・各部名称が理解できる
簡易染色の手順を理解できる

テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強

尿検査の必要性・実施方法・評価について理解できる
テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強・飼育当番参加

糞便検査の必要性・実施方法・評価について理解できる
テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強・飼育当番参加

動物の保定ついて理解できる
テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強

身体検査の実施・評価ができる
テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強

身体検査の実施・評価・報告ができる
専門用語・カルテ用語を学ぶ

テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強

動物看護師の仕事内容を理解できる
動物病院で実施する看護業務を知ることができる

テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強

教員の略歴

授業の学習
内容

動物病院で動物看護師として自信をもって働けるよう、主に血液検査・糞便検査・尿検査などの臨床検査を正確
かつ迅速に行えるようにします。
検査結果の評価も理解し、オーナー様からの質問に的確に答えられるよう知識を習得します。

到達目標　

１．『健康な動物』について知ることが出来る
２．臨床検査について理解し、正確に実施することが出来る
３．臨床検査結果について理解し、報告書を作成することが出来る
４．獣医師の指導のもと、オーナー様へ的確な指導をすることが出来る

評価方法と基準

１．定期試験：50％
２．提出物及び確認テスト：20％（提出物は内容によって5点までの減点を行う）
３．飼育当番への参加：10％（1回の欠席・遅刻に関して1点の減点を行う）
４．授業中の態度・参加意欲・：20％（参加意欲が低いことに対して1点の減点を行う）
※1回の欠席・遅刻・早退に対して1点の減点を行う

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

動物看護師の仕事内容を理解できる
テキスト・教科書熟読
確認テストの勉強

担当教員 羽場智子
授業
形態

実習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物臨床検査学実習　Ⅰ１　

必修
選択



45時間

回数 日程 授業形態

1 10月4日 講義

2 10月11日 実習

3 10月18日 実習

4 10月25日 実習

5 11月1日 実習

6 11月8日 実習

7 11月15日 実習

8 11月22日 実習

9 11月29日 実習

10 12月6日 実習

11 12月13日 実習

12 12月20日 実習

13 1月17日 実習

14 1月24日 試験

15 1月31日 実習

TCA
東京
ECO
動物
海洋
専門
学校

東京コミュニケーションアート専門学校/TCA東京ECO動物海洋専門学校

獣医師（動物病院勤務）

振り返り
誤答の再確認
飼育当番での飼育犬・飼育猫の管理

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・筆記用具・電卓・実習着・動きやすい靴・配布プリント・動物看護の教科書

ＣＢＣができる
教科書熟読
確認テストの勉強

ＣＢＣができる
教科書熟読
確認テストの勉強

後期試験の実施（実技） 飼育当番での飼育犬・飼育猫の管理

血液塗抹標本を作成することができる
教科書熟読
確認テストの勉強

振り返り・復習ができる（後期試験の評価対象外）
教科書熟読
確認テストの勉強

百分比を理解する
ＣＢＣができる

教科書熟読
確認テストの勉強

血球の分類をすることができる
血液塗抹標本の染色ができる

教科書熟読
確認テストの勉強

血球の分類をすることができる
1000倍の顕微鏡の取り扱いができる

教科書熟読
確認テストの勉強

血液塗抹標本を作成することができる
教科書熟読
確認テストの勉強

血液検査（ドライケム）ができる
教科書熟読
確認テストの勉強

血液検査（ドライケム）ができる
教科書熟読
確認テストの勉強

血球について学ぶ
血球の名称を答えることができる

教科書熟読
確認テストの勉強

血液検査（ドライケム）ができる
教科書熟読
確認テストの勉強

教員の略歴

授業の学習
内容

動物病院で動物看護師として自信をもって働けるよう、主に血液検査・糞便検査・尿検査などの臨床検査を正確
かつ迅速に行えるようにします。
検査結果の評価も理解し、オーナー様からの質問に的確に答えられるよう知識を習得します。

到達目標　

１．『健康な動物』について知ることが出来る
２．臨床検査について理解し、正確に実施することが出来る
３．臨床検査結果について理解し、報告書を作成することが出来る
４．獣医師の指導のもと、オーナー様へ的確な指導をすることが出来る

評価方法と基準

１．定期試験：50％
２．提出物及び確認テスト：20％（提出物は内容によって5点までの減点を行う）
３．飼育当番への参加：10％（1回の欠席・遅刻に関して1点の減点を行う）
４．授業中の態度・参加意欲・：20％（参加意欲が低いことに対して1点の減点を行う）
※1回の欠席・遅刻・早退に対して1点の減点を行う

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

血液生化学検査の検査項目について学ぶ
教科書熟読
確認テストの勉強

担当教員 羽場智子
授業
形態

実習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物臨床検査学実習　Ⅰ２　

必修
選択



45

1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 講義

アニマルウェルフェアと５フリーダムについ
て理解できる

HACCPと関連法規について理解できる

牛の原種・品種について理解できる

牛の習性について理解できる

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

牛の体の仕組みについて理解できる

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

牛の消化システムについて理解できる

牛の疾病について理解できる

牛の疾病について理解できる

山羊・緬羊の原種・品種について理解できる

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業計画・内容

必要に応じて随時書籍等を使用。必要に応じて飼育室の動物たちに協力してもらうこともあり

試験解説 授業の復習（ノート整理）

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】

授業の復習（ノート整理）

試験内容の復習

山羊・緬羊の習性について理解できる
山羊・緬羊の体の仕組みにについて理解でき

る
山羊・緬羊の疾病について理解できる

筆記試験

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

担当教員 長嶺幸介

競走馬生産育成牧場・乗馬クラブインストラクター・総合ペットショップ・移動動物園・動物系番組監修出演・ＮＰＯ法人生態科学研究機構副理事長

評価方法と基準 定期試験６０点以上で合格

教員の略歴

授業の学習
内容

　看護師認定試験のコアカリキュラムに産業動物は加えられたこともあり、基本的内容を理解することは必須。産業動物と
はなにか、産業動物を取り巻く現状、関連法規などを理解する。主な産業動物である牛、馬、豚、山羊、緬羊、鶏について、
それぞれの歴史・品種・解剖・生理・生態などをりかいすることができる。基本を理解し、看護師認定試験に対応することが
できる。

到達目標　 畜産業について理解し説明できる。産業動物の福祉について理解し説明できる。各動物種について理解し説明できる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

産業動物学Ⅰ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

１年

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
導入（授業について）、畜産業について理解

できる

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）



45

1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 講義

馬の習性について理解できる

馬の体の仕組みについて理解できる
馬の消化システムについてと消化管の疾病に

ついて理解できる
馬の疾病について理解できる

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

豚の原種・品種について理解できる

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

豚の習性について理解できる

豚の体の仕組みについて理解できる

豚の疾病について理解できる

鶏の原種・品種について理解できる

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業計画・内容

必要に応じて随時書籍等を使用。また必要に応じて飼育室の動物たちに協力してもらう

後期振り返りと１年間のまとめ 授業の復習（ノート整理）

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

授業の復習（ノート整理）

試験内容の復習

鶏の習性について理解できる

鶏の体の仕組みについて理解できる

鶏の疾病について理解できる

筆記試験

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

担当教員 長嶺幸介

競走馬生産育成牧場・乗馬クラブインストラクター・総合ペットショップ・移動動物園・動物系番組監修出演・ＮＰＯ法人生態科学研究機構副理事長

評価方法と基準 定期試験６０点以上で合格

教員の略歴

授業の学習
内容

　看護師認定試験のコアカリキュラムに産業動物は加えられたこともあり、基本的内容を理解することは必須。産業動物と
はなにか、産業動物を取り巻く現状、関連法規などを理解する。主な産業動物である牛、馬、豚、山羊、緬羊、鶏について、
それぞれの歴史・品種・解剖・生理・生態などをりかいすることができる。基本を理解し、看護師認定試験に対応することが
できる。

到達目標　 畜産業について理解し説明できる。産業動物の福祉について理解し説明できる。各動物種について理解し説明できる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

産業動物学Ⅰ２科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

１年

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

馬の原種・品種について理解できる 前期授業ノート見直し

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）



45時間

1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 演習

5 演習

6 演習

7 講義

8 演習

9 演習

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 テスト

15 振り返り

学校犬2頭で歩様アセスメントの復習で充当。

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

学校犬2頭でバランスボールの復習で充当。

学校犬2頭でマッサージの復習で充当。

学校犬2頭でバランスボールの復習で充当。

学校犬2頭でマッサージの復習で充当。

犬種によって異なる、犬の筋肉の構造について学
ぶ

『歩様アセスメント』の意味と、実践

筋力強化方法　1 バランスボールの効果について学
ぶ

マニュアルセラピー　3 ストレッチと関節について
学びます

マニュアルセラピー　4 問題に対処するマッサージ
の方法を学びます

マニュアルセラピー　1 基礎的なマッサージの手順
と方法について学びます。

筋力強化方法　2 バランスボールへの犬のアプロー
チ方法

筋力強化2 ＋マッサージ　バランスボールをした
後、拘縮した筋肉をほぐします

筋力強化3　より難易度の高いバランスボールの方
法について学びます

振り返り

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

テスト

ドッグスポーツの考え方と、その効果、および、
問題点について学びます

水中運動の物理的効果について学びます

水中療法のひとつ『温泉療法』について、学びま
す

学校犬2頭でストレッチの復習で充当。

飼い主の間で問題となっている運動器系の疾患を
調べておく

ドッグスポーツで問題となっている身体上のトラ
ブルを調べておく

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物理学療法Ⅰ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準 定期試験（14週目に実技試験）を実施

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の学習
内容

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

到達目標　

『フィットネス』の需要と供給についてを学ぶ
朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ

る

一般の犬たちだけでなく、老犬、障碍犬…など、問題のある犬に対しても、正しい理学療法およびフィットネスの指導ができ
るようになり、かつ、その効果が出せるようにするためにはどうしたらいいかを考えていきます。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

担当教員 千葉

講義
総時間
（単位）

1



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。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

15
テスト結果からの振り返り

オーナーレッスン
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

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

13
オーナーレッスン準備
担当犬トレーニング

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

14
筆記試験

オーナーレッスン
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

11
「仔犬の成長と注意点」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

12
オーナーレッスン準備
担当犬トレーニング

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

9
「問題行動とは？」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

10
「アルファシンドローム（権勢症候群）」を理解し

実践できる。担当犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

7
「カーミングシグナル」を理解し実践できる。担当

犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

8
「テンションの高い犬」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

5
「声符・視符（体符）」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

6
「オブスタクルコマンドとディレクションコマン
ド」を理解し実践できる。担当犬トレーニング

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

3
「動作を定着させる為の時間と距離」を理解し実践

できる。担当犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

4
「人の反応速度」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

1
「与えられたものへの反応とその効果」を理解し実

践できる。担当犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

2
「強制訓練」を理解し実践できる。

担当犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

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 ドッグスポーツスクール代表

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、犬の行動原理や生態を理解し、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。
より多くの犬（個体）をトレーニングし、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。
犬種の特性を理解し、個体によって最適なトレーニングを行うことができる。
どの犬にも基本動作（ツイテ、スワレ、フセ、コイ、マテ）を教えることができる。
環境に合わせた飼育方法やトレーニングを提案できる。
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。

中川慎悟
授業
形態

講義
演習

総時間
（単位）

選択 年次 1

2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ドッグトレーニング演習Ⅰ２

必修
選択



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

「犬に動作を教える方法」を理解し実践できる。
担当犬トレーニング

10

「陽性強化と陰性強化」を理解し実践できる。
担当犬トレーニング

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

5 トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

6

「褒め方と叱り方」を理解し実践できる。
担当犬トレーニング

7

9

「オビディエンスとしつけの違い」を理解し実践
できる。担当犬トレーニング

TCA東京ECO動物海洋専門学校

14
筆記試験、習熟度の確認

担当犬トレーニング
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

15
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
トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

　【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

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

　※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。

1
「犬への接し方と注意点、犬にとって人間の言葉
とは？」を理解し実践できる。担当犬トレーニン

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

「ドッグトレーナーとしての必要な要素、トレー
ニングの注意点」を理解し実践できる。担当犬ト

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

2

「基本動作とコマンドの意味」を理解し実践でき
る。担当犬トレーニング

3

「犬の心理」を理解し実践できる。
担当犬トレーニング

4

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

「クリッカーの使い方」を理解し実践できる。
担当犬トレーニング

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

「古典的条件付けとオペラント条件付け」を理解
し実践できる。担当犬トレーニング

11

「オヤツの使い方」を理解し実践できる。
担当犬トレーニング

「ショックの使い方とその理論」を理解し実践で
きる。

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

13

「犬の行動原理、信頼関係を築くということ」を
理解し実践できる。担当犬トレーニング

8

12

トレーニング日誌の記入/学校犬飼育

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 ドッグスポーツスクール代表

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、犬の行動原理や生態を理解し、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。
より多くの犬（個体）をトレーニングし、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）を理解する。
犬種の特性を理解し、個体によって最適なトレーニングを行うことができる。
どの犬にも基本動作（ツイテ、スワレ、フセ、コイ、マテ）を教えることができる。
環境に合わせた飼育方法やトレーニングを提案できる。

中川慎悟
授業
形態

講義
演習 （単位）

選択 年次 1

2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ドッグトレーニング演習Ⅰ１

必修
選択



45時間

　（1単位）

①獣医師　

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義+演習

2 5月7日 講義+演習

3 5月14日 講義+演習

4 5月21日 講義+演習

5 5月28日 講義+演習

6 6月4日 講義+演習

7 6月18日 講義+演習

8 6月25日 講義+演習

9 7月2日 講義+演習

10 7月9日 講義+演習

11 7月16日 講義

12 7月23日 講義+演習

13 9月3日 講義

14 9月10日 講義

15 9月17日 講義

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

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

問題行動の予防について理解する

生体検査など必要となる保定方法を習得する

１～１２週までの授業内容を復習する

筆記試験

総復習の問題を解く

試験範囲の復習

口腔内のケア、爪切り、耳掃除、肛門嚢絞りを習得する

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】　筆記用具

TCA東京ECO動物海洋専門学校

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

血液検体の処理を習得する

採尿方法を習得する

検体処理の仕方を習得する

採便方法と処理の仕方を習得する

シリンジの扱い方を習得する

採血方法を習得する

抗凝固剤と止血方法を理解する

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

授業の学習
内容

この授業は犬や猫の日常的な健康管理や内科診療の補助に必要な手技（採血法、採尿法、薬剤調整、補液、輸血など）を
身につけ、「動物内科看護学」の知識の定着を図ることが目的です。

到達目標　

１）保定からバイタルチェックなど日常検査の仕方を学ぶ
２）血液検査や尿検査で必要な検体の扱い方を学ぶ
３）輸液や輸血の原理と看護の方法を理解する
４）看護で必要となる最低限の薬剤、栄養学を理解する

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

適切な保定と日常検査の技術を習得する 学校犬の飼育当番時に技術を活かす

適切な保定とBCS・バイタルチェックの技術を習得する

教員の略歴

評価方法と基準 定期試験１００％（１４週目に筆記試験を実施）

担当教員
宮川
明子

授業
形態

講義
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物内科看護学実習Ⅰ１

必修
選択

選択 年次 １年



45時間

　（1単位）

①獣医師　

回数 日程 授業形態

1 10月8日 講義+演習

2 10月15日 講義+演習

3 10月22日 講義+演習

4 10月29日 講義+演習

5 11月5日 講義+演習

6 11月12日 講義+演習

7 11月19日 講義+演習

8 11月26日 講義+演習

9 12月3日 講義+演習

10 12月10日 講義+演習

11 12月17日 講義+演習

12 1月14日 講義+演習

13 1月21日 講義

14 1月28日 講義

15 2月11日 講義

TCA東京ECO動物海洋専門学校

留置針設置を理解する

総復習の問題を解く

試験範囲の復習

包帯法・画像の読影を理解する

１～１２週までの授業内容を復習する

筆記試験

輸液ポンプを使用できるようになる

歩様・神経学的検査の流れを理解する

クロスマッチ 試験を習得する①

クロスマッチ 試験を習得する②

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

皮下補液と皮下投与について習得する

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

手指の細菌の培養・管理する

強制給餌・食欲不振について理解する

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

薬剤の計算と調剤方法を習得する

グラム染色を理解・習得する

輸液療法設置の概要を理解する

到達目標　

１）保定からバイタルチェックなど日常検査の仕方を学ぶ
２）血液検査や尿検査で必要な検体の扱い方を学ぶ
３）輸液や輸血の原理と看護の方法を理解する
４）看護で必要となる最低限の薬剤、栄養学を理解する

担当教員
宮川
明子

評価方法と基準 定期試験１００％（１４週目に筆記試験を実施）

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

この授業は犬や猫の日常的な健康管理や内科診療の補助に必要な手技（採血法、採尿法、薬剤調整、補液、輸血など）を
身につけ、「動物内科看護学」の知識の定着を図ることが目的です。

１年
動物内科看護学実習Ⅰ２科目名

必修
選択

選択

　【使用教科書・教材・参考書】　筆記用具

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 学校犬飼育当番で充当



45時間

　（1単位）

①獣医師　

回数 日程 授業形態

1 10月8日 講義

2 10月15日 講義

3 10月22日 講義

4 10月29日 講義

5 11月5日 講義

6 11月12日 講義

7 11月19日 講義

8 11月26日 講義

9 12月3日 講義

10 12月10日 講義

11 12月17日 講義

12 1月14日 講義

13 1月21日 講義

14 1月28日 講義

15 2月11日 講義

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物臨床看護学総論科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

１年

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

動物看護について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

この授業は動物看護過程の一連のプロセスを学び、コミュニケーションや定期検査の重要性、幼齢動物や高齢動物の管
理、入院時の衛生管理の意識などを理解することが目的です。この授業で知識として理解し、「動物臨床看護学実習」で技
術を身につけます。

到達目標　

１）動物看護過程の一連のプロセスを理解する
２）動物病院内または飼い主とのコミュニケーションの重要性を理解する
３）入院動物の衛生管理・感染予防について学ぶ
４）高齢動物のケア、リハビリ、健康管理について学び、QOL・ターミナルケアを理解する

担当教員 宮川

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

安楽死とペットロスについて理解する

エキゾチック動物の違いを理解する

　【使用教科書・教材・参考書】　筆記用具

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

１～１２週までの授業内容を復習する

筆記試験

総復習の問題を解く

試験範囲の復習

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

コミュニケーションと観察について理解する

感染予防について理解する

創傷管理について理解する

動物看護過程の展開について理解する

ワクチン接種について理解する

幼齢動物のケアについて理解する

高齢動物のケアについて理解する

腫瘍について理解する

疼痛の評価・管理について理解する



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

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

科目名 グル―ミングⅠA

必修
選択

選択

到達目標　

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2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

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

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。

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）

担当教員 佐藤
授業
形態

演習
総時間
（単位）

3

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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 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

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

科目名 グル―ミング演習ⅠB

必修
選択

選択

到達目標　

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2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

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

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。

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）

担当教員 佐藤
授業
形態

演習
総時間
（単位）

2

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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



1

回数 日程 授業形態

1 講義・実習

2 講義・実習

3 講義・実習

4 講義・実習

5 講義・実習

6 講義・実習

7 講義・実習

8 講義・実習

9 講義・実習

10 講義・実習

11 講義・実習

12 講義・実習

13 講義・実習

14 講義・実習

15 講義・実習

道具になれるための練習製作

道具になれるための練習製作

道具になれるための練習製作
メイン製作物の内容確認、グループ分け、内

容決定まで

一

一

一

一

製作物の内容確認、製作スタート

一

一

各自説明を受けながら製作を進める

製作

製作

製作

一

一

授業計画・内容

製作物完成、作品発表、振り返り 一

準備学習　時間外学習 実技メイン及び説明後の作業になるので事前学習は不要

　【使用教科書・教材・参考書】　

一

一

製作

製作

製作

製作

一

一

一

担当教員 櫻井俊介

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

評価方法と基準

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

教員の略歴

授業の学習
内容

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

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

クラフトワークⅠ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

1

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
授業内容、到達目標の説明。工具の使い方説

明
実技メイン及び説明後の作業になるので事前

学習は不要

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）



15

1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 小試験＋講義

3 小試験＋講義

4 小試験＋講義

5 小試験＋講義

6 小試験＋講義

7 小試験＋講義

8 小試験＋講義

9 小試験＋講義

10 小試験＋講義

11 小試験＋講義

12 小試験＋講義

13 小試験＋講義

14

15

小試験：／講義：ネット利用と注意点（２）
準備学習：教本・プリント予習／事後学習：

小テスト・講義復習

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校

前期試験

振返り

準備学習　時間外学習

小試験：／講義：ネット利用と注意点（１）
準備学習：教本・プリント予習／事後学習：

小テスト・講義復習

準備学習：教本・プリント予習／事後学習：
小テスト・講義復習

準備学習：教本・プリント予習／事後学習：
小テスト・講義復習

準備学習：教本・プリント予習／事後学習：
小テスト・講義復習

準備学習：教本・プリント予習／事後学習：
小テスト・講義復習

小試験：／講義：立地と顧客層
準備学習：教本・プリント予習／事後学習：

小テスト・講義復習

小試験：／講義：事業体別収支と予算事例

小試験：／講義：店舗設計
準備学習：教本・プリント予習／事後学習：

小テスト・講義復習

準備学習：教本・プリント予習／事後学習：
小テスト・講義復習

犬との暮らしについて現状の把握
準備学習：教本・プリント予習／事後学習：

講義復習

小試験：／講義：飼い主を知る（１）
準備学習：教本・プリント予習／事後学習：

小テスト・講義復習

小試験／講義：犬と暮らすとどんなメリッ
ト、デメリット

小試験：／講義：飼い主を知る（２）
小試験：／講義：飼い主への伝え方を理解す

る（１）
小試験：／講義：飼い主への伝え方を理解す

る（２）
小試験：／講義：ドッグ業界の特殊性を知る

小試験：／講義：サービス内容の変

選択 年次 1.2.3

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

評価方法と基準

準備学習：教本・プリント予習／事後学習：
小テスト・講義復習

準備学習：教本・プリント予習／事後学習：
小テスト・講義復習

科目名 ドッグビジネスⅠ１

必修
選択

担当教員
今村
真也

授業
形態

講義
総時間
（単位）

小試験ト２０％
定期試験ト８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴

授業の学習
内容

新型コロナウイルスの流行により様相の変わった世界の中で、テレワークなどの増加、外出の制限などから家にいる時間が増え、犬を家族
として迎える家庭が増えている。ペットショップでの犬の価格は上昇を続け、保護犬を迎えたいという相談も多い。だが、この業界に身を置く
ものとして一番危惧しているのは、世の中が元の生活に戻った時、これらの増えた犬達が幸せに暮らしていけるのかどうかということであ
る。そのためには、犬と「家族として暮らす」意味を伝えながら、さらに新たなサービスの提示の方法を考えねばならないだろう。そのサービ
スの学び方も新しいフェイズを考えねばならない。そこで、本年度は従来のドッグサービスマインドに加え、より実業部分の知識・アイデアを
重視した新しいカリキュラムを展開することとする。このカリキュラムによって、より飼い主へ提示するサービスのクオリティの高い人材を育

成できるものと確信している。

到達目標　

犬の専門家としてのスキルを最大限にいかすべく、以下の能力の形成を目標とする。１）飼主が犬と暮らす上でもつ、疑問や問題に回答で
きる知識力。２）犬についての知識や経験を正確に伝えるコミュニケーション能力。３）飼主と犬を客観的に判断するための観察力。４）自己
のトレーニング能力を個別の案件に対応させる想像力。５）業態分析等の経験により、専門的な犬関連の仕事に活かせる適応力。以上の５
つの能力を統合させながら表現できることを習得する。各講義で小試験を実施し、解説を行いながら他の講義との連携を図りながら知識力
を形成し、各回の講義により、想像力・観察力・コミュニケーション能力を統合しながら業界への適応力を上げる。イベント参加演習を経験す
ることで、講義を実際の業務に生かすための適応力を完成させる。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義実習

3 講義実習

4 講義

5 講義実習

6 講義実習

7 講義

8 講義実習

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

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

担当教員 水島綾子

ペットサロン代表、講師歴20年

1

TCA東京ECO動物海洋専門学校

トリミング理論Ⅰ1　科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準 筆記試験100％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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る
・プロとしての知識を習得し、接客応対が出来るようになる
・ペットビジネスの基礎知識を習得できる

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】　

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
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）
フード（フードのタイプ別の特徴や保存方法

を学ぶ）
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）

習ったことを復習する

講義実習を見て気付いた事をまとめる

いろいろなフードを自分で調べてみる

接客に必要な敬語を学習する

講義実習を見て気付いた事をまとめる

前期理論の復習をする

接客応対②（模擬応対を通して問題点を確認
し学ぶ）

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

小テスト（本試験に向けて学ぶ）

テスト（筆記試験）

接客に必要な敬語を学習する

自分の理想の店舗を考える

前期理論の復習をする

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）

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）

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）

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）

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）

足のカットのバリエーションを図に書いてみ
る

犬種ごとのカットのポイントをまとめる

習ったことを復習する

講義実習を見て気付いた事をまとめる



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義実習

3 講義実習

4 講義

5 講義実習

6 講義実習

7 講義

8 講義実習

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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】　

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

自分の理想の店舗を考える

小テスト（本試験に向けて学ぶ） 前期理論の復習をする

テスト（筆記試験） 前期理論の復習をする

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
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

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

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
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

習ったことを復習する
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

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
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

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

評価方法と基準 筆記試験100％

授業計画・内容

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

科目名 トリミング理論Ⅰ２

必修
選択

選択

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

担当教員 水島綾子
授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

年次

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2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。



回数 日程 時限 授業形態

1 4月20日（火） 2限3限 講義・演習

2 4月27日（火） 2限3限 講義・演習

3 5月11日（火） 2限3限 講義・演習

4 【仮】5月15日（土） 【仮】池袋 見学実習

5 5月18日（火） 2限3限 講義・演習

6 6月1日（火） 2限3限4限 講義・演習

7 6月8日（火） 2限3限4限 講義・演習

8 6月10日（木） 学園祭準備 講義・演習

9 6月22日（火） 2限3限 講義・演習

10 6月29日（火） 2限3限 講義・演習

11 7月13日（火） 2限3限 講義・演習

12 未定 【仮】新木場 見学実習

13 9月7日（火） 2限3限 講義・演習

14 9月14日（火） 2限3限 試験
15 9月21日（火） 2限3限 講義・演習

植物の肥料、病原体、夏越しを理解する。
【実技】夏越し前の剪定・灌水
【9】肥料【10】病害虫の防除
【11】移植・植え替え【12】苗の選び方【13】日本の植物文化【14】
アジサイ【15】マリーゴールド【16】苔【18】サボテン・多肉植物

前期試験に向けてのオリエンテーション。

筆記試験60分 約50問

振り返り

学校内で管理する植物（場所）を知る。
前週の授業でインフォメーション。

❖ワークシート記入

【1】灌水・散水（水遣り）
【2】鉢植え（器）のサイズ
【3】剪定・整枝
【4】用土
【5】植物の繁殖
【6】単子葉植物・双子葉植物
【7】科の特徴
【8】樹木の特徴による分類
【9】肥料
【10】病害虫の防除
【11】移植・植え替え
【12】苗の選び方
【13】日本の植物文化
【14】アジサイ
【15】マリーゴールド
【16】苔類
【17】サボテン・多肉植物

【仮】夢の島熱帯植物館

試験問題返却と振り返り。

植物の繁殖（挿木・取木）方法が理解を理解する。
【実技】取り木・挿し木実践
【5】植物の繁殖

分類（科の特徴）を理解する。
①双子葉類⇔単子葉類　②主要な科の特徴
③常緑⇔落葉　針葉⇔広葉
【6】単子葉植物・双子葉植物

校舎内の主要な樹木・草本を理解する。
【実技】灌水方法
【1】灌水・散水（水遣り）【2】鉢植え（器）のサイズ
植物の剪定方法を理解する。
【実技】観葉植物の剪定
【3】剪定・整枝

■1.2年合同→学園祭での展示（パネル作成含む）が
できる。

【仮】東京プランツワールド

■1.2年合同→学園祭に向けて校舎緑化を目的とする
植え込みが実践できる。

植物の用土・分類（科の特徴）を理解する。
【実技】苔球用土作り・デザイン画基礎
【4】用土

TCA東京ECO動物海洋専門学校

準備学習　時間外学習 授業の最後に次回までの課題と準備を理解する時間とする。

休講予定：5月25日（火）6月15日（火）7月6日（火）7月20日（火）8月24日（火）8月31日（火）

■1.2年合同→作品制作：苔球（学園祭）

出席率：50％　作品提出：30％　筆記試験：20％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

評価方法と基準

学習内容、到達目標の共有。目的、方法を理解。
【見学】校舎内：植物設置個所・飼育室・図書室

学校内で管理する植物（場所）を知る。
前週の授業でインフォメーション。

女子美術大学芸術学部卒業・中学高等学校美術教諭免許取得。
フラワーショップ店長、TCA教務・キャリアセンター所属、現在はmini-bonsai.lifeで活動。

①グリーンセイバー「ベイシック」「カルチャー」のテキストに準じて、観察、管理の実践を通じて植物の基礎的な
生態と形態を学び、植物と文化、植物が環境に及ぼす影響、人に与える効果を理解し活用法を学ぶ。
②植物を素材とした作品制作を通して、商品化に向けて必要な技術を習得する。

①グリーンセイバーテキスト「ベイシック」「カルチャー」の内容に準じた技術・知識の習得。
NPO法人樹木・環境ネットワーク協会
❖試験対策の実技では、植物の状態に応じ管理を含めて行う。
②学園祭での作品展示を実施する。

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

中島
由里子

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

90

担当教員

エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

ガーデニング演習Ⅰ１

必修
選択科目名

学科・ｺｰｽ



1

回数 日程 授業形態

1 講義・演習

2 講義

3

4

5 講義

6 演習

7

8

9 講義

10 演習

11 講義

12

13

14 演習・試験

15 講義・演習

選択 年次 1 担当教員

評価方法と
基準

レポート、並びにプレゼンテーション、その他の特別企画により評価。
評価基準の詳細は別紙。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 環境アセスメントⅠ1

必修
選択

授業
形態

講義
総時間
（単位）

仁井雄治

卒業後、自然関連業務に従事するために最低限必要な以下の技術を習得する。
　①フィールドワークスキル：自らの脚と眼で確認してきた事実を、正確に記録にする。
　②コミュニケーションスキル：人の話をきちんと理解し、自分の考えを正しく伝える。
　③PCスキル：データのまとめ、解析、表現のアイテムとしてのPCを活用する。
　④サイエンス・リテラシーの習得：理論、推論、先入観を極力排除した事実などから判断、創造する力を養う。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴 複数の環境保全活動や地域の環境づくりサポートを行う企業の設立に携わり、現在も企業の代表取締役を務める。

授業の学習
内容

業務、NPOなど社会的影響力のある立場で環境保全、環境アセスメント等、環境関連業務（活動）にかかわる技術者、指導者等
の育成を目指す。そのために、最も基本的な能力であるフィールドワークを通して、事業力を育成する。ここでいう事業力とは、
自らの力で事業の立案、準備、実施、報告までを形にできる能力を指す。
具体的な実習、広義の内容
　①ルート探索、観察、調査、記録などのフィールドワーク技術。
　②里山を中心とした、日本の自然の本質と現状。
　③自然と人間、社会とのかかわり。

到達目標　

花を見分けるポイントを学ぶ。
ガイダンス（講義の進め方）。
生き物を学ぶ二つのアプローチ(時間、空間)

準備：カメラ持参。
課題：身近な環境（学校、自宅周辺など）での
春の花の観察、撮影。

観察記録のまとめ方(フィールドノート、写真）
里山の生き物１（スプリングエフェメラル）
里山の生き物２（チョウ類の分類と生態）を学ぶ。

演習

一年で最も美しい里山の春を体感。
開花植物、春先だけ現れる特異な生物などを
観察する。見分け方や種名を覚えるだけでは
なく、暮らしを感じることが重要。

課題：自らの観察記録を基にしたマイアルバ
ムの作成

観察記録のまとめ方
生態分類（生息環境と、生息種）
里山の生き物３（カエル類の分類と生態）を学ぶ。

大町実習 課題：里山の自然と、大町の自然の比較。

演習

初夏の谷戸と雑木林を体感
5,6月は最も多くの生き物が発生する時期。
小型甲虫類、チョウ類、トンボ類、カエル類な
どの生き様を観察。

課題：自らの観察記録を基にしたマイアルバ
ムの作成

大町実習、6月実習のまとめ
里山の自然とは（大町との比較から）
里山の生き物４（トンボ類の分類と生態）を学ぶ。

相模湖実習

観察記録のまとめ方
里山の生き物５（甲虫類の分類と生態）を学
ぶ。

演習

大型昆虫が出現する夏の里山を体感
樹液：オオムラサキ、クワガタ類
池：ギンヤンマ、カトリヤンマ
小川：オニヤンマ、コシボソヤンマ

課題：フィールドノートの整理
レポート作成。

プレゼン
レポート提出

TCA東京ECO動物海洋専門学校

レポートの振り返り
ドングリ

準備学習　時間外学習 散歩、買い物、通学など、日常生活の中で身近な自然を感じる感覚を習慣付ける。

　【使用教科書・教材・参考書】　以下に示す独自資料

「公園道端の花」「ハルジオンの咲く野辺で」「初夏の雑木林」「里山のゼフィルス」「シオカラ色のトンボ」など



回数 日程 授業形態

1 4/12 講義・演習

2 4/19 講義・演習

3 4/26 講義・演習

4 5/10 講義・演習

5 5/17 講義・演習

6 5/31 講義・演習

7 6/14 講義・演習

8 6/21 講義・演習

9 6/28 講義・演習

10 7/5 講義・演習

11 7/12 講義・演習

12 7/19 講義・演習

13 9/6 講義

14 9/13 定期試験

15 9/20 講義

≪サメとは何か（4）≫
標本を観察することにより、サメについて理解を深めることができる。

サメの歯について知識習得ができる。
メガマウスザメ について理解を深めることができる。

準備学習；教科書p206カスザメ（6月20日〆切）
時間外学習；サメの生態について初めて知ったことをまとめる

準備学習；教科書p195ネコザメ（6月13日〆切）
時間外学習；サメの生態について初めて知ったことをまとめる（6月20
日〆切）

準備学習；教科書p185ツラナガコビトザメ（5月30日〆切）
時間外学習；サメの生態について初めて知ったことをまとめる（6月13
日〆切）

準備学習；教科書p172メガマウスザメ（5月16日〆切）
時間外学習；サメの生態について初めて知ったことをまとめる（5月30
日〆切）

≪サメとは何か（5）≫
標本を観察することにより、サメについて理解を深めることができる。

各種の特徴について知識習得ができる。
コビトザメについて理解を深めることができる。

≪ サメとは何か（6）≫
自らの興味関心を自己認識することができる。

標本を観察することにより、サメについて理解を深めることができる。
各種の特徴について知識習得ができる。

ネコザメについて理解を深めることができる。

≪サメとは何か（1）≫
標本を観察することにより、サメについて理解を深めることができる。

サメの歴史、分類について理解することができる。
サガミザメについて理解を深めることができる。

≪サメとは何か（2）≫
標本を観察することにより、サメについて理解を深めることができる。

ミツクリザメについて理解を深めることができる。

≪サメとは何か（3）≫
自らの興味関心を自己認識することができる。

標本を観察することにより、サメについて理解を深めることができる。
ラブカについて理解を深めることができる。

準備学習；教科書p162ラブカ（5月9日〆切）
時間外学習；サメの生態について初めて知ったことをまとめる（5月16
日〆切）

準備学習；教科書p155ミツクリザメ（4月25日〆切）
時間外学習；サメの生殖について初めて知ったことをまとめる（5月9
日〆切）

ダルマザメについて理解を深めることができる。
試験対策

≪筆記試験≫

≪IUCN調査方法の解説≫
絶滅危惧種とは何かを理解し、IUCNの評価を調べる方法を知ることがで

きる。
ハチワレについて理解を深めることができる。

≪ サメとは何か（9）≫
自らの興味関心を自己認識することができる。

標本を観察することにより、サメについて理解を深めることができる。
フカヒレについて知識を得ることができる。

シロワニについて理解を深めることができる。

≪IUCN調査方法の実践≫
その生物が絶滅危惧種か、またその場合、IUCNカテゴリーは何かを調べ

ることができる。
ジンベエザメについて理解を深めることができる。

準備学習；教科書p258エポレットシャーク（9月12日〆切）
時間外学習；試験の復習

準備学習；教科書p247ダルマザメ（9月5日〆切）
時間外学習；試験対策準備

準備学習；教科書p239ジンベエザメ（7月18日〆切）
時間外学習；IUCNサイトを検索し、絶滅危惧種となっていそうなサメ
および生物を調査する

準備学習；教科書p229ハチワレ（7月11日〆切）
時間外学習；IUCNサイトを検索し、使い方を試してみる（提出不要）

準備学習；教科書p217シロワニ（7月4日〆切）
時間外学習；サメの生態について初めて知ったことをまとめる

　【使用教科書・教材・参考書】　

事前学習および授業内での使用教科書；ほぼ命がけサメ図鑑（講談社）

≪試験振り返り・フィードバック≫
前期の授業で何を学んだかを列挙することができる。
試験のミスした問題を正しく解釈することができる。

エポレットシャークとウバザメについて理解を深めることができる。

準備学習　時間外学習 準備学習；教科書指定ページの読書感想文の作成、時間外学習；授業内容におけるまとめ文の作成他

準備学習；教科書p268ウバザメ（9月19日〆切）
時間外学習；サメについて初めて知ったこと（9月20日〆切）

≪サメとは何か（8）≫
標本を観察することにより、サメについて理解を深めることができる。

サメとヒトとの関わりについて知識習得ができる。
オオセについて理解を深めることができる。

評価方法と基準

感想文15％ （準備学習および時間外学習の課題のWEB提出）；毎週の課題。提出方法は初回授業にて説明する。
定期試験85％（サメの基礎知識、IUCNカテゴリー調査実践他）；9月13日開催。
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。

海洋生物に関するジャーナリストの第一人者として活動している。多数著書あり。

1

授業計画・内容

授業の学習
内容

サメの生態を多角的に学ぶことで、サメを取り巻く環境、ひいては海洋環境や保全について感心を持ち、
絶滅危惧種について自ら調べることが出来る。
授業は座学・解剖実習・ディスカッション・プレゼンテーションを交えながら行い、
自らの体験から学んだ知識のインプットとアウトプット実践・フィードバックを行う。
前半では主に、サメの分類、生態、そして、人との関わりとサメを取り巻く環境について知識を習得する。
後半ではそれらを一般へ周知するために独自性のあるインタープリテーション内容を作成し、発表を行う。
関連授業は、解剖生理、インタープリター養成講座など。
※実際に生物標本を使用するため、内容に変更がある場合がある。

到達目標　

自らが何に関心があり、何に価値を感じているのかを自己分析し、認識することができる。
サメという生き物について概要を理解し、具体的に説明することができる。
絶滅危惧種とは何か。IUCNカテゴリーランクを理解し、それぞれの生物の評価を自ら調べることができる。
ユニークでわかりやすく、受け手側とコミュニケーションできるような生き物を伝えるための手法を創造することができる。

担当教員 沼口麻子

≪サメとは何か（7）≫
標本を観察することにより、

サメについて理解を深めることができる。
各種の特徴について知識習得ができる。

カスザメ について理解を深めることができる。

準備学習；教科書p211オオセ（6月27日〆切）
時間外学習；サメの生態について初めて知ったことをまとめる

準備学習；教科書p142サガミザメ（4月18日〆切）
時間外学習；サメの歴史または分類について
初めて知ったことをまとめる（4月25日〆切）

≪授業内容説明≫
本授業の内容を理解することができる。

環境問題カードのワークを体験し、活用方法を提案することができる。
自らの興味関心を自己認識することができる。
カグラザメについて理解を深めることができる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

環境保全学Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義 単位

2

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

※（              ）内はWEB提出〆切。
準備学習；教科書p127カグラザメ（4月12日〆切）
時間外学習；授業で初めて知ったことをまとめる（4月18日〆切）

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴



回数 日程 授業形態

1 講義・演習

2 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

14 試験

15 講義

グループAB フィードバック

グループCD フィードバック

グループCとDが本番のようにリハーサルを行う。
聴講者は良かった点および改善点を

指摘することができる。

本番発表準備（1）
前回の指摘された内容を改善して新たな

発表原稿および素材を準備や作ることができる。

本番発表準備（2）
前回の指摘された内容を改善して新たな

発表原稿および素材を準備や作ることができる。

グループAB 本番発表

グループCD 本番発表

授業内でディスカッションしたことを
更に詳しく調べ、グループ発表原稿を
ブラッシュアップできる内容を調べてください。

グループ発表原稿を創作してください。その際、
ほぼ命がけサメ図鑑の知識と環境問題について
の
情報を必ずいれてください。
そのためのデータを収集してください。

サメの内部形態、外部形態の名称について
調べてください。
子ども向けイベントに実際に参加して、
良い点と改善点をまとめてください

後期授業の内容（グループ発表方法について）
を理解する。

各グループにわかれて主体的に
発表テーマ、目標を決める。

解剖実習を行い、
サメの外部・内部形態について理解する。
一般の方に向けてどのように解説すれば
わかりやすいかグループにて考察する。

グループ発表内容について
ディスカッションを行い、

発表原稿を作る

グループ発表内容について
ディスカッションを行い、

発表原稿を作る

リハーサル準備をしてください。
正しい情報を調べることに注力してください。

発表テーマにおける目標を達成するためには
何が必要かを考えて、原稿に取り入れてくださ
い。
授業以外の発表の場を探し、1回以上人前で
話す機会を設けてください。

　【使用教科書・教材・参考書】　

事前学習および授業内での使用教科書；ほぼ命がけサメ図鑑（講談社）

≪試験振り返り・フィードバック≫
後期の授業で何を学んだかを列挙することがで

きる。
自らの良かった点と改善点について

準備学習　時間外学習
準備学習；インタープリターの活動を調べ、良い点・改善点を列挙する。

時間外学習；本番発表で目標達成するため、自身の発表原稿内容についてフィードバックを促す。

授業の中で定期的に行っていた
自分の強みを認識するワークを継続してくださ
い。

予習と対策をしてください。

レポート提出の準備対策をしてください。

発表原稿を暗記し、繰り返し読むことで
自分の言葉にしてください。

よりよく聞き手に理解してもらうための工夫を
他者のインタープリテーションを参考に
取り入れてください。

リハーサル準備をしてください。
ターゲット層に響く言葉遣いをしているかを
もう一度考えて、再考してください。

総括および試験対策

試験

グループAとBが本番のようにリハーサルを行う。
聴講者は良かった点および改善点を

指摘することができる。

評価方法と基準

発表試験 100％（グループ発表を行う）；11月29日と12月6日開催予定。
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。

海洋生物に関するジャーナリストの第一人者として活動している。多数著書あり。

1

授業計画・内容

授業の学習
内容

サメの生態を多角的に学ぶことで、サメを取り巻く環境、ひいては海洋環境や保全について感心を持ち、絶滅危惧種について自ら調べるこ
とができる。授業は座学・解剖実習・ディスカッション・プレゼンテーションを交えながら行い、自らの体験から学んだ知識のインプットとアウト
プット実践・フィードバックを行う。前半では主に、サメの分類、生態、そして、人との関わりとサメを取り巻く環境について知識を習得する。後
半ではそれらを一般へ周知するために独自性のあるインタープリテーション内容を作成し、発表を行う。
関連授業は、解剖生理、インタープリター養成講座など。
※実際に生物標本を使用するため、内容に変更がある場合がある。

到達目標　

自らが何に関心があり、何に価値を感じているのかを自己分析し、認識することができる。
サメという生き物について概要を理解し、具体的に説明することができる。
絶滅危惧種とは何か。IUCNカテゴリーランクを理解し、それぞれの生物の評価を自ら調べることができる。
ユニークでわかりやすく、受け手側とコミュニケーションできるような生き物を伝えるための手法を創造することができる。

担当教員 沼口麻子

TCA東京ECO動物海洋専門学校

環境保全学Ⅰ２科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義 単位

2

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

インタープリテーションとは何か？を調べて
きてください。後期は「サメの解剖教室」という
テーマで小学生低学年向けに30分間のインター
プリテーションを行います。
毎週、発生練習をしてください。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴



回数 日程 時限 授業形態

1 4月26日（月） 4限 講義・演習

2 5月6日（木） 葛西臨 講義・演習

3
5月20日（木）or
5月22日（土）

4限 講義・演習

4
5月27日（木）or
5月29日（土）

4限 講義・演習

6月2日（水）
6月3日（木）
6月4日（金）

6 2限

7 3限

8 4限

9 6月29日（土） 4限 講義・演習

10 7月1日（木） 4限 講義・演習

7月7日（水）
7月8日（木）

12 7月15日（木） 4限 講義・演習

13 9月2日（木） 4限 講義・演習

14 9月9日（木） 4限 試験
15 9月16日（木） 4限 講義・演習

5

11

講義・演習

講義・演習

大町

講義・演習

相模湖

45

6月17日（木）

分類（科の特徴）を理解する。
①双子葉類⇔単子葉類　②主要な科の特徴
③常緑⇔落葉　針葉⇔広葉
【6】単子葉植物・双子葉植物【7】科の特徴【8】樹木の特徴による分
類

試験問題返却と振り返り。

女子美術大学芸術学部卒業・中学高等学校美術教諭免許取得。
フラワーショップ店長、TCA教務・キャリアセンター所属、現在はmini-bonsai.lifeで活動。

①グリーンセイバー「ベイシック」「カルチャー」のテキストに準じて、観察、管理の実践を通じて植物の基礎
的な生態と形態を学び、植物と文化、植物が環境に及ぼす影響、人に与える効果を理解し活用法を学ぶ。
②植物を素材とした作品制作を通して、商品化に向けて必要な技術を習得する。

①グリーンセイバーテキスト「ベイシック」「カルチャー」の内容に準じた技術・知識の習得。
NPO法人樹木・環境ネットワーク協会
❖試験対策の実技では、植物の状態に応じ管理を含めて行う。
②学園祭での作品展示を実施する。

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

植物の肥料、病原体、を理解する。
【9】肥料【10】病害虫の防除
【11】移植・植え替え【12】苗の選び方【13】日本の植物文化【14】
アジサイ【15】マリーゴールド【16】苔【18】サボテン・多肉植物
前期試験に向けてのオリエンテーション。

ワークシート【1】～【17】確認⇒約
50問

植物の用土・分類（科の特徴）を理解する。
【4】用土
植物の繁殖（挿木・取木）方法が理解を理解する。
【実技】取り木・挿し木実践
【5】植物の繁殖

葛西臨海公園での目的を達成するための、千年の森自然学校実習での課
題に対しての方法が考案できる。

みの石滝キャンプ場実習
❖プログラム内に植物に関しての考察が加えられる。

約50問

東京コミュニケーションアート専門学校

筆記試験60分
振り返り

TCA東京ECO動物海洋専門学校 授業の最後に次回までの課題と準備を理解する時間とする。

4月17日（土）4月22日（木）：卒業制作2コマ

休講予定：5月13日（木）6月24日（木）7月22日（木）8月26日（木）

講義
演習

総時間
（単位）

授業計画・内容

評価方法と基準 出席率：50％　筆記試験：50％

科目名 植物演習Ⅰ１

必修
選択

担当教員
中島

由里子

2

授業
形態

必修 年次

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

準備学習　時間外学習(学習課題）
葛西臨海公園での目的を達成するための、千年の森自然学校実習での課
題が設定できる。

葛西臨海公園で1年生に向けて企業課題を含めて施設及び植物を中心と
した環境の説明ができる。

千年の森自然学校実習
❖プログラム内に植物に関しての考察が加えられる。

校舎内の主要な樹木・草本を理解する。
【実技】灌水方法
【1】灌水・散水（水遣り）【2】鉢植え（器）のサイズ
植物の剪定方法を理解する。
【実技】観葉植物の剪定
【3】剪定・整枝

学習内容

学校内で管理する植物（場所）を知る。
前週の授業でインフォメーション。

❖ワークシート記入

【1】灌水・散水（水遣り）
【2】鉢植え（器）のサイズ
【3】剪定・整枝
【4】用土
【5】植物の繁殖
【6】単子葉植物・双子葉植物
【7】科の特徴
【8】樹木の特徴による分類
【9】肥料
【10】病害虫の防除
【11】移植・植え替え
【12】苗の選び方
【13】日本の植物文化
【14】アジサイ
【15】マリーゴールド
【16】苔類
【17】サボテン・多肉植物

千年の森自然学校実習の振り返りを行い、植物に関しての課題点を再認
識し改善策が考えられる。



授業形態

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義・試験

講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 生物分類研究Ⅰ１

必修
選択

担当教員 菅野宏史
授業
形態

講義 単位

選択 年次 1

1

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

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。

到達目標　
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。

雑種が種ではない理由を調べる。

現在の分類方法；表形、分岐　他

脊椎動物通性Ⅱ；呼吸・消化

5

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（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。

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）

分類の必要性を考える。

2

リンネ式分類学；階級、学名3

種の概念；定義・形態的・生物的4

身近な生物を数種仲間分け。

1 生物の分類；分類の概念

動物を1種選び門～属までを調べる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

14 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 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。

　【使用教科書・教材・参考書】（社）日本動物園・水族館協会「飼育ハンドブック・水族館編」Ⅲ

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。

8

脊椎動物通性Ⅰ；骨格等

（参考書）内田亨著（1965）「動物系統分類の基礎」（株式会社　北隆館）

10

12
伊豆水族館実習（水生）

大町自然学校実習（野生）
実習の準備

13
大島ダイビング実習（水生）
相模湖カヌー実習（野生）

実習の準備

動物を1種選び学名を調べる。

左右対称の呼吸器を持たないものを調べ
る。目、耳などの感覚器を持たないものを調

べる。

6

最新の分類法；古細菌と３ドメイン7

脊椎動物通性Ⅲ；筋肉・感覚器

学名；国際動物命名規約、二名法

生物を5つの界に分けた理由を調べる。

五界説の矛盾を調べる。

各体制の生物を数種調べる。
頸椎の数が7つではない哺乳類を調べ

る。

生物の体制；分散型と集中型

9

生物分類の大綱；五界説の動物界

11



1

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 実演

15 座学

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ナチュラリストガイド　Ⅰ１

必修
選択

担当教員 加藤
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2前期

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

すべての野生動物は生息する自然環境で上手く生きるために進化したと考えられている。
野生動物を学ぶためには本来の自然環境や、他の生物との関わり合いを知らなければならない。環境、観察、
観光の３つのキーワードを用いて、アフリカのサバンナや南米アマゾンなど、実際に観察した経験談と画像をもと
に、熱帯区の動物の野生での行動と、環境のつながりを解説。
哺乳類だけでなく興味深い鳥、両生・爬虫類、昆虫、植物も網羅する。
各地の保護の現状を学ぶ。

到達目標　

自然観察の楽しさを知ってもらい、海外に目を向ける。
生物多様性を学び、それらの知識を活かしたネイチャーガイド業務の育成。
実際に自然保護区へ訪問するための具体的な方法やコツの習得。
海外で働くことも前提として、必要とされる英語力を身につける。

評価方法と基準
理解力確認のためのミニ・テスト（20％）
「プレゼンテーション」授業と合わせてグループ発表や個人発表をおこない、聴講者による評価をおこなう。（６
０%）授業態度（２０%）

授業計画・内容

授業内容の説明と、
サバンナの概要を把握する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

マサイマラ国立保護区の概要と、草原地帯に
住む草食動物の生態を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

草原地帯に住むチーターの生態と
走鳥類などの生態を知る

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

低木地帯に住むライオン、イボイノシシ、
クロサイなどの生態を把握する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

低木地帯に住むヒヒ、マングース、
アリ塚などの生態を把握する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

アカシア疎開林に住むキリン、ジャッカル、
インパラなどの生態を把握する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

山岳地帯に住むヒョウ、ハイラックス、
爬虫類などの生態を把握する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

水辺に住むカバ、ワニ、水鳥の
生態を把握する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

湿原に住むゾウやスイギュウ、
サーバルなどの生態を把握する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

参加者からの評価を聞く

水辺に住むカバ、ワニ、水鳥の
生態を把握する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

アフリカ人類発祥説を基に、動物学的にヒトの
進化と未来を考察する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

アフリカにおける保護の歴史と、密猟をめぐる
国際的な実情を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

観光と保護の両立について考える
ガイドとして必要なスキルを身につける

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

中間テスト、バーチャルサファリガイドをおこな
い、ガイド力を身につける

評価表を用いて、参加者は発表者の
評価採点をおこなう。

中間テストの振り返り
準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校



1

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 実演

15 座学

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ナチュラリストガイド　　Ⅰ２

必修
選択

担当教員 加藤
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2後期

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

すべての野生動物は生息する自然環境で上手く生きるために進化したと考えられている。
野生動物を学ぶためには本来の自然環境や、他の生物との関わり合いを知らなければならない。環境、観察、
観光の３つのキーワードを用いて、アフリカのサバンナや南米アマゾンなど、実際に観察した経験談と画像をもと
に、熱帯区の動物の野生での行動と、環境のつながりを解説。
哺乳類だけでなく興味深い鳥、両生・爬虫類、昆虫、植物も網羅する。
各地の保護の現状を学ぶ。

到達目標　

自然観察の楽しさを知ってもらい、海外に目を向ける。
生物多様性を学び、それらの知識を活かしたネイチャーガイド業務の育成。
実際に自然保護区へ訪問するための具体的な方法やコツの習得。
海外で働くことも前提として、必要とされる英語力を身につける。

評価方法と基準
理解力確認のためのミニ・テスト（20％）
「プレゼンテーション」授業と合わせてグループ発表や個人発表をおこない、聴講者による評価をおこなう。（６
０%）授業態度（２０%）

授業計画・内容

熱帯雨林の概要を知り、地球環境のおける重
要性を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

アフリカの熱帯雨林について学び、生態系の
仕組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

アフリカの熱帯雨林について学び、生態系の
仕組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

中米の熱帯雨林について学び、生態系の仕
組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

中米の熱帯雨林について学び、生態系の仕
組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

南米の熱帯雨林について学び、生態系の仕
組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

南米の熱帯雨林について学び、生態系の仕
組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

ガラパゴス諸島の自然観察方法を学び、生
態系の仕組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

マダガスカルの自然観察方法を学び、生態系
の仕組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

参加者からの評価を聞く

マダガスカルの自然観察方法を学び、生態系
の仕組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

東南アジアの熱帯雨林を学び、生態系の仕
組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

東南アジアの熱帯雨林を学び、生態系の仕
組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

八重山諸島の熱帯雨林を学び、生態系の仕
組み、動植物の関係を理解する

各自、ガイドブックやインターネットを利用し
て授業内容にかかわる動植物を調査する

期末個人プレゼンテーション
評価表を用いて、参加者は発表者の
評価採点をおこなう。

期末プレゼンの振り返り

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

TCA東京ECO動物海洋専門学校
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1

　

回数 日程 授業形態

1
4/26
①

講義

2 ② 講義

3 ③ 講義

4 5/6　④ 講義＋実演

5 ⑤ 講義＋実演 葛西臨海公園

6 ⑥ 講義＋実演

7
5/22
⑦

講義＋実演

8 ⑧ 講義＋実演

9 ⑨ 講義＋実演

10
5/29
⑩

講義＋実演

11 ⑪ 講義＋実演

12 ⑫ 講義＋実演

13
６/26
⑬

講義

14 ⑭ 試験

15 ⑮ 講義

配布済みのプログラムを熟読しタイムスケジュール、時間
間隔を理解する。また、各プログラムに応じた学習内容を

イメージし必要に応じた準備ができる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

個人装備　個人での装備のノウハウを学び、持ち物の選
定、パッキングができるようになる。

団体装備　個人との違いを知り、多数での装備の必要性
や分担、コミュニケーションを理解する。

【実習前最終ミーティング】個人・団体共に最終的な確認を行い学生全員で
共有し理解する。また、学生主導でできる。

子供と自然とネイチャーゲーム/五感で楽しむ野草図鑑/五感で楽しむ樹木図鑑/国土地理院地図

実習・試験を振り返ることで知識面＋現場力双方
の理解を深め、体現できる。

実習、試験の復習

　【使用教科書・教材・参考書】　山岳ナビゲーション/山のエマージェンシー/環境を守る最新知識～自然生態系のしくみとその守り方～

試験範囲の対策

実習を振り返り現場で学んだものを再度整理し理
解を深めることができる。

筆記試験６０分

実習中の資料やメモなどを使い学んだ事柄をまとめ理解
する。

準備学習　時間外学習 事前学習を行う事により新たに気づく事を促し、事後学習で理解した内容の落とし込みを図る。

基本的なアウトドアの知識・技術を身につける事は、本専攻が関わりえる分野のさまざまな場面で必要不可欠です。
また、環境教育の仕組みや成り立ちを学び、企画の立案、実施等を可能にする知識・技術をネイチャーフレンドシップ・エコツアープランニング
の授業を通して学びます。アウトドアと環境教育の企画などから一つのイベントが作成できる事はもちろんですが、何よりも大事にして欲しい安
全管理・   リスクマネジメントを授業・実習を通して吸収し、プロとして現場で的確に運用できるよう学習してください。
授業は座学が中心ですが、実習での実技講習でも学習します。
※実習等準備のため、内容に変更がある場合があります。

必修
選択

選択

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

ネイチャーフレンドシップⅠ１

評価方法と基準

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

1.2

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

個人としての目的、目標を策定し将来のイメージを
持つ。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

到達目標　

授業・演習・実習の中で基本的なテント等の設営、火の扱い、刃物の扱い、整備ができるようになる。
日本国内における地域による植生の違いを理解する。また、地図上で地形を把握できるようになる。
体験により実際に環境教育に触れ環境教育と自然のつながりを理解する。また、必要な動植物の知識を習得する。
演習・実習を通して各個人での判断や決断、安全管理・リスクマネジメントができるようになる。
自然の動植物・植生や自然環境に不思議や疑問を持ち自身で考察、結論が出せるようになる。

科目名
担当教員 鈴木大樹

東京コミュニケーションアート専門学校卒、株式会社エイチ、アイ、エス　東京コミュニケーションアート専門学校　飼育アシスタント　株式会社コロンビアジャパン勤務　アウトドアイベント企画・運営事業教員の略歴

授業の学習
内容

実習プログラム配布
概要説明、内容の読み合わせを行い理解できる。

大町実習に向けての概要説明、実習を行う事の目的、目
標、意味を理解することができる。

大町実習に向けて生活役割の必要性を説明し理解する。  学生自身での
実習全体の目的、目標の設定ができる。役割を理解した上で各役割の説

明、役割を定める。

配布済みのプログラムを元に学生間でのコミュニケーショ
ンをとる。また、必要な装備類の知識を学習する。

概要説明を理解し各役割について理解する。

配布資料(山岳ナビゲーション)読み理解する。

実習の目的、目標に応じての企画立案のためのアイディ
アを出し合い共有し叩き台を作成する。

個人としての将来イメージと実習の目的、目標をリンクさ
せ学ぶべき点を確認・理解する。   長野県大町市の気候

や植生を調べ理解する。

実習事前学習：地図講習基礎、偏差、等高線、谷線・尾
根線を理解できる。
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1

授業形態

講義

講義

講義

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義

講義

講義・演習

講義

講義・試験

講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ビオトープⅠ１

必修
選択

担当教員 佐藤　充
授業
形態

講義
総時間
（単位）

必修 年次 1

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

授業の学習
内容

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

※学校の行事等により見学の日程や授業の日程の変更がある場合があります。

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

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

るビオトープを理解していく
2

ビオトープとは何か説明できる3

4

画像や映像を使用し、具体的な保護・保全活動を説
明していく

1

授業内容を説明し、当科目の明確な学びの目的、目
標、方法を理解する。

ビオトープの意味と役割について理解する。
動物園・水族館における自然の保護・保全活動が正

しく理解できる

葛西臨海公園見学
5

ビオトープの役割をより深く理解できる

ビオトープの基礎を説明していく

評価方法と基準

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

授業計画・内容

回数 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

14 テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

15
テスト結果からの振り返りを行うことで、ビ

オトープの基礎を再確認する
試験範囲からの復習

　【使用教科書・教材・参考書】

　※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

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

各自で出来るビオトープをデザインしてい
く。

6

実際にビオトープを作成・実践す
る。

簡単なビオトープの作成ができる

ビオトープのデザインをすることが出来る。7

8

12
作成したビオトープを確認し、どれだけの効

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

13

10

11

自然界における物質の循環について理解し、説明で
きる。

9

ビオトープの役割を説明(プレゼンテーション)

自然界における生態系の仕組みを理解できる

講義・演習

葛西臨海水族園見学
も検討

生態系がなぜ大切と言われているのか？説明
していく。

見学によって気付いたビオトープの役割を説明す
る。

生物の「死」とはどのような役割があるのか説明し
ていく。
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1

授業形態

講義

演習

演習

演習

演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義

講義

講義・試験

講義

10

11

試験範囲からの復習

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

13

14

12

演習

テスト結果からの振り返りを行うことで、ビ
オトープの基礎を再確認する

TCA東京ECO動物海洋専門学校

回数

1

2

3

4

5

6

テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

天城もしくは南伊豆シュノーケイング 実際の山もしくは海を体験する

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

　【使用教科書・教材・参考書】

　※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

15

外来種問題を理解することができる 外来種のどこが問題かを正しく理解していく

磯が生態系にどのような役割をもたらすのか
を理解する

春と秋で生物の変化（植物）を自ら
気付く

春と秋で何が違い、それがどのような効果を
もたらすのかに気付く

秋の葛西臨海公園（鳥類園）見学

秋の葛西臨海公園（鳥類園）見学

見学結果発表

海（磯）のビオトープの役割

7

8

9

1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

科目名 ビオトープⅠ２

必修
選択

担当教員 佐藤　充
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次

評価方法と基準

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

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

授業の学習
内容

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

※学校の行事等により見学の日程や授業の日程の変更がある場合があります。

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

帰化植物見本園見学

左近川にて外来生物調査

実際の帰化植物の実物を見て理解す
る

身近に見られる外来種を自分たちで見つけ出
す左近川にて外来生物調査
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1

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

評価方法と基準

オリエンテーション　目的・目標の確認

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）

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。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 フィールドテクニックⅠ１

必修
選択

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

ロープワークの復習（チチワ結び、誘導式目印N付け方を練習する）

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

担当教員 江口仁詞
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

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。

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

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。

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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

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

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。

自分で作った仕掛けで、ハゼ（食料）を釣り、食べる。

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）

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）

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
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

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　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
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1

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

、 講義

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。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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。

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。

　【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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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）

江口
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 フィールドテクニックⅠ２

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 実技・講義

7 実技・講義

8 実技・講義

9 実技・講義

10 実技・講義

11 実技・講義

12 実技・講義

13 講義

14 試験

15 講義

試験範囲からの予習と対策

友人や家族と役割分担をしてシナリオ練習。
枕など適度な大きさのもので利用してCPRの

手順を一通り復習する。

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

テキスト1-3から1-27までの熟読と理解を深
める。。

小テストを行い理解を深める
テキスト1-30から1-41までの熟読と理解を深

める。
小テストを行い理解を深める

怪我の評価と病気の評価が出来るようにな
る。

包帯と副木、三角巾が使えるようになる。
ヘビ、昆虫など生物に刺された時の対処法を

理解する。

胸部圧迫、人工呼吸、その組み合わせが出来
るようになる。

胸部圧迫、人工呼吸、AEDを組み合わせるこ
とが出来るようになる。

激しい出血の管理。ショック、気道閉塞、に
対処出来るようになる。

１次ケアと１次評価。　怪我と病気の違い。症状と
兆候の違い。普通とは？について理解する。

現場の評価。バリアの使用。気道確保が出来
るようになる。

胸部圧迫、人工呼吸が出来るようになる。

　【使用教科書・教材・参考書】　　エマージェンシーファーストレスポンス　テキスト

※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

６０分の筆記試験
テスト結果から振返りを行うことで、気象、

安全管理についての理解を深める。
試験範囲からの復習とマニュアルの熟読

準備学習　時間外学習

テキストの紹介と認定書の紹介。学習のヒント。救
助者としての心構えについて理解する。

救命の連鎖。生命に関わる問題を見分ける。
１次評価と１次ケアについて理解する。

CPRについて理解する。AB－CABS、AED、激しい
出血、ショック、脊髄損傷について理解する。

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

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

評価方法と基準

小試験20%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定
期試験80％
再試験は公欠が認められた物のみ対応する。
追試験1回を行い、採点結果によっての評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

授業の学習
内容

フィールドガイド、インタープリターとして活動する際に起こりうる怪我や病気、事故に備えることの出来る授業です。
突然意識を失う、心臓発作で倒れる、呼吸できない状態になっているなど重篤な場合にも対処できるよう応急救護の基本
となる知識と技術を覚えます。お客様の安全管理と自己の安全管理が出来るようになるには必須の授業です。
授業は基本的には講義ですが、人工呼吸、心臓マッサージ、包帯を使用するなど実技も交えます。

到達目標　

自己の安全管理とお客様の安全管理が出来るように応急救護の基本を覚えます。
CPR（人工呼吸、心臓マッサージ）が出来るようになる。
ファーストエイドが出来るようになる。
病気と怪我の評価が出来るようになる。

原島大樹
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ライフセービングⅠ1

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

季節ごとの天気図について理解する。

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

潮汐と海流について理解する。（潮位と潮
差）

強風注意報と暴風警報、竜巻について理解す
る。

風について理解する。
（風速と風力。季節風、局地風）

テキストの熟読を行い深く学ぶ。
ガイドとしての身構えと気構えを意識するこ
とで、実際の生活の中で、学習した知識と技

術を活用することが出来る。

山歩きの基本と歩行中の危険対処（ザレ場、ガレ
場、沢筋、岩場、鎖場、ロープ場）を理解する。

天候変化に対応するための装備について理解
する。

自然災害時、道に迷った時の対処法について
理解する。

気圧、風について理解する。

天気図と等圧線について理解する。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策
テスト結果から振返りを行うことで、気象、

安全管理についての理解を深める。
試験範囲からの復習とマニュアルの熟読

準備学習　時間外学習

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

個人目標の策定。持参品の確認。

　【使用教科書・教材・参考書】　風と波を知る１０１のコツ　　ステップアップ登山術

波と離岸流、太陽と気温と海水温、台風と高
潮について理解する。

空から降ってくるもの。雨、雪、氷について
理解する。雲について十種雲形を理解する。
雷の仕組み、夕焼けの仕組み、霧っと靄の違

いについて理解する。

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

授業の学習
内容

フィールドガイド、インタープリターとして活動する際に起こりうる気象について学び、自己の安全管理は基より、お客様の安
全管理が出来るようになる。　授業は座学が中心ですが、今日の天気や雲などを観察して観天望気も学習します。

到達目標　

自然環境における気象面について学び、安全管理とリスクマネージメントの基本を理解出来るようになる。
風や雲、空を見て観天望気を行うことが出来るようになる。
天気図を確認して天候の予想が出来るようになる。
天候の変化の兆候を見極め、起こりうる自然現象の判断が出来るようになる。
山歩きの基本的な技術と装備が出来るようになる。

評価方法と基準

小試験20%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定
期試験80％
再試験は公欠が認められた物のみ対応する。
追試験1回を行い、採点結果によっての評価とする。

原島　　大
樹

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ライフセービングⅠ２

必修
選択

担当教員

教員の略歴
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1

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義

2 4月28日 講義

3 5月12日 講義

4 5月19日 講義

5 6月2日 実習

6 6月9日 講義

7 6月16日 講義

8 6月23日 演習

9 6月30日 演習

10 7月7日 演習

11 7月14日 実習

12 7月21日 演習

13 9月1日 演習

14 9月8日 講義・試験

15 9月15日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　「救急法講習」日本赤十字社

※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

指定した三角巾での傷の保護を実践する

テスト対策・60分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

テスト結果からの振り返りを行うことで応急手当の理解を深める 試験範囲からの復習

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

三宅島スイム演習において、現場での応急手当の状況を観察する 三宅島スイム演習を持って充当する

三角巾の実技テストから習得度を確認する 指定した三角巾での傷の保護を実践する

傷病者の運搬法を習得する 搬送について実践する

三角巾での傷の保護を修得する
（肩・でん部・手・足・前腕・腕つり）

ダイビング実習において、現場での応急手当の状況を観察する ダイビング実習を持って充当する

熱中症について説明できる
ケガに対する手当の手順を調べる 熱中症の処置を実施する

海の知識（波・リップカレント）について調べる
（映像：NHKアインシュタインの眼） 提出レポートをもって充当する

傷病者の観察方法について実施する

熱傷・心臓発作・脳卒中について説明できる 熱傷の処置を 実施する

保護ガーゼ・包帯・三角巾について説明できる
八つ折り・本結び・たたみ方を修得する

三角巾での傷の保護を修得する
（目・頭・顔面・胸・肩・臀部・顔面・胸）

ケガについて説明できる
RICE処置・止血について説明できる 止血について実施する

フ ァ ースト エイ ド の定義について説明でき る
傷病者の観察について実践する

生活や仕事を する 上で必要なこ と を 準備する
市民の義務の一つでも ある こ と を 感じ る 授業内容の理解と 個人目標の策定

教員の略歴 公益財団法人日本ライフセービング協会 理事長、

授業の学習
内容

ライフセーバーとして救命の現場で実践活動の経験を積んだ教員が、
救命の現場の実際を交えながら一般市民に求められる応急手当や心肺蘇生の重要性を理解させ実践できるようになる知
識や技術を習得する授業を行う。

到達目標　

ライフセービングの精神を理解し生命教育を通じ自分の大切な家族、友人、そして隣人の命を守りたいという人間的な愛の
表現を学び、
いざという時の心構えを身に着けるとともに、一般的な傷病に対して救急隊が到着するまでの間の正しい手当が実践でき
るように、正確な知識と技術を習得する。

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

入谷拓哉
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 応急手当Ⅰ１

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 4月22日 自己紹介と講義

2 5月6日 講義

3 5月13日 講義

4 5月20日 講義

5 5月27日 講義

6 6月3日 講義

7 6月17日 講義

8 6月24日 講義

9 7月1日 講義

10 7月8日 講義

11 7月15日 講義

12 7月22日 講義

13 9月2日 講義

14 9月9日 講義・試験

15 9月16日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　

講師が撮影、採録、所有する映像・音源資料を使用する。講師の所有する書籍、資料からコピーを使用する

テストの振り返りを行うことで、カイギュウ類、
クジラ類、海の環境について理解を深める

準備学習：試験範囲の復習
時間外：配布資料の復習

準備学習　時間外学習 準備学習で学びたいことに気づき、時間外学習により理解を深め意見を持てるようになる。

評価方法と基準
定期試験60％　　　出席率４０％
筆記試験評価：GPA(A:100-90  B:89-80  C:79-70  D:69-60  F59-0) 再試験は公欠が認められた者のみ対応する　　　　追
試験1回　レポート課題を提示し、提出を持ってDの評価とする

授業計画・内容

学科・ｺｰｽ

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

準備学習　時間外学習(学習課題）

2

全員が何に興味があるか、どのような仕事につきた
いかを話す。何を学ぶかの確認

自己紹介の準備
この科目で何を学ぶかの確認し準備する

エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

イルカ類の飼育、トレーニングにかかわる場合、野生での生態、海の環境を知ることは必須である。これまでに学習した、
動物としての体の仕組みや飼育の技術、またこれから学習する環境保全、インタプリター養成講座などと合わせ、アウトド
アや飼育の現場で、海洋哺乳類の生態について解説できるようになることを目指す。講師の所有する現場の映像資料を中
心に講義を行い、可能な限り博物館などの見学も行う

海の環境について、海洋哺乳類との関係について、説明できるようになる。海洋哺乳類、海洋に生きるそのほかの生物に
ついて、生態を子供にも理解できる言葉で、説明できるようになる。海洋環境の保全、海洋哺乳類の保護について、自分の
考え、意見を言えるように、また書けるようになる。

担当教員
友松こず

え

TCA東京ECO動物海洋専門学校

海洋哺乳類Ⅰ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

クジラ類はどのような生物かを説明できるようにな
る。進化について、話せるようになる

準備学習：クジラについて知っているこを確認する
時間外学習：配布資料の復習

ザトウクジラの特徴、生態を説明できる。どこで、
何がみられるか教えられるようになる。

準備学習:ザトウクジラについてニュースをチェッ
クする　時間外学習：配布資料の復習

ニタリクジラ、カツオクジラ、ツノシマクジラにつ
いて、生態、どこで見られるかなどを説明できる

海の環境、潮汐、大循環などを理解し説明できる。
海洋生物の多様性を説明できる

学習内容

準備学習：これまで海洋について何を学んだかを確
認　時間外学習：配布資料の復習

野生環境で観察できる海洋哺乳類の例を挙げられる
ようになる

準備学習：野生動物の観察体験の例を挙げる　　時
間外学習:配布資料の復習

カイギュウ類の生態を説明できる。見られる場所を
教えられるようになる

ナガスクジラ、ミンククジラについて、生態、どこ
で見られるかなどを説明できるようになる

準備学習:土佐湾のニタリクジラについて調べる
時間外学習配布資料の復習
準備学習:ミンククジラの種類について調べる　時
間外学習：配布資料の復習

準備学習:カイギュウ類についてのニュースを
チェックする 時間外学習：配布資料の復習

コククジラ、セミクジラについて、生態、どこで見
られるかなどを説明できるようになる
シロナガスクジラについてどこで見られるかなど生
態を説明できるようになる

準備学習::ヒゲクジラ類の採餌方法について調べる
時間外学習:配布資料の復習
準備学習：シロナガスクジラについて知っているこ
とを確認　　時間外学習：配布資料の復習

海鳥と海洋ゴミについて、環境保全の観点から意見
を言えるようになる

マッコウクジラについて、採餌など生態、どこで見
られるかなどを説明できる

試験対策・筆記試験（60分）

前期で学んだ事、また捕鯨について自分の考えを言
えるようになる。

準備学習：試験範囲の対策
時間外学習：試験内容の復習

準備学習：マッコウクジラの潜水について調べる
時間外学習：配布資料の復習
準備学習：海洋ゴミについてのニュースをチェック
する　時間外学習：配布資料の復習
準備学習：前期で習ったことの理解を確認する　時
間外学習：配布資料の復習
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

時間外学習:授業資料の復習
事前学習:オリンピック競技のサーフィンについて調べる

　【使用教科書・教材・参考書】
授業内における配布資料

時間外学習:授業資料の復習
事前学習:国内で有名なSUPエリアを調べる

時間外学習:授業資料の復習
事前学習:磯場での危険生物について調べる

時間外学習:授業資料の復習
事前学習:この夏自分が何をするのかまとめる

時間外学習:授業中に課題を提示します
テスト勉強

サーフィンについて
基礎知識、器材について

SUPについて
基礎知識、器材について

海の危険生物について

振り返り

ダイビングショップスタッフとは

テスト前対策講義

筆記試験

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 マリンスポーツ　　Ⅰ1

必修
選択

担当教員 須田大輔
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

評価方法と基準 筆記試験　100％

浦安のダイビングショップ「トゥルーノース」副店長を務め日々スクーバダイビングインストラクターとして活動しております

ダイビングショップ形態について
将来自分が働きたいダイビングショップ

スキンダイビングについて①
概要編

授業計画・内容

学習内容

時間外学習：授業資料の復習
事前学習：日本で有名なスキンダイビングポイントを調べる

時間外学習:授業資料の復習
事前学習:自分が持っている器材について調べる

教員の略歴

授業の学習
内容

スクーバダイビングをはじめとするマリンスポーツに関する知識等を学ぶ授業となります。
海に携わる業界人になるからこそ知っていてほしいマリンスポーツを知ることで業界の可能性や自分自身がマリンスポーツ
に興味を持ってもらいたいと思います。
また、実際に業界に就職する生徒に関しては現場での即戦力、コミュニケーションの幅を広げるためとして学んでいただけ
たらと思います。
※授業内容に関しては進行状況によって変更がある場合もございます。

到達目標　
スクーバダイビングに関する知識、器材に関する知識、自然に関する知識を身に着ける
マリンスポーツに関する魅力、知識を身に着ける
スキンダイビング、フリーダイビングに関する知識を身に着け、将来的に使える知識を身に着ける

海況判断(天気と風について)

海況判断(潮汐と波について)

TCA東京ECO動物海洋専門学校

準備学習　時間外学習(学習課題）
オリエンテーション

授業開始にあたり授業内容、目標、注意事項の説明
時間外学習：アンケート内容の確認

事前学習：自分の家の近くにあるダイビングショップを調べる

準備学習　時間外学習

スキンダイビングについて②
器材編

スキンダイビングについて③
スキル編

ドルフィンスイムについて

時間外学習:授業資料の復習
事前学習:スキンとスクーバでの潜り方の違いを調べる

時間外学習:授業資料の復習
事前学習:国内有数ドルフィンスイムポイントを調べる

時間外学習:授業資料の復習
事前学習:天気図に記されてる記号を調べる

時間外学習:授業資料の復習
事前学習:潮の満ち引きについて調べる



学科・ｺｰｽ

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

評価方法と基準

日程 授業形態

4月21日 講義

4月28日 講義

5月12日 講義と演習

5月19日 講義

5月26日 講義と演習

6月2日 講義

6月9日 講義と演習

6月16日 講義と演習

6月25日 講義と演習

7月2日 講義と演習

7月9日 講義

7月16日 講義と演習

9月3日 講義

9月10日 試験

9月17日 振り返り

ダイビングのマーケティング

ダイビングのマーケティング

前期授業のまとめ

試験

同上

同上

同上

TCA東京ECO動物海洋専門学校

　【使用教科書・教材・参考書】　

試験の振り返り 同上

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

板書を再読して理解を深める

同上

準備学習　時間外学習(学習課題）

ダイビングインストラクターの資質

教育・体験・機材・環境意識の概要

学習内容

年次

PADI　IDCスタッフ　ザダイブファクトリー常勤10年　総認定数914名（2020年度末）

４５
（１）

2
ダイビングビジネスⅠ1

講義
総時間
（単位）エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

担当教員 大石拓磨
科目名

必修
選択

授業
形態

環境意識について

仕事の選択方法

ダイビング器材に関する知識(構造)

ダイビング産業の現状

選択

オリエンテーション

・期末試験６０％
・出席率２０％
・授業態度２０％（アンケート・ワークシート含む）

授業計画・内容

ダイビング産業の魅力を日々の業務について学びながら知ることができる。
①接客　②販売　③リスクマネジメント

ダイビング業界で必要な知識・技術・心構えを身につける

同上

同上

教育について

体験について

器材について

同上

同上

同上

同上

同上

同上



学科・ｺｰｽ

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

評価方法と基準

日程 授業形態

10月1日 講義

10月8日 講義

10月15日 講義

10月22日 講義

10月29日 講義

11月5日 講義

11月12日 講義

11月19日 講義

11月26日 講義

12月3日 講義

12月10日 講義

12月17日 講義

1月14日 講義

1月21日 試験

1月28日 振り返り

エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

PADI　IDCスタッフ　ザダイブファクトリー常勤10年　総認定数914名（2020年度末）

ダイビング産業の魅力を日々の業務について学びながら知ることができる。
①接客　②販売　③リスクマネジメント

科目名 ダイビングビジネスⅠ2

必修
選択

選択 年次

担当教員 大石拓磨
授業
形態

講義
総時間
（単位）

４５
（１）

2

ダイビング業界で必要な知識・技術・心構えを身につける

・期末試験６０％
・出席率２０％
・授業態度２０％（アンケート・ワークシート含む）

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ダイビング事業で稼ぐ方法を知る 板書を再読して理解を深める

授業計画・内容

ダイビングガイドの役割を知る 同上

ガイドの注意義務について理解する 同上

リスクマネジメントについて（民事訴訟と刑事訴訟）同上

リスクマネジメント（事故の検証から予防方法を考え同上

ダイビング器材について知る 同上

リスクマネジメント（事故の検証から予防法を理解す同上

トラブルから背景にある原因を知る 同上

積極的販売アプローチについて理解する 同上

接客方法（プロービングという方法を知る） 同上

タイプ別による接客方法を知る 同上

教え力（教えることの楽しさを知る） 同上

教え力（ダイビングにおけるインストラクションを知同上

試験

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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

　【使用教科書・教材・参考書】　
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1

授業形態

講義

講義

講義・演習

講義

講義・演習

講義

講義

講義

講義

講義・演習

講義

講義・試験

講義

6

7

8

海洋の基礎知識を身に付ける➀

展示の工夫を考える

海洋の基礎知識を身に付ける②

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

餌料　餌の重要性と実際に魚を捌けるようになる

トレーニングの効果について学び、その必要性を
説明できる

12
動物園のトレーニングの目的、または博物館と水

族館の展示についてプレゼンテーション 人前で喋ることができるようになる

13

トレーニングの原理を再度確認し、映像も使って
理解する

11

10

見学
➀上野動物園または
②国立科学博物館

➀上野動物園でどのような理由でトレーニングが
行われているのか実際に見て理解し説明できる

②博物館の展示と水族館の展示の共通点や違いを
説明できる

9

5

　※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

14 テスト対策・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

15
テスト結果から振り返りを行うことで飼育管

理の理解を深める
試験範囲からの復習

　【使用教科書・教材・参考書】

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

オリエンテーションで個人目標の策定

2

水槽の仕組みを理解する3

水槽の仕組みを理解し、組み立てることが出来
る。

4

代表的な環境問題を理解し説明できる

1
授業内容を説明し、当科目の明確な学びの目的、

目標、方法を理解することができる。

環境問題の基礎知識を身に付ける

評価方法と基準

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

授業計画・内容

回数 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

授業の学習
内容

水族館の就職の試験では生物の基礎知識や計算問題が出ることが予想されます。ドルフィントレーナー専攻でも水槽の仕
組みなどが試験で出題されているので、それらの弱点の克服を前提とした授業を行います。

※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　
海洋全般の幅広い知識を習得し答えることが出来る。
試験に出るレベルの計算問題を答えることが出来る。
人前でプレゼンテーションを行うことが出来る。

佐藤　充
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 水族館研究Ⅱ1

必修
選択

水槽のろ過の仕組みと、その原理について説明。
その後、実際に濾過槽などを組み立てられるよう

にする。

研修前に包丁の扱いに慣れるようになる

就職試験に出そうな海洋科学の知識を答えら
れる

就職試験に出そうな海洋生物の知識を答えら
れる

水族館や博物館の展示方法の工夫について自
ら気付ける
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1

授業形態

講義

演習

演習

講義

講義

講義・試験

講義

プロテインスキマーの原理を理解し、作るこ
とが出来る

➀上野動物園または
②国立科学博物館

➀上野動物園でどのような理由でトレーニングが行
われているのか実際に見て理解し説明できる

②博物館の展示と水族館の展示の共通点や違いを説
明できる

人前で喋ることができるようになる

講義・演習 葛西臨海公園の生物を探す
地元の海にどのような生物がいるか知り、教

育につながる企画を考える

葛西臨海公園の生物で出来る教育活動を考える

外来種問題の基礎知識

実際に現場で使えそうな企画をプレ
ゼンテーション

外来種の現状を説明できる

身近な外来種を知り説明できる
左近川周辺の生態系について説明できる

各水族館の展示比較

選択 年次

授業計画・内容

2

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

評価方法と基準

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

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

授業の学習
内容

水族館の就職の試験では生物の基礎知識や計算問題が出ることが予想されます。ドルフィントレーナー専攻でも水槽の仕
組みなどが試験で出題されているので、それらの弱点の克服を前提とした授業を行います。

※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　

科目名 水族館研究Ⅱ2

必修
選択

試験範囲からの予習と対策
テスト結果から振り返りを行うことで飼育管

理の理解を深める
試験範囲からの復習

11

講義
総時間
（単位）

担当教員 佐藤　充
授業
形態

海洋全般の幅広い知識を習得し答えることが出来る。
試験に出るレベルの計算問題を答えることが出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人前でプ
レゼンテーションを行うことが出来る。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

動物園のトレーニングの目的、または博物館と水族
館の展示についてプレゼンテーション

海外のネイチャーガイドを紹介。学校で学習する知
識が水族館以外でも活かせる例を紹介

具体例を映像を使用して説明。

見学

14

15

6

テスト対策・６０分の筆記試験

演習 外来種を探す（左近川）

講義・演習 プロテインスキマーを作る

回数

1

2

3

4

TCA東京ECO動物海洋専門学校

　【使用教科書・教材・参考書】

　※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

12

各水族館でどのような工夫がされているか説
明できる

5

7

8

9

10

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

13
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1

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義

2 5月7日 講義

3 5月14日 講義

4 5月21日 講義

5 5月28日 講義

6 6月4日 講義

7 6月18日 講義

8 6月25日 講義

9 7月2日 講義

10 7月9日 講義

11 7月16日 講義

12 7月23日 講義

13 9月3日 前期まとめ

14 9月10日 試験

15 9月17日 振り返り

授業の概要・目的説明、鯨類の飼育について基本的な考え方を伝え
ることにより今後の学習内容を把握することができる（飼育とは）

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

飼育設備の概要を学ぶ
水槽設備・飼育水の管理・濾過循環システムなどの概要を知ること
ができる水ｰ①　施設管理（概要）水槽設備について水槽形状・防水・ガラス・ディスプレイ・照明な
ど水族館ならではの特性を知り飼育の側面だけではなく展示につい
てもその重要性を学ぶことができる水ｰ②　水槽設備

TCA東京ECO動物海洋専門学校

　【使用教科書・教材・参考書】
日本動物園水族館協会発行「新ハンドブック水族館編」 1～5・東海大学出版会「水族館の仕事」・東海大学出版会「海獣水族館」・二瓶社「うまくやるための強化の原理」　他
随時学生に紹介する

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

試験問題に関する解説を行うことでより理解度を深め、飼育環境管
理の大切さ、飼育動物の入手や取扱を再認識することができる

準備学習　時間外学習
準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所を熟読することにより講義内での理解度を深める
時間外学習(学習課題）；講義内容を自らまとめることにより参考資料化を図る（次回講義終了時に全講義内容を確認）

プール用薬品注入における水族館の特殊性を知り、その必要性を理
解するとともに、薬注機器の原理を知り管理できるようにする
水ｰ④　飼育水の管理　プール用薬品と薬注ポンプ飼育鯨類の自然界における生息環境で重要である温度調節ついてそ
の必要性と原理を理解することができる
水ｰ⑤　飼育水の管理　温度調節装置

前期の重要事項の復習を行うことにより、より深く理解することが
できるようになる
併せて試験範囲の提示も行いより意識を高めることができる

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

搬入直後のイルカの初期飼育の基本である馴致について理解するこ
とができる
種ｰ⑤　初期飼育・馴致と調教

日本での飼育鯨種を知り、それらの同定方法を学ぶ
自然界でイルカに遭遇した時に識別できるようになる
種ｰ①　鯨類の同定方法（見分け方）

科目名

必修
選択

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

授業
形態

選択
総時間
（単位）

鯨類の飼育の大きな要素である飼育水の管理を学ぶ
取水方法と様々な濾過循環設備の原理を理解することができる
水ｰ③　飼育水の管理　取水設備とろ過循環設備

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

水族館における電気の重要性を知るとともに非常時の対応（動物・
施設・運営）を学ぶことができる
水ｰ⑥　電気設備　非常用発電設備と自家発電設備

鯨類の収集に関する法令を知ることができる
種ｰ②　収集に関する法令
イルカ類の捕獲方法、入手方法を知るとともに入手可能な鯨種を認
識することができる
種-③　捕獲・収集方法
野生鯨類の選別・畜養・輸送について知ることができる
種ｰ④　鯨類の輸送

選択 年次

評価方法と基準
1）定期テスト　60％
2）授業態度及び出席率　40％

到達目標　
飼育現場で求められる知識を身につけることを目的とし、人間（自分）本位で押しつけるのではなく動物の立場に立ち動物
目線で思考することができること、飼育に関する様々な事象に対して常に考え動物から学ぶ姿勢を持つことなど目の前に
いる動物の気持ちを考え飼育管理ができる感性を持った人材になる

担当教員
佐伯
宏美

1975年4月～2016年6月 鴨川シーワールドに在籍　鯨類の飼育・調教・展示に従事

                                                                                                                                                                水族館
における「素晴らしい展示」には「よい調教」が必要であり、よい調教を行うには「よい飼育」を行い健康な動物を確保するこ
とが必要であることから、すべてにおいて「飼育」が基本となる
飼育の重要性を十分に理解し、水族館での鯨類の実質的な飼育について知り理解する
「水族館学」「海洋哺乳類」とリンクするが、当講義では飼育10項目を含む飼育の要点である①水②種③餌料④管理を軸
に現場目線で講義を展開する

2

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

鯨類の飼育管理Ⅰ1



　（　　　　）

回数 日程 授業形態

1 10月8日 講義

2 10月15日 講義

3 10月22日 講義

4 10月29日 講義

5 11月5日 講義

6 11月12日 講義

7 11月19日 講義

8 11月26日 講義

9 12月3日 講義

10 12月10日 講義

11 12月17日 講義

12 1月14日 講義

13 1月21日 後期まとめ

14 1月28日 試験

15 2月11日 振り返り

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 鯨類の飼育管理Ⅰ2

必修
選択

担当教員
佐伯
宏美

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

ストランディング・迷入・混獲の多い鯨種を知り対応方法を知るこ
とができる
種ｰ⑥　ストランディング個体の対処方法

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

教員の略歴 1975年4月～2016年6月 鴨川シーワールドに在籍　鯨類の飼育・調教・展示に従事

授業の学習
内容

                                                                                                                                                                水族館
における「素晴らしい展示」には「よい調教」が必要であり、よい調教を行うには「よい飼育」を行い健康な動物を確保するこ
とが必要であることから、すべてにおいて「飼育」が基本となる
飼育の重要性を十分に理解し、水族館での鯨類の実質的な飼育について知り理解する
「水族館学」「海洋哺乳類」とリンクするが、当講義では飼育10項目を含む飼育の要点である①水②種③餌料④管理を軸
に現場目線で講義を展開する

到達目標　
飼育現場で求められる知識を身につけることを目的とし、人間（自分）本位で押しつけるのではなく動物の立場に立ち動物
目線で思考することができること、飼育に関する様々な事象に対して常に考え動物から学ぶ姿勢を持つことなど目の前に
いる動物の気持ちを考え飼育管理ができる感性を持った人材になる

評価方法と基準
1）定期テスト　60％
2）授業態度及び出席率　40％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

餌料への考え方、選択、保管等基本的な考え方を学び、餌料管理の
重要性を理解すことができる
餌料-①　餌料Ⅰ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類の餌料について、詳細な取り扱い及び管理を理解し、餌料管理
の重要性について再認識することができる
餌料-②　餌料Ⅱ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類の生理を知ることにより、疾病との関連を考えられるようにな
る（神経系・循環器系・呼吸器系・消化器系）
管理-①　鯨類の生理Ⅰ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類の生理を知ることにより、疾病との関連を考えられるようにな
る（消化器系・泌尿器系・内分泌系・体温調節）
管理-②　鯨類の生理Ⅱ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

飼育条件と病気の原因、発見と診断など基本的な病気の考え方と治
療、予防について理解することができる
管理-③　鯨類の病気Ⅰ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類の疾病についての詳細な原因、対応を知り、飼育現場において
の疾病の発見、治療の重要性を理解し学ぶことができる
管理-④　鯨類の病気Ⅱ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類における血液検査内容を知り、正常値を知るとともに、検査結
果のそれぞれの検査項目の関係性による読み方を学ぶことができる
管理-⑤　血液検査

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

健康管理に必要な観察ポイントを理解し、異常の発見の仕方につい
て学ぶ　　日常における動物観察がいかに重要かを理解するするこ
とができる　　　　　　　　　　　　　　　管理-⑥　日常の健康

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

健康管理に必要不可欠なハズバンダリートレーニングとはなにか
ハズバンダリー種目を知り、そのトレーニング方法を学ぶことがで
きる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習　時間外学習
準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所を熟読することにより講義内での理解度を深める
時間外学習(学習課題）；講義内容を自らまとめることにより参考資料化を図る（次回講義終了時に全講義内容を確認）

　【使用教科書・教材・参考書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本動物園水族

館協会発行「新ハンドブック水族館編」 1～5・東海大学出版会「水族館の仕事」・東海大学出版会「海獣水族館」・二瓶社「うまくやるための強化の原理」　他
随時学生に紹介する

TCA東京ECO動物海洋専門学校

繁殖の重要性を理解するとともに、繁殖の推進の仕方を学び、繁殖
への理解を深めることができるようになる
管理-⑧　繁殖Ⅰ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類の繁殖を学ぶ　　また、新生児の育成について現場での知見を
交えて知ることにより重要性を再認識することができるようになる
管理-⑨　繁殖Ⅱ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

後期の重要事項の復習を行うことにより、より深く理解することが
できるようになる
併せて試験範囲の提示も行いより意識を高めることができる

試験問題に関する解説を行うことでより理解度を深め、飼育環境管
理の大切さ、飼育動物の入手や取扱を再認識することができる
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 演習

3 演習

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 前期試験

15 講義

自傷行動、常同行動、吐き戻しの原因を説明
できる 対処法を考えられる

まとめノートの作成

問題行動の基本的な予防法と対処法を理解し
実践できる 問題行動の解消と対症療法の違

まとめノートの作成

TCA東京ECO動物海洋専門学校

【使用教科書・教材・参考書】教科書は特になし。参考となるものは ① Carrots and Sticks -Principles of Animal Training  （著者）P.
McGreen and R. Boakes （出版社) Cambridge University Press、② Zoospensefull(https://zoospensefull.com/) およびZoospensefullの
Facebook、③ Zoo Logic (https://zoologic.libsyn.com/)

前期の講義内容の理解度、学生の知識の体制
化・説明力・日本語力を確認する

小グループで試験の準備学習を行う。

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

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

準備学習　時間外学習
毎回の授業中にとったノートを基に、良く分からなかったこと、疑問に思ったこと、興味を持ったことについて自分で調べ、それらを整理しまとめたもの

を自分のことばで書いたまとめノートを作成する。

代表的なアグレッションの種類とその機能を
説明できる。

まとめノートの作成

アグレッションの主な予防・回避法・対処法
を実践できる

まとめノートの作成

飼育動物に見られる3種類の問題行動の原因
を理解する それらの解決の仕方を考えられ

まとめノートの作成

直接的・生理的嫌悪刺激に対する脱感作の行
い方を説明できる

まとめノートの作成

心理的不安や恐怖に対する脱感作の行い方を
説明できる

まとめノートの作成

インターアクティヴ・プログラムにおいて何
をどのように脱感作するか考えられる

まとめノートの作成

まとめノートの作成

正式なレポート・論文の書き方を知り、それ
らを留意してレポートが書ける。、

まとめノートの作成

3種類の脱感作とはどのようなものか、馴化
とはどのような現象か説明できる ハズバン

まとめノートの作成

クリッカー・トレーニングを通して行動形成
の注意点認識できるようになる。

まとめノートの作成

クリッカー・トレーニングを通して行動形成
を体験理解する。

学生の進路希望のヒアリング、就職活動につ
いてアドバイスをする。

今年の自分の目標を考え、1年間の生活・学
習計画をたてる。レポート課題の告知。

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

授業の学習
内容

飼育動物は医療ケアの際に痛みを感じたり、様々なことに不安や恐怖、驚きなどのストレスを感じたりする。こうした不快を
軽減・取り除くために脱感作が絶対必要で、本授業では脱感作のメカニズムや行い方について学ぶ。次に動物のトレーニン
グやしつけおいて罰がなぜ不適切かを学び、罰を使わない動物の問題行動の対処法を学ぶ。またジャンプなどの動作を教
える、採血を行うなど全てのことを行うための基盤となるトレーニングと施設デザインがある。本受業ではこれらの事項につ
いても学ぶ。本受業を通じてアニマル・ファーストで動物の飼育・トレーニングを考えられるようになってもらいたい。

到達目標　

クリッカー・トレーニングを体験し、行動形成を行うコツをつかむ、行動形成をする際の注意点を明確に認識するようになる。
ハズバンドリーとは何かを正しく理解し、ハズバンドリー行動とは何かを説明できる。脱感作には3種類あることを理解し、そ
れぞれの脱感作のやり方・主な注意点を説明できる。アグレッションなどの問題行動に対してABC分析を適用し、まず問題
の原因を明確にしなければいけないことを理解し、問題に対してHow（原因）ではなくWhy（解決策）の考え方をするようにな
る。動物の行動や態度を変化させるには、まずトレーナーのトレーニングのやり方、態度を変化させなければならいと考える
ようになる。

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

山本　聡
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 イルカの行動と管理 II　　1

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 後期試験

15 講義

全てのトレーニングの基盤となる行動・姿勢には
何があるかを説明できる。

まとめノートの作成

主なAnimal Language Studyにはついて学び、それ
らの成果の応用利用について考えられるようにな

まとめノートの作成

TCA東京ECO動物海洋専門学校

         
McGreen and R. Boakes （出版社) Cambridge University Press、② Zoospensefull(https://zoospensefull.com/) およびZoospensefullの
Facebook、③ Zoo Logic (https://zoologic.libsyn.com/)

後期の講義内容の理解度、学生の知識の体制化・
説明力・日本語力を確認する。

小グループで試験の準備学習を行う。

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

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

準備学習　時間外学習
毎回の授業中にとったノートを基に、良く分からなかったこと、疑問に思ったこと、興味を持ったことについて自分で調べ、それらを整理しまとめたもの

を自分のことばで書いたまとめノートを作成する。

ターゲティングを行える条件、ゲーティングのや
り方を説明できる。

まとめノートの作成

ゲーティング・トレーニングのやり方、ゲーティ
ング行動の維持の仕方を説明できる。

まとめノートの作成

A-Bトレーニングの配置レイアウトを考え、トレー
ニングの行い方を考えられる。

まとめノートの作成

DROとLRSの目的、適用方法、注意点を説明でき
る。

まとめノートの作成

タイムアウトとリコールの目的、適用方法、注意
点を説明できる。

まとめノートの作成

適切な海洋哺乳類飼育施設デザインを評価でき
る。３種類のゲートの利点と欠点を説明できる。

まとめノートの作成

まとめノートの作成

主な罰の副作用を説明できる。ABC分析によって
問題行動の原因を考えられる。

まとめノートの作成

DRLとDRIの目的、適用方法、注意点を説明でき
る。

まとめノートの作成

動物のトレーニングやしつけに罰を用いることが
できない理論的根拠を説明できる。

まとめノートの作成

罰を動物のトレーニングやしつけに用いることが
出来ない倫理的理由を説明できる。

前期の授業、前期・夏季の生活についてヒアリン
グ、前期の授業の理解度を確認する。

自己の目標を見つめ直し、後期の自己の学習・生
活計画を立て直す。

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

授業の学習
内容

飼育動物は医療ケアの際に痛みを感じたり、様々なことに不安や恐怖、驚きなどのストレスを感じたりする。こうした不快を
軽減・取り除くために脱感作が絶対必要で、本授業では脱感作のメカニズムや行い方について学ぶ。次に動物のトレーニン
グやしつけおいて罰がなぜ不適切かを学び、罰を使わない動物の問題行動の対処法を学ぶ。またジャンプなどの動作を教
える、採血を行うなど全てのことを行うための基盤となるトレーニングと施設デザインがある。本受業ではこれらの事項につ
いても学ぶ。本受業を通じてアニマル・ファーストで動物の飼育・トレーニングを考えられるようになってもらいたい。

到達目標　

罰の本質とオペラント条件づけの理論を理解すれば、動物のトレーニングに罰を用いることが倫理的にも理論的にも不適切
であること、罰にはどのような副作用があるかを説明できる。DRL・DRI・DRO・LRS・タイムアウト・リコールのそれぞれの目的
と適切な用い方・行い方を説明できる。ゲーティング・トレーニングやA-Bトレーニングなどの基礎トレーニングがなぜ必要か
を理解し、それらのトレーニングの仕方を説明できる。海洋哺乳類の飼育施設をデザインするうえでどのようなことに留意す
べきか考えられるようになる。

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

山本　聡
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 イルカの行動と管理 II　2

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義

2 5月7日 講義

3 5月14日 講義

4 5月21日 講義

5 5月28日 講義

6 6月4日 講義

7 6月18日 講義

8 6月25日 講義

9 7月2日 講義

10 7月9日 講義

11 7月16日 講義

12 7月23日 講義

13 9月3日 講義

14 9月10日 試験・レポート

15 9月17日 講義

前期を振り返りつつ、自己の理解度を確かめる
また、レポートにより自己分析を明確化する

試験の振り返りと共に、後期に対する取り組み
方をそれぞれに鑑みる

前期を総括しつつ、自身における進路の方向性
を強化もしくは修正し、後期に備える

準備学習　時間外学習 事前学習にて講義の概要受け入れを準備し、事後学習にて自己の習得率を向上する

マインドセットの理解…現場で仕事に携わる上
で、自身の内面性の具現化を考える

《自分自身》の精神状態のキープに対して必要
な情報の理解度を高め、対応能力を認識する

水族館の展示テーマ…業界に求められるスキル
の一つ、展示に関して考察する

イルカ訓練定義と業界不適合者…現場に求めら
れる人材と適合者の違いを考える

鯨類飼育管理と水質の重要性…現場サイドで日
常的に扱われる水質の考察

　【教材・参考書】　イルカ概論(粕谷俊雄著)　海獣水族館～飼育と展示の生物学　(村山司・祖一誠・内田詮三著)　ケトス知恵～
イルカとクジラのサイエンス(村山司著)　イルカ・クジラ学～イルカとクジラの謎に挑む(中原史生著)　世界のクジラ・イルカ百科辞

典(アナリサ　ベルタ著）捕鯨問題の歴史社会学（渡邊洋之著）　イルカのくれた夢　ママのくれた夢　（三好晴之著）

TCA東京ECO動物海洋専門学校

面接について…業界が求める人材に成り得る面
接技術を考察する

水族館業界への就職に対して、現状の自身の能
力と照し合せ、修整点を見出す

水族館を目指す場合の情報収集の必然さを理解
し、その後の流れを考察する

実際のイルカ訓練に伴い、現場に求められる人
材を改めて理解し、不適合な部分を修整する

飼育管理において、最も重要な部分である水質
においての理解度を高める

60分筆記試験＋30分の感想文作成

水族館の募集について…業界が求める人材とそ
れに伴う企業側の思考を考える

《面接》を通過する為に必要な、テクニックや
業界が求める人材を総括的に理解

業界にとって《展示テーマ》の提示を考え、そ
の方針を自己アピールに繋げる方法を探る

ドルフィントレーニングの基本動作…プログラ
ムの作成にあたって必要とされる基準

改めてイルカ訓練方法の基本を提示し、現場適
応人材の在り方を考える

業界においてのプロとは…自己と他者の思考の
相違を正し、プロの認識を学ぶ

《水族館》での接客にも通じる案件であり、礼
儀礼節など個人スキルとしての対応力を鑑みる

業界への就職とは…業界への就職活動の特異さ
を理解し、対応策を講じる

《プロ意識》に関する気構えや求められる人材
について、昨年の実績を踏まえて論議する

情報収集と就活の流れ…就活に対する事前準備
として情報の重要性を説く

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学びに纏わる訓練定義…10項目に分けて、動物
に対するトレーニング必要性を説く

《イルカ》をビジネスとする場合に、必要とさ
れる内容事項を列挙し、志望分野を定める

履歴書制作について…業界に採用される為に必
要な履歴書の書き方を定義する

《履歴書制作》の理解により、その重要性や完
成度を向上する重さを感じ取る

本講義について
目指す業界に求められる《人材》を改めて理解
し、それに伴い自己分析を行い、適性を見出す

同志者大学卒　TCA・ECO副校長　日本唯一のイルカ訓練施設　㈲ドルフィンベェイス代表取締役

授業の学習
内容

①《イルカ》と言う生物を中心として形成され、そこから発信される情報が必要とされるのは、海関係の業界のみ
ではない。水族館という学びの場を飛び越えて、現在において多種多様なビジネス経済とも総合的な関連性を
産み出している。イルカと海から始まる様々な職種の生業、現実の厳しさも踏まえて業界への適応力を学んで貰
いたい。②《水族館系、鯨類系、イルカ系》…個体の訓練方法から個人能力のスキルアップ系まで、多様な科目
と関連有り、相互関係性を重視する③イルカの講義で有りながら、《イルカ》のみに囚われない発想と人間性、そ
れに伴う行動力と知性を身に着けイルカを中心とした海業界の新たな担い手として邁進して頂きたい。

到達目標　

①《イルカ》を中心としたビジネス展開の形式を学ぶ…自分の目指す業種への再認識　②《イルカ》をビジネスに
運用するにあたっての基礎知識と確認状況を提示する…生態としてのイルカを改めて学ぶ　③《イルカ》を国内
で扱う大きな施設、水族館業界の現状を理解する…求められる人材やその採用基準、就活方法など　④《イル
カ》を施設の求める完成体にする為の訓練方法を学習する…施設側の求める個体は、素体ではない為、訓練す
る過程と完成種目等を細部にわたり、公開する　⑤《イルカ》の輸送や搬入、病気や血液検査方法等を考察する
…業界でも必ず行われ、必要不可欠なスキルも伴う　⑥水族館以外の《イルカ》に関わる業界を模索する…ビジ
ネス展開としては、《イルカ》を中心とした物であり、多くの可能性を提示する

評価方法と基準

定期試験　(60％)　出席数　(20％)　レポート　(20％)　達成レベル…①個々人の目標施設の認識、業種の理解
度の向上　②イルカの生態レベルでの理解、扱う生体を伝達出来る　③水族館の現状を考察し、自分の素養と
すり合わせる④イルカ訓練の方式をマスターする、その訓練基準や名称の確認　⑤イルカ生体に関する様々健
康状態や病気などの名称を認識する　⑥《イルカ》を中心とした世界観の構築、その中で自分目指すビジネスの
提示する　試験は筆記で施行　筆記試験評価：（A評価　100～９0点　B評価　８9～８0点　C評価　７9～７0点　Ｄ
評価　69～60点　F評価　59～0点）　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Ｄの評価とする。

三好
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ドルフィンビジネスⅠ１

必修
選択

担当教員

教員の略歴
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1

回数 日程 授業形態

1 10月8日 講義

2 10月15日 講義

3 10月22日 講義

4 10月29日 講義

5 11月5日 講義

6 11月12日 講義

7 11月19日 講義

8 11月26日 講義

9 12月3日 講義

10 12月10日 講義

11 12月17日 講義

12 1月14日 講義

13 1月21日 講義

14 1月28日 試験・レポート

15 2月11日 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ドルフィンビジネスⅠ２

必修
選択

担当教員 三好
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

《進路就活考察》後期についての再認識…自分
自身の現状で目標と自己能力を照らし合わせる

業界に求められる人材としての自己分析を踏ま
えて、各人の進路設定を提示する

教員の略歴 同支社大学卒　TCA・ECO副校長　日本唯一のイルカ訓練施設　㈲ドルフィンベェイス代表取締役

授業の学習
内容

①《イルカ》と言う生物を中心として形成され、そこから発信される情報が必要とされるのは、海関係の業界のみ
ではない。水族館という学びの場を飛び越えて、現在において多種多様なビジネス経済とも総合的な関連性を
産み出している。イルカと海から始まる様々な職種の生業、現実の厳しさも踏まえて業界への適応力を学んで貰
いたい。②《水族館系、鯨類系、イルカ系》…個体の訓練方法から個人能力のスキルアップ系まで、多様な科目
と関連有り、相互関係性を重視する③イルカの講義で有りながら、《イルカ》のみに囚われない発想と人間性、そ
れに伴う行動力と知性を身に着けイルカを中心とした海業界の新たな担い手として邁進して頂きたい。

到達目標　

①《イルカ》を中心としたビジネス展開の形式を学ぶ…自分の目指す業種への再認識　②《イルカ》をビジネスに
運用するにあたっての基礎知識と確認状況を提示する…生態としてのイルカを改めて学ぶ　③《イルカ》を国内
で扱う大きな施設、水族館業界の現状を理解する…求められる人材やその採用基準、就活方法など　④《イルカ
やクジラ》に関する捕鯨方法やその売買を通して改めてその価値を学習する…施設側の求める個体の輸送過
程や要望の達成等を細部にわたり、公開する　⑤《イルカやクジラ》の解剖や部位説明、骨格や臓器の働きを考
察する…訓練以外に必要である知識を纏めている　⑥水族館以外の《イルカ》に関わる業界を模索する…ビジネ
ス展開としては、《イルカ》を中心とした物であり、多くの可能性を提示する

評価方法と基準

定期試験　(60％)　出席数　(20％)　レポート　(20％)　達成レベル…①個々人の目標施設の認識、業種の理解
度の向上　②イルカの生態レベルでの理解、扱う生体を伝達出来る　③水族館の現状を考察し、自分の素養と
すり合わせる④イルカ訓練の方式をマスターする、その訓練基準や名称の確認　⑤イルカ生体に関する様々健
康状態や病気などの名称を認識する　⑥《イルカ》を中心とした世界観の構築、その中で自分目指すビジネスの
提示する　試験は筆記で施行　筆記試験評価：（A評価　100～９0点　B評価　８9～８0点　C評価　７9～７0点　Ｄ
評価　69～60点　F評価　59～0点）　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）

水族館ビジネス①・集客を求める展示
《解説版》についての考察

ゲストへの展示として、足を止める解説版の展
示方法を事前に予習し、印象への価値観を得る

《業界時事考察》・捕鯨についての過去と現在
2019年に再開した捕鯨に関する事象や動向を

事前学習し、それに伴う今後を推察する
《業界時事考察》・捕獲後の鯨類売買や調査保

護対象の扱い方について学習する
捕獲された生体の動向を鯨類以外の家畜資源等

も踏まえて事前に考察する
《業界時事考察》・鯨類解剖学①
解体手順と図式を改めて説明する

予習事項として、動物の各部位や臓器の役割等
の事前学習、解剖方法と照し合せた後、それら
の部位の機能性を想定し補完しつつ、海凄哺乳
類の内部構成を理解し説明可能を目指す。最終
的には鯨類個体の部位について造詣を深める

《業界時事考察》・鯨類解剖学②
《脳と知性》についての考察

《業界時事考察》・鯨類解剖学③
《各臓器の働き》についての考察

《進路就活考察》・鯨類骨格構造学①
《ヒゲクジラ類とハクジラ類》頭骨の違い

予習事項としては、陸上動物の各部位や骨格の
役割や構造の事前学習、聴講により鯨類の骨格
と照し合せた後、それぞれの部位の機能を考察
する　骨格構造を理解すると共に、海凄哺乳類
の部位の成立ちの説明可能にする。また、それ
らの属性によっての機能的な特色についても、
現場スタッフとして伝達する程の話力を得る。

《進路就活考察》・鯨類骨格構造学②
《ヒゲクジラ類》と胸鰭の構造

《進路就活考察》・鯨類骨格構造学③
《ハクジラ類》と水分供給源

《進路就活考察》・鯨類骨格構造学④
《ハクジラ》と背鰭・尾鰭の構造

TCA東京ECO動物海洋専門学校

水族館ビジネス②・生体展示
《メインテーマ》の重要性

集客にあたり、必要とされる事柄を事前に提示
…実在の水族館のテーマから発想力を養う

水族館ビジネス③　その存在意義とドルフィン
ショウにおける《訓練と教育》について

三か月未来の自分自身の進路と方針の明確化、
それまでに蓄積すべき事案についての考察

60分筆記試験＋30分の感想文作成
後期を振り返りつつ、自己の理解度を確かめる
また、レポートにより自己分析を明確化する

試験の振り返りと共に、卒業後に対する取り組
み方をそれぞれに鑑みる

在校時代を総括しつつ、自身における進路の方
向性を強化もしくは修正し、卒業に備える

準備学習　時間外学習 事前学習にて講義の概要受け入れを準備し、事後学習にて自己の習得率を向上する

　【教材・参考書】　イルカ概論(粕谷俊雄著)　海獣水族館～飼育と展示の生物学　(村山司・祖一誠・内田詮三著)　ケトス知恵～
イルカとクジラのサイエンス(村山司著)　イルカ・クジラ学～イルカとクジラの謎に挑む(中原史生著)　世界のクジラ・イルカ百科辞

典(アナリサ　ベルタ著）捕鯨問題の歴史社会学（渡邊洋之著）　イルカのくれた夢　ママのくれた夢　（三好晴之著）
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1

回数 日程 授業形態

1 10月6日 授業・演習

2 10月13日 授業・演習

3 10月20日 授業・演習

4 10月27日 授業・演習

5 11月3日 授業・演習

6 11月10日 授業・演習

7 11月17日 授業・演習

8 11月24日 授業・演習

9 12月1日 授業・演習

10 12月8日 授業・演習

11 12月15日 授業・演習

12 1月12日 授業・演習

13 1月19日 授業・演習

14 1月26日 授業・演習

15 2月9日 授業・演習

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 　動物飼育演習Ⅰ1

必修
選択

ハムスターのケージを組み立てる

高橋幸子
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

感覚のズレをチェック ハムスターのサイズを確認しておく

ハムスターの用品についてを調べておく

教員の略歴 日本初のドッグシッター&イヌの託児施設を発案、開業　小動物全般の繁殖・卸し

授業の学習
内容

　飼育展示、販売、接客に必要不可欠となる小動物の基本を学ぶ授業です。
安全である事を大前提に、新しい展示方法への挑戦と可能性を広げます。
飼育される全ての動物たちが、生涯ストレスなく健康で暮らし続けられるために、飼い主様とのパイプラインを目指して学習
に励んで下さい。
実際に動物に触れ合い、感覚も養いながら授業を進めます。

※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　 ハムスターやジャービルに安全なオモチャを作る事ができるようになる。

評価方法と基準
提出物20％　小テスト20%
授業の取り組み・制作物60％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ハムスターのケージ図面を書く ハムスターの暮らし方について調べておく

TCA東京ECO動物海洋専門学校

ハムスターのオモチャ作り

ジャービルのオモチャ作り

ハムスターの飼育スタイルについて調べてお
く

ジャービルの飼育スタイルについて調べてお
く

両者の違いを考える

まとめ

準備学習　時間外学習

理想と現実

　【使用教科書・教材・参考書】　
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1

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義・演習

2 4月28日 講義・演習

3 5月12日 講義・演習

4 5月19日 講義・演習

5 6月2日 講義・演習

6 6月9日 講義・演習

7 6月16日 講義・演習

8 6月23日 講義・演習

9 6月30日 講義・演習

10 7月7日 講義・演習

11 7月14日 講義・演習

12 7月21日 講義・演習

13 9月1日 講義・演習

14 9月8日 講義・演習

15 9月15日 講義・演習

評価方法と基準
提出物20％　小テスト20%
授業の取り組み・制作物60％

高橋
幸子

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 　　動物飼育演習Ⅰ2

必修
選択

担当教員

教員の略歴 日本初のドッグシッター&イヌの託児施設を発案、開業　小動物全般の繁殖・卸し

授業の学習
内容

　飼育展示、販売、接客に必要不可欠となる小動物の基本を学ぶ授業です。
安全である事を大前提に、新しい展示方法への挑戦と可能性を広げます。
飼育される全ての動物たちが、生涯ストレスなく健康で暮らし続けられるために、飼い主様とのパイプラインを目指して学習
に励んで下さい。
実際に動物に触れ合い、感覚も養いながら授業を進めます。

※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　 モルモットに適した展示ケースを考える事ができるようになる。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

製作

色つけ、加工

モルモットの行動を観察する

モルモットのカラーと毛の長さを観察する

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　【使用教科書・教材・参考書】　

モルモットの展示について モルモットの大きさを調べておく

モルモットの用品について調べておく

展示用の図面を考える

餌の与え方と給水方法

まとめ

準備学習　時間外学習

展示時の注意と危険性

モルモットの暮らし方について調べておく



日数 日程

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、現在は執筆活動を行う。

授業の学習
内容

鳥類の形態、生理、生態学的特徴及び最新の鳥類の分類、鳥類の起源及び進化の過程。
一般的な観賞鳥の飼育法（総論・各論）、保定・制御法の実践。

担当教員 菅野　宏文
授業
形態

講義

到達目標 業界の即戦力となりうる最低限の知識及び取り扱い。保定制御方法などの技術の基礎を身につける。

総時間
（単位）

45
2

科目名 鳥類学Ⅰ１
必修
選択

選択 年次 2

学科・コース エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

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。

授業計画・内容

授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習（学習課題）

1 10/8 講義 鳥類の概要・人間との拘わり
鳥に関係する我々が利用しているものを

予め調べる。

2 10/15 〃 鳥類の目のレベルでの最新分類 身近な鳥一種、何目に属するか調べる。

3 10/22 〃 爬虫類～鳥類への進化の過程 爬虫類と鳥類の共通点を予め調べる。

4 10/29 〃 外部形態・鳥類の形態学的特徴 人間との違いを一点探して考察。

5 11/5 〃 内部器官・各器官の特徴と機能 〃

6 11/12 〃 感覚器（視覚、聴覚、味覚、等）
人間より優れている点及び劣っている点を

各1点調べる。

7 11/19 〃 生態（渡り、刷り込み、托卵、等）
我が国へ渡来する渡り鳥の種類を

夏・冬別に調べる。

8 11/26 〃 保護（国際保護鳥、天然記念物、等）

飼育各論ll・擂餌鳥（メジロ、九官鳥、等） 〃

12 1/14 〃 各種疾病の対処、早期発見、予防法 飼育室にて授業後、飼育鳥の観察。

9 12/3 〃 飼育総論・一般的な鑑賞鳥の飼育管理

10 12/10 講義・演習 飼育各論・橎餌鳥（フィンチ、インコ類） 飼育室にて授業後取り扱い方の練習。

準備学習　時間外学習

【使用教科書・教材・参考書】
（参考書）菅野宏文著（2004）：日本動物園・水族館協会「飼育ハンドブック・動物園編」III
「オウム、大型インコの医・食・住」（どうぶつ出版）

東京コミュニケーションアート専門学校

国際保護鳥になっている鳥を幾つか調べる。

知っている鑑賞鳥1種類について予め調べる。

14 1/28 試験 後期末試験（ペーパーテスト実施）

13 1/21 講義 人と鳥との共通感染症（ズーノーシス）
知っている共通感染症について

1つ予め調べる。

試験に対する準備を行う。

15 2/11 講義 試験解答及び全過程の総括 理解しずらかった項目を予め調べる。

11 12/17 〃
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義 飼育の基本(ケージ・保温・床材等)

3 講義 東京レプタイルズワールド2021準備日

4 講義 カメ類総論と水生種の分類・生態・飼育

5 講義 陸生ガメとハコガメの分類・生態・飼育

6 講義 爬虫両生類の野外観察法(装備等)

7 講義 爬虫両生類の餌学(栄養素と飼育法)

8 講義 トカゲ類総論と地上生種の分類～飼育

9 講義 イグアナ等樹上生種の分類・生態・飼育

10 講義 ウミガメの分類・生態・飼育

11 講義 カメレオン・ヤモリ類の分類・生態・飼育

12 講義 オオトカゲ類の分類・生態・飼育

13 講義 これまで習得した知識や技術の確認

14 試験

15 振り返り

科目名

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

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％)。

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。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

年次

総時間
（単位）

1

後期に向けた予習(レポート)の指示

準備学習　時間外学習

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

担当教員 富田京一
　両生類・爬虫類学Ⅰ1

　【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

後期の学習内容に進むためのまとめ

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。

授業計画・内容

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）

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　

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 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

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
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 試験

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

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

テキストの範囲を予習・復習する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

講義範囲の評価試験 試験範囲を勉強し、試験後、見直す。

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

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

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

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

講義範囲の評価試験 試験範囲を勉強し、試験後、見直す。

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

テキストの範囲を予習・復習する。

五大栄養素、遺伝、繁殖、イヌとネコの交配
を理解できる。

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

テキストの範囲を予習・復習する。

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

テキストの範囲を予習・復習する。

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

光合成・食物連鎖、血液の役割・成分・生
成、消毒・滅菌を理解できる。

テキストの範囲を予習・復習する。

教員の略歴 麻布大学大学院博士課程修了（獣医学博士）

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

髙山清次
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 ２年次

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 アニマルヒストリーⅠ1

必修
選択



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 試験

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

動物園系（コウモリ・タヌキ・キツネ・猛禽
類）の飼育管理を理解する。

テキストの範囲を予習・復習する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

講義範囲の評価試験 試験範囲を勉強し、試験後、見直す。

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

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

テキストの範囲を予習・復習する。

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

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

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

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

テキストの範囲を予習・復習する。

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

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

テキストの範囲を予習・復習する。

テキストの範囲を予習・復習する。

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

テキストの範囲を予習・復習する。

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

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

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

教員の略歴 麻布大学大学院博士課程修了（獣医学博士）

授業の学習
内容

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

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

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

髙山清次
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 ２年次

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 アニマルヒストリーⅠ2

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義

2 5月6日 講義

3 5月13日 講義

4 5月20日 講義

5 5月27日 講義

6 6月3日 講義

7 6月17日 講義

8 6月24日 講義

9 7月1日 講義

10 7月8日 講義

11 7月15日 講義

12 7月22日 講義

13 9月2日 講義

14 9月9日 試験

15 9月16日 講義

給水ボトルについて 給水ボトルのタイプを調べておく

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験

試験の解説と夏休みの過ごし方

準備学習　時間外学習

前期のまとめ

　【使用教科書・教材・参考書】　

トンネルと回し車について 回し車の種類を調べておく

ペレットについて
どんなペレットが売られているのか調べてお

く
床材について どんな床材が売られているのか調べておく

ハムスターとジャービルの行動について 飼育室のハムスターの行動を観察しておく
ハムスターとジャービルのケージや用品につ

いて
飼育室のジャービルの行動を観察しておく

ジャービルの仲間たち ジャービルのサイズを確認しておく

ウサギの用品について調べておく

チンチラのケージと用品について ケージについて調べておく

ハムスターの復習 ハムスターのカラーを復習しておく

チンチラの復習 チンチラのサイズを確認しておく

ウサギのケージと用品について

ウサギの復習 ウサギの品種を復習しておく

教員の略歴 日本初のドッグシッター&イヌの託児施設を発案、開業　小動物全般の繁殖・卸し

授業の学習
内容

　　飼育展示、販売、接客に必要不可欠となる小動物の基本を学ぶ授業です。
種を理解する事で、品種や繁殖、人工哺乳や介護をする為の知識を身に付けます。
飼育される全ての動物たちが、生涯ストレスなく健康で暮らし続けられるために、飼い主様とのパイプラインを目指して学習
に励んで下さい。
実際に動物に触れ合い、感覚も養いながら授業を進めます。

※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　 より多くの用品を知り、年齢や季節に応じて適した物を選ぶ事ができるようになる。

評価方法と基準

提出物20％　小テスト20%
定期試験60％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

高橋幸子
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 　　エキゾチックアニマルⅡ1

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 10月7日 講義

2 10月14日 講義

3 10月21日 講義

4 10月28日 講義

5 11月4日 講義

6 11月11日 講義

7 11月18日 講義

8 11月25日 講義

9 12月2日 講義

10 12月9日 講義

11 12月16日 講義

12 1月13日 講義

13 1月20日 講義

14 1月27日 試験

15 2月10日 講義

体の違いと用品や餌について フクロモモンガの餌を調べておく

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験

試験の解説と最後に

準備学習　時間外学習

総まとめ

　【使用教科書・教材・参考書】　

飼育と用品 ハリネズミの用品を調べておく

フクロモモンガの復習 フクロモモンガの行動を観察しておく

フクロモモンガとオポッサム フクロモモンガの手の使い方を見ておく

アフリカチビネズミ ネズミの取扱店を探してみる

マウスとチビネズミの用品と餌について マウスのカラーを調べておく

ハリネズミとテンレック ハリネズミの重さを調べてみる

モルモットの用品について調べておく

デグー デグーのサイズを確認しておく

リスとデグーのケージや用品について リスの取扱店を探してみる

レミング レミングの逸話について調べてみる

モルモットの用品について

モルモットの復習 モルモットの品種について復習しておく

教員の略歴 日本初のドッグシッター&イヌの託児施設を発案、開業　小動物全般の繁殖・卸し

授業の学習
内容

　　　飼育展示、販売、接客に必要不可欠となる小動物の基本を学ぶ授業です。
種を理解する事で、品種や繁殖、人工哺乳や介護をする為の知識を身に付けます。
飼育される全ての動物たちが、生涯ストレスなく健康で暮らし続けられるために、飼い主様とのパイプラインを目指して学習
に励んで下さい。
実際に動物に触れ合い、感覚も養いながら授業を進めます。

※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　 市販の物をそのまま使うだけでなく、安全を考慮した加工ができるようになる。

評価方法と基準

提出物20％　小テスト20%
定期試験60％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

高橋幸子
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 　　エキゾチックアニマルⅡ2

必修
選択



45時間

　（1単位）

①獣医師　

回数 日程 授業形態

1 4月23日 講義

2 5月7日 講義

3 5月14日 講義

4 5月21日 講義

5 5月28日 講義

6 6月4日 講義

7 6月18日 講義

8 6月25日 講義

9 7月2日 講義

10 7月9日 講義

11 7月16日 講義

12 7月23日 講義

13 9月3日 講義

14 9月10日 講義

15 9月17日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　筆記用具

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

公衆衛生の考え方と概要を学ぶ 授業ノート、配布資料を見直す

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

この授業は動物を扱う上で必要となる法規や福祉、動物愛護の精神を理解すること、そして動物から人へ感染する危険の
ある人獣共通感染症について勉強し、予防や消毒の知識を深めることが目的です。

到達目標　
１）動物愛護、動物福祉、動物関連法規を学ぶことで、犬猫の対処の仕方を理解する
２）近年問題となっている人獣共通感染症の理解を深める
３）細菌やウイルスなどの感染症の原理を学び、消毒などの予防方法を身につける

担当教員
宮川
明子

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

TCA東京ECO動物海洋専門学校

公衆衛生　Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

２年

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す消毒や抗生剤の原理や使用方法を理解する

ウイルスと細菌を通して感染症を理解する

西欧と日本の動物観の変遷について理解する

動物の愛護と福祉について理解する

動物病院における福祉を理解する

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

病気・感染症の疫学について理解する

獣医師法など動物に関連した法規について理解する

１～１２週までの授業内容を復習する 総復習の問題を解く

試験範囲の復習筆記試験

人獣共通感染症の発生や予防について理解する

人獣共通感染症（ウイルス）の理解を深める

人獣共通感染症（細菌）の理解を深める

人獣共通感染症（寄生虫）の理解を深める



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 繁殖生理学Ⅰ1

必修
選択

髙山清次
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

繁殖生理学の概要を把握する。 講義範囲の予習・復習をする。

教員の略歴 麻布大学大学院博士課程修了（獣医学博士）

授業の学習
内容

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

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

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

講義範囲の予習・復習をする。

雄の性成熟について理解することができる 講義範囲の予習・復習をする。

雌の性成熟について理解することができる 講義範囲の予習・復習をする。

繁殖生理学についてホルモンの作用を理解す
ることができる。

講義範囲の予習・復習をする。

繁殖生理学についてホルモンの種類を理解す
ることができる。

性周期について、発情周期を理解することが
できる。

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

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

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

講義範囲の予習・復習をする。

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

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

講義範囲の予習・復習をする。

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

人工授精について、各種動物への応用につい
て理解することができる。

講義範囲の予習・復習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】　

学校の図書室にある繁殖生理学の本やインターネットを利用する。



45

1

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義

2 4月28日 講義

3 5月12日 講義

4 5月19日 講義

5 6月2日 講義

6 6月9日 講義

7 6月16日 講義

8 6月23日 講義

9 6月30日 講義

10 7月7日 講義

11 7月14日 講義

12 7月21日 講義

13 9月1日 講義

14 9月8日 試験

15 9月15日 講義

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

筆記試験

飼料の消化・吸収について解説し、各種畜産物に
変える一連の過程を理解する。

前期講義の要点の復習

準備学習　時間外学習

飼料計算（応用2）：特殊な計算方法を理解する。

準備学習について　：　毎回、講義終盤に次回の
講義内容の予告を行いますので教科書の該当箇所
を熟読すること。

試験の解説を通して、前期のポイントを整理し理
解させる事。

飼料の分類、
特に種類の解説とその特徴について理解する。

代表的な家畜の生殖器の構造、性周期、妊娠、分
娩について理解する。

育種の概念。選抜法、交配法を紹介し、育種改良
の重要性について理解する。

飼料計算（基本）：計算に必要な情報、単位など
基本的な事を理解する。

飼料計算（応用1）：複雑な計算方法を理解する。

飼料の給与方法、特に代表的な家畜（牛・豚・
鶏）に対しての方法を理解する。

飼料の概念。
飼料の一般成分、栄養価について理解する。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

日本における代表的な家畜（牛・豚・鶏）の品種
を紹介すると共に利用目的について理解する。
代表的な家畜（牛・豚・鶏）の骨格の構造と特
徴。そして、独特な特徴について理解する。

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

時間外学習について　：　講義中に使用した教科
書、配布したプリント。そして、口頭、板書を書
き留めたノートの熟読を行い復習すること。、ま
た、理解できなかった内容についての質問を整理
し次回の講義に備える。

1年

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

評価方法と基準
定期試験　100％
試験評価：S-Fの基準（S　100～90、　A　89～80、　B　79～70、　C　69～60、　F　59～0）

授業の学習
内容

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

担当教員 工藤悟
授業
形態

講義
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 畜産飼養　Ⅰ　1

必修
選択

教員の略歴 （株）マザー牧場勤務、日本大学動物資源科学科 特別講師、 PlanningOvis代表

選択 年次
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1

回数 日程 授業形態

1

2

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

準備学習　時間外学習

試験の解説を通して、
後期のポイントを整理し理解させる事。

後期講義の要点の復習

1年

担当教員 工藤悟

時間外学習について　：　講義中に使用した教科
書、配布したプリント。そして、口頭、板書を書
き留めたノートの熟読を行い復習すること。、ま
た、理解できなかった内容についての質問を整理
し次回の講義に備える。

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

家畜と生産物の新しい利用方法について紹介。

家畜に発生しやすい異常行動について学ぶ。②

筆記試験

家畜の行動を読み取るための基礎知識と　　　　　　基
本行動について学ぶ。

家畜に発生しやすい異常行動について学ぶ。①

授業
形態

講義
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 畜産飼養　Ⅰ　2

必修
選択

選択 年次

圃場の概念。
立地、土壌、肥料の用途・特徴について学ぶ。

代表的な家畜（牛・豚・鶏）の畜舎の付帯施設を
紹介すると共に利用目的について学ぶ。

教員の略歴 （株）マザー牧場勤務、日本大学動物資源科学科 特別講師、 PlanningOvis代表

授業の学習
内容

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

飼料作物の概念。
種類、利用方法について学ぶ。

乳製品の種類、製造過程について、
特に飲用乳について学ぶ。

乳製品の種類、製造過程について、
特にバター、チーズについて学ぶ。

肉製品の種類、製造過程について学ぶ。

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

評価方法と基準
定期試験　100％
試験評価：S-Fの基準（S　100～90、　A　89～80、　B　79～70、　C　69～60、　F　59～0）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

紹介した結び方の復習を行い習得すること。講義・演習

牧場で使用するロープワークについて理解し
実践できるように学ぶ。

（構造、扱い方、手入れ・結び方を理解する。）

準備学習について　：　毎回、講義終盤に次回の
講義内容の予告を行いますので教科書の該当箇所
を熟読すること。

家畜に関与する環境要因について解説。
畜舎の構造、用途の特徴について学ぶ。
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(1単位)

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 振り返り

環境の設定について

スリエについて

晩成性鳥類の人工育雛

　【使用教科書・教材・参考書】　

飼育下（動物園見学などの実体験も踏まえて）と
自然界の環境の違いを考える
虫食種、雑食種、植物食種の和鳥（野鳥）の異なる
食性の消化吸収を調べる

晩成性鳥類の育雛について考える。
飼育室での人工育雛も参考にする

集団飼育（多頭飼育）と少頭飼育における差について

ふれあい、ガイドを行うにあたって具体的な（実体験
をもとに）注意点を考えてみる

試験

日本における四季の変化は何を通して具体的に感じ
ることができるか
各人興味のある哺乳類について環境設定、
飼料など個々の注意点を考えてくる
どの種類の飼育であっても基本は共通している
ものがある、どのようなものを挙げることができるか

人工孵化（孵卵器）、育雛（育雛器）の要点、
注意点を調べてみる
繁殖させるための発情促進にどんなものがあるか。
繁殖時の注意点を調べる

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物園飼育論Ⅰ1科目名

必修
選択

選択

振り返り
準備学習　時間外学習

評価方法と基準 定期筆記試験

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

動物の創造について(pp使用）

ウサギの食性、要求栄養を調べる

年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

本年の授業目標 動物を世話するということは具体的にどうすべきか
を、もう一度再確認し整理しておく

動物園飼育が未経験の学生を講義の中で実際的な体験を伝達することによって将来の動物飼養管理を万全な姿勢で臨
むことができる力をつける

１　管理下動物の日々の事象から的確な判断ができる即戦力を育てる
２　各事例から本質、根源を探り本質的な思考をする
３　個々タクソンに囚われず飼育の基礎知識、技術を学ぶ、考える
４　飼育の経験例に触れ個々のノウハウを学ぶ
５　飼育と言う仕事を通して自己の成長を図る

担当教員 柴田和彦

ウサギについて

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

動物を「ただ飼っているだけ」と、自分で「創り上
げる」差を具体的に考える

到達目標　

サル山飼育について

動物ガイドについて

季節など自然現象について

哺乳類について

飼育の「方程式」について

鶉鶏の孵卵、育雛

繁殖について
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物関連法規Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

担当教員
木村

幸一郎

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

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

　【使用教科書・教材・参考書】　

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
動物愛護管理法が時代によりどのように理解
されているかを理解する。
動物愛護管理法とは何か、どのような意図の
もと作成されているかを理解する。

動物専門学校の卒業生及び動物業界人として
動物愛護管理法の理解は必須となる。その週
の学習内容を再度確認し確実に理解するよう
にしておく。特に復習に重点を置くことが重
要。
（特に何をしなくてはいけないか、何をして
はいけないか、その場合どのような罪となる
かは確実に把握しておくこと）

試験範囲からの予習と対策

「動物愛護管理法」における犬猫の引き取り
業務について理解できる。
「動物愛護管理法」における虐待、遺棄に関
する規制について理解できる。
「動物愛護管理法」におけるその他の罰則に
ついて理解できる。

６０分の筆記試験

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

テスト結果からのふり返りを行うことで、法
律についての理解を深める。

試験範囲からの復習および動物関連書籍の熟
読による法的な理解。

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

「動物愛護管理法」における特定動物の飼養
許可について理解できる。
「動物愛護管理法」における特定動物の飼養
方法及び担当職員について理解できる。

「動物愛護管理法」について、法律のできた
背景、経緯を理解できる。

「動物愛護管理法」の目的と基本原則につい
て理解できる。

「動物愛護管理法」における飼い主責任から
動物取扱業について理解できる。
「動物愛護管理法」における第一種動物取扱
業の登録について理解できる。

「動物愛護管理法」とはどのような法律で、
どのように運用されているか理解できる。

「動物愛護管理法」における取扱業者及び多
頭飼育者の規制について理解できる。

「動物愛護管理法」における普及啓発から愛
護管理推進計画について理解できる。

「動物愛護管理法」における動物取扱業の基
準順守義務について理解できる。
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

講義
総時間
（単位）

2

法とは何か、どのような意図のもと作成され
ているかを理解する。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

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

担当教員
木村

幸一郎

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

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物関連法規Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

到達目標　

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

試験範囲からの予習と対策

条約により、国同士がどのような取り決めを
行ったかが理解できる。

近年改正が著しい漁業に関連する法律につい
て理解することができる。

海洋生物と陸上生物の法的な差異について理
解できる。

６０分の筆記試験

ラムサール条約と国内法の関係について復習
し理解する。

漁業法について内容を再度確認し正しく理解
する。

水産資源保護法と鳥獣保護法の関連について
再度確認し理解する。

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

テスト結果からのふり返りを行うことで、法
律についての理解を深める。

試験範囲からの復習および動物関連書籍の熟
読による法的な理解。

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

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

外来生物について、なぜこのような法律がで
きたかについて理解できる。

外来生物について、業界人としての関わり方
について理解できる。

野生鳥獣について業界人および一般社会人と
しての付き合い方が理解できる。

ワシントン条約と種の保存法の関連について
復習し理解する。

国際間の取り決めである条約とは何かについ
て理解できる。

種を保護するためにどのような制度が設けら
れているかが理解できる。

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

いけないかを確実に把握する。

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

てはいけないかを確実に把握する。

鳥獣被害対策特措法について内容を再度確認
し理解する。

野生鳥獣の被害対策についての法的な取り組
みについて理解できる。

種という概念に関する法がなぜ必要であった
かについて理解できる。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に
関する法律について内容を再度確認し、どの
制度がどの場合に適用されるかを把握してお

く。
年月とともに種を保護する法律がどのように

変遷をとげていったか理解できる。



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 実習

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

到達目標　
様々な魚種、生物の飼育要点をおさえ、飼育できるようにする。
まだ、生物の特徴を理解し展示に活かせるようにする。

授業計画・内容

評価方法と基準 筆記試験、出席率、授業態度による。

教員の略歴

授業の学習
内容

魚は全世界に約30,000種おり、飼育の要点や展示方法等も様々であるため、各グループごとのかんたんな　分類、特性を
知るべき。
自分の好きな生物だけでなく、様々な生物に興味を持って取り組んでほしい。

土屋俊朗
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 種別生体基礎Ⅰ１

必修
選択

年次 2

サケ・マスのうち、サケ属の飼育、種につい
て理解することができる。
サケ・マスのうち、外来種の飼育、種につい
て理解することができる。
サケ・マスの利用方法を理解する。すること
ができる。（Ａクラスダイビング実習）

記載論文を読み理解する。

日本には何種位の淡水魚がいるか調べる。

展示にどのような工夫が見られるか

準備学習　時間外学習(学習課題）

魚の体の名称と種の名称を覚える。 魚種により、各部位の名称の変化を調べる。

担当教員

学習内容

東京タワー水族館飼育員、ひかるアクアリューム小田急百貨店店員、サッド・アルバリー店長、ハナマサ店長、水草輸入ＡＰＰＯ工房

TCA東京ECO動物海洋専門学校

魚の体の名称と学名や記載論文を理解するこ
とができる。
日本の淡水域にどのような魚が生息している
かを理解することができる。
各施設にて管理されている魚のうち1種を決め、生
態を理解することができる。（伊豆水族館実習）
サケ・マスのうち、イワナ属の飼育、種につ
いて理解することができる。

前期を振り返り、ウィークポイントを無く
す。

試験の答えを調べる。

授業で紹介できなかった同属の魚種について
調べる。
授業で紹介できなかった同属の魚種について
調べる。
授業で紹介できなかった同属の魚種について
調べる。

上記内容を理解できているかの筆記試験。

準備学習　時間外学習 テキストは無いため、予習はインターネットや飼育書を参考にする。

授業で紹介できなかった同属の魚種について
調べる。
試験の準備。

授業で紹介できなかった同属の魚種について調べる。（ダイビング
では海中の再現をどうすればできるのか考える。）

授業で紹介できなかった同属の魚種について
調べる。

　【使用教科書・教材・参考書】　

キュウリウオ類のうちアユの特性を理解する
ことができる。
サケ・マスの利用方法を理解する。すること
ができる。（Ｂクラスダイビング実習）
その他のキュウリウオの特性を理解すること
ができる。
コイ目の特性、コイの特性を理解することが
できる。
コイ目のうちフナ類の特性を理解することが
できる。

授業で紹介できなかった同属の魚種について調べる。（ダイビング
では海中の再現をどうすればできるのか考える。）

授業で紹介できなかった同属の魚種について
調べる。
授業で紹介できなかった同属の魚種について
調べる。
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 実習

5 実習

6 講義

7 講義

8 実習

9 実習

10 実習

11 講義

12 講義

13 実習

14 実習

15 実習

魚類消化器官 確認テストに向け復習

TCA東京ECO動物海洋専門学校

魚類の外部形態観察、解剖実習 本日の解剖実習の解説動画を作る

魚類の内部形態観察、切り出し/片付け

準備学習　時間外学習 準備学習により実験実習の効率化を図り、授業後は、アクアルームや実習先での同定、死因や病因の解明等、実践に役立てる。

実習準備/魚類の計測実習

　【使用教科書・教材・参考書】　「魚学入門」岩井保著（恒星社厚生閣）、「新魚類解剖図鑑」木村清志監修（緑書房）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「魚類の分類の図鑑世界の魚の種類を考える」上野輝彌・坂本一男著（東海大学出版会）、

魚類の外部形態観察、解剖実習 本日の解剖実習の解説動画を作る

魚類の内部形態観察、切り出し/片付け

小テスト２/魚類の体表・筋肉・骨格 小テスト２の直し

小テスト1/魚類の計数形質① 小テスト１の直し

魚類の計数形質②/解剖実習手順解説 小テスト２に向け復習

実習準備/魚類の計測実習

次回の小テスト１に向け復習をしておく

実習準備/スンプ法による試料作成 スンプ法手順の解説動画を作る

検鏡/片付け 魚類の内部形態を調べておく

計測部位②

魚類の外部形態/計測部位①

魚類の生物学上の位置付け

教員の略歴
日本大学農獣医学部水産学科卒、日本大学農獣医学部副手、日本大学鶴ケ丘高等学校、埼玉県立滑川高等学校、
日本動物植物専門学校、武蔵越生高等学校、日本女子体育大学附属二階堂高等学校、聖望学園中学高等学校

授業の学習
内容

○解剖学は、種の同定、死因や病因の解明、生物を取り巻く環境の調査等、生き物と関わる上で不可欠なものです。
○主に魚類学、生理学、病理学で習った内容を実際に自分の目で、自分の手で確認していきます。
○この授業で、計測、解剖、顕微鏡試料作成、検鏡が自ら時間をかけずに行えることはもちろん、
　準備や片付けの実務、集団の中で、自分が今何を行わなくてはいけないかを見極めて動くことも学んで頂きたいで
す。
○５時間通しの授業で学生主体の実験・実習を実施します。長時間の中での時間配分、状況に応じた判断、周囲への
　細かい配慮、コロナ対策を含めた安全衛生、どの業界に行っても通用できる実務を兼ねた授業にします。

到達目標　

１. 魚類の外部形態、及び内部形態の観察項目を把握できる。
２. 魚類の計測、計数形質の測定ができる。
３. 魚類の解剖、イカの解剖ができる。
４. 魚類の簡単な同定ができる。（同定のための手順を理解する。）
５. 顕微鏡の操作を理解して、適切な調整、検鏡ができる。
　　最終的には上記５項目の目標が達成できた上で、一般の方や子供たちへの指導ができることを目標としたいです。

評価方法と基準

小テスト１０％
実験・実習技能とアウトプット５０％
確認テスト４０％
総合評価：GPA(S１００〜９０　A８９〜８０　　B７９〜７０　C６９〜６０　F５９〜０）
実習・実験欠席者は公欠以外受験不可
追試験は原則なし

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

阿部葉子
阿部宜之

授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

選択 年次 ２年

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 解剖生理Ⅰ1
必修
選択
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1

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

6 講義・演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 講義

11 講義

12 演習

13 演習

14 講義・試験

15 講義

様々なクラゲについてどこでどのように生息してい
るのか論文を通じて理解し、実際に観察する

エダアシクラゲ準備、給餌観察（浅虫？）

TCA東京ECO動物海洋専門学校

クラゲの採集、飼育、（含給餌法）、繁殖法を学ぶ

クラゲの材集ネットを作成し、クラゲ採集、観察を
行う　１

クラゲの材集ネットを作成し、クラゲ採集、観察を
行う　２

軟体動物貝類の論文を通じて、それらの特性につい
て理解する

軟体動物、ホタテガイやマガキの養殖について関係
機関のレポートを通して理解する

採集

論文準備

論文、ビデオ学習、クラゲネット作成

テスト結果の講評を行い、まとめを行うことで理解
を深める

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

論文、アルテミア、クロレラ、培養珪藻など
の観察、培養キットと用いた培養

論文、ミズクラゲ準備

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

2

本授業内容を説明し、当科目の明確な学びの目的、
目標、方法を理解する。

研究論文を通して動物プランクトンの役割を理解
し、植物プランクトンの顕微鏡観察を行う。

研究論文を通して植物プランクトンの役割を理解
し、植物プランクトンの顕微鏡観察を行う。

餌としてのプランクトンの培養技術に関する論文を
通じて、餌としてのプランクトンを理解する。

ミズクラゲの生活史について、飼育法に関する論文
を通じて理解し、実際に観察する

論文、プランクトン固定標本準備（浅虫）

論文、プランクトン固定標本準備（浅虫）

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

海の中には微細な動植物プランクトンから大型魚類、哺乳類に至るまで多彩な生物が生息し、それらは相互に関係を持ち
ながら活動しています。
海洋生物の生息環境と多様性について、これらの生物の持つ特性を、講義内で紹介するレポートや論文を通して学習しま
す。
可能な限りそれらの材料を実際に体験すること（採集、観察、実験）により理解を深めます。
これらについて、世界の主要水族館の取り組みについても検討します（不定期）。

評価方法と基準

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

授業計画・内容

年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

到達目標　

海産生物を取り扱う際に、それぞれが取り扱う特定生物に限定することなく広い視野に立って全体像を捉えることができる
能力を身につけます。
多彩な論文、レポートの解能を通じて、問題点が生じた際に既知の情報を調べ、それらを理解発展させることで問題解決に
当たる能力を養います。

担当教員
論文読解　Ⅰ1科目名

必修
選択

選択

経塚
啓一郎

理学博士、東北大学浅虫海洋生物学センターで海洋生物学の研究及び講義実習を担当

養殖技術論文

ホタテガイ（浅虫、購入）

マガキ（浅虫）

採集

　【使用教科書・教材・参考書】　講義内で適時指示する

ホタテガイの解剖を通じて軟体動物の取り扱い方法
とその構造を理解する

マガキの繁殖法（採卵、受精、幼生の取り扱い方
法）を学習する

テスト対策及び筆記試験
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義・演習

3 演習

4 演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義

8 演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・試験

15 講義

棘皮動物２　ウニ研究論文とウニの生殖実験（採
卵、受精、幼生観察）を行う。

論文

TCA東京ECO動物海洋専門学校

棘皮動物３　ナマコ研究論文とナマコの生殖講義。

藻場の魚類多様性（採集１）

藻場の魚類多様性（採集２）

検索表を用いた魚類の同定法

藻場活用法の室内実験

できれば地引き網（浅虫から）
「日本産魚類

検索全種の同定」

論文、キタサンショウウニ（浅虫）

テスト結果の講評を行い、まとめを行うことで理解
を深める

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

潮間帯採集

論文、イトマキヒトデ、マヒトデ（浅虫）

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

2

本授業内容を説明し、当科目の明確な学びの目的、
目標、方法を理解する。

潮間帯観察１

ウミホタルの観察と発光実験を行う

潮間帯観察２

棘皮動物１　ヒトデ研究論文とヒトデの行動観察、
解剖を行う。

論文、ウミホタル

潮間帯採集

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

海の中には微細な動植物プランクトンから大型魚類、哺乳類に至るまで多彩な生物が生息し、それらは相互に関係を持ちな
がら活動しています。
海洋生物の生息環境と多様性について、これらの生物の持つ特性を、講義内で紹介するレポートや論文を通して学習します。
可能な限りそれらの材料を実際に体験すること（採集、観察、実験）により理解を深めます。
これらについて、世界の主要水族館の取り組みについても検討します（不定期）。

評価方法と基準

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

授業計画・内容

年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

到達目標　

海産生物を取り扱う際に、それぞれが取り扱う特定生物に限定することなく広い視野に立って全体像を捉えることができる能
力を身につけます。
多彩な論文、レポートの解能を通じて、問題点が生じた際に既知の情報を調べ、それらを理解発展させることで問題解決に当
たる能力を養います。

担当教員
論文読解Ⅰ2　科目名

必修
選択

選択

経塚
啓一郎

理学博士、東北大学浅虫海洋生物学センターで海洋生物学の研究及び講義実習を担当

水槽実験

魚類固定標本準備

魚類固定標本準備

できれば地引き網（浅虫から）

　【使用教科書・教材・参考書】　講義内で適時指示する

魚類透明骨格標本の作製

魚類透明骨格標本の作製

テスト対策及び筆記試験
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回数 日程 授業形態

1 4月21日 実習

2 5月12日 実習

3 5月12日 実習

4 6月2日 実習

5 6月2日 実習

6 6月16日 実習

7 6月16日 実習

8 6月30日 実習

9 6月30日 実習

10 7月14日 実習

11 7月14日 実習

12 9月1日 実習

13 9月1日 実習

14 9月8日 実習

15 9月8日 振り返り

・教室の中を描くことで目に見えるものの不
思議を知る。

準備学習　時間外学習 時間があれば描くということを身につけることが重要

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
描画による自己紹介、簡略化した遠近法の理
解

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

授業の学習
内容

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

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

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

課題：ティッシュペーパーの箱を描く

・教室内のものを描いてみる（自分で見つけ
る）

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

夏休み課題：ティッシュペーパーの箱を描く
最低でも６枚は描く、出来れば毎日

担当教員 渡辺尋志

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

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

TCA東京ECO動物海洋専門学校

クラフトワーク Ⅱ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

1

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

・教室内のものを描いてみる（自分で見つけ
る）

・教室内のものを描いてみる（自分で見つけ
る）

到達目標　

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

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義・演習

2 4月27日 講義・演習

3 5月11日 講義・演習

4 5月18日 講義・演習

5 6月1日 講義・演習

6 6月8日 講義・演習

7 6月15日 講義・演習

8 6月22日 講義・演習

9 6月29日 講義・演習

10 7月6日 講義・演習

11 7月13日 講義・演習

12 7月20日 講義・演習

13 8月31日 講義・演習

14 9月7日 試験

15 9月14日 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

立教大学経済学部講師、日本臨床政治学会主任研究員、政治学博士

講義
総時間
（単位）

1

講義の概要説明　常識テスト　時事問題 ここ数日間のニュースに目を通しておく。

新谷卓

　
【使用教科書・教材・参考書】　2022年度版 『超速マスター！一般常識＆時事問題』　,新聞

漢字・ことわざ・熟語の復習

試験の解説

TCA東京ECO動物海洋専門学校

一般教養Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

社会人として必要とされる教養を身につけます。
様々な人々と円滑なコミュニケーションをはかるために必要な知識や考え方を学びます。
現在国内外で起きている出来事や問題を知り、理解できるようにします。
就職試験の一般常識テスト対策となるような基礎知識を学びます。
以上の学習内容はいずれも自分の専門を活かすための前提になるものです。
なお、途中で皆さんにも関係するような時事問題がある場合には授業内容を変更して、学ぶこともあります。

到達目標　

様々な分野に関心を持つことができるようになる。
今まで興味のなかった分野を勉強することによって自分の世界を広げていくことができる。
今話題になっていることや社会問題を他人と話すことができるようになる。
就職試験の問題の6割は解けるようにする。

授業内容の復習、基礎用語の確認

前期の範囲の総復習

準備学習　時間外学習 できるだけ授業と関係があるニュースを読むようにする。

漢字・ことわざ・熟語の復習

試験準備

社会問題の時事問題を理解することができ
る。
環境・科学問題の基礎・時事問題を理解する
ことができる。
試験範囲の予習と対策

試験

授業内容の復習、基礎用語の確認

授業内容の復習、基礎用語の確認

試験範囲の復習

経済分野の時事問題を理解することができ
る。漢字・ことわざ・熟語を覚える。
国際問題の基礎知識を学ぶことができる。
国際問題の時事問題を理解することができ
る。漢字・ことわざ・熟語を覚える。
国際問題の時事問題を理解することができ
る。
社会問題の基礎知識を理解することができ
る。漢字・ことわざ・熟語を覚える。

授業内容の復習、基礎用語の確認

漢字・ことわざ・熟語の復習

政治分野の基礎知識を身に着けることができ
る。漢字・ことわざ・熟語を覚える。
政治分野の基礎知識を身に着けることができ
る
政治分野の時事問題を理解することができ
る。漢字・ことわざ・熟語を覚える。
経済分野の基礎知識を学ぶことができる。

漢字・ことわざ・熟語の復習

授業内容の復習、基礎用語の確認

漢字・ことわざ・熟語の復習

授業内容の復習、基礎用語の確認
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1

回数 日程 授業形態

1 10月5日 講義・演習

2 10月12日 講義・演習

3 10月19日 講義・演習

4 10月26日 講義・演習

5 11月2日 講義・演習

6 11月9日 講義・演習

7 11月16日 講義・演習

8 11月23日 講義・演習

9 11月30日 講義・演習

10 12月7日 講義・演習

11 12月14日 講義・演習

12 1月11日 講義・演習

13 1月18日 講義・演習

14 1月25日 試験

15 2月8日 講義

TCA
東京
ECO
動物
海洋
専門
学校

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 一般教養　Ⅰ2
必修
選択

担当教員 新谷卓
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

地理分野の基礎知識を身に着けることができる。 授業内容の復習、基礎用語の確認

教員の略歴 立教大学経済学部講師、日本臨床政治学会主任研究員、政治学博士

授業の学習
内容

社会人として必要とされる教養を身につけます。
様々な人々と円滑なコミュニケーションをはかるために必要な知識や考え方を学びます。
現在国内外で起きている出来事や問題を知り、理解できるようにします。
就職試験の一般常識テスト対策となるような基礎知識を学びます。
以上の学習内容はいずれも自分の専門を活かすための前提になるものです。
なお、途中で皆さんにも関係するような時事問題がある場合には授業内容を変更して、学ぶこともあります。

到達目標　

様々な分野に関心を持つことができるようになる。
今まで興味のなかった分野を勉強することによって自分の世界を広げていくことができる。
今話題になっていることや社会問題を他人と話すことができるようになる。
就職試験の問題の6割は解けるようにする。

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

地理分野の基礎知識を身に着けることができる。漢
字・ことわざ・熟語を覚える。

授業内容の復習、基礎用語の確認。漢字・こ
とわざ・熟語の復習

歴史分野（日本）の基礎知識を身に着けることがで
きる

授業内容の復習、基礎用語の確認
歴史分野（世界）の時事問題を理解することができ
る。漢字・ことわざ・熟語を覚える。

授業内容の復習、基礎用語の確認。漢字・こ
とわざ・熟語の復習

思想・宗教分野の基礎知識を学ぶことができる。 授業内容の復習、基礎用語の確認
国語の文法、長文読解を理解し、敬語を身につけ
る。

授業内容の復習、基礎用語の確認

英語の基礎知識を学ぶことができる。 授業内容の復習、基礎用語の確認

数学分野の問題を解くことができる。 授業内容の復習、基礎用語の確認

数学分野の問題を解くことができる。 授業内容の復習、基礎用語の確認

生物・化学分野の問題を解くことができる。 授業内容の復習、基礎用語の確認

物理・地学分野の問題を解くことができる。 授業内容の復習、基礎用語の確認

文化・スポーツの知識を身につける。 授業内容の復習、基礎用語の確認

試験範囲からの予習と対策 試験範囲の復習

　
【使用教科書・教材・参考書】　2022年度版 『超速マスター！一般常識＆時事問題』　新聞他

東京コミュニケーションアート専門学校

試験 試験準備

試験の解説 後期の範囲の総復習

準備学習　時間外学習 できるだけ授業と関係があるニュースを読むようにする。
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1

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

7 演習

8 演習

9 演習

10 講義

11 講義

12 演習

13 演習

14 講義・試験

15 講義

到達目標　

準備学習　時間外学習(学習課題）

授業計画・内容

学習内容

論文実践Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

海の中には微細な動植物プランクトンから大型魚類、哺乳類に至るまで多彩な生物が生息し、それらは相互に関係を持ち
ながら生命活動を営んでいます。
海洋生物の生息環境と多様性について、講義内で紹介する様々な生物に関するレポートや論文を通して学習し、議論を通
してそこから見える課題を各人が発展的に（論文検索等により）展開することを目指します。
可能な限りそれらの材料を実際に体験すること（採集、観察、実験）により海洋生物の多様性について理解を深めます。
これらについて、世界の主要水族館の取り組みについても検討します（不定期）。

授業
形態

講義
総時間
（単位）

海産生物を取り扱う際に、それぞれが取り扱う特定生物に限定することなく広い視野に立って全体像を捉えることができる
能力を身につけます。
多彩なテーマの論文やレポートの読解とそれに関連する論文の検索方法の習得を通じて、問題点が生じた際に既知の情
報を調べ、要点を整理理解し発展させることで問題解決に当たる能力を養います。
これらの過程で得られた結果を公表するスキルを身につけます。

担当教員
経塚

啓一郎

理学博士、東北大学浅虫海洋生物学センターで海洋生物学の研究及び講義実習を担当

2

評価方法と基準

小試験　２０％
定期試験　８０％
筆記試験評価：GPA（S; 100～90　A; 89～80　B; 79～70　C; 69～60　F; 59～0）
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。

　【使用教科書・教材・参考書】　参考図書、引用文献等を講義前後に適時指示する。

準備学習　時間外学習 指示文献を事前学習し、事後学習を通して確認発展させることで学びの展開を促す。

本授業内容を説明し、当科目の学びの目的、目標、
方法を理解する。

研究論文を通して動物プランクトンの役割を理解
し、動物プランクトンの顕微鏡観察を行う。

様々なクラゲについてどこでどのように生息してい
るのか、卵からクラゲまで生活史を理解する。

研究論文を通して植物プランクトンの役割を理解
し、実際に植物プランクトンの顕微鏡観察を行う。

餌としてのプランクトンの培養技術に関する論文を
通じて、餌としてのプランクトンを理解する。

ミズクラゲの生活史、飼育法について論文、レポー
トを通じて理解し、実際に観察を行う。

参考文献を提示し、
次回の実験準備を指示する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

クラゲの採集、飼育、（含給餌法）、繁殖法を学ぶ

フィールドにおけるクラゲ採集方法を検討し、クラ
ゲ採集用具の作成、実際の採集、観察を行う。　１
フィールドにおけるクラゲ採集方法を検討し、クラ
ゲ採集用具の作成、実際の採集、観察を行う。　２
身近な軟体動物貝類の論文を通じて、それらの特性

について理解する。
主要水産物であるホタテガイやマガキ、アワビにつ

いての養殖管理について理解する。
ホタテガイの解剖を通じて軟体動物の取り扱い方法

と軟体動物の体の構造を理解する。
軟体動物二枚貝の繁殖法を、マガキの採卵、受精、

幼生の観察を通じて理解する。

テスト対策及び筆記試験

フィールド採集の準備
（週末半日１回を予定）

参考文献を提示し、
次回の実験準備を指示する。

テスト結果の講評を行い、まとめを行うことで理解
を深める。



２２．５時間

1

回数 日程 授業形態

1 月　日 講義

2 月　日 実習

3 月　日 講義

4 月　日 実習

5 月　日 実習

6 月　日 実習

7 月　日 実習

8 月　日 実習

9 月　日 実習

10 月　日 実習

11 月　日 実習

12 月　日 実習

13 月　日 実習

14 月　日 試験

15 月　日 実習

TCA
東京
ECO
動物
海洋
専門
学校

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物臨床検査学実習　　

必修
選択

羽場智子
授業
形態

実習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

レントゲン検査について理解出来る
レントゲン検査の保定ができる

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

教員の略歴 獣医師（動物病院勤務）

授業の学習
内容

動物病院で動物看護師として自信をもって働けるよう、様々な臨床検査を正確かつ迅速に行えるようにします。
検査結果の評価も理解し、オーナー様からの質問に的確に答えられるよう知識を習得します。

到達目標　

１．『健康な動物』・『疾病動物』について知ることが出来る
２．臨床検査について理解し、正確に実施することが出来る
３．臨床検査結果について理解し、報告書を作成することが出来る
４．獣医師の指導のもと、オーナー様へ的確な指導をすることが出来る

評価方法と基準

１．定期試験：50％
２．提出物及び確認テスト：20％（提出物は内容によって5点までの減点を行う）
３．飼育当番への参加：10％（1回の欠席・遅刻に関して1点の減点を行う）
４．授業中の態度・参加意欲・：20％（参加意欲が低いことに対して1点の減点を行う）
※1回の欠席・遅刻・早退に対して1点の減点を行う

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

心電図検査について理解出来る
使用する機器の準備・保定・片付けが出来る

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

超音波検査について理解出来る
超音波検査機器の正しい取り扱いが出来る

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

心電図検査について理解出来る
使用する機器の準備・保定・片付けが出来る

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

レントゲン検査について理解出来る
レントゲン検査の保定ができる

内視鏡検査について理解出来る
内視鏡検査機器の取り扱いについて知ることが出来る

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

細胞診について理解出来る
細胞診の準備・検査補助が出来る

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

皮膚検査について理解出来る
皮膚検査の実施準備・検査が出来る

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

グラム染色が出来る
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

眼科検査について理解出来る
眼科検査の保定が出来る

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

貧血の評価が出来る
ニューメチレンブルー染色が出来る

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

外注検査の検体処理について知ることが出来る
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

血清分離と検体処理が出来る
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

　【使用教科書・教材・参考書】
動物看護実習テキスト・筆記用具・電卓・実習着・動きやすい靴・配布プリント・動物看護の教科書

東京コミュニケーションアート専門学校/TCA東京ECO動物海洋専門学校

前期試験の実施
試験内容の見直し
分からなかった問題のやり直し

振り返り
誤答の再確認
各自、今後の達成に向けて課題を設定する

準備学習　時間外学習 飼育当番で充当



２２．５時間

1

回数 日程 授業形態

1 月　日 講義

2 月　日 実習

3 月　日 講義

4 月　日 実習

5 月　日 実習

6 月　日 実習

7 月　日 実習

8 月　日 実習

9 月　日 実習

10 月　日 実習

11 月　日 実習

12 月　日 実習

13 月　日 実習

14 月　日 試験

15 月　日 実習

TCA
東京
ECO
動物
海洋
専門
学校

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物繁殖学

必修
選択

羽場智子
授業
形態

実習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

オスの生殖器
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

教員の略歴 獣医師（動物病院勤務）

授業の学習
内容

動物病院で動物看護師として自信をもって働けるよう、様々な臨床検査を正確かつ迅速に行えるようにします。
検査結果の評価も理解し、オーナー様からの質問に的確に答えられるよう知識を習得します。

到達目標　

１．『健康な動物』・『疾病動物』について知ることが出来る
２．臨床検査について理解し、正確に実施することが出来る
３．臨床検査結果について理解し、報告書を作成することが出来る
４．獣医師の指導のもと、オーナー様へ的確な指導をすることが出来る

評価方法と基準

１．定期試験：50％
２．提出物及び確認テスト：20％（提出物は内容によって5点までの減点を行う）
３．飼育当番への参加：10％（1回の欠席・遅刻に関して1点の減点を行う）
４．授業中の態度・参加意欲・：20％（参加意欲が低いことに対して1点の減点を行う）
※1回の欠席・遅刻・早退に対して1点の減点を行う

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

オスとメスの性周期
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

メス犬の発情と妊娠
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

ホルモンとその支配について
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

メスの生殖器

メス猫の発情と妊娠
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

犬・猫の分娩
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

犬・猫の難産
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

新生仔の管理と成長
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

新生仔
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

遺伝病
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

遺伝の法則
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

人工授精など
教科書該当項目熟読
確認テストの勉強

　【使用教科書・教材・参考書】
動物看護実習テキスト・筆記用具・電卓・実習着・動きやすい靴・配布プリント・動物看護の教科書

東京コミュニケーションアート専門学校/TCA東京ECO動物海洋専門学校

後期試験の実施
試験内容の見直し
分からなかった問題のやり直し

振り返り
誤答の再確認
各自、今後の達成に向けて課題を設定する

準備学習　時間外学習 飼育当番で充当
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1

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義・演習

2 4月27日 講義・演習

3 5月11日 講義・演習

4 5月18日 講義・演習

5 6月1日 講義・演習

6 6月8日 講義・演習

7 6月15日 演習

8 6月22日 講義・演習

9 6月29日 講義・演習

10 7月6日 講義・演習

11 7月14日 講義・演習

12 7月20日 講義・演習

13 8月31日 講義・演習

14 9月7日 演習

15 9月14日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書　第６巻　緑書房　　　　動物の疾病と予防および回復　ファームプレス

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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
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

駆虫薬の種類と使用目的、副作用について説明する
ことができる。

配布プリントの作成・練習問題			
フィラリア駆虫薬・予防薬の種類と使用方法、注意
点について説明することができる。

配布プリントの作成・練習問題			
外部寄生虫駆虫薬の種類と使用方法・副作用につい
て説明することができる。

配布プリントの作成・練習問題			

抗菌薬の種類と特徴、薬理作用、副作用について説
明することができる。

配布プリントの作成・練習問題			
抗真菌薬の種類と特徴、薬理作用、副作用について
説明することができる。

配布プリントの作成・練習問題			
自律神経に作用する薬物と種類、特徴について説明
することができる。

配布プリントの作成・練習問題			

薬物投与経路の各種方法を理解し、長所と短所を説
明することができる。

配布プリントの作成・練習問題

薬物動態（吸収分泌代謝排泄）を理解し、影響を及ぼす要
因について考え、説明することができる。

配布プリントの作成・練習問題			

中間試験（筆記試験と解答解説）・振り返り これまで実施した問題の復習

薬物の剤形を理解し、その特徴について説明するこ
とができる。

配布プリントの作成・練習問題			

薬物の相互作用と主薬補薬について理解する。 配布プリントの作成・練習問題

薬物が影響される要因について考え説明できる。 配布プリントの作成・練習問題			

薬理学を学ぶ意味、目的を理解し、薬物の適正な管
理と保管方法を知る。

配布プリントの作成・練習問題

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

動物医療の現場で治療または病気を予防するために数多くの薬物が使用されている。そこで動物
病院でよく使用される薬物について動物看護師に必要な基礎知識（使用目的、薬理作用、正しい使
用方法および副作用）について学ぶ。

到達目標　
動物医療で使用される薬物についての基礎知識を習得することで①飼い主に正しい服薬指導がで
きる。②獣医師の指示に従い、薬の調剤ができる、動物看護師を目指す。

評価方法と基準 定期試験（第１４週目）６０点以上で合格とする。

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 河南圭子
授業
形態

講義・演
習

総時間
（単位）

選択 年次 ２年

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物薬理学Ⅰ１

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義・演習

2 4月27日 講義・演習

3 5月11日 講義・演習

4 5月18日 講義・演習

5 6月1日 講義・演習

6 6月8日 講義・演習

7 6月15日 演習

8 6月22日 講義・演習

9 6月29日 講義・演習

10 7月6日 講義・演習

11 7月14日 講義・演習

12 7月20日 講義・演習

13 8月31日 講義・演習

14 9月7日 演習

15 9月14日 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物病理学

必修
選択

河南圭子
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 ２年

担当教員

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。

配布プリントの作成・練習問題

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 定期試験（第１４週目）６０点以上で合格とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

配布プリントの作成・練習問題

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。

配布プリントの作成・練習問題
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。

配布プリントの作成・練習問題

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。

配布プリントの作成・練習問題

細胞傷害因子と細胞傷害の過程について説明でき
る。

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。

配布プリントの作成・練習問題

中間試験（筆記試験と解答解説）・振り返り これまで実施した問題の復習
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。

配布プリントの作成・練習問題
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。

配布プリントの作成・練習問題
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。

配布プリントの作成・練習問題
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。

配布プリントの作成・練習問題
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。

配布プリントの作成・練習問題

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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
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

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。

配布プリントの作成・練習問題

　【使用教科書・教材・参考書】

動物看護の教科書　第６巻　緑書房　　　　動物の疾病と予防および回復　ファームプレス
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1単位

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 演習

5 演習

6 講義

7 講義

8 講義

9 演習

10 講義

11 講義

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

学校犬で、マットピラティスの復習。他のメソッ
ドを考えてみる。

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

学校犬やさまざまな犬たちで、歩様をアセスメン
トしてみる。

学校犬を歩かせてみて、実際にアセスメントをし
ていきます。

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

テキストを再読して、各関節の位置と名称を覚え
ます。

学校犬2頭の筋肉に触れ、拘縮している場所を発見
し、カルテに記入

学校犬2頭でマッサージの復習。マッサージの疑問
点を提出。

学校犬2頭でストレッチングの復習。ストレッチン
グの疑問点を提出。

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

テスト

理学療法的形態学4 関節と靭帯

筋肉の拘縮とトリガーポイントとは

目的のあるマッサージの方法マッサージの復習

運動療法 2 水中運動の効果と方法を学ぶ

運動療法 3 ウォータートレッドミルの理論と機序

運動療法 3 ウォータートレッドミルの実技

運動療法 4 マットピラティスの効果と方法につい
て学びます

エビデンスの取得方法について学ぶ

ストレッチングの理論と実習

エビデンスの取得と記録方法

歩様アセスメント 1   歩様アセスメントについて学
ぶ

歩様アセスメント 2    アセスメントしてみよう

　【使用教科書・教材・参考書】　

振り返り

準備学習　時間外学習

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1年次に学んだ基礎知識を、実技に生かして行く。

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

担当教員 千葉

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物理学療法Ⅱ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2年次

理学療法的形態学3 皮膚感覚の重要性
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。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容
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1

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

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ドッグトレーニングⅡ１

必修
選択

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

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 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1
「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
「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
「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
「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
「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
「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
「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
「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
「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
「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
「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
「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
「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
筆記試験、習熟度の確認

担当犬トレーニング

　※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

15
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
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1

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

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ドッグトレーニングⅡ１　

必修
選択

担当教員 中川慎悟
授業
形態

講義
演習

総時間
（単位）

必修 年次 2

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 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

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

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

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

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。

11
「短いシークエンスの走り方」を理解し実践でき

る。

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

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

　※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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
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回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義

2 5月6日 講義

3 5月13日 講義、演習

4 5月20日 講義、演習

5 5月27日 講義、演習

6 6月3日 講義、演習

7 6月17日 講義、演習

8 6月24日 講義、演習

9 7月1日 講義、演習

10 7月8日 講義、演習

11 7月15日 講義、演習

12 7月22日 講義、演習

13 9月2日 実技試験

14 9月9日 実技試験

15 9月16日 講義、演習

【動物看護師の仕事概要】
動物看護師の仕事の範囲や流れがイメージできる
【ビジネスマナーとビジネスコミュニケーション】教P68-73動物看護師に必要な
マナーやコミュニケーションが理解できる

【基本マナー】コミュニケーションの第一歩「第一印象」
好感の持てる第一印象を理解できる　　教P80-87
【基本マナー】仕事に必要な「言葉遣い」と「会話力」
敬語の意味と目的が理解できる　教88-97

教P68-73予習/スライド資料復習

教P80-87予習/スライド資料復習

教88-97予習/スライド資料復習

教P88-97予習/スライド資料復習

【基本マナー】仕事に必要な「言葉遣い」と「会話力」
業務でよく使う敬語をフレーズで習得できる　教88-97

実技試験準備

実技試験準備

【基本マナー②】電話応対　教104-109
電話の受け方、取次の流れと基本マナーをが理解できる
【基本マナー②】電話応対　教104-109
電話のかけ方、就活電話のマナーやコツが理解できる
【飼い主様対応①】「受付～ご案内」
対応の流れを理解し、必要なスキルが習得できる
【飼い主様対応①】「問診」
 対応の流れを理解し、必要なスキルが習得できる

教104-109　予習/スライド資料復習＆事後課題

教104-109　予習/スライド資料復習＆事後課題

授業計画・内容

【前期振り返り】
自身の成長と課題を整理し、後期の目標が設定できる

後期目標設定シート作成

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

教104-109予習/スライド資料復習

実技試験振り返り

【飼い主様対応】れ「与薬説明」
 対応の流れを理解し、必要なスキルが習得できる
【飼い主様対応】「お会計」
 対応の流れを理解し、必要なスキルが習得できる

【実技試験①】ペアワーク　受付～ご案内

【実技試験②】ペアワーク　受付～ご案内

実技試験準備

実技試験準備

実技試験振り返り

担当教員
松井

かおり

フリーの編集者・ライターを経て、現在は主にコミュニケーション系研修講師として活動。若者支援活動の経験も持つ。

評価方法と基準
①実技試験（授業内実施）　計80％
②授業態度　10％
③ノート提出　10％

教員の略歴

授業の学習
内容

動物看護師としての仕事の場面での基本的なマナーの習得、さらにコミュニケーション力、飼い主様接遇力の基礎を身に
付ける。これらを身に付けることにより、インターン（実習）時や就職活動でも、目上の方、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す。
また、クライアントエデュケーションの意味と目的を理解する。

到達目標　

①動物病院で働く上で必要な考え方やマナーを知り、学校生活、インターンなどでも実践することができる
②信頼を得られる動物看護師になるための「第一印象」「話し方」「言葉遣い」を身につけることができる
③仕事での「電話のマナー」を理解し、インターンや就活で実践できる
④院内でのスタッフ間のコミュニケーションに必要なスキルを身に付けることができる

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物医療コミュニケーション　Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
【オリエンテーション】授業概要とゴールの設定　教P75
 授業の目的を理解し、この授業での目標設定ができる

前期目標設定シート作成　

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）



2

回数 日程 授業形態

1 10月7日 講義、演習

2 10月14日 講義、演習

3 10月21日 講義、演習

4 10月28日 講義、演習

5 11月4日 講義、演習

6 11月11日 講義、演習

7 11月18日 講義、演習

8 11月25日 実技試験

9 12月2日 講義

10 12月9日 講義、演習

11 12月16日 講義、演習

12 1月13日 講義、演習

13 1月20日 講義、演習

14 1月27日 実技試験

15 2月10日 講義、演習

【クライアントエデュケーション】エデュケーション演習②
飼い主様に的確なエデュケーションができる

実技試験準備

TCA東京ECO動物海洋専門学校

【実技試験②】クライアントエデュケーション 実技試験振り返り

【まとめ】１年間の習熟度を自己チェック
自身の成長と今後の目標と課題が設定できる

1年間の振り返り

準備学習　時間外学習

【実技試験②】クライアントエデュケーション 実技試験振り返り

　【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

【クライアントエデュケーション】
クライアントエデュケーションの意味や目的が理解できる

振り返り・ワークシート/スライド復習

【クライアントエデュケーション】エデュケーションスキル
飼い主様のタイプやニーズに合ったエデュケーションができる

振り返り・ワークシート/スライド復習

【クライアントエデュケーション】エデュケーション演習①
飼い主様に的確なエデュケーションができる

実技試験準備

【実技試験①】指示受けと報連相 振り返り・ワークシート/スライド復習

【飼い主様対応・応用】「様々なシーンでの対応１」
来院される飼い主様の感情を理解し対応できる

振り返り・ワークシート/スライド復習

【飼い主様対応・応用】「様々なシーンでの対応１」
来院される飼い主様の感情を理解し対応できる

振り返り・ワークシート/スライド復習

振り返り・ワークシート/スライド復習

【院内コミュニケーション】報連相
報連相の目的を理解し、伝え方のスキルが習得できる

振り返り・ワークシート/スライド復習

【実技試験①】指示受けと報連相 振り返り・ワークシート/スライド復習

【院内コミュニケーション】指示受け
正確に効率よく指示を受けるスキルが習得できる

振り返り・ワークシート/スライド復習

【院内コミュニケーション】
病院というチームで役割意識を持って仕事ができる

【院内コミュニケーション】
多様なコミュニケーションの距離感や接し方が理解できる

振り返り・ワークシート/スライド復習

教員の略歴 フリーの編集者・ライターを経て、現在は主にコミュニケーション系研修講師として活動。若者支援活動の経験も持つ。

授業の学習
内容

動物看護師としての仕事の場面での基本的なマナーの習得、さらにコミュニケーション力、飼い主様接遇力の基礎を身に
付ける。これらを身に付けることにより、インターン（実習）時や就職活動でも、目上の方、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す。
また、クライアントエデュケーションの意味と目的を理解する。

到達目標　

①院内でのスタッフ間のコミュニケーションに必要なチームワークを理解できる
②仕事上のコミュニケーションとして重要な報告・連絡・相談のスキルを身につけることができる
③クライアントエデュケーションの目的と意味を理解できる
④飼い主様に応じたエデュケーションのスキルやコツ、伝え方を習得できる

評価方法と基準 動物医療コミュニケーション

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

松井
かおり

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物医療コミュニケーション　Ⅰ２

必修
選択



45時間

　（1単位）

①獣医師　

回数 日程 授業形態

1 10月8日 講義＋演習

2 10月15日 講義＋演習 カルテの書き方・見方を習得する

3 10月22日 講義＋演習 ペットフードの見方・給餌量を理解する

4 10月29日 講義＋演習 帝王切開の介助の仕方を理解する

5 11月5日 講義＋演習 心肺蘇生法を習得する

6 11月12日 講義＋演習 手指衛生・消毒について理解する

7 11月19日 講義＋演習 気づくべき不整脈を理解する

8 11月26日 講義＋演習 症例を理解・伝える力をつける（症例①）

9 12月3日 講義＋演習 症例を理解・伝える力をつける（症例②）

10 12月10日 講義＋演習 症例を理解・伝える力をつける（症例③）

11 12月17日 講義＋演習 症例を理解・伝える力をつける（症例④）

12 1月14日 講義＋演習 症例を理解・伝える力をつける（症例⑤）

13 1月21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28日 講義 筆記試験 試験範囲の復習

15 2月11日 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　筆記用具

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 学校犬飼育当番で充当

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物臨床看護学実習科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義

評価方法と基準 症例検討40％+定期試験60％（14週目に筆記試験を実施）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

この授業は動物看護の一連のプロセスを理解し、衛生管理・感染予防・栄養管理・カルテの見方・末期患者のターミナルケ
アなど動物看護に必要となる技術や知識を身につけることが目的です。

到達目標　
１）動物看護過程の一連のプロセスを理解する
２）入院動物の衛生管理・感染予防について学ぶ
３）症状や疾患ごとに必要となる処置を理解する

総時間
（単位）

１年

看護で気付く聴診を理解する 学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員 宮川

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす

学校犬の飼育当番時に技術を活かす



回数 日程 授業形態

1 4月11日 講義

2 4月18日 講義

3 4月25日 講義

4 5月9日 講義

5 5月16日 講義

6 5月30日 講義

7 6月13日 講義

8 6月20日 講義

9 6月27日 講義

10 7月4日 講義

11 7月11日 講義

12 7月18日 講義

13 9月5日 講義

14 9月12日 講義

15 9月19日 講義

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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

１～１２週までの授業内容を復習する 総復習の問題を解く

筆記試験 試験範囲の復習

薬剤の種類と取り扱いを理解する 授業ノート、配布資料を見直す

投薬方法と計算方法を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

輸血の原理と必要な検査を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

輸液・輸血の看護を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

看護に必要な栄養学を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

輸液の原理を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

尿検査における採尿方法を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

検査と検体の取り扱いを理解する 授業ノート、配布資料を見直す

感染・消毒について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

血液検査における採血方法を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

授業計画・内容

問診から検査の概要、日常検査を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

身体検査の必要性と評価方法を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

到達目標　

１）保定からバイタルチェックなど日常検査の仕方を学ぶ
２）血液検査や尿検査で必要な検体の扱い方を学ぶ
３）輸液や輸血の原理と看護の方法を理解する
４）看護で必要となる最低限の薬剤、栄養学を理解する

評価方法と基準 定期試験１００％（１４週目に筆記試験を実施）

教員の略歴 獣医師　

授業の学習
内容

この授業は犬猫の日常的な健康管理、内科診療の検査や看護に必要となる検体の採取方法や取り扱い方、輸液や輸血
の看護の仕方、薬剤の計算方法など看護において必要となる内科知識を学ぶことが目的です。この授業を踏まえて、「動
物内科看護学実習」でさらに技術を身につけます。

１年

担当教員 宮川
授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

1

科目名 臨床動物看護学各論Ⅰ１

必修
選択

選択 年次



45

1

回数 日程 授業形態

1 4月21日 講義（動画配信）

2 4月28日 講義（動画配信）

3 5月12日 講義（動画配信）

4 5月19日 講義（動画配信）

5 6月2日 講義

6 6月9日 必須　実習

7 6月16日 講義

8 6月23日 講義

9 6月30日 講義

10 7月7日 講義

11 7月14日 講義

12 7月21日 必須　実習（実践）

13 9月1日 講義

14 9月8日 試験

15 9月15日 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 社会福祉論Ⅰ１

必修
選択

担当教員 白井
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

福祉について概要を学ぶ
（茶の花福祉会を題材に説明）

レポート作成

教員の略歴 7

授業の学習
内容

①講義・演習・実験を通して福祉の基礎を学び、福祉を題材として人が社会で生きる為の要素を学び視野を広げる。
②ドッグトレーナー、犬の理学療法として福祉分野におけるニーズを学ぶ。
③専門知識をより有効に発揮する事かつニーズに沿えるようになるためには、福祉を通して更に実践を通して、状況に合
わせられる人材として、社会で即戦力となる事ために自分を磨く。

到達目標　
・福祉とはどのような要素が必要か知る。
・福祉を通じて、専門知識・技術を活かす幅を拡げる。
・福祉を通して、実際の現場見学・体験で実践力を養う。

評価方法と基準

出席率・レポート提出50%     実習（必須）　　25%　　　試験　25%　　合計100％　※59％以上で単位取得とする。
※出席率75％以上で上記評価の対象者とする。但し、基本実習は必須とする。
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筆記試験を行い対応する。、60点以上であればＣ評価とする。

※コロナ禍で社会的な感染状況によりカレキュラムの変更があります。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

福祉サービスについて学ぶ レポート作成
福祉相談員から相談者のニーズ等を学ぶ

（コミュニケーションについて）
レポート作成

障害特性を知り、支援の基礎を知る。
（コミュニケーションについて）

レポート作成
実習（施設職員による）見学前研修。注意点

等
レポート作成

実習先見学（演習イメージを探る） レポート作成

主観と客観（自己分析） レポート作成
コミュニケーション（主観・客観・社会人基

礎力）
レポート作成

実習前　福祉サービス利用者に対するマナー レポート作成

発表内容を考える（グループワーク） レポート作成

実習直前準備（発表内容確認） レポート作成

表現する。（実際に福祉施設で演習） 実行計画書作成

試験直前復習 実行計画書と実際の

　【使用教科書・教材・参考書】　社会福法人茶の花福祉会　職員育成マニュアル参照

TCA東京ECO動物海洋専門学校

これまでの授業の振り返りを行い理解度を深める。
試験（60分　筆記試験）

試験の予習と対策

試験の振り返りを行い、理解できていなかった
部分を把握し、改めて身につける。

試験自己採点

準備学習　時間外学習 事後学習を通じてより深く学び、事前学習を行うことで授業内での学びの展開を促す。
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

講義
総時間
（単位）

2

手作りご飯の基本⑤：植物性食品の特徴を理
解する

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

近年、ペット業界においても「食育」が注目されている。市販のペットフードの商品の幅も広がってきていて、専
門的な知識が求められる時代になってきている。犬たちの健康を考える上でも、個々の犬たちに合ったフードを
選ぶ目を養ってほしいです。さらに、手作り食についてもオーナーに対して適切に指導が出来るようになってほ
しいです。

担当教員 本村伸子

獣医師免許を持ち、ナチュラルケアのアドバイザーとして犬の病気予防に関するセミナーを開催している講師が実施

担当している犬たちの問題点を考える

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物の食事管理Ⅰ２科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準 定期試験１００％　筆記試験

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

到達目標　
肉食動物である猫の食事についても栄養素を考慮しながら考えることが出来るようになる。シニア期の体調管
理が出来るようになる。犬種ごとになりやすい疾患を理解して、疾患に合わせた食事の指導が出来るようにな
る。

シニア犬を飼育する場合の問題点について考
える

担当している犬たちの犬種と疾患についてを
考える

テスト結果の振り返り 試験の結果を振り返り間違った箇所を復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　「もう迷わないペットの健康ごはん」

身近にいる犬や猫たちの行動を観察して、犬
と猫の違いを考える

猫の食事管理②：肉食動物である猫の食事に
ついて学ぶ

筆記試験

手作り食の基本⑥：植物性食品の特徴を理解
する

犬と猫の栄養素の違い①：犬と猫の体の構造
の違いについて理解する

犬と猫の栄養素の違い②：犬と猫の栄養素の
違いについて理解する

猫の食事管理①：肉食動物である猫の食事に
ついて学ぶ

シニア期の健康管理①：老齢動物の肉体的な
変化について理解する

シニア期の健康管理②：老齢動物の食事管理
について理解する

試験範囲内用をきちんとまとめる

犬種ごとの食事の注意点③：コーギーで問題
となる疾患について考える

犬種ごとの食事の注意点④：ダックスフント
で問題となる疾患について考える

犬種ごとの食事の注意点⑤：キャバリアで問
題となる疾患について考える

犬種ごとの食事の注意点①：フラットコー
テッドで問題となる疾患について考える

犬種ごとの食事の注意点②：フラットコー
テッドで問題となる疾患について考える



　（　　　　）

回数 日程 授業形態

1 10月5日 講義

2 10月12日 講義

3 10月19日 講義

4 10月26日 講義

5 11月2日 講義

6 11月9日 講義

7 11月16日 講義

8 11月23日 講義

9 11月30日 講義

10 12月7日 講義

11 12月14日 講義

12 1月11日 講義

13 1月18日 後期まとめ

14 1月25日 試験

15 2月8日 振り返り

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 鯨類の飼育管理Ⅰ２

必修
選択

担当教員
佐伯
宏美

授業
形態

講義・演習・実習
等

総時間
（単位）

必修・選択必修・
選択等 年次 2

ストランディング・迷入・混獲の多い鯨種を知り対応方法を知るこ
とができる
種ｰ⑥　ストランディング個体の対処方法

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

教員の略歴 1975年4月～2016年6月 鴨川シーワールドに在籍　鯨類の飼育・調教・展示に従事

授業の学習
内容

                                                                                                                                                                水族館
における「素晴らしい展示」には「よい調教」が必要であり、よい調教を行うには「よい飼育」を行い健康な動物を確保するこ
とが必要であることから、すべてにおいて「飼育」が基本となる
飼育の重要性を十分に理解し、水族館での鯨類の実質的な飼育について知り理解する
「水族館学」「海洋哺乳類」とリンクするが、当講義では飼育10項目を含む飼育の要点である①水②種③餌料④管理を軸
に現場目線で講義を展開する

到達目標　
飼育現場で求められる知識を身につけることを目的とし、人間（自分）本位で押しつけるのではなく動物の立場に立ち動物
目線で思考することができること、飼育に関する様々な事象に対して常に考え動物から学ぶ姿勢を持つことなど目の前に
いる動物の気持ちを考え飼育管理ができる感性を持った人材になる

評価方法と基準
1）定期テスト　60％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）授業
態度及び出席率　40％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

餌料への考え方、選択、保管等基本的な考え方を学び、餌料管理の
重要性を理解すことができる
餌料-①　餌料Ⅰ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類の餌料について、詳細な取り扱い及び管理を理解し、餌料管理
の重要性について再認識することができる
餌料-②　餌料Ⅱ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類の生理を知ることにより、疾病との関連を考えられるようにな
る（神経系・循環器系・呼吸器系・消化器系）
管理-①　鯨類の生理Ⅰ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類の生理を知ることにより、疾病との関連を考えられるようにな
る（消化器系・泌尿器系・内分泌系・体温調節）
管理-②　鯨類の生理Ⅱ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

飼育条件と病気の原因、発見と診断など基本的な病気の考え方と治
療、予防について理解することができる
管理-③　鯨類の病気Ⅰ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類の疾病についての詳細な原因、対応を知り、飼育現場において
の疾病の発見、治療の重要性を理解し学ぶことができる
管理-④　鯨類の病気Ⅱ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類における血液検査内容を知り、正常値を知るとともに、検査結
果のそれぞれの検査項目の関係性による読み方を学ぶことができる
管理-⑤　血液検査

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

健康管理に必要な観察ポイントを理解し、異常の発見の仕方につい
て学ぶ　　日常における動物観察がいかに重要かを理解するするこ
とができる　　　　　　　　　　　　　　　管理-⑥　日常の健康

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

健康管理に必要不可欠なハズバンダリートレーニングとはなにか
ハズバンダリー種目を知り、そのトレーニング方法を学ぶことがで
きる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管繁殖の重要性を理解するとともに、繁殖の推進の仕方を学び、繁殖
への理解を深めることができるようになる
管理-⑧　繁殖Ⅰ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

鯨類の繁殖を学ぶ　　また、新生児の育成について現場での知見を
交えて知ることにより重要性を再認識することができるようになる
管理-⑨　繁殖Ⅱ

準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所の熟読
時間外学習(学習課題）；講義内容のまとめ　資料化

後期の重要事項の復習を行うことにより、より深く理解することが
できるようになる
併せて試験範囲の提示も行いより意識を高めることができる

準備学習　時間外学習
準備学習：次回講義の飼育ハンドブック該当箇所を熟読することにより講義内での理解度を深める
時間外学習(学習課題）；講義内容を自らまとめることにより参考資料化を図る（次回講義終了時に全講義内容を確認）

　【使用教科書・教材・参考書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本動物園水族

館協会発行「新ハンドブック水族館編」 1～5・東海大学出版会「水族館の仕事」・東海大学出版会「海獣水族館」・二瓶社「うまくやるための強化の原理」　他
随時学生に紹介する

TCA東京ECO動物海洋専門学校

試験問題に関する解説を行うことでより理解度を深め、飼育環境管
理の大切さ、飼育動物の入手や取扱を再認識することができる



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 演習

5 演習

6 演習

7 講義

8 演習

9 演習

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 演習

15 演習

『フィットネス』の需要と供給についてを学
ぶ

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の
管理ができる

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

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

担当教員 千葉

演習
総時間
（単位）

2

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の
管理ができる

TCA東京ECO動物海洋専門学校

アニマルフィットネスⅠ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準 定期試験（14週目に実技試験）を実施

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の学習
内容

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

到達目標　

テスト

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

『水難救助犬』とは、どんな犬たちなの
か。その実態とトレーニング

学校犬2頭でストレッチの復習で充当。

飼い主の間で問題となっている運動器系
の疾患を調べておく

ドッグスポーツで問題となっている身体
上のトラブルを調べておく

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の
管理ができる

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の
管理ができる

振り返り

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

犬種によって異なる、犬の筋肉の構造に
ついて学ぶ

『歩様アセスメント』の意味と、実践
筋力強化方法1 バランスボールの効果に

ついて学ぶ

マニュアルセラピー3 ストレッチと関節
について学びます

マニュアルセラピー　4 問題に対処する
マッサージの方法を学びます

マニュアルセラピー1 基礎的なマッサー
ジの手順と方法について学びます。

筋力強化方法2 バランスボールへの犬の
アプローチ方法

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

ボールの方法について学びます

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

管理ができる
学校犬2頭でバランスボールの復習で充当。

学校犬2頭でマッサージの復習で充当。

学校犬2頭でバランスボールの復習で充当。

学校犬2頭でマッサージの復習で充当。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義＋演習

3 講義実習

4 演習

5 講義実習＋演習

6 演習

7 講義実習

8 講義実習

9 講義

10 講義実習

11 講義実習

12 演習

13 特別講義

14 試験

15 講義

ウィッグのブラッシング
デザイン画記入

1

パックの手順、種類の復習・予習
同一パックの犬種違いによる仕上がりの違いを

レポートにまとめ提出

足モデルの作成

ウィッグのブラッシング

配布した資料を熟読する

ウィッグのブラッシング

ウィッグのブラッシング

ウィッグのブラッシング

ウィッグのブラッシング
ウィッグのブラッシング

デザイン画記入

TCA東京ECO動物海洋専門学校

ペットサロン・動物病院・商品、生体販売・ドッグトレーナー補助など様々な経験があります

フォトジェニックの背景の作り方・撮影方法を学ぶ

パックの種類や方法を学習する
２限～の演習の中で実践する

グルーミング犬種にハーブパックを実践する

ネイルの方法を学ぶ・足モデルの作成を行う

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ペット業界におけるエステ・サービスを学習する

デザインカット案の記入方法を学習する
犬にデザインカットを行っているところを見て

実際にカットできるデザインを考える

ポイント（耳・尾）のカラーリング方法を学ぶ

デザイン画記入を実践する

アロマバスの手順を理解する
２限からの演習の中で実践する

背景を使用し犬（ウィッグも可）と撮影をし提出

授業の学習
内容

トリミング業界で行われているサービスを勉強します
日々進化する業界の流れについていき、新たな知識や技術を習得するための力をつけます
外部の先生をお呼びし特別講義を行っていただきます

到達目標　
１）就職後活躍していくための知識、技術を習得する
２）新しいもの・事を考え、生み出す力をつける
３）ウィッグのデザインを考え、ブラッシングを終了する

筆記用具、演習着（演習・講義実習時）、トリミング道具、ウィッグ等

筆記試験の実施・ウィッグ、デザイン画提出

準備学習　時間外学習 予習・復習　ウィッグやネイルの準備　等

【使用教科書・教材・参考書】

ウィッグのブラッシング

試験返却、ウィッグのカットを行う ウィッグのカット

足モデルにネイルを実践する（展示）
シルクの泡パックの手順を理解する

２限～の演習の中で実践する

特別講師による授業を見学し、新たな知識を得る
ウィッグのブラッシング

デザイン画記入

教員の略歴

評価方法と基準
１)定期テスト４０％
２）ウィッグのデザイン画提出３０％
３）ウィッグのブラッシング３０％

担当教員 江本
授業
形態

演習
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 ビューティー＆キャット演習Ⅰ１　　

必修
選択

選択 年次 2



2

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

トリミング日誌の記入＆提出

トリミング日誌の記入＆提出

トリミング日誌の記入＆提出

トリミング日誌の記入＆提出

トリミング日誌の記入＆提出

授業計画・内容

教員の略歴

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

各講師ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

科目名 トリミング演習AⅠ１

必修
選択

担当教員
トリマー

講師
授業
形態学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

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

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

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

足先バリカンの技術の習得をすることができる

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

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

トリミング日誌の記入＆提出

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

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

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

【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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

準備学習　時間外学習 トリミング日誌の記入＆提出で充当

半期の振り返り

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

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

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。

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

トリミング日誌の記入＆提出



90

2

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

トリミング日誌の記入＆提出
G犬は1時間半で終了、デザインカットの技術
の復習とスピードアップを計ることができる
G犬は1時間半で終了、カット時間は2人で1.5

ｈを目標にスピードアップを計る
トリミング日誌の記入＆提出

カット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

G犬は1人で1時間半で終了、カット時間は2人
で1.5ｈを目標にスピードアップを計る

トリミング日誌の記入＆提出

G犬は1人で1時間半で終了、プードルなどの骨
格を理解しシザーのカットの技術を学ぶことが

トリミング日誌の記入＆提出

試験に向けて各自自分の問題点を意識してス
テップアップを計る

トリミング日誌の記入＆提出

トリミング日誌の記入＆提出

トリミング日誌の記入＆提出
G犬は1時間半で終了、C犬は様々なデザイン

カットの技術を習得することができる
G犬は1時間半で終了、プードルのブーツカッ

トの技術を学ぶことができる
トリミング日誌の記入＆提出

G犬は1時間半で終了、前回までのカット技術
の復習とスピードアップを計る

トリミング日誌の記入＆提出

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 トリミング演習AⅠ2

必修
選択

G犬は1時間半以内に終了、C犬はカット時間を
1.5h～2ｈを目標にスピードアップを計る

担当教員
トリマー

講師
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

トリミング日誌の記入＆提出

トリミング日誌の記入＆提出
G犬は2人で2時間以内に終了、C犬はプードル

を中心に学ぶことができる

トリミング日誌の記入＆提出
G犬は2人で1時間半以内に終了、プードル及び
様々な犬種のカットの技術を学ぶことができる

1年の振り返り トリミング日誌の記入＆提出

教員の略歴

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

各講師ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ベーシックは1時間半とし、飾り毛のカットを
含め2時間以内で終了する技術を習得する

トリミング日誌の記入＆提出

G犬は2人で2時間以内に終了、C犬はカットの
基礎技術を学ぶことができる

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書等・検査機器や備品等・配布プリント等

犬の予防（狂犬病予防法と飼い主の義務、狂犬病の
病態について理解し、説明できる）
犬の予防（混合ワクチンで予防可能な感染症の種類
や症状を理解することができる）

予防（ワクチンと免疫の関係を理解し、ワクチン接
種プログラムの知識を習得できる）
犬糸状虫症（感染経路や予防法、予防薬の種類を理
解し、アドバイスすることができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる
動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる
動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる
動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

犬の予防（混合ワクチンで予防可能な感染症の種類
や症状を理解することができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

前期期末試験（筆記試験）

準備学習　時間外学習 自主学習で充当

振り返り（答案用紙の返却・解答を行い、できな
かったところを正しく習得することができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる
動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

外部寄生虫（感染経路や駆虫・予防法を理解し、知
識を習得することができる）
熱中症（原因や症状、治療や予防方法を理解し、応
急処置を実施することができる）
小テスト（各単元の理解度チェックを筆記試験にて
行う）
猫の予防（混合ワクチンで予防可能な感染症の種類
や症状を理解することができる）
消化管内寄生虫（感染経路や駆虫・予防方法を理解
し、知識を習得できる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

犬と猫の予防（去勢手術のメリットやデメリット、
手術の流れを理解することができる）
犬と猫の予防（避妊手術のメリットやデメリット、
手術の流れを理解することができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる
動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる
動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物看護学Ⅰ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

犬や猫の予防や病気、看護は動物を専門に扱う職業にとって必要不可欠な知識です。
動物病院で行われる予防や検査、看護について学ぶことで、飼い主様と動物がより良い暮らしを送る為のアドバイスが可
能となります。
犬や猫と関わるどんな職種に就いても知っておくべき動物看護の基礎を習得できます。

到達目標　
１）犬や猫の予防について正しく理解し、その方法や必要性を飼い主様に説明することができる
２）感染症予防の方法を習得することができる
３）予防可能な病気に関する知識を深め、動物がより健康に暮らせるようアドバイスすることができる

担当教員 阿片

認定動物看護師　複数の動物病院にて勤務経験あり

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

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、積極的に発言できる等）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
職業倫理を理解する。命ある動物を相手にするとい
うことを自覚することができる



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義/実技

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書等・検査機器や備品等・配布プリント等

TCA東京ECO動物海洋専門学校

後期期末試験（筆記試験） 動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

振り返り（答案用紙の返却・解答を行い、できな
かったところを正しく習得することができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

準備学習　時間外学習 自主学習で充当

肥満（BCSの評価法や正しい減量法を理解し、アド
バイスができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

歯周病（犬と猫の歯の構造や特徴を理解し、歯周病
の原因や予防法の知識を習得できる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

皮膚疾患（犬と猫の皮膚の特徴を理解し、正しいス
キンケアや薬浴の知識を習得できる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

糞便検査（糞便についての知識を習得し、検査の意
義や手技を理解することができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

画像検査（レントゲンや超音波検査の意義や手技を
理解することができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

小テスト（各単元の理解度を筆記試験にて行う） 動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

血液検査（血液の基礎の知識を身につけ、各血球の
役割や特徴を理解することができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

血液検査（血液検査の種類や意義、手技を理解し習
得することができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

尿検査（尿についての知識を習得し、検査の意義や
手技を理解することができる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

栄養（ライフステージ別のエネルギー要求量や給与
量の計算方法を理解し、習得できる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

中毒（犬と猫が摂取すると危険な物やその中毒症状
を理解し、適切にアドバイスできる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

保定（犬と猫の身体の仕組みを理解し、動物や施術
者にとって安全な保定法を習得できる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

感染症予防（感染経路や消毒薬についての正しい知
識を身につけ、消毒法を習得できる）

動物看護の教科書を熟読し、予習復習を行う
ことで知識を習得することができる

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

犬や猫の予防や病気、看護は動物を専門に扱う職業にとって必要不可欠な知識です。
動物病院で行われる予防や検査、看護について学ぶことで、飼い主様と動物がより良い暮らしを送る為のアドバイスが可
能となります。
犬や猫と関わるどんな職種に就いても知っておくべき動物看護の基礎を習得できます。

到達目標　
１）犬や猫の身体の仕組みについて理解し、保定法を習得することができる
２）基本的な血液検査、尿検査、糞便検査の意義を理解し、飼い主様に説明ができる
３）適切な消毒方法を習得し、感染症の蔓延を防ぐことができる

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％（８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、積極的に発言できる等）

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 阿片
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 動物看護学Ⅰ２

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義実習

3 講義実習

4 講義

5 講義実習

6 講義実習

7 講義

8 講義実習

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

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

担当教員 水島綾子

ペットサロン代表、講師歴20年

1

TCA東京ECO動物海洋専門学校

トリミング理論Ⅱ１　科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準 筆記試験100％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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る
・プロとしての知識を習得し、接客応対が出来るようになる
・ペットビジネスの基礎知識を習得できる

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】　

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
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）
フード（フードのタイプ別の特徴や保存方法

を学ぶ）
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）

習ったことを復習する

講義実習を見て気付いた事をまとめる

いろいろなフードを自分で調べてみる

接客に必要な敬語を学習する

講義実習を見て気付いた事をまとめる

前期理論の復習をする

接客応対②（模擬応対を通して問題点を確認
し学ぶ）

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

小テスト（本試験に向けて学ぶ）

テスト（筆記試験）

接客に必要な敬語を学習する

自分の理想の店舗を考える

前期理論の復習をする

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）

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）

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）

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）

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）

足のカットのバリエーションを図に書いてみ
る

犬種ごとのカットのポイントをまとめる

習ったことを復習する

講義実習を見て気付いた事をまとめる



15

1

回数 日程 授業形態

1 10月5日 演習

2 10月12日 演習

3 10月19日 演習

4 10月26日 講義実習

5 11月2日 講義実習

6 11月9日 講義実習

7 11月16日 演習

8 11月23日 講義

9 11月30日 演習

10 12月7日 演習

11 12月14日 演習

12 1月11日 演習

13 1月18日 選択授業

14 1月25日 試験

15 2月8日 講義

ウィッグのカット・カラー

ウィッグのカット・カラー

ウィッグボディのカットを行う ウィッグのカット

アンケートを行い希望の多い授業を行います

炭酸泉(タブレット）の手順を学習する
２限～の演習の中で実践する

炭酸泉(粉末）の手順を学習する
２限～の演習の中で実践する

猫のグルーミング方法を学ぶ

猫のグルーミングを実践し、流れを理解する

筆記試験、ウィッグの提出、レポート提出

レポート記入・提出

ウィッグのカット

ウィッグのカット

ウィッグのカット

ウィッグのカット

ウィッグのカット

ウィッグの見直し

ウィッグのカラー方法を学ぶ

ウィッグのカット

ウィッグのカット

ウィッグのカット

ウィッグのカット

ウィッグのカラーを行い、調整を行う

ウィッグ前駆のカットを行う

ウィッグ後躯のカットを行う

科目名 ビューティー＆キャット演習Ⅰ２

必修
選択

担当教員 江本
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

２・３

試験の答え合わせ、WAT前のウィッグ調整 １年間の授業内容の復習

教員の略歴

授業の学習
内容

前期に引き続きエステの演習を行います
ウィッグのカットを仕上げていきます
猫のグルーミング・コントロール方法を学びます
前期試験でアンケートをとり、希望の多い授業を行います

到達目標　
１）就職後活躍するための知識・技術を習得する
２)WATに向けウィッグのカットを仕上げる
３)猫のコントロールを学び、スムーズにグルーミングする技術を習得する

評価方法と基準
１）定期テスト６０％
２）ウィッグの仕上がり４０％

ペットサロン勤務

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

猫のグルーミングを実践し
コントロール方法を学ぶ

今までの演習で学んだことを理解し
猫のグルーミングを実践する

ウィッグのカットの仕上げ、カラーを行う

準備学習　時間外学習 ウィッグのカット　レポート　復習

　【使用教科書・教材・参考書】　

筆記用具、演習着（演習・講義実習時）、トリミング道具、ウィッグ等

TCA東京ECO動物海洋専門学校



1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 演習

7 演習

8 講義

9 講義

10 講義＆演習

11 講義

12 講義

13 講義

14 期末テスト

15 振り返り

特別講義レポート（B)、予習課題（A)

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

インタープリテーションをやってみよう！写真を見な
がら、プレゼンテーションができる。
【１Aのみ実施】「人気アニメから学ぶ③～レポート作
成、ワークショップ、1分間スピーチができる～」
自然学校紹介、ポイントを文章で表現できる。中間テ
スト

CNAC安全海遊び講座、ポイントを文章で表現できる。

「燃える決意」レポート２０分で書き上げることがで
きる。（PACI写真集配布＆解説）

「インタープリター養成講座Workbook」へ
書き込み復習・予習課題（A)

菅原　茂

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

講義
総時間
（単位）

2

TCA東京ECO動物海洋専門学校

インタープリター養成講座Ⅱ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準
①出席率（６０％）
②中間テスト（６／２７，２０％）
③期末テスト（９／１２，２０％）以上の割合で評価する。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

インタープリテーション（自然や野生動物のメッセージを伝える）能力を身に付けることを第一の目的とする。
授業内容は環境教育促進法（略称）に基づき,環境省（文部科学省、国土交通省の3省）に登録している「インタープリター入門講座」をベースにし
ている。水族館関係者、野生動物のフィールド関係者、研究者などPACIの非常勤講師の特別講義をふんだんに、業界の最新情報の収集やキャ
リアデザイン能力を磨く等幅広い内容で、インタープリターの基礎知識を学ぶ構成となっている。

到達目標　

日帰りで10人程度の少人数を海辺に案内できるインタープリターになることを目標とする。
<具体的な目標>
①PACI１Star　インタープリターのガイドライン8項目について80％以上の達成を目指すこと。
②PACI　教則本「インタープリター養成講座　Work book」（１Star,2Star兼用の1Star部分）について、80％以上理解をしていること。
③CNAC海に学ぶ体験活動協議会編「海あそびレシピ」環境教育プログラム３３件の内、１０件以上のインタープリテーションができること。

予習・復習課題（A）

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】①教科書：「インタープリター養成講座　Work book」菅原茂監修、PACI１０周年記念写真集「Whale & Dolphins」，親子　安全海遊び講
座、海あそびレシピ・海辺の環境教育プログラム事例集、②教材:レスキュウキャップ、③参考書：「全国水族館&フィールドガイドブック」菅原茂監修、「世界に広がる
ホエールウォッチング」、「インタープリター・トレーニング」、など

特別講義「三屋智子先生」。カナダのシャチの生態に
ついて、ポイントを文章で表現できる。
シラバス解説、PACIのガイドライン＆目標とは、文章
でポイントを表現できる。
「人気アニメから学ぶ①～海洋生物の生態、体験活動
の感動とは～」。ポイントを文章で表現できる。
「人気アニメから学ぶ②～海洋生物の生態、体験活動
の感動とは～」。ポイントを文章で表現できる。

特別講義レポート（B)、予習課題（A)

予習・復習課題（A）

【１Bのみ実施】「人気アニメから学ぶ③～レポート作
成、ワークショップ、1分間スピーチができる～」

夏休み総括,PDCAが実践できる。

前期総括、夏休み計画、PDCAを身に着けよう！PDCA
が実践できる。

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

特別講義「前田尚先生」。元水族館館長のプレゼン
テーションを聞き、ポイントを文章で表現できる。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義＆演習

4 講義＆演習

5 講義＆演習

6 講義＆演習

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義＆演習

11 講義

12 講義

13 講義

14

15

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

特別講義レポート（B)、予習課題（A)、

身近な海辺（や水族館など）で、少人数を案内する自然体験活動の指導ができるインタープリターになることを目標とする。
＜具体的な目標＞①CNAC海に学ぶ体験活動協議会「海遊び安全講座指導者養成セミナー」を受講し、人に教えられる。
②自然学校の体験活動（キャンプなど）でリーダーができる。（もしくは水族館のふれあいイベントなどでスタッフができる）。
③海辺の体験活動の基礎的なスキルを身に着けている。CNAC「海あそびレシピ」海辺の環境教育プログラム事例集の33
件のうち、20件以上のプログラムについて、数人の子供たちに教え、ともに楽しむことができる。以上3点のうち2点はできる
こと。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

シラバス解説、目標の徹底、ポイントを文章
で表現できる。

インタープリテーションをやってみよう①！
写真を見て解説できる。
元滋慶グループ名誉校長監督作品を鑑賞しよ
う①！環境教育のポイントを文章で表現でき
る。

インタープリテーションをやってみよう②！
写真を見て解説できる。

予習・復習課題（A）

元滋慶グループ名誉校長監督作品を鑑賞しよ
う②！環境教育のポイントを文章で表現でき
る。

評価方法と基準
①出席率（６０％）
②期末テスト（９／１１，４０％）
③以上の割合で評価する。

授業計画・内容

「燃える決意」レポート作成＆1分間スピー
チが原稿を見ずに発表できる。

「インタープリター養成講座Workbook」へ
書き込み復習・予習課題（A)

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

インタープリテーション（自然や野生動物のメッセージを伝える）能力を身に付けることを第一の目的とする。
授業内容は環境教育促進法（略称）に基づき,環境省（文部科学省、国土交通省の3省）に登録している「インタープリター入
門講座」をベースにしている。水族館関係者、野生動物のフィールド関係者、研究者などPACIの非常勤講師の特別講義を
ふんだんに、業界の最新情報の収集やキャリアデザイン能力を磨く等幅広い内容で、インタープリターの基礎知識を学ぶ
構成となっている。

担当教員

菅原　茂
（他PACI
の特別講

師）1
総時間
（単位）

2

到達目標　

振り返り

TCA東京ECO動物海洋専門学校

インタープリター養成講座 Ⅱ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義・演習

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

特別講義「前田尚先生」。学名について、ポ
イントを文章で表現できる。
人気アニメ、または動物映画鑑賞し、イン
タープリターの視点を学ぶ①。ポイントを文
章で表現できる。特別講義「三屋智子先生」。カナダのシャチ
の生態について、ポイントを文章で表現でき
る。

　【使用教科書・教材・参考書】①教科書：「インタープリター養成講座　Work book」菅原茂監修、PACI１０周年記念写真集「Whale &
Dolphins」，親子　安全海遊び講座、海あそびレシピ・海辺の環境教育プログラム事例集、②教材:レスキュウキャップ、③参考書：「全国水族
館&フィールドガイドブック」菅原茂監修、「世界に広がるホエールウォッチング」、「インタープリター・トレーニング」、など

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

特別講義レポート（B)、予習課題（A)、

予習・復習課題（A）

予習・復習課題（A）

準備学習　時間外学習

人気アニメ、または動物映画鑑賞し、イン
タープリターの視点を学ぶ②。ポイントを文
章で表現できる。
SDGｓについて理解し、自己の生活において
実践できる。

前期総括と夏休み計画。PDCAを実践でき
る。

特別講義「卒業生」。講義を聞いて、質問を
考え、質疑応答ができる。

テスト
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 応急救護Ⅱ２

必修
選択

担当教員
原島　　大

樹
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

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

個人目標の策定。持参品の確認。

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

授業の学習
内容

水族館で活動する際に起こりうる気象について学び、自己の安全管理は基より、お客様の安全管理が出来るようになる。
授業は座学が中心ですが、今日の天気や雲などを観察して観天望気も学習します。

到達目標　

自然環境における気象面について学び、安全管理とリスクマネージメントの基本を理解出来るようになる。
風や雲、空を見て観天望気を行うことが出来るようになる。
天気図を確認して天候の予想が出来るようになる。
天候の変化の兆候を見極め、起こりうる自然現象の判断が出来るようになる。
山歩きの基本的な技術と装備が出来るようになる。

評価方法と基準

小試験20%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定
期試験80％
再試験は公欠が認められた物のみ対応する。
追試験1回を行い、採点結果によっての評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策
テスト結果から振返りを行うことで、気象、

安全管理についての理解を深める。
試験範囲からの復習とマニュアルの熟読

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

　【使用教科書・教材・参考書】　風と波を知る１０１のコツ

テキストの熟読を行い深く学ぶ。
ガイドとしての身構えと気構えを意識するこ
とで、実際の生活の中で、学習した知識と技

術を活用することが出来る。

気圧、風について理解する。

天気図と等圧線について理解する。

波高の測り方と波高の限界、地形と波の関
係、波の崩れ方について理解する。

空から降ってくるもの。雨、雪、氷について
理解する。雲について十種雲形を理解する。
雷の仕組み、夕焼けの仕組み、霧と靄の違い

について理解する。
季節ごとの天気図について理解する。

風と波の関係、様々な波の種類、離岸流と沿
岸流について理解する。

太陽と気温と海水温、台風と高潮について理
解する。

台風の定義とメカニズム、発生数、上陸数、
進路と大きさ、危険半円について理解する。

潮汐と海流について理解する。（潮位と潮
差）

強風注意報と暴風警報、竜巻について理解す
る。

風について理解する。
（風速と風力。季節風、局地風）
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1

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 実技・講義

7 実技・講義

8 実技・講義

9 実技・講義

10 実技・講義

11 実技・講義

12 実技・講義

13 講義

14 試験

15 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 応急救護Ⅱ１

必修
選択

担当教員
原島　　大

樹
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

評価方法と基準

小試験20%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定
期試験80％
再試験は公欠が認められた物のみ対応する。
追試験1回を行い、採点結果によっての評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

テキストの紹介と認定書の紹介。学習のヒント。救
助者としての心構えについて理解する。

救命の連鎖。生命に関わる問題を見分ける。
１次評価と１次ケアについて理解する。

CPRについて理解する。AB－CABS、AED、激しい
出血、ショック、脊髄損傷について理解する。

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

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

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

授業の学習
内容

水族館で活動する際に起こりうる怪我や病気、事故に備えることの出来る授業です。突然意識を失う、心臓発作で倒れる、
呼吸できない状態になっているなど重篤な場合にも対処できるよう応急救護の基本となる知識と技術を覚えます。お客様
の安全管理と自己の安全管理が出来るようになるには必須の授業です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業は
基本的には講義ですが、人工呼吸、心臓マッサージ、包帯を使用するなど実技も交えます。

到達目標　

自己の安全管理とお客様の安全管理が出来るように応急救護の基本を覚えます。
CPR（人工呼吸、心臓マッサージ）が出来るようになる。
ファーストエイドが出来るようになる。
病気と怪我の評価が出来るようになる。

　【使用教科書・教材・参考書】　　エマージェンシーファーストレスポンス　テキスト

※指示をした時のみ、タブレット端末などでの検索を許可する。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

６０分の筆記試験
テスト結果から振返りを行うことで、気象、

安全管理についての理解を深める。
試験範囲からの復習とマニュアルの熟読

準備学習　時間外学習

試験範囲からの予習と対策

友人や家族と役割分担をしてシナリオ練習。
枕など適度な大きさのもので利用してCPRの

手順を一通り復習する。

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

テキスト1-3から1-27までの熟読と理解を深
める。。

小テストを行い理解を深める
テキスト1-30から1-41までの熟読と理解を深

める。
小テストを行い理解を深める

怪我の評価と病気の評価が出来るようにな
る。

包帯と副木、三角巾が使えるようになる。
ヘビ、昆虫など生物に刺された時の対処法を

理解する。

胸部圧迫、人工呼吸、その組み合わせが出来
るようになる。

胸部圧迫、人工呼吸、AEDを組み合わせるこ
とが出来るようになる。

激しい出血の管理。ショック、気道閉塞、に
対処出来るようになる。

１次ケアと１次評価。　怪我と病気の違い。症状と
兆候の違い。普通とは？について理解する。

現場の評価。バリアの使用。気道確保が出来
るようになる。

胸部圧迫、人工呼吸が出来るようになる。



回数 日程 時限 授業形態

1 4月20日（火） 4限5限 講義・演習

2 4月27日（火） 4限５限 講義・演習

3 5月11日（火） 4限５限 講義・演習

4 5月18日（火） 4限5限 講義・演習

5 6月1日（火） 4限5限 講義・演習

6 6月8日（火） 4限5限 講義・演習

7 6月10日（木） 学園祭準備 講義・演習

8 6月22日（火） 4限5限 講義・演習

9 6月29日（火） 4限5限 講義・演習

10 7月13日（火） 4限5限 講義・演習

11 未定 【仮】恵比寿 見学実習
12 未定 【仮】よみうりランド 見学実習

13 9月7日（火） 4限5限 試験

14 9月14日（火） 4限5限 演習

15 9月21日（火） 4限5限 演習

女子美術大学芸術学部卒業・中学高等学校美術教諭免許取得。
フラワーショップ店長、TCA教務・キャリアセンター所属、現在はmini-bonsai.lifeで活動。

【1】課題（テーマ）を設定し企画（プログラム及び作品制作など）として完成させる。
【2】ガーデニング演習の授業内で卒業制作展に向け展示ブースでの植物を含むレイアウトを完成させ、継続的
な管理を行う。
【3】個々の作品に対するデザイン力、管理能力を高め、専攻として環境緑化の貢献につながる活動が実践でき
る。

環境緑化活動を中心とした表現手法を学生自身が研究・考察・企画実践する過程で、業界における基本的な
スキルを充分に習得し、主体的に行動し企画に対して総合的なプロデュース力を養う。卒業制作における一連
の活動を就職に活かし、コミュニケーション力・クリエイティビティ力・マネジメント力を向上させる。

ガーデニング演習の授業内で卒業制作として企業プロジェクト（産学協同）に取り組み、希望職種の就職（内
定）を目指す。

出席率（自己管理・継続力）・取り組む姿勢（積極性・主体性）・チームワーク（協働力）
①レポート（Ａ4要旨集フォーマット）提出
②ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ（データ）またはプレゼンテーションで卒業制作発表（weareTCA)に準じた手法にて発表。

■1.2年合同→学園祭での展示（パネル作成含む）が
できる。

授業の学習内容、到達目標の共有。
目的、方法を理解する。
動物に活用でき校舎緑化につながる植物が考えられ
る。
動物に活用でき校舎緑化につながる植物が発注でき
る。
校舎緑化の植え込み作業に対して的確な準備が行え
る。
■4限：1.2年合同→学園祭に向けて校舎緑化を目的
とする植え込みが実践できる。

■4限：1.2年合同→作品制作：苔球指導（学園祭）

休講予定：5月25日（火）6月15日（火）7月6日（火）7月20日（火）8月24日（火）8月31日（火）

TCA東京ECO動物海洋専門学校

前期試験に向けてのオリエンテーション。

準備学習　時間外学習 授業の最後に次回までの課題と準備を理解する時間とする。

【1】学園祭：前期、卒業制作展：後期に向
けての会場の植物展示案の考察・管理。

【2】企業プロジェクトの課題進捗に応じ適
宜実施。
個人、専攻全体として授業毎に次回までの準
備確認と課題設定を行うこととする。

①プレゼン：PP・セリフ
②展示：作品全般
③作成：要旨・パネル
④記録：動画編集・アルバム作成等

【個人】前期試験
プログラム・作品に関する要旨提出。

【仮】チャーム恵比寿店

【チーム】中間発表に向けて
プログラム・作品に関する要旨提出と発表。

【仮】「HANA・BIYORI」植物園

企業プロジェクトの課題を受け、目的を設定し達成
するための方法が考えられる。

中島
由里子

授業
形態

講義
演習

総時間
（単位）

90

ガーデニング演習Ⅱ１

必修
選択

選択

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

評価方法と基準

科目名

学科・ｺｰｽ

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

年次 2

担当教員
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1

回数 日程 授業形態

4月23日
フィールド
四季の道

4月23日 講義

2

3

4 5月7日 講義

5 5月14日
フィールド

葛臨

6 5月21日 講義

7 5月28日
フィールド

多摩

8

9 6月18日
フィールド

葛臨

10 6月25日 講義

11 7月2日 講義

12

13 7月16日
フィールド

葛臨

14 7月23日 講義

15 9月17日 試験

仁井雄治

選択 年次 2

公園道端の花
課題：身近な環境（学校、自宅周辺など）での春の花の
観察 撮影 見分けのポイント

準備：カメラ持参。

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 フィールド実習Ⅱ１

必修
選択

担当教員

授業
形態

講義
実習

総時間
（単位）

教員の略歴
株式会社地域環境計画創立者初代代表取締役、有限会社ナチュラリスト企画（公財シアリングネイチャー協会の前身）設立初
代代表取締役、有限会社コピス設立代表取締役、東京環境工科専門学校（現環境工科専門学校）講師

授業の学習
内容

業務、NPOなど社会的影響力のある立場で環境保全、環境アセスメント等、環境教育など環境関連業務（活動）にかかわる技
術者、指導者等の育成を目指す。そのために、最も基本的な能力であるフィールドワークを通して、事業力を育成する。ここでい
う事業力とは、自らの力で事業の立案、準備、実施、報告までを形にできる能力を指す。
具体的な実習、講義の内容
　①ルート探索、観察、調査、記録などのフィールドワーク技術。
　②里山を中心とした、日本の自然の本質と現状。
　③自然と人間、社会とのかかわり。

到達目標　

卒業後、自然関連業務に従事するために最低限必要な以下の技術を習得する。
　①フィールドワークスキル：自らの脚と眼で確認してきた事実を、正確に記録にする。
　②コミュニケーションスキル：人の話をきちんと理解し、自分の考えを正しく伝える。
　③PCスキル：データのまとめ、解析、表現のアイテムとしてのPCを活用する。
　④サイエンス・リテラシーの習得：先入観を極力排除し事実を的確にとらえ、そのうえで判断、推察、創造する力を養う。

1

評価方法と
基準

レポート、並びにプレゼンテーション、その他の特別企画により評価。
評価基準の詳細は課題ごとに適宜学生に提示する。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

生活型分類（生息環境と生息種）、環境評価

生き物を学ぶ2つのアプローチ
生立ちと暮らし：時間と空間の生物学

4月24日
フィールド

多摩

一年で最も美しい里山の春を体感。
開花植物、春先だけ現れる特異な生物などを観察す
る。見分け方や種名を覚えるだけではなく、暮らしを感じ
ることが重要。

課題：自らの観察記録を基にしたマイアルバ
ムの作成

観察記録のまとめ方
里山の生き物１（トンボ類の分類と生態）

昆虫調査１
課題：自らの観察記録を基にしたマイアルバ
ムの作成

調査資料の整理とまとめ方1
里山の生きもの２，３（チョウ類、カエル類）の分類と生
態

大町実習

昆虫調査２
課題：自らの観察記録を基にしたマイアルバ
ムの作成

調査資料の整理とまとめ方２
里山の生き物４，５（甲虫類、バッタ類）の分類と生態

調査資料の整理とまとめ方３
里山の生き物４，５（甲虫類、バッタ類）の分類と生態

課題：自らの観察記録を基にしたマイアルバ
ムの作成

相模湖実習

昆虫調査３

　【使用教科書・教材・参考書】　以下に示す独自資料

TCA東京ECO動物海洋専門学校

東京コミュニケーションアート専門学校

プレゼン用資料の作成
展示ボード、観察カード、監察プログラムなどの作成

課題：プレゼン（試験）用資料の作成

プレゼン

準備学習　時間外学習 散歩、買い物、通学など、日常生活の中で身近な自然を感じる感覚を習慣付ける。



1

回数 日程 授業形態

1 座学と実演

2 座学と実演

3 座学と実演

4 座学と実演

5 座学と実演

6 座学と実演

7 座学と実演

8 座学と実演

9 座学と実演

10 座学と実演

11 座学と実演

12 座学と実演

13 座学と実演

14 座学

15 座学

中間テスト、バーチャルサファリガイドをおこな
い、ガイド力を身につける

評価表を用いて、参加者は発表者の
評価採点をおこなう。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

中間テストの振り返り
次回からの熱帯雨林について
事前調査してくる

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

実習を振り返りながら
天然記念物と外来種について学ぶ

自分が興味のある外来種を調べてくる

日本の自然保護区について学ぶ
インターネットや書籍で
日本の保護区を調べてみる

日本の自然保護区について学ぶ
インターネットや書籍で
日本の保護区を調べてみる

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

フィールドブックやインターネットを利用して、
生息する生物種を調べる

実習を振り返りながら
ラムサール条約について学ぶ

インターネットや書籍で
他の条約地を調べてみる

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

写真撮影テクニックを駆使して、
相手に共感してもらえる記事を考える

相手の作品を客観的に評価する

新聞記事を作成し、
相手から共感してもらえる方法を学ぶ

今までのフィールド実習などを振り返り、
新聞の記事になるネタを探す

新聞記事を作成し、
相手から共感してもらえる方法を学ぶ

今までのフィールド実習などを振り返り、
新聞の記事になるネタを探す

この授業を学ぶことで、社会でどのように
プレゼン力が必要なのか考えてみる

読書発表を通して、相手のことを知り
共感力を学ぶ

紹介してもらった本を自分で読んでみる

マイフィールドマップを作成し、地理力を高め
身近な自然について再確認する

もう一度、家の近所の環境を観察してみる

グループアクティビティを通して、
自分自身を知る

教室で紹介する本を探し、発表の練習をする

自己紹介、
プレゼンテーションを学ぶの意義を知る

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

生徒一人一人が興味あることや、野生動物保護、環境保全に関するトピックを自分で調べ、発
表をする。
アウトドアビジネスでも実践可能なアイスブレークやアクティビティの練習。

到達目標　

コミュニケーション能力を高めることで、社会で求められる人材をめざす。
プレゼン技術を体得するとこで、自分に自信をつける。
自分の主張を出すだけでなく、人の話を聞く大切さを身につける。

評価方法と基準
評価表などを用いて、聞き手側全員でプレゼンターの評価をおこなう。（50％）
授業態度（50％）

授業計画・内容

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択必修 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 プレゼンテーション　Ⅰ1　

必修
選択



1

回数 日程 授業形態

1 座学と実演

2 座学と実演

3 座学と実演

4 座学と実演

5 座学と実演

6 座学と実演

7 座学と実演

8 座学と実演

9 座学と実演

10 座学と実演

11 座学と実演

12 座学と実演

13 座学と実演

14 座学

15 座学

期末テスト個人プレゼン
評価表を用いて、参加者は発表者の
評価採点をおこなう。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

期末個人プレゼンの振り返り 今まで学んできたことを振り返る

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

グループディスカッション（２）
シュミレーションで考えを述べる

仲間で自分たちの考えをまとめる

グループディスカッション（２）
シュミレーションで考えを述べる

仲間で自分たちの考えをまとめる

期末テスト個人プレゼンの準備
インターネットや書籍で必要な情報を調
べてみる

個人プレゼン発表（２）
人前で話すトレーニングと相手を評価する

インターネットや書籍で必要な情報を調
べてみる

グループワーク（２）
協調性と共感力を養う

相手の情報を聞き出す技術

グループワーク（２）
協調性と共感力を養う

相手の情報を聞き出す技術

グループディスカッション（１）
共通の話題で自分の考えを述べる

相手の情報を聞き出す技術

グループディスカッション（１）
共通の話題で自分の考えを述べる

相手の情報を聞き出す技術

個人プレゼン発表（２）準備
ネット検索やパワポ作成のスキルを磨く

インターネットや書籍で必要な情報を調
べてみる

個人プレゼンに必要な情報を調べる

グループワーク（１）
協調性と共感力を養う

仲間で自分たちの考えをまとめる

グループワーク（１）
協調性と共感力を養う

仲間で自分たちの考えをまとめる

個人プレゼン発表
人前で話す、相手の話を聞くトレーニング

相手のプレゼンを評価する

個人プレゼン発表の準備
ネット検索やパワポ作成のスキルを磨く

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

生徒一人一人が興味あることや、野生動物保護、環境保全に関するトピックを自分で調
べ、発表をする。
アウトドアビジネスでも実践可能なアイスブレークやアクティビティの練習。

到達目標　

コミュニケーション能力を高めることで、社会で求められる人材をめざす。
プレゼン技術を体得するとこで、自分に自信をつける。
自分の主張を出すだけでなく、人の話を聞く大切さを身につける。

評価方法と基準
評価表などを用いて、聞き手側全員でプレゼンターの評価をおこなう。（50％）
授業態度（50％）

授業計画・内容

加藤
授業
形態

講義
総時間

（単位）

選択必修 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

科目名 プレゼンテーションⅠ2　　

必修
選択
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1

回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義

2 4月27日 講義

3 5月11日 講義

4 5月18日 講義

5 6月1日 講義

6 6月8日 演習

7 6月15日 演習

8 6月22日 演習

9 6月29日 演習

10 7月6日 演習

11 7月13日 演習

12 7月20日 演習

13 8月31日 質疑応答

14 9月7日 考査

15 9月14日 振り返り

動物園はどこから来たのか

動物園の歴史・ヨーロッパ編_1

動物園の歴史・ヨーロッパ編_2

動物園の歴史・アメリカ編_1

近代以前の動物園のあらまし

欧米での近代動物園の誕生と展開

テキスト・資料持ちこみ可。ただし、イ
ンターネットの利用は禁じる。

生息環境展示について

考査に向けての質疑応答

上述の通りのテクストに関する考査

同左

資料DVDおよび解説

考査結果解説 同左

準備学習　時間外学習
　【使用教科書 教材 参考書(前後期共通)】考査については配布する論文す てを対象とし、出題手法の詳細は講義初回に説明する。その他の参考文献は以
下の通り。川端裕人・本田公夫(2019)『動物園から未来を変える』亜紀書房、村田浩一ほか編(2014)『動物園学入門』朝倉書店、森由民(2014)『動物園のひみ
つ』PHP研究所、若生謙二(2010)『動物園革命』岩波書店、志村博(2017)『トレーニングという仕事』東海大学出版会。また、動物学全般に関する参考書として、
三浦慎悟(2011)『動物の世界』新星出版社。

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物園研究Ⅱ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

動物園スタッフを志望する者に対して、自覚的な動物園人としてのライフワークの基礎となる
動物園通史と動物園原論を講じる。

到達目標　

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

担当教員 森由民

千葉大学理学部生物学科卒業、南山大学大学院博士前期単位取得退学(文化人類学)、動物園ライター

イントロダクション 演習向けのグループ構成・動物園論序説

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

評価方法と基準
講義への出席・定期の考査によって評価する。考査は、あらかじめ配布する課題テキストのすべてに基づく穴埋め式・選択
肢付。テキストは試験の現場にも持ち込み可とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

動物園の歴史・日本編 近代日本での動物園の導入と展開

展示論的ふりかえり
ここまでの動物園史的な学習を、ラ
ンドスケープ・イマージョンを軸と
した展示論的視点で見直す。

動物園の歴史・アメリカ編_2
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1

回数 日程 授業形態

1 10月7日 講義

2 10月14日 講義

3 10月21日 講義

4 10月28日 講義

5 11月4日 講義

6 11月11日 演習

7 11月18日 演習

8 11月25日 演習

9 12月2日 演習

10 12月9日 演習

11 12月16日 演習

12 1月13日 演習

13 1月20日 質疑応答

14 1月27日 考査

15 2月10日 振り返り

TCA東京ECO動物海洋専門学校

動物園研究Ⅱ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

仮想恐竜動物園考 映画を手がかりとした、サファリパークを中
心とする動物園論・動物観研究の実例紹介

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二（2年制）

担当教員 森由民

千葉大学理学部生物学科卒業、南山大学大学院博士前期単位取得退学(文化人類学)、動物園ライター

評価方法と基準
講義への出席・グループでの発表と定期の考査によって評価する。考査は、各グループに課す課題テキストのすべてに基
づく穴埋め式・選択肢付。テキストは試験の現場にも持ち込み可とする。

教員の略歴

授業の学習
内容

動物園スタッフを志望する者に対して、自覚的な動物園人としてのライフワークの基礎となる動物園通史と動物園原論を講
じるとともに、受講者がグループでテキストを読み、発表する演習の要素も加えることとする。

到達目標　

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

授業計画・内容

考査結果解説 同左

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

テキスト・資料持ちこみ可。ただし、イ
ンターネットの利用は禁じる。

グループ5発表

グループ6発表

考査に向けての質疑応答

演習に用いたテクストに関する考査

同左

グループ3発表

グループ4発表

ここまでで講じてきた動物園論の基礎知
識を活かし、各グループで分担した論文
の要旨を発表していく。パワーポイント
のを推奨する。この演習を通して、いま
あるところの動物園の由来とそこに通底
する理念を理解し、自分のことばで語れ
るまでになることを目指す。それはプロ
の動物園人としての活動の基盤となる教
養であり、まとめて語るという実践も現

翌週からの発表の準備発表準備

グループ1発表

グループ2発表

海と山猫　保全をめぐって

日本の動物園の将来

日本産ヤマネコによる域内保全論

DVDおよび解説

動物園とは何かを考えるための水族館小論イルカのいない水族館
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