
回数 日程 授業形態

1 講義 エキゾチックアニマルの定義と特徴

2 講義 飼育の基本(ケージ・保温・床材等)

3 講義

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 校外実習(予定)

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 校外実習(予定)

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

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％)。

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

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

授業計画・内容

到達目標　

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

評価方法と基準

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の内容について復習(レポート)

授業初め、前回の内容について議論

爬虫両生類の定義と特徴 授業初め、前回の内容について議論

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３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。

富田京一
エキゾチックアニマルⅠ1科目名

1

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

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

TCA東京ECO動物海洋専門学校

年次

総時間
（単位）

3

担当教員

　【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



回数 日程 授業形態

1 実習

2 実習

3 実習

4 実習

5 実習

6 実習

7 実習

8 実習

9 実習

10 実習

11 実習

12 実習

13 実習

14 実習

15 実習

型抜きクッキー

アイシングクッキー

六方焼

ボーロ

プリン

フラワーゼリー

イベントで販売するスイーツを作る

　【使用教科書・教材・参考書】　レシピ　※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。

お絵かきパン

デコレーションケーキ

ドリップケーキ

イベントで販売するスイーツを考える

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

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

試験

振り返り

たい焼き

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

評価方法と基準

授業の学習
内容

わんちゃん用おやつ・スイーツ製作の基本的な製作は、販売、又は接客に必要不可欠な授業です。
また、スイーツ製作の授業で製作方法を学ぶことが、新商品開発する為の知識・技術です。
授業は実技が中心ですが、製作を通じて素材の違いや、機材の正しい使用方法を学習します。

到達目標　
わんちゃん用おやつ・スイーツを作ることができる。
わんちゃん用おやつ・スイーツの製作を理解する。

1

ドーナツ・ミニカステラ

科目名 おやつ制作Ⅰ1

必修
選択

担当教員 関根栄子
授業
形態

講義
総時間
（単位）

小試験ト２０％
定期試験ト８０％
実技試験評価：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）

教員の略歴



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

試験

講義

7

8

9

10

学科・ｺｰｽ

教員の略歴

授業の学習
内容

1

2

評価方法と基準

3

4

5

6

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

他者（クラスメイト）の特徴を理解し、円滑
なコミュニケーションをとる事が出来る。

クラスメイトの顔・名前を憶えてくること

担当教員 武田　尚幸

文学部　日本文学科卒　ペットパラダイスDXみなとみらい店勤務後、ＴＣＡ教務部

1
動物看護科昼二（３年制）

東京コミュニケーションアート専門学校

エコ教養Ⅰ１科目名

必修
選択

必修 年次

レポート提出：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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）回数

毎週ごとの授業の振り返りを実施することで、授業の習熟度/達成度の見極めを図ります。
滋慶学園の３つの理念の中でも「人間教育」の部分に重きを置き、コミュニケーションの大切さやクラス運営を組織的に行う
事により集団での自立心を養いキャリア教育の推進を図ります。

到達目標　 将来業界に出るにあたり、キャリアプランを明確にし社会人としてのマナーや心構えを理解し実践することが出来る。

11

12

事後学習：振り返りノート作成／テキスト４
章Ⅱ−１・２購読
事前学習：テキスト第３章Ⅱ−2・3・4・5購
読

振り返り 事前学習：履歴書作成のための自分の情報
（学歴・資格・免許等の取得年年月日）調べ

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

13

14

15

犬種図鑑のP40～ｐ51ページを読む。

事前学習：筆記のために前期半年間の教材や
テキストの復習

自己と他者の理解を深めることができる

人間関係をより円滑にするする方法が身につく

就活や社会で役立つ文章表現力が身につく

前期試験

事後学習：自己分析の完成／振り返りノート
作成
事前学習：テキスト第３章Ⅰ−3購読
事後学習：授業振り返りノートの作成
事前学習：作文のテーマ探し～夏休みの振り
返り　事後学習：文章を完成させる

学習ポートフォリオの作成②
トレーニング授業の様子を動画で撮影。ポイントを入力。

学習ポートフォリオの作成③
トレーニング授業の様子を動画で撮影。ポイントを入力。

「EPPS」性格検査から自己理解を深めることがで
きる

グループワークを効率よく進めるスキルが身につく

コンセンサススキルが身につく

犬種図鑑のP40～ｐ52ページを読む。

事後学習：検査の完成

学則読み合わせ。滋慶学園の理念を理解し、
実践することが出来る。

学則読み合わせ。滋慶学園の理念を理解し、
実践することが出来る。

学習ポートフォリオの作成①
トレーニング授業の様子を動画で撮影。ポイントを入力。

クラスメイトの顔・名前を憶えてくること

学生便覧P20～P45の内容を確認する

学生便覧P20～P45の内容を確認する

犬種図鑑のP40～ｐ50ページを読む。

他者（クラスメイト）の特徴を理解し、円滑
なコミュニケーションをとる事が出来る。



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

試験

講義

カフェマットを作れるようになる

マナーポーチを作れるようになる

リード・首輪を作れるようになる

リード・首輪を作れるようになる

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

Ｔシャツを作れるようになる

Ｔシャツを作れるようになる

フード付きＴシャツを作れるようになる

フード付きＴシャツを作れるようになる

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

ワンピースを作れるようになる 準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

ワンピースを作れるようになる

一人で作れるようになる

一人で作れるようになる

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

試験

2

3

4

5

13

9

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）回数

カフェオープンの粗筋とミシンなど縫い方を
理解する

準備学習：／事後学習：個人目標の策定1

担当教員 関根栄子

ペットイベント企画

1

評価方法と基準

小試験２０％
定期試験８０％
実技試験評価：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。

2

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

グッズ製作の基本的な製作は、グッズデザイン・販売、又は接客に必要不可欠な授業です。
また、グッズ製作の授業で製作方法を学ぶことが、デザインする為の知識・技術です。
授業は実技が中心ですが、製作を通じて素材の違いや、機材の正しい使用方法を学習します。

到達目標　
グッズを作ることができる。
グッズの使用方法を理解する。

グッズ製作Ⅰ１　　科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

東京コミュニケーションアート専門学校

　【使用教科書・教材・参考書】　

6

7

8

型紙／レシピ　※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。

振り返り 準備学習：／事後学習：個人目標の策定

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

15

10

11

12

14

準備学習：／事後学習：個人目標の策定



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

東京コミュニケーションアート専門学校

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

半期の振り返り トリミング日誌の記入＆提出

準備学習　時間外学習 トリミング日誌の記入＆提出で充当

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

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

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

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

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

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴 ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

授業の学習
内容

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。

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

授業計画・内容

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

科目名 グル―ミングⅠ1

必修
選択

選択

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

年次 1

担当教員 佐藤
授業
形態

演習 1



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

教員の略歴 各講師ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

授業の学習
内容

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

佐藤
授業
形態

演習
総時間
（単位）

1

科目名

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

グル―ミングⅠ2
必修
選択

選択

担当教員

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

年次 1

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

授業計画・内容

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ベーシックを中心にグルーミングをし、流れを
覚え実践することができる。

トリミング日誌の記入＆提出

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

ベーシックを中心にグルーミングをし、クリッピングや爪切り
の技術を習得することができる

トリミング日誌の記入＆提出

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

クリッピング及び爪切りをステップアップし、スピードアップ
を計ることができる

トリミング日誌の記入＆提出

足先バリカンの技術の習得をすることができる トリミング日誌の記入＆提出

前回までの足バリ、クリッピング及び爪切りのステップアップ
を計ることができる

トリミング日誌の記入＆提出

前回までの足バリのステップアップを計り、時間は1本5分に
設定する

トリミング日誌の記入＆提出

前回までの足バリのステップアップを計り、足周りのカット、
飾り毛のカットを習得する

トリミング日誌の記入＆提出

前回までのベーシックを中心に足周り及び飾り毛のカットのス
ピードアップを計る

トリミング日誌の記入＆提出

ベーシックを中心に、足周り及び飾り毛のカットを確実に習得
することができる

トリミング日誌の記入＆提出

試験前にトータル時間及び仕上がりを確実にし、問題点を解決
を目指す

トリミング日誌の記入＆提出

【使用教科書・教材・参考書】　各シザー、スリッカーなどのツール

東京コミュニケーションアート専門学校

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

半期の振り返り トリミング日誌の記入＆提出

準備学習　時間外学習 トリミング日誌の記入＆提出で充当



回数 日程 授業形態

1 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 演習

8 11月24日 実習

9 12月1日 実習

10 12月8日 実習

11 12月15日 実習

12 1月12日 演習

13 1月19日 実習

14 1月26日 試験

15 2月9日 実技

フリーメニュー考案/レポート作成
実習・試験の準備

準備学習：器財・レポートの用意をする
時間外学習：レポートまとめ・提出

東京コミュニケーションアート専門学校

実技試験
準備学習：今までの講義を復習する

時間外学習：次回の準備
フリーメニュー

これまでの学習を生かすことが出来る
準備学習：器財・レポートの用意をする

時間外学習：レポートまとめ・提出
準備学習　時間外学習 準備学習により講座の理解と作業進行が出来、時間外学習にて次回への展開が出来る

フリーメニュー
これまでの学習を生かすことが出来る

準備学習：器財・レポートの用意をする
時間外学習：レポートまとめ・提出

　【使用教科書・教材・参考書】　

プロジェクター使用・PP用プリント支給　　・筆記用具各人準備　　・実習時、制服着用　　・長髪は、束ねること

カフェごはん　２
講義を踏まえた調理、料理が作れる

準備学習：器財・レポートの用意をする
時間外学習：レポートまとめ・提出

カフェごはん　３
講義を踏まえた調理、料理が作れる

準備学習：器財・レポートの用意をする
時間外学習：レポートまとめ・提出

カフェごはん　４
講義を踏まえた調理、料理が作れる

準備学習：器財・レポートの用意をする
時間外学習：レポートまとめ・提出

　　オシャレな盛り付け　３・４
料理の盛り付けが出来る

準備学習：書籍などで知識を得る
時間外学習：市場調査で観察をする

　実習メニューを考案/レポート作成
次週の準備

準備学習：市場研究を行う
時間外学習：次回の準備と研鑚

カフェごはん　１
講義を踏まえた調理、料理が作れる

準備学習：器財・レポートの用意をする
時間外学習：レポートまとめ・提出

準備学習：書籍などで知識を得る
時間外学習：市場調査を試みる

　　　　　　食品色採・年行事と行事食
テーブルコーディネートが出来る

準備学習：書籍などで知識を得る
時間外学習：日常に取り入れを試みる

基本の盛り付け　１・２
料理の盛り付けが出来る

準備学習：書籍などで知識を得る
時間外学習：市場調査で観察をする

テーブルの演出方法/基本３要素
テーブルコーディネートの基礎を理解出来る

準備学習：書籍などで知識を得る
時間外学習：日常生活を観察する

日本食の種類/和食：無形文化遺産
日本食の基礎が理解出来る

日本食の概論/歴史・文化
日本食の基礎が理解出来る

準備学習：講義内容を確認する
時間外学習：日常の食事に関心を持つ

教員の略歴 ペット栄養管理⋰コーディネーター、　ホリスティックケア/ペットアロマ・カウンセラー、　アートスタジオM主宰　　

授業の学習
内容

動物業界のみならず、ビジネス産業で求められる人材は、「おもてなしの心」を持ち合わせている/「社会的マナー」が　　　身
に付いている点などが即戦力として高く求められます。　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本講
座は、「飲食ビジネス」で必要とされる、調理全般の基礎知識と技能技術を学習します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接客マ
ナーを始め、多くの業界で必要とされるサービススキルを身に付け、人間力を高めることが出来ます。
前期学習を踏まえた上で、座学と実習を織り交ぜて行います。

到達目標　
①サービスマナーを理解し、お客様から喜んで貰え、満足してもらえるサービスの提供が出来る。
（コミュニケーショ力）（リーダーシップ力）（協調性）（積極性）（規律性）（責任性）を養うことが出来る。
②対価の頂ける飲食空間のスタッフとして、活躍、提供が出来る。

評価方法と基準

①実技試験　６０％
実習中のコミュニケーショ、リーダーシップ、周辺への配慮、取り組む姿勢
追試験1回　レポート課題を提示し、提出をもってC評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②
レポート提出　　実習内容をまとめ、期限までに提出すること　２０％
③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）

髙橋
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

2

担当教員

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 　　調理基礎Ⅰ2

必修
選択



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 実習

14 9月8日 試験/振返

15 9月15日 実習

麺/パンの歴史・文化
より深く食文化を理解出来る

準備学習：書籍などで研鑚を積む
時間外学習：市場を観察する

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

筆記試験
振り返り

準備学習：講義内容を見直す
時間外学習：復習を行う

中力粉
これまでの講義を踏まえた調理が出来る

準備学習：器財/食材の準備する
時間外学習：レポート作製

準備学習　時間外学習 準備学習により講座の理解と作業進行が出来、時間外学習にて次回への展開が出来る

イースト発酵
これまでの講義を踏まえた調理が出来る

準備学習：器財/食材の準備する
時間外学習：レポート作製

　【使用教科書・教材・参考書】　

プロジェクター使用・PP用プリント支給　　・筆記用具各人準備　　・実習時、制服着用　　・長髪は、束ねること

食品学　膨張剤/ゲル化剤
食材を学び、調理に生かすことが出来る

準備学習：テキストなどで予習を行う
時間外学習：市場調査を行い、研鑚する

犬の食餌禁忌/外国の食文化　①
より深く料理を理解出来る

準備学習：書籍などで予習をする
時間外学習：市場調査を行い、研鑚する

外国の食文化　②③
より深く料理を理解出来る

準備学習：書籍などで研鑚を積む
時間外学習：市場を研究する

食品衛生/公衆衛生
食中毒を理解することが出来る

準備学習：テキストなど予習を行う
時間外学習：自宅で衛生を試みる

食品学　小麦粉/卵
食材を学び、調理に生かすことが出来る

準備学習：テキストなどで予習を行う
時間外学習：市場調査を行い、研鑚する

食品学　乳製品/砂糖
食材を学び、調理に生かすことが出来る

準備学習：テキストなどで予習を行う
時間外学習：市場調査を行い、研鑚する

準備学習：テキストなど予習を行う
時間外学習：自宅で調理を試みる

調理操作　５/食餌管理①　栄養
調理の基本を学ぶことが出来る

準備学習：テキストなど予習を行う
時間外学習：調理を試み、評価を得る

食餌管理②　種類/③　療法
調理をより深く理解出来る

準備学習：テキストなど予習を行う
時間外学習：調理を試み、評価を得る

調理操作　３・４
調理の基本を学ぶことが出来る

準備学習：テキストなど予習を行う
時間外学習：調理を試み、評価を得る

調理操作　１・２
調理の基本を学ぶことが出来る

ガイダンス：講座説明とコミュニケーション
本講座の必要性を理解出来る

準備学習：プロフィール準備
時間外学習：半期の策定をする

教員の略歴 ペット栄養管理/コーディネーター、　ホリスティックケア/ペットアロマ・カウンセラー、　アートスタジオM主宰　　

授業の学習
内容

動物業界のみならず、ビジネス産業で求められる人材は、「おもてなしの心」を持ち合わせている/「社会的マナー」が　　　身
に付いている点などが即戦力として高く求められます。　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本講
座は、「飲食ビジネス」で必要とされる、調理全般の基礎知識と技能技術を学習します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接客マ
ナーを始め、多くの業界で必要とされるサービススキルを身に付け、人間力を高めることが出来ます。
後期実習に備え、座学を中心に実習を織り交ぜて行います。

到達目標　
①サービスマナーを理解し、お客様から喜んで貰え、満足してもらえるサービスの提供が出来る。
（コミュニケーショ力）（リーダーシップ力）（協調性）（積極性）（規律性）（責任性）を養うことが出来る。
②対価の頂ける飲食空間のスタッフとして、活躍、提供が出来る。

評価方法と基準

①定期試験　６０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
追試験1回　レポート課題を提示し、提出をもってC評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②
レポート提出　　実習内容をまとめ、期限までに提出すること　２０％
③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）

髙橋
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

2

担当教員

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 　　調理基礎Ⅰ1

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

東京コミュニケーションアート専門学校

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

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３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

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）

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。

担当教員 宮川
授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

2
科目名 動物看護学実習Ⅰ2

必修
選択

選択 年次



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 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

総復習の問題を解く

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

投薬方法と計算方法を理解する

１～１２週までの授業内容を復習する

筆記試験

看護に必要な栄養学を理解する

輸液の原理を理解する

輸血の原理と必要な検査を理解する

輸液・輸血の看護を理解する

薬剤の種類と取り扱いを理解する

授業
形態

講義
総時間
（単位）

到達目標　

評価方法と基準

準備学習　時間外学習(学習課題）

動物看護学実習Ⅰ1科目名

必修
選択

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

血液検査における採血方法を理解する

尿検査における採尿方法を理解する

検査と検体の取り扱いを理解する

試験範囲の復習

2

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

担当教員 宮川

獣医師　

1

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）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

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

東京コミュニケーションアート専門学校

選択 年次

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

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

身体検査の必要性と評価方法を理解する

感染・消毒について理解する



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 講義・演習

15 講義・演習

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

授業
形態

講義
（単位）

1

動物形態機能学の目的を理解し、脊椎動物の分
類、解剖学用語を理解し使うことができる。

動物看護の教科書　第２巻　P2-4

担当教員 河南圭子

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）

2

東京コミュニケーションアート専門学校

動物形態機能学Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

到達目標　

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書　第２巻　緑書房

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

中間試験（筆記試験と解答解説）・振り返り

皮膚とその役割、構造について説明することがで
きる。

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。

血液循環の種類と血管の種類・特徴、血圧上昇時
の血管について説明d切る。
血液の役割と構成成分が説明でき、血球の種類、
血漿成分・止血・血液凝固についても説明ができ
る。

動物看護の教科書　第２巻　P53-56

動物看護の教科書　第２巻　P84-86

動物看護の教科書　第２巻　P57-59

動物看護の教科書　第２巻　P60-62

動物看護の教科書　第２巻　P17-62
P84-86

中間試験・練習問題の復習

リンパ系の構造と機能リンパ組織に含まれる器官
とその部位の特徴について説明できる。

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。

前期テスト（筆記試験）６０点以上合格

動物看護の教科書　第２巻　P32

動物看護の教科書　第２巻　P6−9

動物看護の教科書　第２巻　P10-16

動物看護の教科書　第２巻　P28-31

動物看護の教科書　第２巻　P47-48

これまで実施した練習問題の復習

動物看護の教科書　第２巻　P49-52

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。
細胞の構造と機能、細胞膜、細胞小器官の役割に
ついて述べることができる。

動物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。

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。

筋肉の種類と各特徴、筋収縮、エネルギー産生にr
ついて説明することができる。



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

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物医療コミュニケーション　Ⅰ２

必修
選択

担当教員
松井

かおり
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

【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）

【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

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】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

【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

【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

【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

【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

東京コミュニケーションアート専門学校

【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



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、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

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

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。

講義
総時間
（単位）

2

【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　

松井
かおり

　【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

実技試験準備

【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

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

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

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％

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

実技試験準備

後期目標設定シート作成

準備学習　時間外学習

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

【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
【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

【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



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 講義・演習

15 講義・演習

エキゾチックアニマルと鳥類の繁殖について排卵
形式、妊娠期間、子宮形態の違いについて説明で

配布プリントの復習・練習問題の見直し

東京コミュニケーションアート専門学校

前期テスト（筆記試験）　６０点以上合格 中間試験・練習問題の見直し

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

遺伝子と器官発生のメカニズムについて説明でき
る。

配布プリントの復習・練習問題の見直し

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書　第２巻　緑書房

雌の生殖器の構造と卵巣周期について説明するこ
とができる。

動物看護の教科書　第２巻　P76

犬と猫の性成熟と性周期を理解し、説明すること
ができる。

配布プリントの復習・練習問題の見直し

犬と猫の妊娠可能時期と交配時期と妊娠期間、分
娩過程を説明することができる。

配布プリントの復習・練習問題の見直し

感覚器　視覚・聴覚・味覚について構造と各部名
称・機能について述べることができる。

動物看護の教科書　第２巻　P42-44

中間試験（筆記試験と解答・解説） これまでの練習問題の復習

雄の生殖器の構造と各部名称を説明できる。 動物看護の教科書　第２巻　P76

動物看護の教科書　第２巻　P70-73

中枢神経に分類できる脳と脊髄の構造と各部名
称・機能を説明することができる。

動物看護の教科書　第２巻　P37-40

末梢神経の分類と機能について説明することがで
きる。

動物看護の教科書　第２巻　P37-40

神経系の分類ができ、神経細胞の構造と名称を述
べルことができる。

動物看護の教科書　第２巻　P37−40

内分泌器官を述べ、分泌するホルモンと機能を説
明することができる。

１年次の復習と練習問題 泌尿器系の復習・練習問題の見直し

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

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

評価方法と基準

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

河南圭子
授業
形態

講義
（単位）

選択 年次 1

2

担当教員

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物形態機能学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/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

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物看護学概論Ⅰ2

必修
選択

担当教員 阿片
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

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）

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

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

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

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

東京コミュニケーションアート専門学校

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



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

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 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

1

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

東京コミュニケーションアート専門学校

動物看護学概論Ⅰ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
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
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

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

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



学科・ｺｰｽ

教員の略歴

授業の学習
内容

到達目標　

評価方法と基準

回数 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

２・３

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。

動物看護科昼二（３年制）

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。

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

動物関連法規Ⅰ2

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

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1

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。

科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義 単位

東京コミュニケーションアート専門学校

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。

ワシントン条約と種の保存法の関連について復習
し理解する。

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

テスト結果からのふり返りを行うことで、法
律についての理解を深める。

試験範囲からの復習および動物関連書籍の熟読に
よる法的な理解。

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

試験範囲からの予習と対策

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。

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。

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。

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

外来生物について、なぜこのような法律がで
きたかについて理解できる。

外来生物について、業界人としての関わり方
について理解できる。

野生鳥獣について業界人および一般社会人と
しての付き合い方が理解できる。

種を保護するためにどのような制度が設けら
れているかが理解できる。



回数 日程 授業形態

1 講義 クラス仲間とコミュニケーションをとる。

2 講義

3 講義

4 講義 今まで歩みと経験を思い出す。

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

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

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

後期プランを作成。
「後期への誓い」を行う。

振り返り

　【使用教科書・教材・参考書】　

到達目標　

前期に経験したことを思い出す。

自分の長所・短所を見つけておく。

準備学習　時間外学習(学習課題）

卒業校の正式名称を確認しておく。

日常での自分の行動を振り返る。

教科書Ｐ１４～P１７を予習・復習する。

睡眠を十分とり、体調を整えておく。

心の構造とその特徴を
知る。
自分の良いところを見つ

クラス仲間とコミュニケーションをとる

意見交換を通して、お互
いの価値観を理解する。
協同作業を行う。

教科書Ｐ３７～Ｐ３９を予習・復習する

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

授業計画・内容

クラスの理解

履歴書作成

ＣＳＵとは？クラス仲間と
交流する。
「３つのキャリア・１５のス

自己紹介ワーク

評価方法と基準

情報をまとめて課題を達
成する。
チームワークに必要なス

「ＥＰＰＳの採点」
ＥＰＰＳ性格検査の

解説と検討

担当教員

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

クラス仲間とコミュニケーションをとる

私の特徴
～リフレーミング～

エゴグラムパートⅠ

コミュニケーションスキルⅠ1

短所をリフレーミングで
長所にする。
自分の特徴をまとめて発

岡田弘子

日本カウンセリング学会認定カウンセラー　心療内科非常勤カウンセラー

クラスの仲間を知る。
グループ会話を体験す
る。
履歴書作成の基本とポ
イントを学ぶ。

学習内容

1

科目名

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

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

1
必修
選択

必修 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

東京コミュニケーションアート専門学校

学習項目

試験

情報をまとめて課題を達
成する。
チームワークを振り返前期ＣＳＵの振り返り。
学んだことや気づいたこ
とをまとめる。

チームワークでＥＰＰＳを
採点。
チームサポートを実践すＥＰＰＳの採点結果から、
自分の特徴、自分らしさ
をまとめる。

ＥＰＰＳ性格検査

情報を送受信しながら図
形を描く。
コミュニケーションのプロ自分の性格傾向を検
査。
集中作業に取り組み、達

自己ＰＲ作りの準備。今
までの自分を振り返り、
自分の歩みを整理する。

グループワーク
「言葉で伝える図形」

グループワーク
「なぞの宝島」
グループワーク
「おもしろ村」

グループワーク
「ワースト1は誰

自己分析



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

試験

講義

カフェマットを作れるようになる

マナーポーチを作れるようになる

リード・首輪を作れるようになる

リード・首輪を作れるようになる

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

Ｔシャツを作れるようになる

Ｔシャツを作れるようになる

フード付きＴシャツを作れるようになる

フード付きＴシャツを作れるようになる

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

ワンピースを作れるようになる 準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

ワンピースを作れるようになる

一人で作れるようになる

一人で作れるようになる

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

準備学習：／事後学習：個人目標の策定

試験

2

3

4

5

13

9

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）回数

カフェオープンの粗筋とミシンなど縫い方を
理解する

準備学習：／事後学習：個人目標の策定1

担当教員 関根栄子

ペットイベント企画

1

評価方法と基準

小試験２０％
定期試験８０％
実技試験評価：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。

2

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

グッズ製作の基本的な製作は、グッズデザイン・販売、又は接客に必要不可欠な授業です。
また、グッズ製作の授業で製作方法を学ぶことが、デザインする為の知識・技術です。
授業は実技が中心ですが、製作を通じて素材の違いや、機材の正しい使用方法を学習します。

到達目標　
グッズを作ることができる。
グッズの使用方法を理解する。

グッズ製作Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

東京コミュニケーションアート専門学校

　【使用教科書・教材・参考書】　

6

7

8

型紙／レシピ　※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。

振り返り 準備学習：／事後学習：個人目標の策定

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

15

10

11

12

14

準備学習：／事後学習：個人目標の策定



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

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。

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。

これまでのワークプリントを活かして、「自己Ｐ
Ｒ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。

自己分析④
「自己ＰＲチャートワーク」

試験

振り返り

就活スキル①
「面接スキル」
就活スキル②

「自己ＰＲ作成」
就活スキル③

「面接ロールプレイ」
就活スキル④

「電話・メール・就業マナー」

夏休みの行動計画

ストレスマネージメント

東京コミュニケーションアート専門学校

コミュニケーションスキルⅠ2科目名

必修
選択

必修 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

ワークプリントを整理しておく。

＜卒業後のキャリア選択・実行に向けてのサポート授業＞

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

学科・ｺｰｽ

岡田弘子

日本カウンセリング学会認定カウンセラー　　心療内科非常勤カウンセラー

1

２年次の自分を自覚する.

「就活」をイメージしておく。

学習内容

動物看護科昼二（３年制）

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）

教員の略歴

授業の学習
内容

学習項目

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。

評価方法と基準

「不安シューティング！」
グループ発表／就活進捗チェック

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。

印象的な出来事を思い出す。

「キャリアサポート」とは

「不安シューティング！」

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」

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。

自己分析③
「”わたし”に関する１００の質問」

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。

“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。

就活状況を振り返る。

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。

「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。

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。

　　　　　　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。

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。

　【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。

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。

社会的マナーに関心を持つ。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 講義

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

必要に応じて随時、書籍等を使用。

振り返り 後期まとめと理解

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

各論：馬（飼養管理）

各論：馬（疾病）

後期まとめと理解

福祉上の問題点（苦痛・疾病・損傷）

福祉上の問題点（行動・恐怖）

産業動物の国際的福祉基準と方策

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）

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。各産業動物の歴史、品種、生理・習性など
を含む生態、飼育管理法、疾病等を理解し説明できる。

授業の復習（ノート整理）

福祉上の問題点（摂食・物理的環境）

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。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）各論：牛（解剖・生理・習性）

各論：牛（飼養管理）

各論：牛（疾病）

福祉（５つの自由と飼養、概要と課題、）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

各論：馬（解剖・生理・習性）

東京コミュニケーションアート専門学校

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

授業計画・内容

各論：馬（歴史・品種）

各論：牛（歴史・品種）

授業の学習
内容

産業動物の歴史や品種、それぞれの飼育管理法、生理・習性などを含む生態、疾病等を理解することによって、産業動物を
扱い管理できるようにする。また、畜産業と社会との関わりを学ぶことによって、業界の現状を把握し、動物の福祉と看護師
の関わり方を考えることができる。

到達目標　

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

担当教員 長嶺幸介

競走馬牧場、乗馬クラブ、総合ペットショップに勤務。現在は移動動物園や動物関連番組の監修等をしている

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・実習

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義・実習

14 定期試験

15 講義

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

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より動物たちを借りる。

振り返り 疑問点などの最終確認

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

各論：緬羊（解剖・生理・習性）

各論：緬羊（飼養管理・疾病）

前期ノート見直しと理解

各論：鶏（歴史・品種）

各論：鶏（解剖・生理・習性）

各論：鶏（飼育管理・疾病）

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）

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。各産業度物の歴史、品種、生理・習性など
を含む生態、飼育管理法、疾病などを理解し説明できる。

授業の復習（ノート整理）

各論：豚（飼養管理・疾病）

評価方法と基準
定期試験１００％　６０点以上で合格。再試験は当日の公欠が認められた者のみ。追試験は１回本試験と同じ問題で行う。６
０点以上で合格。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）各論：山羊（解剖・生理・習性）

各論：山羊（飼養管理・疾病）

各論：豚（歴史・品種）

各論：豚（解剖・生理・習性）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

各論：緬羊（歴史・品種）

東京コミュニケーションアート専門学校

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

授業計画・内容

導入（授業について）、畜産業とは

各論：山羊（歴史・品種）

授業の学習
内容

産業動物の歴史や品種、それぞれの飼育管理法、生理・習性などを含む生態、疾病などを理解することによって、産業動物
を扱い管理できるようにする。また、畜産業と社会との関わりを学ぶことによって、業界の現状を把握し動物福祉と看護師の
関わりを考えることができる。

到達目標　

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

担当教員 長嶺幸介

競走馬牧場・乗馬クラブ・総合ペットショップ勤務、現在は移動動物園や動物関連番組の監修等をしている

1



①獣医師　

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 総復習の問題を解く

14 講義 試験範囲の復習

15 講義

筆記試験

感染症の疫学について理解する

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

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

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

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

宮川

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

犬猫と人との共生について理解する

動物の愛護と福祉について理解する

ウイルスと細菌を通して感染症を理解する

消毒や抗生剤の原理や使用方法を理解する

病気の疫学について理解する

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

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

1講義
総時間
（単位）

２年

東京コミュニケーションアート専門学校

公衆衛生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）

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

　【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獣医師　

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

授業ノート、配布資料を見直す

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
授業
形態

講義
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名

1

公衆衛生学Ⅰ2

必修
選択

選択

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

年次 2

授業ノート、配布資料を見直す

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

産業動物の起源、人との共生について理解する 授業ノート、配布資料を見直す

東京コミュニケーションアート専門学校

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

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

食中毒（寄生虫・自然毒）の理解を深める

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

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

食中毒（細菌）の理解を深める

食中毒の種類や予防について理解する

食中毒（ウイルス）の理解を深める

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

産業動物（豚、牛）の衛生管理について理解する

産業動物（鶏）の衛生管理について理解する

水や空気など環境衛生について理解をする

授業ノート、配布資料を見直す

廃棄物問題など環境衛生について理解する

地球温暖化問題など地球規模の環境問題を理解する

食品衛生法について理解をする

トレーサビリティ法など食品衛生の規則を理解する

授業ノート、配布資料を見直す

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



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

授業計画・内容

　【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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

外科手術において動物看護師の役割を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

外科手術前のX線検査など画像検査を理解する

感染の理解、抗生剤や消毒薬について理解する

犬の代表的な外科疾患について理解する

猫の代表的な外科疾患について理解する

授業ノート、配布資料を見直す

到達目標　

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

担当教員
宮川
明子

1
学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

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

評価方法と基準 定期試験１００％（14週目に筆記試験を実施）

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

外科疾患科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

3

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

外科手術前の血液検査について理解する

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

創傷治癒の進行・管理の仕方について理解する

麻酔の役割・管理について理解する

手術に使用する縫合糸や器具について理解する

輸液の役割および管理の仕方を理解する

犬猫の去勢時手術の仕方などについて理解する

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

犬猫の避妊手術の仕方などについて理解する

１～１２週までの授業内容を復習する

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



①獣医師　

回数 日程 授業形態

1 10月4日 講義

2 10月11日 講義

3 10月18日 講義

4 10月25日 講義

5 11月1日 講義

6 11月8日 講義

7 11月15日 講義

8 11月22日 講義

9 11月29日 講義

10 12月6日 講義

11 12月13日 講義

12 12月20日 講義

13 1月17日 講義 総復習の問題を解く

14 1月24日 講義 試験範囲の復習

15 1月31日 講義

授業ノート、配布資料を見直す

発作やてんかんについて理解する

神経疾患に使用する薬剤を理解する　

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

犬の代表的な神経疾患を理解する 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

到達目標　
１）犬猫の代表的な神経疾患について理解し、看護の注意点を理解する
２）必要となる神経学的検査の仕方と評価、薬剤の使用上の注意点など理解する
３）誤診しやすい病気と比較することで、さらに神経疾患の理解を深める

担当教員 宮川明子

1

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

この授業は犬猫の代表的な神経疾患を理解し、必要になる検査、薬剤、看護について学ぶことが目的です。同時に誤診し
やすい問題行動や整形疾患との違いを知ることで、神経疾患の理解をさらに深めます。

評価方法と基準 定期試験１００％（14週目に筆記試験を実施）

1

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

授業計画・内容

猫の代表的な神経疾患を理解する

神経学的検査（反射など）を理解する

神経学的検査（脳神経検査など）を理解する

先天性・感染性の神経疾患を理解する

痴呆など高齢動物の神経症状を理解する

誤診しやすい問題行動との違いを理解する

代謝生脳疾患について理解する

神経疾患科目名

東京コミュニケーションアート専門学校

授業ノート、配布資料を見直す

神経疾患の看護について理解を深める

１～１２週までの授業内容を復習する

筆記試験

　【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

授業ノート、配布資料を見直す

誤診しやすい整形外科との違いを理解する



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

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

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

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

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

担当している犬たちの問題点を考える

手作りご飯の基本⑤：植物性食品の特徴を理
解する

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

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」

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

1

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。

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。

評価方法と基準 定期試験１００％　筆記試験

担当教員

東京コミュニケーションアート専門学校

食事管理Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

3

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

猫の食事管理②：肉食動物である猫の食事に
ついて学ぶ

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



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

表現する。（実際に福祉施設で演習） 実行計画書作成

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

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。

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

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

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

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

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

福祉サービスについて学ぶ

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 専門学校・短期大学卒、社会福祉法人茶の花福祉会理事・大樹の華施設長、入間市社会福祉協議会理事、多機関連携学会正会員

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）

白井
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

担当教員

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 社会福祉論Ⅰ1

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義

2 5月6日 演習

3 5月13日 演習

4 5月19日 演習

5 5月27日 講義

6 6月3日 講義

7 6月17日 講義･演習

8 6月24日 演習

9 7月1日 演習

10 7月8日 講義

11 7月15日 講義

12 7月22日 演習

13 9月1日 演習

14 9月9日 試験

15 9月15日 振り返り

自然界の配色のルールを学びショップの
カラーコーディネートイメージを表現する

コラージュボードを作成①
カラーコーディネートイメージのプレゼンができる

イメージを伝える色を考える（レポート）

自然界の配色のルールを理解する（復習）
ファッション雑誌･インテリア雑誌で写真を

集める

カラーサークル着彩②
三原色で色を作り色の成り立ちを理解する

三原色と明清色・濁色の理解をする(復習）
カラーサークル着彩③

三原色で色を作り色の成り立ちを理解する
色相･明度･彩度･トーンによる心理的効果や

イメージを理解する
伝えたいイメージに応じた色の使い方が

できるようになる

三原色と暗清色の理解をする(復習）

色の心理的効果を書き出す(レポート）

ショップのインテリアのイメージボードを作成②
ファッション雑誌･インテリア雑誌で写真を

集める

　【使用教科書・教材・参考書】　

インテリアスタイルの基本を理解する(復
習）

コラージュボードを作成②
カラーコーディネートイメージのプレゼンができる

ファッション雑誌･インテリア雑誌で写真を
集める

基本のインテリアスタイルを理解する

ターゲットとするお客様が好む
インテリアスタイルを考える

顧客別のインテリアスタイルを考える(レ
ポート）

ショップのインテリアのイメージボードを作成①
ファッション雑誌･インテリア雑誌で写真を

集める

準備学習　時間外学習 配付したPDFで授業内容を復習し、出された課題を次回授業の準備として取り組んでください

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

ショップのインテリアのイメージボードの
プレゼンテーション

プレゼンテーションの準備をする
ショップのカラーコーディネートと
インテリアスタイルを決定していく

カラーとインテリアの知識を深める（復習）

授業で使うパワーポイントをPDFで配付します。

カラーサークル着彩①
三原色で色を作り色の成り立ちを理解する

選択 年次 ２・３

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

評価方法と基準

授業の学習
内容

この授業はショップオーナーを目指すために必要な知識を学ぶための授業です。
そのために、お客様にお店のコンセプトがダイレクトに伝わる「カラーコーディネート」と「インテリアコーディネート」の基礎を
学びます。伝えたいイメージを色で表現できるようになり、ショップ全体のインテリアデザインを考えていきます。
後期には自分たちのショップを計画して、ロゴやショップカードを考え、経営計画・マーケティングリサーチ・収支計画などを
踏まえたプレゼンテーションをします。

到達目標　

色の基礎知識を学び、伝えたいイメージに応じたカラーコーディネートができる。
インテリアの基礎を学ぶことでショップのデザインイメージをプレゼンボードで伝えることができる。
自分のショップのカラーコーディネートとインテリアイメージを決めていくことができる。

1

三原色と純色の理解をする(復習）

1年間の授業内容と進め方を理解し、授業の目的を
共有し学習意欲が湧くようになる		

身の回りの色彩をチェックしてくる(レポー
ト）

科目名 経営シュミレーションⅠ1

必修
選択

担当教員
鳥井

奈穂子
授業
形態

講義
総時間
（単位）

課題・レポート提出　60％
小テスト　20％
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）

教員の略歴 インテリアデザイン事務所アトリエノースにてインテリア&カラーコーディネート業務、企業研修講師



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

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

食事管理Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

3

到達目標　
市場で販売されているペットフードを適正に見極めて、良いフードを個体に応じて選べるようになる。犬のオー
ナーに対して食事の指導ができるようになる。体調の変化やライフステージに応じた食事を検討して、提案できる
ようになる。

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

1
学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３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。

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）

ペットフードの選び方⑦：原材料の問題点を
考える

ペットフードの選び方⑧：手作り食との併用
を理解する

手作りご飯の基本①：骨や肉を生で与える場
合の注意点を理解する

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」

担当している犬たちの食事の問題点を考える

試験範囲内用をきちんとまとめる

手作りご飯の基本②：穀類を与える場合の注
意点を理解する

手作りご飯の基本③：動物性食品の特徴を理
解する

手作りご飯の基本④：動物性食品の特徴を理
解する

筆記試験

ペットフードの選び方①：学校犬が食べてい
るドッグフードの内容を判断できる

ペットフードの選び方②：ペットフードのメ
リットを理解する

ペットフードの選び方③：ペットフードのデ
メリットを理解する

ペットフードの選び方④：ペットフードのデ
メリットを理解する

学生自身の普段の生活と食事について考える

ペットショップに行って、どのようなフード
が発売されているかを調査する

担当している犬たちの食事を調査
ペットフードの選び方⑤：酸化防止剤の意味

を理解する
ペットフードの選び方⑥：さまざまな添加物

について理解する

食事の大切さを学び、自分の生活を見直すこ
とが出来る



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 動物看護科昼二（３年制）

科目名 トリミング演習I 2

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

1

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

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

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

準備学習　時間外学習 トリミング日誌の記入＆提出で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　各シザー、スリッカーなどのツール

東京コミュニケーションアート専門学校



回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３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・２

目標確認、タイムシート記入（各作業の時間
を計測し、自己分析が出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

担当教員
水島　　綾

子

ペットサロン経営、講師歴20年

3

東京コミュニケーションアート専門学校

トリミング演習I 1科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準 実技試験100％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

到達目標　

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

振り返り（試験での反省が出来る）
実習ノートの作成（実習での学んだポイント

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

試験でのペア実習スタート（試験でのお互い
の作業確認が出来る）

トータル時間の意識（ペアで仕上げまでトー
タル1時間30分で出来る）

演習確認テスト（仕上がりと、トータル時間
の自己確認が出来る）

苦手作業の確認（タイムオーバーした作業な
どを見直し、苦手克服出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

トータル時間2時間①（ペアでトータル時間を
2時間で終了出来る）

トータル時間2時間②（ペア作業でのタイムス
ケジュールが立てられる）

模擬テスト（試験と同じスケジュールで行
い、平常心で試験に向かえる）

テスト（実技テスト）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

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

ベーシック作業の徹底（爪切り、耳掃除など
シャンプー前作業が完璧に出来る）

ベーシック作業の時間短縮（シャンプー前の
ベーシック作業が30分以内で出来る）

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

頭部のカットの確認（見本を確認しながら
オーダーに応じたカットが出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）



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

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

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

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

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

流れを復習しながらグルーミングを行うことができる

評価方法と基準
14週目に実技試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前
期：グルーミング犬種の足周りカットまでで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

１・２

3

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。

トリミング日誌の記入＆提出

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、流れを
覚え実践することができる。

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

科目名 トリミング演習Ⅰ2

必修
選択

担当教員
トリマー

講師
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

【使用教科書・教材・参考書】　各シザー、スリッカーなどのツール

東京コミュニケーションアート専門学校

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 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



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 動物看護科昼二（３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・３

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

東京コミュニケーションアート専門学校

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



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義と演習

3 講義

4 講義と演習

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義と演習

9 講義

10 講義と演習

11 講義と演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

目標設定を行う 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

西村

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

2講義
総時間
（単位）

東京コミュニケーションアート専門学校

　　ナチュラルケア科目名

必修
選択

選択必修 年次

授業
形態

評価方法と基準 筆記試験60％　出席日数　40％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

●動物のための植物療法学　●配布プリント

振り返り（前期を振り返り後期に向けての目標を設定する） 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

準備学習　時間外学習

ビジネス基本知識③売り上げと利益について理解する

ビジネス基本知識③売り上げと利益について理解する

ショップマネジメント①について理解する

ショップマネジメント①について理解する

ハーブ摘み取りと蒸留

ハーブ苗を植え付ける

ペット業界について理解する

チームで業界について意見交換する

ビジネス基本知識①会社のしくみを学ぶことができる

ビジネス基本知識②仕入れを学ぶことができる

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

モノづくりに必要な数字を学ぶことができる

ペット用スプレーを製品化するために必要なことを学ぶ

筆記試験

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義と演習

3 講義

4 講義と演習

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義と演習

9 講義

10 講義と演習

11 講義と演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

目標設定を行う 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

西村

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

1講義
総時間
（単位）

3

東京コミュニケーションアート専門学校

　　ナチュラルケアⅠ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

評価方法と基準 筆記試験60％　出席日数　40％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

●動物のための植物療法学　●配布プリント

振り返り（前期を振り返り後期に向けての目標を設定する） 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

準備学習　時間外学習

ビジネス基本知識③売り上げと利益について理解する

ビジネス基本知識③売り上げと利益について理解する

ショップマネジメント①について理解する

ショップマネジメント①について理解する

ハーブ摘み取りと蒸留

ハーブ苗を植え付ける

ペット業界について理解する

チームで業界について意見交換する

ビジネス基本知識①会社のしくみを学ぶことができる

ビジネス基本知識②仕入れを学ぶことができる

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

モノづくりに必要な数字を学ぶことができる

ペット用スプレーを製品化するために必要なことを学ぶ

筆記試験

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ



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 実習

10 講義

11 実習

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

準備学習：caféドリンクの種類を探索する
時間外学習：café店舗を探求する

準備学習：店舗販売の水を探索する
時間外学習：用途別の水を試飲する

準備学習：店舗販売の茶葉を探索する
時間外学習：茶葉を正しく淹れ、試飲する

準備学習：店舗販売の茶葉を探索する
時間外学習：茶葉を正しく淹れ、試飲する

準備学習：
時間外学習：caféにて試飲する

フードコーディネート検定テキスト　プロジェクター使用・PP用プリント　プリント用ファイル・筆記用具各人準備のこと

振り返り
準備学習：復習を行う

時間外学習：復習を行う
準備学習　時間外学習 準備学習により講座の理解と作業進行が出来、時間外学習にて次回への展開が出来る

　【使用教科書・教材・参考書】　

ミネラルウォーター概論を学ぶ
水の種類と性質を学び、利用した調理が出来る

日本茶概論を学ぶ
茶葉の品種と分類が出来、正しく淹れられる

準備学習：講義内容を見直す
時間外学習：復習を行う

エスプレッソマシーン器財の使い方を学ぶ
美味しく淹れられる

バリエーション　ホットドリンクの種類を学ぶ

バリエーション　コールドドリンクの種類を学ぶ

筆記試験

準備学習：器財を検索する
時間外学習：器財を使ってみる

準備学習：caféドリンクの種類を探索する
時間外学習(学習課題）

準備学習：caféドリンクの種類を探索する
時間外学習(学習課題）

①サービスマナーを理解し、お客様から喜んで貰え、満足してもらえるサービスの提供が出来る。
（コミュニケーショ力）（リーダーシップ力）（協調性）（積極性）（規律性）（責任性）を養う
②対価の頂けるドリンク商品の提供が出来る。
「ドック・カフェ」「ペット・ショップ」「ドック・ホテル」「ドック・ラン」など（例：スターバックスコーヒー）同等のスタッフとして活躍出来
る。

準備学習：プロフィール準備
時間外学習：講義室を探索する

エスプレッソコーヒー概論を学ぶ
正しく淹れられる

評価方法と基準
①定期試験　８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
追試験1回　レポート課題を提示し、提出をもってC評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②
実習中のコミュニケーショ、リーダーシップ、周辺への配慮、取り組む姿勢　２０％

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：正しく淹れ、試飲する

準備学習：店舗販売の茶葉を探索する
時間外学習：茶葉を正しく淹れ、試飲する

紅茶概論を学ぶ
茶葉の品種と分類が出来、正しく淹れられる

アフタヌーンティー概論を学ぶ
2年次の実習とリンクします

コーヒー概論を学ぶ
豆の品種と分類が出来、正しく淹れられる

コーヒー器財の使い方を学ぶ
美味しく淹れられる

準備学習：店舗探索をする
時間外学習：実食する

準備学習：コーヒー店を探索する
時間外学習：caféにて試飲する

カフェ概論とドリンク概論
業界の背景を理解し、歴史/文化を学ぶ

東京コミュニケーションアート専門学校

ビバレッジⅠ１科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

授業計画・内容

ガイダンス：本講座の必要性を理解する
カフェ講義のルール―とマナーを学ぶ

中国茶概論を学ぶ
茶葉の品種と分類が出来、正しく淹れられる

授業の学習
内容

各業種で求められる人材は、「おもてなしの心」を持ち合わせている/「社会性マナー」が身に付いている点などが
即戦力として高く求められます。業界で望まれる接客マナーを身に付け、人間力を高めます。
本講座は、カフェなど飲食店で必要とされる、ドリンク全般の基礎知識と飲料作製の技術を学びます。
座学を主としますが、より理解度を深めるため、器財を使っての実習を織り交ぜて行います。

到達目標　

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

担当教員 髙橋

ペットカフェ・コーディネーター、　ホリスティックケア/ペットアロマ・カウンセラー

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 演習

13 8月31日 演習

14 9月7日 演習

15 9月14日 演習

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３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）

3

ホリスティックの概念と種類を学ぶことができる① 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

担当教員 西村

ジアスセラピストスクール校長　勤務歴23年

1

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

ナチュラルケアⅠ2　　科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準 筆記試験　60％　出席数　40％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

この授業では昨今、ペット業界でも注目されている自然療法を学ぶことにより、動物のスペシャリストとしての幅を広げ価値
ある想像を作り上げていきます。また同時に日頃から家庭内でできる自然療法を飼い主に指導できる人材に育てます。そ
のことにより高齢化の進むペット達を健やかに暮らせるように常に考える視点を身につけます。知識だけでなく演習による
「ものつくり」を行うことで業界での商品化のプロセスも学び卒後の仕事に結びつけて考えられるようになります。

到達目標　
正しい知識を身につけ自分が学んでいることが動物のため、飼い主のためにどのように役立つのかを常に考えることがで
きる人材になる。

　【使用教科書・教材・参考書】　

●動物のための植物療法学

振り返り（前期の目標への達成を検証する） 講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

準備学習　時間外学習

関連法規などを学ぶことができる

動物への具体的な活用法をまなぶことができる

各種精油の効果効能を学ぶことができる①

各種精油の効果効能を学ぶことができる②

お散歩スプレー作り

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

作製したスプレーを犬に使い検証する2h

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

作製したクリームを犬に使い検証する2h

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

植物油などの基材を学ぶことができる

クリーム作り

筆記試験

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

講義内容のテキストを読み返し次回の授業内容を予習する２ｈ

ホリスティックの概念と種類を学ぶことができる②

植物学の歴史を理解することができる

アロマセラピーの目的・ストレス学を学ぶことができる

精油の基礎知識を学ぶことができる

精油の身体への作用経路や活用法を学ぶことができる



1

回数 日程 授業形態

1 講義

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

14 前期試験

15 講義

「 も う 迷わない！ペッ ト の健康ごはん」 本村伸子著（ コ ロ出版） 、 講師が準備する個別資料・ テキスト

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

Animal Nutrition Professional（AHCA認定）犬猫の自然食講座・動物系学校講師、海外シェルターボランティア

講義
総時間
（単位）

2

学生自己紹介、 半期の授業の流れを 理解する 。 犬と 猫の健康と 食事
について理解する

準備学習： 3分間の自己紹介を 準備する
事後学習： 課題テキスト P. 26~30( 5行目まで) を 熟読する

小野
みち代

　【使用教科書・教材・参考書】　

事前学習： 実習のための食材を 揃える
事後学習： P. 116~119を 熟読する

前期試験の答え合せと 解説
後期の課題に関し て説明を 行う ので理解する

東京コミュニケーションアート専門学校

　栄養学Ⅱ1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％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
授業態度、実習への参加、取り組みの姿勢なども評価の対象とする20%
再試験は公欠が認められた者のみ対応する
追試験1回をもって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）

犬猫の栄養学は、カフェやレストランでメニューを作るため、また接客で適切な説明を行うために必要不可欠な授業です。犬
猫の栄養学を学びながら、同時に身体の仕組みまで包括的に理解することで実践で活かすための知識と技術を学びます。
栄養学の知識を適切に学び、犬猫に適切で安全な食事を提供することができるプロになれるよう、学習してください。
授業では座学と実習をほぼ半々に取り入れます。実習を通じては、実際に犬猫の食事を作り、技術とコストパフォーマンス、
顧客満足に関して学習します。

到達目標　

犬猫に必要な栄養素について適切に理解し、カフェメニューを作ることができる
五大栄養素について理解し、犬猫に必要な栄養素を相手に適切に説明することができる
人間の身体の仕組みと、犬猫の身体の仕組みの違いをしっかり理解することができる
食事は生物の身体を作る基本であると同時に喜びや楽しみであることを伝えることができるようになる

準備学習： 実習のための食材を 揃える
事後学習： P. 40~41、 P. 112~115を 熟読する

事前準備： 試験ででき なかっ た部分の抜き 出し を する
事後学習： 後期のメ ニュ ー考案について考える

準備学習　時間外学習 事前準備では食材と コ スト 意識を 学ぶ、 事後学習では当日の学習内容について深い知識の定着を 促す

準備学習： 実習のための食材を 揃える
事後学習： P. 40「 植物油・ 魚油」 を 熟読する

事前準備： 前期試験のための勉強
事後学習： 試験問題で自分の理解を 見直す

五大栄養素のミ ネラ ルについて学ぶ①
実習で使用し た食材の理解

五大栄養素のミ ネラ ルについて学ぶ②
実習で使用し た食材の理解

五大栄養素について理解を 深める ・ まと めを する
試験対策と 小テスト

前期の講義内容の定着度を 確認する

事前準備： 実習のための食材を 揃える
事後学習： P. 122~124を 熟読する

事前準備： 実習のための食材を 揃える
事後学習： P. 125~127を 熟読する

事前準備： 授業中に配っ た資料を 見直す
事後学習： 小テスト の内容を 振り 返り 復習する

三大栄養素の脂質について学ぶ②
実習で使用し た食材を 理解する

三大栄養素の糖質（ 炭水化物） について学ぶ①
実習で使用し た食材を 理解する

三大栄養素の糖質（ 炭水化物） について学ぶ②
実習で使用し た食材を 理解する

五大栄養素のビ タ ミ ン について学ぶ①
実習で使用し た食材の理解

五大栄養素のビ タ ミ ン について学ぶ②
実習で使用し た食材の理解

準備学習： 実習のための食材を 揃える
事後学習： P. 102~104を 熟読する

準備学習： 実習のための食材を 揃える
事後学習： P. 20~21を 熟読する

犬と 猫の植生を 理解する 、 食べも のを 食べる →消化→吸収、 の一連
の流れを 覚える

三大栄養素のタ ン パク 質について学ぶ①
実習で使用し た食材を 理解する

三大栄養素のタ ン パク 質について学ぶ②
実習で使用し た食材を 理解する

三大栄養素の脂質について学ぶ①
実習で使用し た食材を 理解する

準備学習： 課題テキスト P. 14~23を 熟読する
事後学習： P. 21「 栄養バラ ン スの疑問」 ~23を 熟読する

準備学習： 実習のための食材を 揃える
事後学習： P. 33~37「 動物性タ ン パク 質」 を 熟読する
事後学習： 授業内容を 復習する

準備学習： 実習のための食材を 揃える
事後学習： P. 106~110を 熟読する

準備学習： 実習のための食材を 揃える
事後学習： P. 105を 熟読する



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 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業
形態

演習

3限 : 今期のゼミについての説明
4限 : 今期のゼミについてのスケジュールたて

『フィットネスおよびリハビリ』ついて復習

担当教員 千葉

2

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

リハビリテーションⅡ1科目名

必修
選択

選択必修 年次

評価方法と基準 レポート提出にて評価

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の学習
内容

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

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

総時間
（単位）

レポート提出（出席の確認）

3限 : 保護犬のリハビリ 12
4限 : 保護犬のリハビリ 13
3限 : 保護犬のリハビリ 14
4限 : 保護犬のリハビリ 15
3限 : 保護犬についてのカンファレンス 1
4限 : 保護犬についてのカンファレンス 2

前期の演習について、自分の考えをまとめる

前期の授業の復習をおこなう

　【使用教科書・教材・参考書】　

振り返り 前期の振り返りをおこなう

準備学習　時間外学習

3限 : 今期のゼミに必要な班分け
4限 : それぞれの班でのスケジュールたて
3限 : 保護犬のリハビリスケジュール作り 1
4限 : 保護犬のリハビリスケジュール作り 2
3限 : 保護犬のリハビリ 1
4限 : 保護犬のリハビリ 2

3限 : 保護犬のリハビリ 8
4限 : 保護犬のリハビリ 9
3限 : 保護犬のリハビリ 10
4限 : 保護犬のリハビリ 11

3限 : 保護犬のリハビリ 5
4限 : 保護犬のリハビリ 6

3限 : 保護犬のリハビリ 3
4限 : 保護犬のリハビリ 4

3限 : 保護犬のエビデンスをとる
4限 : 保護犬のプロトコルの見直し
3限 : 保護犬のリハビリ 7
4限 : 保護犬のリハビリ 6

既存のリハビリ施設のプロトコルを調べる

既存のリハビリ施設のプロトコルを調べる

リハビリのプロトコルを再度調べる

『フィットネスおよびリハビリ』ついて復習

既存のリハビリ施設のプロトコルを調べる

既存のリハビリ施設のプロトコルを調べる

既存のリハビリ施設のプロトコルを調べる

既存のリハビリ施設のプロトコルを調べる

既存のリハビリ施設のプロトコルを調べる

既存のリハビリ施設のプロトコルを調べる

既存のリハビリ施設のプロトコルを調べる



回数 日程 授業形態

1 10月7日 講義＋実習

2 10月14日 講義＋実習

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＋実習

6 11月11日 講義＋実習

7 11月18日 講義＋実習

8 11月25日 講義＋実習

9 12月2日 講義＋実習

10 12月9日 講義＋実習

11 12月16日 講義＋実習

12 1月13日 講義＋実習

13 1月20日 講義

14 1月27日 後期試験

15 2月10日 講義＋実習

準備学習　 時間外学習( 学習課題）

「 ペッ ト の健康ごはん」 P. 53〜59、 P. 80〜85の熟読と
理解

小テスト 、 およびテキスト の試験範囲を復習し て試験
対策を行う

後期で使用し たテキスト を整理し て引用し やすく し て
おく 、 参考書の試験範囲の予習と 対策をする

後期試験
60分

犬猫の栄養学： ペッ ト フ ード について学ぶ⑷
★学生考案カ フ ェ メ ニュ ー実践⑨

犬猫の栄養学： ペッ ト フ ード について学ぶ⑴
★学生考案カ フ ェ メ ニュ ー実践⑥

犬猫の栄養学： ペッ ト フ ード について学ぶ⑶
★学生考案カ フ ェ メ ニュ ー実践⑧

犬猫の栄養学： ペッ ト フ ード について学ぶ⑵
★学生考案カ フ ェ メ ニュ ー実践⑦

犬猫の栄養学： ステージ別の食事について理解
する⑴
※カ フ ェ メ ニュ ーレシピ提出（ 最終）

犬猫の栄養学： ステージ別の食事について理解
する⑵
★学生考案カ フ ェ メ ニュ ー実践①

試験事前対策： 小テスト
※課題カ フ ェ メ ニュ ーレポート 提出〆切り

実習のための食材の買い出し 、 および調理の準備を時
間外学習に充当する
（ ※実習のあると き はいつでも ）
課題で実践し たカ フ ェ メ ニュ ーのレポート を作成し
提出する
（ ※提出には専用の用紙を使用する）

「 も う 迷わない！ペッ ト の健康ごはん」 本村伸子著（ コ ロ出版） 、 講師が準備する個別資料・ テキスト

実習のための食材の買い出し 、 および調理の準備を時
間外学習に充当する

準備学習　 時間外学習
事前準備では食材の持つ栄養的意味と コ スト 意識を学ぶ、 事後学習では学習内容について振り 返り を促
し 知識の定着を図る

　 【 使用教科書 教材 参考書】

後期試験の答え合せと 解説
★提出し たカ フ ェ メ ニュ ーレポート の冊子制作

授業計画・ 内容

「 ペッ ト の健康ごはん」 P. 130〜132の熟読と 理解

学科・ ｺ ｽー 動物看護科昼二（ ３ 年制）

教員の略歴

授業の学習内容

犬猫の栄養学は、 カ フ ェ やレスト ラ ンでメ ニュ ーを作るため、 また接客で適切な説明を行う ために必要不可欠な授業です。
犬猫の栄養学を学びながら 、 同時に身体の仕組みまで包括的に理解するこ と で実践で活かすための知識と 技術を学びます。
栄養学の知識を適切に学び、 犬猫に適切で安全な食事を提供するこ と ができ るプロになれるよう 、 学習し てく ださ い。
授業では座学と 実習をほぼ半々に取り 入れます。 実習を通じ ては、 実際に犬猫の食事を作り 、 技術と コ スト パフ ォ ーマンス、
顧客満足に関し て学習し ます。

到達目標　

食事は生物の身体を作る基本であると 同時に喜びや楽し みであるこ と を伝えるこ と ができ るよう になる
犬猫に適切なカ フ ェ メ ニュ ーを作るこ と ができ るよう になる
テーマや季節に沿っ たカ フ ェ メ ニュ ーを作るこ と ができ るよう になる
食材の持つ栄養的側面を活かし たカ フ ェ メ ニュ ーを作るこ と ができ るよう になる

担当教員 小野みち代

Ani mal  Nut r i t i on Pr of essi onal （ AHCA認定） 犬猫の飼い主への自然食・ 療法食指導・ 動物系学校講師、 海外シェ ルタ ーボラ ン ティ ア

1

評価方法と 基準

カ フ ェ メ ニュ ー考案レポート 提出40%
定期試験40％
筆記試験評価： GPA（ S100～90　 A89～80　 B79～70　 C69～60　 F59～0）
出席日数、 授業態度、 実習への参加、 取り 組みの姿勢なども 評価の対象と する20%
再試験は公欠が認めら れた者のみ対応する。 追試験1回をも っ てCの評価と する。

学習内容

東京コ ミ ュ ニケーショ ンアート 専門学校

栄養学Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間

（ 単位）

1

犬猫の栄養学： 食材の特徴を学び、 理解し 、 メ
ニュ ーに活かすこ と ができ るよう になる②
※カ フ ェ メ ニュ ーレシピ提出

犬猫の栄養学： ペッ ト フ ード について学ぶ⑸
★学生考案カ フ ェ メ ニュ ー実践⑩

犬猫の栄養学： ステージ別の食事について理解
する⑶
★学生考案カ フ ェ メ ニュ ー実践②

犬猫の栄養学： 犬種で気をつけるべき 栄養素
★学生考案カ フ ェ メ ニュ ー実践③

犬猫の栄養学： 日常生活で手作り を取り 入れる
★学生考案カ フ ェ メ ニュ ー実践⑤

犬猫の栄養学： 自然食への切り 替え方
★学生考案カ フ ェ メ ニュ ー実践④



回数 日程 授業形態

1 4月22日 講義

2 5月6日 講義＋実習

3 5月13日 講義＋実習

4 5月20日 講義＋実習

5 5月27日 講義＋実習

6 6月3日 講義＋実習

7 6月17日 講義＋実習

8 6月24日 講義＋実習

9 7月1日 講義＋実習

10 7月8日 講義＋実習

11 7月15日 講義＋実習

12 7月22日 講義＋実習

13 9月2日 講義

14 9月9日 前期試験

15 9月16日 講義＋実習

「 ペッ ト の健康ごはん」 P. 112の熟読と 理解

「 ペッ ト の健康ごはん」 P. 116〜119の熟読と 理解

「 ペッ ト の健康ごはん」 P. 113〜115の熟読と 理解

「 ペッ ト の健康ごはん」 P. 122〜124の熟読と 理解

犬猫の栄養学： 骨と 胃酸の関係を 学び、 理解でき る よ う に
なる

犬猫の栄養学： 自然食の注意点およ び栄養バラ ン スの考え
方を 学び理解する

五大栄養素： ビ タ ミ ン について全体の概要（ 働き と 性質）
を 理解する

五大栄養素： 水溶性ビ タ ミ ン （ B・ C） について理解する

五大栄養素： 脂溶性ビ タ ミ ン （ A/D/E/K） について理解する

五大栄養素： ミ ネラ ルについて全体の概要（ 働き と 性質）
を 理解する

五大栄養素： ミ ネラ ル（ 主要元素） について理解する

五大栄養素： ミ ネラ ル（ 微量元素） について理解する

五大栄養素の総まと め： 各栄養素の役割と 働き の相関関係
について理解する

実習のための食材の買い出し 、 およ び調理の準備を 時間外学習に充
当する

犬猫の栄養学： 自然食について理解し 、 自然食を 作り 、 与
える こ と ができ る よ う になる

評価方法と 基準

定期試験80％
筆記試験評価： GPA（ S100～90　 A89～80　 B79～70　 C69～60　 F59～0）
出席日数、 授業態度、 実習への参加、 取り 組みの姿勢なども 評価の対象と する 20%
再試験は公欠が認めら れた者のみ対応する
追試験1回（ 定期試験と 同じ 内容） を も っ てCの評価と する

学習内容 準備学習　 時間外学習( 学習課題）

「 も う 迷わない！ペッ ト の健康ごはん」 本村伸子著（ コ ロ出版） 、 講師が準備する個別資料・ テキスト

試験の内容を 振り 返り 知識の理解を 深める
★後期の研究テーマ「 カ フ ェ メ ニュ ーの考案」
　 提出する 課題レ ポート について説明

実習のための食材の買い出し 、 およ び調理の準備を 時間外学習に充
当する

準備学習　 時間外学習
事前準備では食材の持つ栄養的意味と コ スト 意識を学ぶ、 事後学習では学習内容について振り 返り を促
し 知識の定着を図る

【 使用教科書・ 教材・ 参考書】

「 ペッ ト の健康ごはん」 P. 125〜127の熟読と 理解

小テスト 、 およ びテキスト の試験範囲を 復習し て試験対策を 行う

犬猫の栄養学： 食材の特徴を 学び、 理解し 、 メ ニュ ーに活
かすこ と ができ る よ う になる ①

試験事前対策
小テスト

定期試験
60分

前期に使用し たテキスト を 整理し て引用し やすく する
参考書の試験範囲の予習と 対策

授業の学習
内容

犬猫の栄養学は、 カ フ ェ やレ スト ラ ン でメ ニュ ーを 作る ため、 また接客で適切な説明を 行う ために必要不可欠な授業です。
犬猫の栄養学を 学びながら 、 同時に身体の仕組みまで包括的に理解する こ と で実践で活かすための知識と 技術を 学びます。
栄養学の知識を 適切に学び、 犬猫に適切で安全な食事を 提供する こ と ができ る プロ になれる よ う 、 学習し てく ださ い。
授業では座学と 実習を ほぼ半々に取り 入れます。 実習を 通じ ては、 実際に犬猫の食事を 作り 、 技術と コ スト パフ ォ ーマン ス、 顧客満足に関し て学習し ま
す。

到達目標　

食事は生物の身体を 作る 基本である と 同時に喜びや楽し みである こ と を 伝える こ と ができ る よ う になる
五大栄養素のう ち ビ タ ミ ン と ミ ネラ ルについて学び理解し 、 犬猫に必要な栄養素を 顧客に簡潔に説明する こ と ができ る
犬猫に必要な栄養素についてし っ かり 理解し 、 適切な内容の犬猫ごはんを 作る こ と ができ る
犬猫の消化器機能の特徴を 理解し 、 調理法や素材によ る 影響を き ち んと 理解する

担当教員 小野みち代

Ani mal  Nut r i t i on Pr of essi onal （ AHCA認定） 犬猫の飼い主への自然食・ 療法食指導・ 動物系学校講師、 海外シェ ルタ ーボラ ン ティ ア

1

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

栄養学Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間

（ 単位）

1

授業計画・ 内容

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 理解する こ と ができ る

1年生で学んだ三大栄養素について復習する
「 ペッ ト の健康ごはん」 P. 102〜111、 配布資料

学科・ ｺ ｽー 動物看護科昼二（ ３ 年制）

教員の略歴



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 実習

10 講義

11 実習

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３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

ガイダンス：本講座の必要性を理解する
カフェ講義のルール―とマナーを学ぶ

準備学習：プロフィール準備
時間外学習：講義室を探索する

担当教員 髙橋

ペットカフェ・コーディネーター、　ホリスティックケア/ペットアロマ・カウンセラー

1

東京コミュニケーションアート専門学校

ビバレッジⅠ２科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準
①定期試験　８０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
追試験1回　レポート課題を提示し、提出をもってC評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②
実習中のコミュニケーショ、リーダーシップ、周辺への配慮、取り組む姿勢　２０％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

各業種で求められる人材は、「おもてなしの心」を持ち合わせている/「社会性マナー」が身に付いている点などが
即戦力として高く求められます。業界で望まれる接客マナーを身に付け、人間力を高めます。
本講座は、カフェなど飲食店で必要とされる、ドリンク全般の基礎知識と飲料作製の技術を学びます。
座学を主としますが、より理解度を深めるため、器財を使っての実習を織り交ぜて行います。

到達目標　

①サービスマナーを理解し、お客様から喜んで貰え、満足してもらえるサービスの提供が出来る。
（コミュニケーショ力）（リーダーシップ力）（協調性）（積極性）（規律性）（責任性）を養う
②対価の頂けるドリンク商品の提供が出来る。
「ドック・カフェ」「ペット・ショップ」「ドック・ホテル」「ドック・ラン」など（例：スターバックスコーヒー）同等のスタッフとして活躍出来
る。

フードコーディネート検定テキスト　プロジェクター使用・PP用プリント　プリント用ファイル・筆記用具各人準備のこと

振り返り
準備学習：復習を行う

時間外学習：復習を行う
準備学習　時間外学習 準備学習により講座の理解と作業進行が出来、時間外学習にて次回への展開が出来る

　【使用教科書・教材・参考書】　

アフタヌーンティー概論を学ぶ
2年次の実習とリンクします

コーヒー概論を学ぶ
豆の品種と分類が出来、正しく淹れられる

コーヒー器財の使い方を学ぶ
美味しく淹れられる

エスプレッソコーヒー概論を学ぶ
正しく淹れられる

準備学習：店舗探索をする
時間外学習：実食する

準備学習：コーヒー店を探索する
時間外学習：caféにて試飲する

準備学習：
時間外学習：正しく淹れ、試飲する

準備学習：
時間外学習：caféにて試飲する

準備学習：店舗販売の茶葉を探索する
時間外学習：茶葉を正しく淹れ、試飲する

準備学習：講義内容を見直す
時間外学習：復習を行う

エスプレッソマシーン器財の使い方を学ぶ
美味しく淹れられる

バリエーション　ホットドリンクの種類を学ぶ

バリエーション　コールドドリンクの種類を学ぶ

筆記試験

準備学習：器財を検索する
時間外学習：器財を使ってみる

準備学習：caféドリンクの種類を探索する
時間外学習(学習課題）

準備学習：caféドリンクの種類を探索する
時間外学習(学習課題）

紅茶概論を学ぶ
茶葉の品種と分類が出来、正しく淹れられる

カフェ概論とドリンク概論
業界の背景を理解し、歴史/文化を学ぶ

ミネラルウォーター概論を学ぶ
水の種類と性質を学び、利用した調理が出来る

日本茶概論を学ぶ
茶葉の品種と分類が出来、正しく淹れられる

中国茶概論を学ぶ
茶葉の品種と分類が出来、正しく淹れられる

準備学習：caféドリンクの種類を探索する
時間外学習：café店舗を探求する

準備学習：店舗販売の水を探索する
時間外学習：用途別の水を試飲する

準備学習：店舗販売の茶葉を探索する
時間外学習：茶葉を正しく淹れ、試飲する

準備学習：店舗販売の茶葉を探索する
時間外学習：茶葉を正しく淹れ、試飲する



回数 日程 授業形態

1 4月20日 講義

2 4月27日 講義＋演習

3 5月11日 演習

4 5月18日 講義

5 6月1日 講義実習

6 6月8日 講義実習

7 6月15日 講義実習

8 6月22日 講義実習

9 6月29日 講義実習

10 7月6日 講義実習

11 7月13日 講義実習

12 7月20日 講義実習

13 8月31日 演習

14 9月7日 試験

15 9月14日 講義

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　ウィッグ準備　等

【使用教科書・教材・参考書】

ウィッグのブラッシング
デザイン画記入

デザイン画記入を実践する

教員の略歴

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

デザインカット案の記入方法を学習する
ウィッグのブラッシング方法を学習する

ウィッグのブラッシング
デザイン画記入

ウィッグのブラッシング
デザイン画記入

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

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

背景を使用し犬（ウィッグも可）と撮影

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％

ハーブパックの手順を理解する
ウィッグのブラッシング

デザイン画記入

シルクの泡パックの手順を理解する
ウィッグのブラッシング

デザイン画記入

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

試験返却、ウィッグのカットを行う ウィッグのカット

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

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 配布した資料を熟読する

ウィッグのブラッシング
デザイン画記入

ウィッグのブラッシング
デザイン画記入パックの種類や方法を学習する

ボディ（モチーフ）のカラーリング方法を学ぶ

アロマバスの手順を理解する

うる艶の手順を理解する
ウィッグのブラッシング

デザイン画記入

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）
2

ウィッグのブラッシング
デザイン画記入

ウィッグのブラッシング
デザイン画記入

ウィッグのブラッシング
デザイン画記入

ウィッグのブラッシング
デザイン画記入

ポイント（耳・尾）のカラーリング方法を学ぶ

科目名 ビューティー＆キャット演習Ⅰ1　　

必修
選択

ペットサロン勤務

フォトジェニックの背景の作り方・撮影方法を学ぶ

授業の学習
内容

担当教員 江本
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 ２・３



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

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

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

江本

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ウィッグボディのカットを行う 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・カラー

ウィッグのカット・カラー

ウィッグの見直し

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
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

評価方法と基準

科目名 　　ビューティー＆キャットⅠ2

必修
選択

授業
形態

演習

選択 年次

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

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

２・３

2

担当教員
総時間
（単位）

アンケートを行い希望の多い授業を行います

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

ウィッグのカット

ウィッグのカットウィッグのカラー方法を学ぶ
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

ウィッグのカラーを行い、調整を行う

猫のグルーミングを実践し、流れを理解する



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 講義・試験

15 講義・演習

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

前期の講義と演習を振り返り、総合的な理解
を深める

学校飼育犬及び、担当犬の管理

準備学習　時間外学習 学校飼育犬の飼育当番及び観察で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　犬具一式　・　筆記用具　・　トレーニング日誌

正しいポジションへの招呼を教えることが出
来る

喜求的招呼を教えることが出来る

学校飼育犬及び、担当犬の管理

脚側行進の応用を教えることが出来る

声符・視符を正しく使うことが出来る

JKC　家庭犬訓練試験の規定を理解する

試験　（筆記試験）

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

犬の本能を利用したトレーニング方法を使い、基本動作を犬に教えることが出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後
期及び、就職に備えアマチュアにトレーニング方法を理解しやすく説明出来る様になる。

学校飼育犬及び、担当犬の管理

脚側行進の応用を教えることが出来る

評価方法と基準
・　定期試験（筆記試験）　60％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
講義・演習中の態度及び、トレーニング成果　　40％

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理脚側行進の基礎を教えることが出来る

脚側行進の基礎を教えることが出来る

ハウスを教えることが出来る

伏臥を教えることが出来る

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

招呼を教えることが出来る

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

ドッグトレーニングⅢ1　　科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

3

授業計画・内容

担当犬の理解

誘惑がある状況での招呼を教えることが出来
る

授業の学習
内容

犬のトレーニングに必要な基礎知識を理解するための講義と、実際に犬を使った演習を行うことによりより深くトレーニングを
理解する授業です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自分自
身がしっかりとトレーニングを理解する事により、犬が理解しやすいトレーニングを習得します。
※　実際に犬を使ったトレーニングを行う授業のため、内容に変更のある場合があります。

到達目標　

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

担当教員
安齋
裕己

1989年 Dog Training Club PURE GOLD 開業　元埼玉県警嘱託警察犬訓練士

2



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 講義・試験

15 講義・演習

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

授業
形態

演習
総時間
（単位）

2

担当犬の理解 学校飼育犬及び、担当犬の管理

担当教員
安齋
裕己

1989年 Dog Training Club PURE GOLD 開業　元埼玉県警嘱託警察犬訓練士

2

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

ドッグトレーニングⅡ1　　科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準
・　定期試験（筆記試験）　60％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
講義・演習中の態度及び、トレーニング成果　　40％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

犬のトレーニングに必要な基礎知識を理解するための講義と、実際に犬を使った演習を行うことによりより深くトレーニングを
理解する授業です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自分自
身がしっかりとトレーニングを理解する事により、犬が理解しやすいトレーニングを習得します。
※　実際に犬を使ったトレーニングを行う授業のため、内容に変更のある場合があります。

到達目標　
犬の本能を利用したトレーニング方法を使い、基本動作を犬に教えることが出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後
期及び、就職に備えアマチュアにトレーニング方法を理解しやすく説明出来る様になる。

前期の講義と演習を振り返り、総合的な理解
を深める

学校飼育犬及び、担当犬の管理

準備学習　時間外学習 学校飼育犬の飼育当番及び観察で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　犬具一式　・　筆記用具　・　トレーニング日誌

脚側行進の基礎を教えることが出来る

ハウスを教えることが出来る

伏臥を教えることが出来る

脚側行進の応用を教えることが出来る

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

脚側行進の応用を教えることが出来る

声符・視符を正しく使うことが出来る

JKC　家庭犬訓練試験の規定を理解する

試験　（筆記試験）

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

脚側行進の基礎を教えることが出来る

招呼を教えることが出来る
正しいポジションへの招呼を教えることが出

来る
喜求的招呼を教えることが出来る

誘惑がある状況での招呼を教えることが出来
る

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理



1

回数 日程 授業形態

1 4/11 演習

2 4/18 演習

3 4/25 演習

4 5/9 演習

5 5/16 演習

6 5/30 演習

7 6/13 演習

8 6/20 演習

9 6/27 演習

10 7/4 演習

11 7/11 演習

12 7/18 演習

13 9月5日 演習

14 9月12日 演習

15 9月19日 演習

データベース機能を理解し、活用できる

差し込み印刷機能を利用して、カードが作成できる

試験対策（予定）

ITを利用する上で、正しい知識やモラルを身につけ
られる
eラーニングテキストを使用でき、Officeの共通操
作ができる

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。

東京コミュニケーションアート専門学校

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

試験（予定）

振り返り（予定）

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

基本的な機能を使用して資料を作成できる

関数やグラフを駆使したレベルの高い資料を作成で
きる

文書作成ソフトを使って、効率的にビジネス文書を
作成できる
より情報が伝わる、レベルの高いビジネス文書を
作成できる
画像の透過方法、セクション区切り、ページ罫線が
設定できる

Excelの基本操作が作成できる

ホームポジションを理解し、タッチタイピングがで
きる

Excelレベル1,2で学習した機能を操作できる

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
複合文章の作成（Word）、表計算や表、グラフの作成（Excel）、効果的なスライドの作成（PowerPoint）ができる

(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 動物看護科昼二（３年制）

科目名 コンピューターⅠ1

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 小試験＋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

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 ドッグビジネスⅠ２

必修
選択

担当教員
今村
真也

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

小試験：／講義：地域との関わり方（１）顧
客分析

準備学習：教本・プリント予習／事後学習：
小テスト・講義復習

教員の略歴 はっぴーているず代表

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。

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。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

小試験：／講義：地域との関わり方（２）地
域社会分析

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：事業事例研究（ドッグホテ
ル）

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：事業事例研究（老犬ホー
ム）

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：事業事例研究（犬と泊まれ
る宿）

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：事業事例研究（トリミング
サロン）

準備学習：教本・プリント予習／事後学習：
小テスト・講義復習

演習：事業事例研究（イベント1）
準備学習：プリント予習／事後学習：業務確

認
演習：事業事例研究（イベント2）

準備学習：プリント予習／事後学習：業務確
認

演習：事業事例研究（イベント3）
準備学習：プリント予習／事後学習：業務確

認
小試験：／講義：事業事例研究（代行サービ

ス）
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：事業事例研究（保護犬譲渡

システム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：事業事例研究（保護犬譲渡

システム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
小試験：業界用語と飼い主への言い換え／講

義：これから求められるサービス
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

後期試験

振返り

準備学習　時間外学習



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】　

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

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

小試験：／講義：サービス内容の変

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

評価方法と基準

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：犬と暮らすとどんなメリッ
ト、デメリット

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

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 1

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

総時間
（単位）

はっぴーているず代表

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。



hunn

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 演習

5 11月2日 演習

6 11月9日 演習

7 11月16日 演習

8 11月23日 演習

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 演習

14 1月25日 試験

15 2月8日 講義

実技テスト

演習ノートの作成

演習ノートの作成

演習ノートの作成

演習ノートの作成

演習ノートの作成

演習ノートの作成

演習ノートの作成

演習ノートの作成

カット犬種のトータル時間短縮する

カット犬種の顔カットにかかる時間短縮する

カット犬種のトータル時間を理解する

演習ノートの作成

カット犬種の顔カットにかかる時間を理解する

カット犬種の四肢カットにかかる時間を理解する

カット犬種の四肢カットを復習する

カット犬種の顔カットの復習をする

カット犬種の四肢カットの時間短縮する

カット犬種のベーシック時間を短縮する

演習ノートの作成

演習ノートの作成

演習ノートの作成

演習ノートの作成

カット犬種のベーシックを１時間で
仕上げることができる

カット犬種のボディクリッパー方法を復習する

科目名 トリミング演習Ⅲ2

必修
選択

担当教員
江本
佐藤

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 ２・３

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）
3

試験、１年間の振り返り 演習ノートの作成

教員の略歴

授業の学習
内容

基礎グルーミングの技術向上・時間短縮する方法を学びます
基礎的なトリミング技術を学びます
様々なモデル犬をトリミングすることでコントロール方法、保定方法を学びます

到達目標　
基礎グルーミングを時間内に確実に仕上げることができる
基礎のトリミングを実践することができる

評価方法と基準
定期試験　100％
　カット犬種のトリミングをトータル２時間で行う

ペットサロン・動物病院勤務

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業計画・内容

演習ノートの作成カット犬種のベーシックを確実に仕上げる

カット犬種のベーシック時間を理解する

準備学習　時間外学習 演習ノート作成、タイム表の記入

　【使用教科書・教材・参考書】　

筆記用具、演習着（演習・講義実習時）、トリミング道具等

TCA東京ECO動物海洋専門学校



回数 日程 授業形態

1 4月20日 演習

2 4月27日 演習

3 5月11日 演習

4 5月18日 演習

5 6月1日 演習

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 演習

14 9月7日 試験

15 9月14日 講義

定期試験　100％
　グルーミング犬種のトリミングをトータル２時間で行う

総時間
（単位）

選択 年次 ２・３

担当教員

到達目標　
基礎グルーミングを時間内に確実に仕上げることができる
基礎のトリミングを実践することができる

ベーシック、１時間を
目標に仕上げることができる 演習ノートの作成

演習ノートの作成

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

２年時の振り返りを行う 演習ノートの作成

ベーシックにかかる時間を理解する

グルーミング犬種のトリミングを行う

演習ノートの作成

演習ノートの作成

グルーミング犬種の各部分のカット時間を理解する

評価方法と基準

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

江本
佐藤

授業の学習
内容

基礎グルーミングの技術向上・時間短縮する方法を学びます
基礎的なトリミング技術を学びます
様々なモデル犬をトリミングすることでコントロール方法、保定方法を学びます

教員の略歴

科目名 トリミング演習Ⅲ1

必修
選択

授業
形態

演習

ペットサロン・動物病院勤務

3

トリミングのトータル時間を理解する

演習ノートの作成

演習ノートの作成

グルーミング犬種の
カットトータル時間を短縮する

ベーシックにかかる時間の短縮をはかる

演習ノートの作成

グルーミング犬種の
カットトータル時間を理解する

演習ノートの作成グルーミング犬種の各部分のカット時間を短縮する

演習ノートの作成

演習ノートの作成

実技試験の予習を行う

トリミンクのトータル時間を短縮する 演習ノートの作成
トリミング、トータル時間を

３時間以内で仕上げる
演習ノートの作成

演習ノートの作成

実技試験

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

試験の振り返り 演習ノートの作成

筆記用具、演習着（演習・講義実習時）、トリミング道具　等

準備学習　時間外学習 演習ノート作成　タイム表記入

【使用教科書・教材・参考書】



回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

振り返り（試験での反省が出来る）
実習ノートの作成（実習での学んだポイント

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

ベーシック作業の時間短縮（シャンプー前の
ベーシック作業が30分以内で出来る）

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

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

トータル時間2時間①（ペアでトータル時間を
2時間で終了出来る）

トータル時間2時間②（ペア作業でのタイムス
ケジュールが立てられる）

模擬テスト（試験と同じスケジュールで行
い、平常心で試験に向かえる）

テスト（実技テスト）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

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

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

苦手作業の確認（タイムオーバーした作業な
どを見直し、苦手克服出来る）

評価方法と基準 実技試験100％

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

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

試験でのペア実習スタート（試験でのお互い
の作業確認が出来る）

トータル時間の意識（ペアで仕上げまでトー
タル1時間30分で出来る）

演習確認テスト（仕上がりと、トータル時間
の自己確認が出来る）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

実習ノートの作成（実習での学んだポイント
や反省などを記入する）

ベーシック作業の徹底（爪切り、耳掃除など
シャンプー前作業が完璧に出来る）

東京コミュニケーションアート専門学校

トリミング演習Ⅱ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

２・３

授業計画・内容

目標確認、タイムシート記入（各作業の時間
を計測し、自己分析が出来る）

頭部のカットの確認（見本を確認しながら
オーダーに応じたカットが出来る）

授業の学習
内容

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

到達目標　

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

担当教員
水島　　綾

子

ペットサロン経営、講師歴20年

3



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 講義と演習

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 講義と演習

13 講義と演習

14 試験

15 振り返り

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

ショップ経営の基礎知識
・かぼちゃのスープ・鶏肉、野菜のあんかけ

を作ることができる。人の五大栄養素、犬の三大栄養素
・パン入りスープ・アスパラ牛肉まき

を作ることができる。

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

ドッグカフェ経営（生徒にイメージを持たせる）
・さつま芋のミルクケーキ・パティーロール

を作ることができる。盛り付け、空間の使い方、平面から立体に立ち上げる方法
・人と犬のセットメニュー・ハンバーグセット・パスタ・グラタン

を作ることができる。テスト対策
・ビーフジャーキー・野菜チップス

を作ることができる。

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

調理技術、衛生学、食品学、栄養学、什器備品の知識を調理実習を通して身につけさせる。

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

施設設備の衛生、防火の法的規定
・和風スウィートポテト・鰆トマトソース

を作ることができる。

評価方法と基準
筆記試験５０％
実技試験５０％

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

人用と犬用の調味の違い
・温野菜サラダ・鰯のハンバーグ

を作ることができる。食品衛生、食中毒について
・マカロニ（ミートソース）・カジキマグロと温野菜のリゾット

を作ることができる。公衆衛生、保存の適温
・りんごのソテー・ヨーグルトソース・砂肝の木の子添え

を作ることができる。食品の色と香り、色素・褐色現象
・鳥団子と白菜のスープ・レバー野菜炒め

を作ることができる。

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

①材料仕入れ②調理道具を揃える、包丁を研ぐ
（料理本を読み、カロリー計算をする）

調理設備の取り扱い
・コンポタージュ・じゃが芋と合挽肉のグラタン

を作ることができる。

東京コミュニケーションアート専門学校

ドッグカフェ演習Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

2

授業計画・内容

調理の基本　調理法
・ミネストローネを作ることができる

食品別カロリー計算
・もずくの中華スープ・白身魚の納豆和え

を作ることができる。

授業の学習
内容

ショップ経営に向けて調理の知識・技術の向上を目指す。
一般料理、犬のための料理を実習を通し体験させる。
食に関する知識を調理実習を通して身につけさせる。

到達目標　

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

担当教員 荒井

レストラン経営

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 講義・試験

15 講義・演習

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

前期の講義と演習を振り返り、総合的な理解
を深める

学校飼育犬及び、担当犬の管理

準備学習　時間外学習 学校飼育犬の飼育当番及び観察で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　犬具一式　・　筆記用具　・　トレーニング日誌

誘惑がある状況での招呼を教えることが出来
る

脚側意識の基礎を教えることが出来る

学校飼育犬及び、担当犬の管理

JKC　家庭犬訓練試験の規定を理解する

JKC　CD-1の規定を教えることが出来る

JKC　CD-1の規定を教えることが出来る

試験　（筆記試験）

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

犬の本能を利用したトレーニング方法を使い、基本動作を犬に教えることが出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後
期及び、進級後に備えアマチュアにトレーニング方法を理解しやすく説明出来る様になる。

学校飼育犬及び、担当犬の管理

声符・視符を正しく使うことが出来る

評価方法と基準
・　定期試験（筆記試験）　60％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
講義・演習中の態度及び、トレーニング成果　　40％

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理ハウスを教えることが出来る

伏臥を教えることが出来る

脚側意識の応用を教えることが出来る

脚側行進の応用を教えることが出来る

学校飼育犬及び、担当犬の管理

学校飼育犬及び、担当犬の管理

招呼（呼び戻し）を教えることが出来る

東京コミュニケーションアート専門学校

ドッグトレーニング演習Ⅰ1　　科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

　
演習

総時間
（単位）

1

授業計画・内容

担当犬の理解　（実際に犬と接することによ
り、性格を読み取り犬具の装・脱着が出来

脚側行進の基礎を教えることが出来る

授業の学習
内容

犬のトレーニングに必要な基礎知識を理解するための講義と、実際に犬を使った演習を行うことによりより深くトレーニングを
理解する授業です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自分自
身がしっかりとトレーニングを理解する事により、犬が理解しやすいトレーニングを習得します。
※　実際に犬を使ったトレーニングを行う授業のため、内容に変更のある場合があります。

到達目標　

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

担当教員
安齋
裕己

元嘱託警察犬訓練士、現在は 家庭犬訓練教室を開業　

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 講義・演習

15 講義・演習

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

授業
形態

演習
（単位）

1

犬はどのような動物か理解することが出来
る。

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

担当教員 古銭

動物病院にて、家庭犬トレーニングを行っている

1

東京コミュニケーションアート専門学校

ドッグトレーニング演習Ⅰ2　科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準 出席率80％ 実技テスト20％（基本的な犬の扱いがリード・首輪を使い出来る）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

　　異文化コミュニケーション：犬との違いを知り、お互いを理解する授業です。また、犬と飼い主の良き理解者になるための
授業でもあります。知識のみならず、心技体を絶えず意識して授業に参加してください。そしていつも自分で考え工夫する努
力を忘れないでください。

到達目標　
自分を飼い馴らし、犬を飼い馴らす。飼い主を選ぶことのできない犬の本当の理解者になる。犬文化後進国・日本での犬文
化の向上に貢献する。動物病院など現場のニーズを考えたトレーニング方法を身につける。

振り返り 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

準備学習　時間外学習 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

　【使用教科書・教材・参考書】　

犬が人に注目するような進退の動き、使い方
を理解することが出来る。

犬と人の距離のとりかたを理解できる。

犬はどのような空間を好むのか理解できる。
犬は人との共同作業が好きという概念を理解

できる。

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

犬らしい犬を育てるという言葉の意味を理解
し実践できる。

犬に仕事を与えるということを理解し実践で
きる。

犬のきもちを理解し、トレーニングを行うこ
とが出来る。

試験

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

犬とはどのような人を尊敬するかを理解する
ことが出来る。

犬と人の違いを理解することが出来る。

犬の時間・一生を考えることができる。
犬の心を育てるトレーニング方法を身に着け

ることが出来る。
犬から何を学ぶことが出来るかを理解するこ

とが出来る。

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 -

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 演習・講義

14 定期試験

15 振り返り

後期の授業内容の総復習 1.5時間：授業スライドの復習

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書 増補改訂版，第4巻（緑書房）

東京コミュニケーションアート専門学校

定期試験の実施（筆記試験） 1.5時間：授業スライドの復習

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

モルモット ①（モルモットの特徴，飼育管理法が理
解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
モルモット ②（モルモットの代表的な疾病が理解で
きる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
チンチラ，リスの特徴および飼育管理法，そして代
表的な疾病が理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

ハムスター ①（ハムスターの特徴，飼育管理法が理
解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
ハムスター ②（ハムスターの代表的な疾病が理解で
きる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

フェレット ②（フェレットの代表的な疾病が理解で
きる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

フェレット ①（フェレットの特徴，飼育管理法が理
解できる）

ウサギ ②（ウサギの代表的な疾病が理解できる）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

セキセイインコ ②（インコの代表的な疾病が理解で
きる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

海外研修 -

セキセイインコ ①（インコの特徴，飼育管理法が理
解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

ウサギ ①（ウサギの特徴，飼育管理法が理解できる 1.5時間：指定教科書にて予復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

教員の略歴 獣医科大学にて動物の腎臓病の研究中

授業の学習
内容

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

到達目標　
1) 各エキゾチックアニマルの主な特徴（習性，解剖学，生理学）の知識を習得することができる。
2) 各エキゾチックアニマルの飼育管理をする上での注意点を説明できる。
3) 各エキゾチックアニマルの主な疾患，そしてその検査および治療方法に関する知識を習得することができる。

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

宮川
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1
学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 伴侶動物学Ⅰ2

必修
選択

担当教員



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 演習・講義

14 定期試験

15 振り返り

1.5時間：指定教科書にて予復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

幼齢期の犬・猫の管理方法（低体温，脱水，低血糖
を予防することの重要性が理解できる）

授業
形態

講義

到達目標　

評価方法と基準

伴侶動物学Ⅰ１科目名

教員の略歴

授業の学習
内容

新生仔のケア（帝王切開時の手順など），そして確
認すべき点（疾患の有無など）を理解できる。

準備学習　時間外学習 指定教科書での学習で充当。

1

犬・猫の歴史および代表的な品種，そして社会的役
割について理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

担当教員 宮川

獣医科大学にて動物の腎臓病の研究中

1
動物看護科昼二（３年制）

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

1) 新生仔および幼齢期の犬猫の飼育管理を行う上での注意点を説明することができる。
2) 犬猫と暮らしていく上で，ワクチン接種の重要性を説明することができる。
3) 高齢期の犬猫の特徴，そして飼育管理をする上での注意点を説明することができる。

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

犬の飼育管理法 ②（ワクチンなどによる感染症予防
の重要性が理解できる）
猫の飼育管理法 ①（実際に飼育する上での注意点を
理解できる）
猫の飼育管理法 ②（ワクチンなどによる感染症予防
の重要性が理解できる）

定期試験の解説 1.5時間：試験問題の見直し・復習

高齢期の犬・猫の管理方法 ②（褥瘡の予防および管
理について理解できる）
高齢期の犬・猫の管理方法 ③（ターミナルケアの意
味，そして実際の内容について理解できる）
高齢期の犬・猫の管理方法 ④（ペットロスの意味，
そして対応の仕方について理解できる）

前期の授業内容の総復習

定期試験の実施（筆記試験）

1.5時間：授業スライドの復習

1.5時間：授業スライドの復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

東京コミュニケーションアート専門学校

必修
選択

選択 年次

総時間
（単位）学科・ｺｰｽ

1.5時間：指定教科書にて予復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

1.5時間：指定教科書にて予復習

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書 増補改訂版，第4巻（緑書房）

高齢期の犬・猫の管理方法 ①（高齢動物の特徴が理
解できる）

犬・猫の行動発達について理解できる。

犬の飼育管理法 ①（実際に飼育する上での注意点を
理解できる）



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 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物病理学

必修
選択

担当教員 河南圭子
授業
形態

講義・演
習

総時間
（単位）

必修 年次 ２年

1

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）

細胞傷害因子と細胞傷害の過程について説明でき
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
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
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
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

東京コミュニケーションアート専門学校/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



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 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物薬理学

必修
選択

担当教員 河南圭子
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 ２年

1

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）

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
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			
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			

　【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

東京コミュニケーションアート専門学校/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



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 定期試験

15 講義

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

必要に応じて随時、書籍を使用。

振り返りとまとめ 試験見直しとわからないところの確認

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

野生動物と傷病動物

野生動物の保全（野生動物とは）

前期まとめと整理

動物看護師と野生動物
野生動物の病気と事故

野生動物の福祉①
野生動物の福祉について理解する

野生動物の福祉②
希少動物やエキゾチックペットの商業取引について理解する

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）

・日本に生息する野生動物の種類と特徴の概要を説明できる。・野生動物が関わる問題と保全の概要について説明でき
る。・飼育下繁殖と動物園の役割を説明できる。・野生動物獣医療の概要を説明できる。・野生動物の福祉上の問題点とそ
の対策を説明できる。

授業の復習（ノート整理）

動物看護師と野生動物
野生動物救護について学ぶ

評価方法と基準 定期試験：100％

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）野生動物の保全（人の暮らしとの関連）

野生動物の保全（動物園）

野生動物の保全（水族館）

野生動物の保全（関連法規）

授業の復習（ノート整理）

授業の復習（ノート整理）

野生動物の種類と特徴について理解する

東京コミュニケーションアート専門学校

野生動物学科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

1

授業計画・内容

導入（授業について）日本の野生動物につい
て理解する

野生動物の保全（調査法と環境）

授業の学習
内容

動物看護の分野は、ペットの分野だけでなく、野生動物の救護や動物園等の展示動物の診療をする病院での仕事など広が
りを見せている。そうしたことから野生動物について学ぶ必要性が高まっている。この授業では「日本の野生動物の種類と保
全について」と「動物園等の展示動物についてと保全や役割などについて」学び基本を身につける。

到達目標　

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

担当教員 長嶺幸介

競走馬牧場、総合ペットショップ勤務、現在は生態科学研究機構副理事長。移動動物園、動物関連番組の監修等をしている

1



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 -

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 演習・講義

14 定期試験

15 振り返り

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物臨床栄養学Ⅰ２

必修
選択

担当教員 宮川
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

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

教員の略歴 獣医科大学にて動物の腎臓病の研究中

授業の学習
内容

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

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

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

療法食 ②（関節疾患での栄養管理の重要性が理解でき
る） 1.5時間：指定教科書にて予復習

海外研修 -

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

療法食 ④（皮膚病での栄養管理の重要性が理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

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

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

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

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

療法食 ⑧（肝臓病での栄養管理の重要性が理解できる）

療法食 ⑩（肥満に対する栄養管理の重要性，そして減量
プログラムの作成法を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
強制給餌および経管・静脈栄養法の特徴，そして実施上
の注意点を理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

後期の授業内容の総復習 1.5時間：授業スライドの復習

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書 増補改訂版，第4巻（緑書房）

東京コミュニケーションアート専門学校

定期試験の実施（筆記試験） 1.5時間：授業スライドの復習

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



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 演習・講義

14 定期試験

15 振り返り

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物臨床栄養学Ⅰ１

必修
選択

担当教員 宮川
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

5大栄養素（5大栄養素の特徴，そして栄養学を学ぶこと
の重要性が理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

教員の略歴 獣医科大学にて動物の腎臓病の研究中

授業の学習
内容

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

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

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

炭水化物（栄養素の特徴，そして糖質と繊維の違いを理
解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
たんぱく質（栄養素の特徴，そして犬・猫の必須アミノ
酸の役割を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
脂質（栄養素の特徴，そして犬・猫の必須脂肪酸の役割
を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
ビタミン ①（脂溶性ビタミンの特徴，そしてその過剰ま
たは欠乏症による影響を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
ビタミン ②（水溶性ビタミンの特徴，そしてその過剰ま
たは欠乏症による影響を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
ミネラル（ミネラルの特徴，そしてその過剰または欠乏
症による影響を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
エネルギー要求量（RER，DERなど）の意味，そして計
算方法を理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習
栄養状態の評価法（BCS，体脂肪率など），そして飼養
標準（AAFCO）について理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習
ライフステージ（成長期，維持期，高齢期など）を考慮
した上での栄養管理の特徴が理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

ペットフードの種類，そして分類について理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習
犬・猫に与えてはいけない食物，そして中毒について理
解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

前期の授業内容の総復習 1.5時間：授業スライドの復習

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書 増補改訂版，第4巻（緑書房）

東京コミュニケーションアート専門学校

定期試験の実施（筆記試験） 1.5時間：授業スライドの復習

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



エーディーサマーズ代表

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 演習

9 講義

10 講義

11 講義

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

さまざまな犬の症例でプロトコルを  作ってみる

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

病院にある設備を利用した温熱、寒冷療法を考えて
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

電気療法を体験した感想

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

3限　棒灸を作ろう!!
4限　棒灸を使ったエネーブルのリハビリ④

3限　東洋獣医学の内容を学ぶ　2（鍼、灸）
4限　エネーブルのリハビリ ③

3限　プロトコルとは
4限　エネーブルのリハビリのプロトコルを見直す

⑤
3限　プロトコルのサンプル研究

4限　エネーブルのプロトコルの再構築

「こんなホリスティックあります」を集めてみる。

学校犬やさまざまな犬たちの脊椎を触ってみた感
想。

現在行っているリハビリについて、感じることを列
記する。

市販の書籍を読み、特定の疾患について効果のある
ツボを列記する。

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

『よもぎ』の効果を調べる。

授業計画・内容

　【使用教科書・教材・参考書】　

振り返り

準備学習　時間外学習

テスト

3限 : ホリスティック  1  リフレクソロジー
4限 : エネーブルのリハビリスタート

3限 : ホリスティック  2  カイロプラクティス
4限 : エネーブルのリハビリ ①

3限　東洋獣医学の内容を学ぶ  1（総論）
4限　エネーブルのリハビリ ②

物理療法　1 温熱療法・寒冷療法を学ぶ
4限　エネーブルの温熱療法⑥

物理療法　2 超音波療法を学ぶ
4限　 エネーブルアセスメント

物理療法　3 電気療法について学ぶ
4限　電気療法を体験する⑦

物理療法　4 レーザー療法について学ぶ
4限　エネーブルのリハビリ⑧
3限　プロトコルを作ってみる

4限　エネーブルのプロトコルの再構築

担当教員 千葉

1

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

教員の略歴

授業の学習
内容

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

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

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

リハビリテーションⅢ科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

3

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
3限 : ホリスティックについて学ぶ（総論）
4限 : エネーブルのリハビリ計画をたてる

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 -

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 演習・講義

14 定期試験

15 振り返り

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物臨床栄養学Ⅰ２

必修
選択

担当教員 宮川
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

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

教員の略歴 獣医科大学にて動物の腎臓病の研究中

授業の学習
内容

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

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

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

療法食 ②（関節疾患での栄養管理の重要性が理解でき
る） 1.5時間：指定教科書にて予復習

海外研修 -

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

療法食 ④（皮膚病での栄養管理の重要性が理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

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

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

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

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

療法食 ⑧（肝臓病での栄養管理の重要性が理解できる）

療法食 ⑩（肥満に対する栄養管理の重要性，そして減量
プログラムの作成法を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
強制給餌および経管・静脈栄養法の特徴，そして実施上
の注意点を理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

後期の授業内容の総復習 1.5時間：授業スライドの復習

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書 増補改訂版，第4巻（緑書房）

東京コミュニケーションアート専門学校

定期試験の実施（筆記試験） 1.5時間：授業スライドの復習

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



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 演習・講義

14 定期試験

15 振り返り

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物臨床栄養学Ⅰ１

必修
選択

担当教員 宮川
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

5大栄養素（5大栄養素の特徴，そして栄養学を学ぶこと
の重要性が理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習

教員の略歴 獣医科大学にて動物の腎臓病の研究中

授業の学習
内容

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

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

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

炭水化物（栄養素の特徴，そして糖質と繊維の違いを理
解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
たんぱく質（栄養素の特徴，そして犬・猫の必須アミノ
酸の役割を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
脂質（栄養素の特徴，そして犬・猫の必須脂肪酸の役割
を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
ビタミン ①（脂溶性ビタミンの特徴，そしてその過剰ま
たは欠乏症による影響を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
ビタミン ②（水溶性ビタミンの特徴，そしてその過剰ま
たは欠乏症による影響を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
ミネラル（ミネラルの特徴，そしてその過剰または欠乏
症による影響を理解できる） 1.5時間：指定教科書にて予復習
エネルギー要求量（RER，DERなど）の意味，そして計
算方法を理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習
栄養状態の評価法（BCS，体脂肪率など），そして飼養
標準（AAFCO）について理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習
ライフステージ（成長期，維持期，高齢期など）を考慮
した上での栄養管理の特徴が理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

ペットフードの種類，そして分類について理解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習
犬・猫に与えてはいけない食物，そして中毒について理
解できる。 1.5時間：指定教科書にて予復習

前期の授業内容の総復習 1.5時間：授業スライドの復習

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書 増補改訂版，第4巻（緑書房）

東京コミュニケーションアート専門学校

定期試験の実施（筆記試験） 1.5時間：授業スライドの復習

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



回数 日程 授業形態

1 10月3日 講義

2 10月10日 休講 海外研修

3 10月17日 講義

4 10月24日 講義

5 10月31日 講義

6 11月7日 講義

7 11月14日 講義

8 11月21日 講義

9 11月28日 講義

10 12月5日 講義

11 12月12日 講義

12 12月19日 講義

13 1月16日 講義

14 1月23日 講義

15 1月30日 講義

在宅医療・終末期看護について理解する

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

授業ノート、配布資料を見直す

入院看護管理について理解する

疼痛に評価と管理について理解する

幼齢動物のケアについて理解する

リハビリについて理解する

高齢動物のケアについて理解する

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】　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

動物看護過程の展開について理解する

コミュニケーションと観察について理解する

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

感染予防・衛生管理について理解する

定期健康診断の必要性について理解する

授業計画・内容

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 動物看護科昼二（３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

1

①獣医師　

評価方法と基準 定期試験１００％（14週目に筆記試験を実施）

東京コミュニケーションアート専門学校

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

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



認定動物看護師　 複数の動物病院にて勤務経験あり

回数 日程 授業形態

1 10月4日 講義

2 10月11日 講義

3 10月18日 講義

4 10月25日 演習

5 11月1日 講義

6 11月8日 演習

7 11月15日 演習

8 11月22日 講義

9 11月29日 講義

10 12月6日 講義

11 12月13日 講義

12 12月20日 小テスト

13 1月17日 講義

14 1月24日 試験

15 1月31日 講義

動物看護の教科書第５巻を熟読し、予習　復習を行
う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）
動物看護の教科書第５巻を熟読し、予習　復習を行
う事で知識を習得する事が出来る　（２ｈ）
動物看護の教科書第５巻を熟読し、予習　復習を行
うことで知識を習得する事ができる　（２ｈ）
動物看護の教科書を熟読し、予習　復習を行うこと
で知識を習得する事ができる　（２ｈ）

後期期末試験（筆記試験）

検査機器（検査・治療に使用する機器や器具の名称
や取り扱い方法を習得する事が出来る）

小テスト（各単元の理解度を筆記試験にて行う。)

検査機器（検査・治療に使用する機器や器具の名称
や取り扱い方法を習得する事が出来る）

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

検査機器（検査・治療に使用する機器や器具の名称
や取り扱い方法を習得する事が出来る）
検査機器（検査・治療に使用する機器や器具の名称
や取り扱い方法を習得する事が出来る）
検査機器（検査・治療に使用する機器や器具の名称
や取り扱い方法を習得する事が出来る）

調剤（薬剤を正しく取り扱い、正確に準備出来るよ
うに手技を習得する事が出来る）

調剤（様々な薬剤の投薬法を習得する事が出来る）

調剤（様々な動物に対して薬剤の投薬法を習得する
事が出来る）

動物看護の教科書第３巻を熟読し、予習復習を　行
う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）
動物看護の教科書第５巻を熟読し、予習復習を　行
う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

調剤（様々な動物に対して薬剤の投与法を習得する
事が出来る）

動物看護の教科書第３巻を熟読し、予習　復習を行
う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）
動物看護の教科書第３巻を熟読し、予習　復習を行
う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）
動物看護の教科書第３巻を熟読し、予習　復習を行
う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

調剤（薬剤の標記・分類等をの知識を習得する事が
出来る）

動物看護の教科書第３巻を熟読し、予習復習を　行
う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

江尻

調剤（薬剤の管理・略語等の知識を習得する事が出
来る）
調剤（カルテの処方を読み、薬剤計算をする事が出
来る）

動物看護の教科書第３巻を熟読し、予習　復習を行
う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

動物看護の教科書第３巻を熟読し、予習復習を　行
う事で知識を習得する事が出来る　(２ｈ）

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

担当教員

1講義
総時間
（単位）

1

東京コミュニケーションアート専門学校

動物臨床検査学Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

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３
０％（12週目に実施　筆記試験５％　　実技試験２５％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）出席数・授業中の態
度１０％（授業内での質問に対し、積極的に発言が出来る。また、演習の際に必要な　　備品や動物等の準備を積極的に行
う事が出来る）

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

到達目標　

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書（緑書房）等・検査器機や備品等・配布プリント等

振り返り（答案用紙の返却・解答をして、出来な
かったところを正しく習得する事が出来る。

動物看護の教科書を熟読し、予習　復習を行うこと
で知識を習得する事ができる　（２ｈ）

準備学習　時間外学習 自主学習で充当



回数 日程 授業形態

1 4月12日 講義

2 4月19日 講義

3 4月26日 講義・演習

4 5月10日 講義・演習

5 5月17日 講義

6 5月31日 講義

7 6月14日 講義

8 6月21日 講義

9 6月28日 小テスト

10 7月5日 講義

11 7月12日 講義

12 7月19日 講義

13 9月6日 講義

14 9月13日 試験

15 9月20日 講義

東京コミュニケーションアート専門学校

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・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1.3.4.5巻

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P138.教科書5巻P178-180.配布プリントの熟読
課題ノート作成

血液検査（セルタック・ヘマトクリット管）ができる
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

前期試験の実施（筆記） 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

配布プリント熟読・確認テスト①～⑧まで復習
飼育犬・飼育猫について詳細情報を整理

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P106-109.P122-127.教科書4巻P37-44.5巻P239-242
配布プリント熟読・確認テスト⑨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P139-141.教科書5巻P174-178
配布プリント熟読・確認テスト⑩の勉強・課題ノート製作

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P131-135.P144.教科書5巻P166-168.177.プリント熟読
確認テスト⑥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P154-159.P127-128.教科書5巻P211-217.プリント熟読
確認テスト⑦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P160-165.P129.教科書5巻P206-210.配布プリント熟読
確認テスト⑧の勉強・飼育犬・飼育猫のバイタルチェック

テキストP10-15.教科書1巻P70-90熟読
確認テスト①の勉強

身体検査の実施・評価・報告ができる
テキストP71.教科書3巻150-180.4巻P9-23.プリント熟読
確認テスト④の勉強

動物の保定について理解できる
テキストP60-67.教科書4巻P24-28・プリント熟読
確認テスト⑤の勉強

身体一般検査を評価できる
教科書1巻P70-92.P100-104.プリント熟読
確認テスト③の勉強

身体一般検査を理解できる
テキストP68-70.P89・教科書1巻P100.104.4巻P10-19.プリント熟読
確認テスト②の勉強

動物看護師の仕事内容を理解できる

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・確認テストの点は評価しない）
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

獣医師（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）

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することが出来る
３．臨床検査結果について理解することが出来る
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

羽場智子
授業
形態

講義
総時間

（単位）

選択 年次 1

1

担当教員

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物臨床検査学Ⅰ１

必修
選択



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

6 講義

7 講義

8 講義

9 小テスト

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

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、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。

担当教員 羽場智子

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・確認テストの点は評価しない）
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

科目名 動物臨床検査学実習Ⅰ2

必修
選択

選択

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することが出来る
３．臨床検査結果について理解することが出来る
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

年次 1

学科・ｺｰｽ

授業
形態

演習 単位 1

評価方法と基準

動物看護科昼二（３年制）

授業計画・内容

動物看護師の仕事内容を理解できる
テキストP10-15.教科書1巻P70-90熟読
確認テスト①の勉強

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

身体一般検査を理解できる
テキストP68-70.P89・教科書1巻P100.104.4巻P10-19.プリント熟読
確認テスト②の勉強

身体一般検査を評価できる
教科書1巻P70-92.P100-104.プリント熟読
確認テスト③の勉強

身体検査の実施・評価・報告ができる
テキストP71.教科書3巻150-180.4巻P9-23.プリント熟読
確認テスト④の勉強

動物の保定について理解できる
テキストP60-67.教科書4巻P24-28・プリント熟読
確認テスト⑤の勉強

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P131-135.P144.教科書5巻P166-168.177.プリント熟読
確認テスト⑥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P154-159.P127-128.教科書5巻P211-217.プリント熟読
確認テスト⑦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P160-165.P129.教科書5巻P206-210.配布プリント熟読
確認テスト⑧の勉強・飼育犬・飼育猫のバイタルチェック

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

配布プリント熟読・確認テスト①～⑧まで復習
飼育犬・飼育猫について詳細情報を整理

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P106-109.P122-127.教科書4巻P37-44.5巻P239-242
配布プリント熟読・確認テスト⑨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P139-141.教科書5巻P174-178
配布プリント熟読・確認テスト⑩の勉強・課題ノート製作

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P138.教科書5巻P178-180.配布プリントの熟読
課題ノート作成

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・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1.3.4.5巻

東京コミュニケーションアート専門学校

血液検査（セルタック・ヘマトクリット管）ができる
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

前期試験の実施（筆記） 飼育当番での飼育犬・飼育猫の管理

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



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

6 講義

7 講義

8 講義

9 小テスト

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

科目名 動物臨床検査学実習Ⅰ1　

必修
選択

選択 年次 1

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。

担当教員 羽場智子
授業
形態

演習 単位 1

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することが出来る
３．臨床検査結果について理解することが出来る
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・確認テストの点は評価しない）
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

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴 獣医師（動物病院勤務）

授業の学習
内容

動物看護師の仕事内容を理解できる
テキストP10-15.教科書1巻P70-90熟読
確認テスト①の勉強

身体一般検査を理解できる
テキストP68-70.P89・教科書1巻P100.104.4巻P10-19.プリント熟読
確認テスト②の勉強

身体一般検査を評価できる
教科書1巻P70-92.P100-104.プリント熟読
確認テスト③の勉強

身体検査の実施・評価・報告ができる
テキストP71.教科書3巻150-180.4巻P9-23.プリント熟読
確認テスト④の勉強

動物の保定について理解できる
テキストP60-67.教科書4巻P24-28・プリント熟読
確認テスト⑤の勉強

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P131-135.P144.教科書5巻P166-168.177.プリント熟読
確認テスト⑥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P154-159.P127-128.教科書5巻P211-217.プリント熟読
確認テスト⑦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P160-165.P129.教科書5巻P206-210.配布プリント熟読
確認テスト⑧の勉強・飼育犬・飼育猫のバイタルチェック

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

配布プリント熟読・確認テスト①～⑧まで復習
飼育犬・飼育猫について詳細情報を整理

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P106-109.P122-127.教科書4巻P37-44.5巻P239-242
配布プリント熟読・確認テスト⑨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P139-141.教科書5巻P174-178
配布プリント熟読・確認テスト⑩の勉強・課題ノート製作

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P138.教科書5巻P178-180.配布プリントの熟読
課題ノート作成

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・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1.3.4.5巻

東京コミュニケーションアート専門学校

血液検査（セルタック・ヘマトクリット管）ができる
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

前期試験の実施（筆記） 飼育当番での飼育犬・飼育猫の管理

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



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
小テスト

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 試験

15 講義

飼育当番で飼育動物管理・1年生指導ができる

前期試験の実施（筆記・実技） 飼育当番で飼育動物管理・1年生指導ができる

赤血球の異常について知ることができる
網状赤血球の検査・ニューメチレンブルｰ染色ができる

血液凝固系について知ることができる
凝固系検査ができる

血液塗抹標本の作製・染色（ライトギムザ）・保存（封入）がで
きる

東京コミュニケーションアート専門学校

獣医師（動物病院勤務）

テキストP131-149.169-170熟読
教科書5巻P4～39.173.180-184.192.201-205.228-232熟読
1年時に作成したレポート熟読
確認テスト⑧～⑪の勉強・飼育当番参加
飼育当番で飼育動物管理・1年生指導ができる

振り返り
誤答の再確認ができる
飼育当番で飼育動物管理・1年生指導ができる

準備学習　時間外学習 飼育当番で充当

【使用教科書・教材・参考書】
　動物看護実習テキスト・動物看護の教科書1.3.4.5巻・筆記用具・腕時計など電卓・実習着・動きやすい靴・配布プリント

【他】
　実習着の着用・運動靴（サンダル・ヒールのあるもの・厚底などは避ける）・髪をまとめる・爪を切る・アクセサリーをはずす

高倍率における標本の観察・顕微鏡の取り扱いができる

前期を振り返り、再確認することができる

尿検査の手順・評価の再確認ができる
迅速かつ正確に実施できる

テキストP154-159.127-128.教科書4巻P52-58熟読
確認テスト⑥の勉強・飼育当番参加

糞便検査の手順・評価の再確認ができる
迅速かつ正確に実施できる

テキストP160-165、129.教科書4巻P46-50熟読
確認テスト⑦の勉強・飼育当番参加

今までの知識の再確認ができる（前期の評価対象外） 飼育当番で飼育動物管理・1年生指導ができる

犬糸状虫の検査・予防薬の説明ができる

臨床検査学実習Ⅰの復習・学習レベル再確認ができる
血液塗抹標本の作製ができる

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

狂犬病・フィラリア予防について知ることができる

狂犬病接種の補助・オーナー指導・接種後対応ができる 教科書3巻P102-103.158-159熟読
配布プリント熟読
確認テスト①～④の勉強
飼育当番で飼育動物管理・１年生指導準備ができる

教科書5巻P170-174.179熟読
確認テスト⑤の勉強

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、血液検査・細胞診・病理組織検査・遺伝子検査・心電図・X線検査・放
射線防護・CT/MRI・超音波検査・内視鏡・神経学的検査・皮膚検査・眼科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

犬糸状虫の検査ができる

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・確認テストの点は評価しない）
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

担当教員 羽場智子
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2
必修
選択

教員の略歴

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 　　臨床検査学実習Ⅱ１



回数 日程 授業形態

1 4月12日 講義

2 4月19日 講義

3 4月26日 講義・演習

4 5月10日 講義・演習

5 5月17日 講義

6 5月31日 講義

7 6月14日 講義

8 6月21日 講義

9 6月28日 小テスト

10 7月5日 講義

11 7月12日 講義

12 7月19日 講義

13 9月6日 講義

14 9月13日 試験

15 9月20日 講義

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物臨床検査学実習Ⅰ1　

必修
選択

担当教員 羽場智子
授業
形態

実習
総時間

（単位）

選択 年次 1

1

身体一般検査を理解できる
テキストP68-70.P89・教科書1巻P100.104.4巻P10-19.プリント熟読
確認テスト②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することが出来る
３．臨床検査結果について理解することが出来る
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・確認テストの点は評価しない）
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

獣医師（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）

動物看護師の仕事内容を理解できる
テキストP10-15.教科書1巻P70-90熟読
確認テスト①の勉強

身体一般検査を評価できる
教科書1巻P70-92.P100-104.プリント熟読
確認テスト③の勉強

身体検査の実施・評価・報告ができる
テキストP71.教科書3巻150-180.4巻P9-23.プリント熟読
確認テスト④の勉強

動物の保定について理解できる
テキストP60-67.教科書4巻P24-28・プリント熟読
確認テスト⑤の勉強

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P131-135.P144.教科書5巻P166-168.177.プリント熟読
確認テスト⑥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P154-159.P127-128.教科書5巻P211-217.プリント熟読
確認テスト⑦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P160-165.P129.教科書5巻P206-210.配布プリント熟読
確認テスト⑧の勉強・飼育犬・飼育猫のバイタルチェック

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

配布プリント熟読・確認テスト①～⑧まで復習
飼育犬・飼育猫について詳細情報を整理

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P106-109.P122-127.教科書4巻P37-44.5巻P239-242
配布プリント熟読・確認テスト⑨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P139-141.教科書5巻P174-178
配布プリント熟読・確認テスト⑩の勉強・課題ノート製作

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P138.教科書5巻P178-180.配布プリントの熟読
課題ノート作成

血液検査（セルタック・ヘマトクリット管）ができる
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

前期試験の実施（筆記） 飼育当番での飼育犬・飼育猫の管理

東京コミュニケーションアート専門学校

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・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1.3.4.5巻



認定動物看護師　 複数の動物病院にて勤務経験あり

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

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

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

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

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

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

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

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

東京コミュニケーションアート専門学校

2

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

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

準備学習　時間外学習 自主学習で充当

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書（緑書房）等・検査器機や備品等・配布プリント等

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
動物看護師の職域と倫理を理解する（看護師の在り方
や命について考え、良い看護が実践出来る）

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

動物看護記録を理解する（看護過程を看護記録に記
すことが出来る）

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

動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」
する事が出来る）

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

教員の略歴

授業の学習
内容

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

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

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

江尻
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 ２年

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物臨床看護学各論Ⅰ

必修
選択

担当教員



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

福田史夫著「ヒトの子どもが寝小便するわけ」、「頭骨コレクション」築地書館を教材、「箱根山のサル」晶文社を参考書

東京コミュニケーションアート専門学校

年次

総時間
（単位）

準備学習　時間外学習 下記の本をノートを取りながら読む

　【使用教科書・教材・参考書】　

半年間の授業を振り返る、DVD「性と生命の自然
史」鑑賞

説得行動：オスがメスを説得する４タイプ
オスがメスを説得する動物種とそうでない動物種
がいる、その違いを復習しよう。

宥めと甘えの行動：メスがオスに対する交尾直前
の行動

交尾行動に関係なく甘える行動をするのは子供
やメスである。これは何故だろう？

性的隔離機構１：近縁種であろうとも自然界では
交雑されない機構が存在する

性的隔離機構２：近縁種であろうとも自然界では
交雑されない機構が存在する

性淘汰：同性内淘汰と異性間淘汰
身近な動物たちを上げて、それらはどのような性
淘汰が働いているか考えてみよう！

同じ属内の種を近縁種と云う（例：オオカミとコヨー
テ、同じCanisだ）。異なった地域に生息する近縁
種は檻などで飼育すると雑種が生まれるのはどう
してだろう？調べてみよう！

有性生殖から性淘汰までを復習する

誘引行動１：視覚・嗅覚・聴覚に訴える
発情しても異性を誘引しなければ接触できないが、下等動物では精子を放
出するだけのものもいるが、それらはどんな動物群のものか調べる。

行船公園内の自然動物園でクモザルの観察及び
個体識別

クモザルが発情したらどうなるだろう。前もって調べて観察しよう。また、子
持ちメスの行動と他のメスやオスとの行動の違いを調べてみよう。

誘引行動３：嗅覚・聴覚に訴える
視覚に訴える動物種と嗅覚・聴覚に訴える動物種
の違いは何か、皆で議論しよう。

発情季の一致：同種の両性個体が同時に発情す
ることで性行動が行われる

どんな動物種も発情時季が同じであることを、飼
育下の動物で調べる

発情を促す外的要因：温度、湿度、気圧、潮汐
性行動を引き起こす発情要因はさまざまな要因
が絡んでいることを復習する。

発情を促す内的要因：子殺しに寄る発情
乳飲み子が殺されることによって発情するが、子殺し行
動がヒトにもある場合の例を新聞などで調べる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員自己紹介と動物行動学のイントロ、DVD「性
と生命の自然史」

動物行動学は飼育や牧畜、狩猟から生まれた学
問であることを理解する。

性と繁殖：オスとメスの存在意義
繁殖には性の関わらない繁殖もあり、オスとメス
がいることによって生物は進化してきたことを自分
が興味を持つ動物で理解できるようにする。

到達目標　
①動物たちの性行動や性関係はさまざまであり、繁殖のためにただ単にオス・メス一組の組み合わせでは間違っていること
が判り、将来飼育人として働く場合に、この動物行動学の授業を他の者に説明でき、飼育に活かせること。

評価方法と基準 定期試験５０％、出席率５０％

授業計画・内容

授業の学習
内容

①行動学の授業は主に性行動や性行動からみた動物たちの社会についであり、動物飼育において座学として性行動・繁殖
行動の知識を得ることは実際の繁殖飼育においても大いに役立つ。②性行動の知識は動物園飼育論や飼育概論、さらには
畜産飼養Ⅱにおいても役立つであろう。③その為に下記のような授業計画・内容が作られた。

担当教員 福田史夫
動物行動学Ⅰ2科目名

２・３

1
学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴
ニホンザル、タイワンザルを含む東南アジアのサル、チンパンジー、キンシコウを調査・研究し、京都大霊長類研究所共同利用研究員、共
立薬科大、慶應義塾大その他の大学で非常勤講師、現在はTCAの非常勤講師をしながら丹沢山麓の自然探索を行っている。

必修
選択

授業
形態

選択

講義



認定動物看護師　 複数の動物病院にて勤務経験あり

回数 日程 授業形態

1 5月7日 講義

2 5月14日 講義

3 5月21日 実習

4 5月28日 実習

5 6月4日 講義

6 6月18日 講義

7 6月25日 実習

8 7月2日 実習

9 7月9日 講義

10 7月16日 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 試験

15 講義

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書（緑書房）等・検査器機や備品等・配布プリント等

振り返り（答案用紙の返却・解答をして、出来な
かったところを正しく習得する事が出来る。

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

準備学習　時間外学習 自主学習で充当

動物看護に必要な保定法を習得する事が出来る（犬
や猫、ウサギなど）
動物看護に必要な保定法を習得する事が出来る（犬
や猫、ウサギなど）

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

動物看護の教材を熟読し、予習　復習を行う事で知
識を習得する事が出来る

動物看護の教材を熟読し、予習復習を　行う事で知
識を習得する事が出来る

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る
動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

教員の略歴

授業の学習
内容

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

到達目標　
1）看護動物に対する観察技術を習得する事が出来る。
２）動物の健康管理やそのために行う様々な検査等に必要な手技を習得する事が出来る。

1

動物看護に必要な保定法を習得する事が出来る（学
校の飼育動物を使用し、様々な保定法を行う）
動物看護に必要な保定法を習得する事が出来る（学
校の飼育動物を使用し、様々な保定法を行う）
輸液管理（輸液療法に必要な知識と手技を習得　す
る事が出来る）
輸液管理（輸液療法に必要な知識と手技を習得　す
る事が出来る）

動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」
する事が出来る）：グルーミング（耳、爪、眼、歯

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」
する事が出来る）：グルーミング（ヘルスチェック

動物看護の教材を熟読し、予習復習を　行う事で知
識を習得する事が出来る

動物看護科昼二（３年制）

担当教員 江尻

1

動物内科看護学実習 I 2

動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」
する事ができる）：グルーミング（グルーミング

科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

東京コミュニケーションアート専門学校

輸液管理（輸液療法に必要な知識と手技を習得　す
る事が出来る）

小テスト（各単元の理解度を筆記試験にて行う。)

小テスト解答・解説（自己の理解度を確認し、復習
する事で知識を習得する事が出来る）

前期期末試験（筆記試験）

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る
動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る
動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」
する事が出来る）：グルーミング（グルーミング

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る
動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る
動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で
知識を習得する事が出来る



認定動物看護師　 複数の動物病院にて勤務経験あり

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 実習

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 実習

8 6月24日 実習

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

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３
０％（12週目に実施）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）出席数・授業中の態
度１０％（授業内での質問に対し、積極的に発言が出来る等）

　【使用教科書・教材・参考書】　

動物看護の教科書（緑書房）等・検査器機や備品等・配布プリント等

振り返り（答案用紙の返却・解答をして、出来なかったと
ころを正しく習得する事が出来る。

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る

準備学習　時間外学習 自主学習で充当

動物看護に必要な保定法を習得する事が出来る（犬や猫、
ウサギなど）
動物看護に必要な保定法を習得する事が出来る（犬や猫、
ウサギなど）

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る

動物看護の教材を熟読し、予習　復習を行う事で知
識を習得する事が出来る

動物看護の教材を熟読し、予習復習を　行う事で知
識を習得する事が出来る

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る
動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る

教員の略歴

授業の学習
内容

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

到達目標　
1）看護動物に対する観察技術を習得する事が出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）動物の健
康管理やそのために行う様々な検査等に必要な手技を習得する事が出来る。

1

動物看護に必要な保定法を習得する事が出来る（学校の飼
育動物を使用し、様々な保定法を行う）
動物看護に必要な保定法を習得する事が出来る（学校の飼
育動物を使用し、様々な保定法を行う）
輸液管理（輸液療法に必要な知識と手技を習得　する事が
出来る）
輸液管理（輸液療法に必要な知識と手技を習得　する事が
出来る）

動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」する事
が出来る）：グルーミング（耳、爪、眼、歯式）

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」する事
が出来る）：グルーミング（ヘルスチェック等）

動物看護の教材を熟読し、予習復習を　行う事で知
識を習得する事が出来る

動物看護科昼二（３年制）

担当教員
江尻
広美

1

動物内科看護学実習Ⅰ1

動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」する事
ができる）：グルーミング（グルーミングツールを使用）

科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）学科・ｺｰｽ

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る

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

輸液管理（輸液療法に必要な知識と手技を習得　する事が
出来る）

小テスト（各単元の理解度を筆記試験にて行う。)

小テスト解答・解説（自己の理解度を確認し、復習する事
で知識を習得する事が出来る）

前期期末試験（筆記試験）

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る
動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る
動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る

動物看護に必要な技術を理解する（動物を「観察」する事
が出来る）：グルーミング（グルーミングツールを使用）

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る
動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る
動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る

動物看護の教材を熟読し、予習・復習を行う事で知
識を習得する事が出来る



回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物理学療法演習Ⅰ1

必修
選択

担当教員 千葉路子
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択必修 年次 1

筋肉図を作ろう①
（犬の骨格・筋肉について理解する）

筋肉について復習

教員の略歴

授業の学習
内容

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

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

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

筋肉図を作ろう②（骨格・筋肉について理解
をし筋肉図を作成する・下書き）

骨格について復習

筋肉図を作ろう③（骨格・筋肉について理解
をし筋肉図を作成する・粘土）

筋肉図の制作をすすめる

筋肉図を作ろう④（骨格・筋肉について理解
をし筋肉図を作成する・色付け・完成）

筋肉図の制作をすすめる

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

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

プールでの学校犬のリハビリ
（学校犬を使用し、リハビリを実践する）

リハビリ内容を確認する/リハビリを行なっ
た際の記録をまとめる

プールでの学校犬のリハビリの反省会
（反省・課題のまとめ）

リハビリを行なった際の反省点や課題につい
てまとめる

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

フィットネス施設について調べる（メニュー
内容など）

大学病院の見学
（動物の研究内容について学ぶ）

大学病院でどのようなことをしているか事前
に確認する

秋開催の『保護犬イベント』の準備　1
（計画を立てる）

保護犬イベントについて調べる

　【使用教科書・教材・参考書】　

東京コミュニケーションアート専門学校

2

テスト 前期の授業の復習をおこなう

振り返り 前期の振り返りをおこなう

準備学習　時間外学習

秋開催の『保護犬イベント』の準備　2
（計画を立て用意する）

集客を伸ばすため、どのようなことができる
か各自考える

秋開催の『保護犬イベント』の準備　3
（備品の製作開始）

イベントに向けての備品制作をすすめる

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



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

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業
形態

講義
総時間
（単位）

１・２

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

る

担当教員 千葉

1

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

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

動物理学療法Ⅰ1科目名

必修
選択

選択 年次

評価方法と基準 定期試験（14週目に実技試験）を実施

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業の学習
内容

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

到達目標　
一般の犬たちだけでなく、老犬、障碍犬…など、問題のある犬に対しても、正しい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。

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

振り返り

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

犬種によって異なる、犬の筋肉の構造について学
ぶ

『歩様アセスメント』の意味と、実践

筋力強化方法　1 バランスボールの効果について学
ぶ

マニュアルセラピー　3 ストレッチと関節について
学びます

マニュアルセラピー　4 問題に対処するマッサージ
の方法を学びます

マニュアルセラピー　1 基礎的なマッサージの手順
と方法について学びます。

筋力強化方法　2 バランスボールへの犬のアプロー
チ方法

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

筋力強化3　より難易度の高いバランスボールの方
法について学びます

学校犬2頭で歩様アセスメントの復習で充当。

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

学校犬2頭でバランスボールの復習で充当。

学校犬2頭でマッサージの復習で充当。

学校犬2頭でバランスボールの復習で充当。

学校犬2頭でマッサージの復習で充当。



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 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

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

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

授業計画・内容

　【使用教科書・教材・参考書】　

振り返り

準備学習　時間外学習

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

担当教員 千葉

1

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

教員の略歴

授業の学習
内容

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

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

動物理学療法Ⅰ2科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

講義
総時間
（単位）

１・２

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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 動物看護科昼二（３年制）



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 演習

9 講義

10 講義

11 講義

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

さまざまな犬の症例でプロトコルを  作ってみる

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

病院にある設備を利用した温熱、寒冷療法を考えて
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

電気療法を体験した感想

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

3限　棒灸を作ろう!!
4限　棒灸を使ったエネーブルのリハビリ④

3限　東洋獣医学の内容を学ぶ　2（鍼、灸）
4限　エネーブルのリハビリ ③

3限　プロトコルとは
4限　エネーブルのリハビリのプロトコルを見直す

⑤
3限　プロトコルのサンプル研究

4限　エネーブルのプロトコルの再構築

「こんなホリスティックあります」を集めてみる。

学校犬やさまざまな犬たちの脊椎を触ってみた感
想。

現在行っているリハビリについて、感じることを列
記する。

市販の書籍を読み、特定の疾患について効果のある
ツボを列記する。

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

『よもぎ』の効果を調べる。

授業計画・内容

　【使用教科書・教材・参考書】　

振り返り

準備学習　時間外学習

テスト

3限 : ホリスティック  1  リフレクソロジー
4限 : エネーブルのリハビリスタート

3限 : ホリスティック  2  カイロプラクティス
4限 : エネーブルのリハビリ ①

3限　東洋獣医学の内容を学ぶ  1（総論）
4限　エネーブルのリハビリ ②

物理療法　1 温熱療法・寒冷療法を学ぶ
4限　エネーブルの温熱療法⑥

物理療法　2 超音波療法を学ぶ
4限　 エネーブルアセスメント

物理療法　3 電気療法について学ぶ
4限　電気療法を体験する⑦

物理療法　4 レーザー療法について学ぶ
4限　エネーブルのリハビリ⑧
3限　プロトコルを作ってみる

4限　エネーブルのプロトコルの再構築

担当教員 千葉

1

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

教員の略歴

授業の学習
内容

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

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

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

リハビリテーションⅢ1科目名

必修
選択

選択 年次

授業
形態

演習
総時間
（単位）

3

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）
3限 : ホリスティックについて学ぶ（総論）
4限 : エネーブルのリハビリ計画をたてる

朝2h 夕2h 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができ
る

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）



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 総復習の問題を解く

14 9月10日 講義 筆記試験 試験範囲の復習

15 9月17日 講義

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】　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

動物行動学の歴史を振り返り、概念を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

摂食、排泄など生きるための維持行動を理解する

群や繁殖を中心に社会行動を理解する

コミュニケーションを中心に社会行動を理解する 授業ノート、配布資料を見直す

１～１２週までの授業内容を復習する

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

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）

講義・演習・実習
等

総時間
（単位）

１年

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

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

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

動物行動学　　科目名

必修
選択

必修・選択必修・
選択等 年次

授業
形態

犬猫の発生起源と人との関わりを理解する

産業動物の起源、人との関わりを理解する

授業ノート、配布資料を見直す

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

動物が行動を起こす原理を理解する（ホルモンなど）

動物が行動を起こす原理を理解する（季節性など）

しつけに適する社会化期について理解する

具体的なしつけの原理を理解する

犬の特徴や問題行動について理解する

授業ノート、配布資料を見直す

授業ノート、配布資料を見直す

猫の特徴や問題行動について理解する



回数 日程 授業形態

1 4月16日 講義・実習

2 4月23日 講義・実習

3 5月7日 講義・実習

4 5月14日 講義・実習

5 5月21日 講義・実習

6 5月28日 講義・実習

7 6月4日 講義・実習

8 6月11日
講義・実習
小テスト

9 6月18日 講義・実習

10 6月25日 講義・実習

11 7月2日 講義・実習

12 7月9日 講義・実習

13 9月3日 講義・実習

14 9月10日 試験

15 9月17日 講義

飼育当番で飼育動物管理・1年生指導ができる

前期試験の実施（筆記・実技） 飼育当番で飼育動物管理・1年生指導ができる

赤血球の異常について知ることができる
網状赤血球の検査・ニューメチレンブルｰ染色ができる

血液凝固系について知ることができる
凝固系検査ができる

血液塗抹標本の作製・染色（ライトギムザ）・保存（封入）がで
きる

東京コミュニケーションアート専門学校

獣医師（動物病院勤務）

テキストP131-149.169-170熟読
教科書5巻P4～39.173.180-184.192.201-205.228-232熟読
1年時に作成したレポート熟読
確認テスト⑧～⑪の勉強・飼育当番参加
飼育当番で飼育動物管理・1年生指導ができる

振り返り
誤答の再確認ができる
飼育当番で飼育動物管理・1年生指導ができる

準備学習　時間外学習 飼育当番で充当

【使用教科書・教材・参考書】
　動物看護実習テキスト・動物看護の教科書1.3.4.5巻・筆記用具・腕時計など電卓・実習着・動きやすい靴・配布プリント

【他】
　実習着の着用・運動靴（サンダル・ヒールのあるもの・厚底などは避ける）・髪をまとめる・爪を切る・アクセサリーをはずす

高倍率における標本の観察・顕微鏡の取り扱いができる

前期を振り返り、再確認することができる

尿検査の手順・評価の再確認ができる
迅速かつ正確に実施できる

テキストP154-159.127-128.教科書4巻P52-58熟読
確認テスト⑥の勉強・飼育当番参加

糞便検査の手順・評価の再確認ができる
迅速かつ正確に実施できる

テキストP160-165、129.教科書4巻P46-50熟読
確認テスト⑦の勉強・飼育当番参加

今までの知識の再確認ができる（前期の評価対象外） 飼育当番で飼育動物管理・1年生指導ができる

犬糸状虫の検査・予防薬の説明ができる

臨床検査学実習Ⅰの復習・学習レベル再確認ができる
血液塗抹標本の作製ができる

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

狂犬病・フィラリア予防について知ることができる

狂犬病接種の補助・オーナー指導・接種後対応ができる 教科書3巻P102-103.158-159熟読
配布プリント熟読
確認テスト①～④の勉強
飼育当番で飼育動物管理・１年生指導準備ができる

教科書5巻P170-174.179熟読
確認テスト⑤の勉強

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、血液検査・細胞診・病理組織検査・遺伝子検査・心電図・X線検査・放
射線防護・CT/MRI・超音波検査・内視鏡・神経学的検査・皮膚検査・眼科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

犬糸状虫の検査ができる

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・確認テストの点は評価しない）
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

担当教員 羽場智子
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

必修
選択

教員の略歴

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 　　動物内科看護学実習Ⅱ2



回数 日程 授業形態

1 講義

2 実習

3 実習

4 実習

5 実習

6 実習

7 実習

8 実習

9 小テスト

10 実習

11 実習

12 実習

13 実習

14 試験

15 実習

前期試験の実施（実技） 飼育当番での飼育犬・飼育猫の管理

テキストP154-159.P127-128.教科書5巻P211-217.プリント熟読
確認テスト⑦の勉強・飼育当番参加

糞便検査の実施・評価・報告ができる
テキストP160-165.P129.教科書5巻P206-210.配布プリント熟読
確認テスト⑧の勉強・飼育犬・飼育猫のバイタルチェック

尿検査の実施・評価・報告ができる

振り返り・復習ができる（前期試験の評価対象外）
注射器の取り扱いができる

配布プリント熟読・確認テスト①～⑧まで復習
飼育犬・飼育猫について詳細情報を整理

採血時の保定ができる
血液処理ができる

セルタックの実施・評価・報告ができる
血液検査（ヘマトクリット管）ができる

テキストP138.教科書5巻P178-180.配布プリントの熟読
課題ノート作成

テキストP139-141.教科書5巻P174-178
配布プリント熟読・確認テスト⑩の勉強・課題ノート製作

検査機器が正しく使用できる
簡易染色ができる

テキストP131-135.P144.教科書5巻P166-168.177.プリント熟読
確認テスト⑥の勉強

血液検査（セルタック・ヘマトクリット管）ができる
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

身体一般検査を実施・評価ができる
教科書1巻P70-92.P100-104.プリント熟読
確認テスト③の勉強

身体一般検査を実施できる
テキストP68-70.P89・教科書1巻P100.104.4巻P10-19.プリント熟読
確認テスト②の勉強

東京コミュニケーションアート専門学校

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・動物看護の教科書1.3.4.5巻・筆記用具・腕時計など電卓・実習着・動きやすい靴・配布プリント

【他】
　実習着の着用・運動靴（サンダル・ヒールのあるもの・厚底などは避ける）・髪をまとめる・爪を切る・アクセサリーをはずす

身体検査の実施・評価・報告ができる
テキストP71.教科書3巻150-180.4巻P9-23.プリント熟読
確認テスト④の勉強

動物の保定ができる
テキストP60-67.教科書4巻P24-28・プリント熟読
確認テスト⑤の勉強

テキストP106-109.P122-127.教科書4巻P37-44.5巻P239-242
配布プリント熟読・確認テスト⑨の勉強・飼育当番参加

ヘマトクリット管の実施・評価・報告ができる

担当教員

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P10-15.教科書1巻P70-90熟読
確認テスト①の勉強

獣医師（動物病院勤務）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・確認テストの点は評価しない）
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

羽場智子
授業
形態

演習
（単位）

選択 年次 1

1
学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 動物内科看護学実習Ⅱ1　　

必修
選択



回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 試験

15 演習 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

1年次に学んできたクリッッピングをより確実
なものにする

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

爪切り及びクリッピングのスピードアップを
計り確実なものにすることができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

1年次に学んできた足周りのカットをより確実
なものにする

飾り毛のカットの技術を習得することができ
る

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

グルーミング犬種のベーシックを中心に1時間
半～2時間以内で終了することができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

飾り毛のカットのスピードアップを計りシ
ザーリングをより確実なものにすることがで

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

飾り毛のカットの時間を設定し時間内に終え
ることができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

試験前にトータル時間及び仕上がりを確実に
し、問題点を解決することができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

準備学習　時間外学習 学校犬飼育当番で充当

東京コミュニケーションアート専門学校

　【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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1年次にやってきたことを復習する 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

半期の振り返り

1年次に学んできた爪切りをより確実なものに
する

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

足周りのカットの時間を設定し、時間内に終
えることができるようになる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

ベーシックを中心にシザーリングをより確実
なものにすることができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

科目名 トリミング演習Ⅱ1

必修
選択

担当教員 佐藤
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次

学科・ｺｰｽ

２・３

2

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

ペットサロン、ショップ、動物病院勤務

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

動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

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

足周りの時間を5分に設定し終了することがで
きる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

評価方法と基準

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

足周りのカットのスピードアップを計り、確
実なものにすることができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる



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 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

1年次に学んできたクリッッピングをより確実
なものにする

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

爪切り及びクリッピングのスピードアップを
計り確実なものにすることができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

1年次に学んできた足周りのカットをより確実
なものにする

飾り毛のカットの技術を習得することができ
る

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

グルーミング犬種のベーシックを中心に1時間
半～2時間以内で終了することができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

飾り毛のカットのスピードアップを計りシ
ザーリングをより確実なものにすることがで

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

飾り毛のカットの時間を設定し時間内に終え
ることができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

試験前にトータル時間及び仕上がりを確実に
し、問題点を解決することができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

準備学習　時間外学習 学校犬飼育当番で充当

東京コミュニケーションアート専門学校

　【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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1年次にやってきたことを復習する 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

半期の振り返り

1年次に学んできた爪切りをより確実なものに
する

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

足周りのカットの時間を設定し、時間内に終
えることができるようになる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

ベーシックを中心にシザーリングをより確実
なものにすることができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

科目名 グルーミング演習Ⅱ2

必修
選択

担当教員 佐藤
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次

学科・ｺｰｽ

２・３

2

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

ペットサロン、ショップ、動物病院勤務

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

動物看護科昼二（３年制）

教員の略歴

授業の学習
内容

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

足周りの時間を5分に設定し終了することがで
きる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

評価方法と基準

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる

足周りのカットのスピードアップを計り、確
実なものにすることができる

学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる



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

L32
予定について質問出来るようになる
予定について説明出来るようになる

オンラインプラクティス　L32

復習

東京コミュニケーションアート専門学校

定期試験
アセスメントテスト

振返り

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

Speak Now 1

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

オンラインプラクティス　L29

L30
過去の出来事について尋ねることが出来るようになる2

オンラインプラクティス　L30

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

オンラインプラクティス　L31

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

オンラインプラクティス　L26

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

オンラインプラクティス　L27

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

オンラインプラクティス　L28

オンラインプラクティス　L19  L20

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

オンラインプラクティス　L23

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

オンラインプラクティス　L25

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

オンラインプラクティス　L21

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

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

オンラインプラクティス　L18

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

授業の学習
内容

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

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

評価方法と基準 定期テスト（筆記100％)

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ILC
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

1

担当教員

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 IEP2

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 定期試験 定期試験

15 振返り

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

オンラインプラクティス　L16

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

オンラインプラクティス　L17

東京コミュニケーションアート専門学校

振返り

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

　【使用教科書・教材・参考書】　

Speak Now 1

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

オンラインプラクティス　L13

L14
継続して質問することが出来るようになる

オンラインプラクティス　L14

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

オンラインプラクティス　L15

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

オンラインプラクティス　L8

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

オンラインプラクティス　L9 L10

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

オンラインプラクティス　L11 L12

オンラインプラクティス　L3  L4

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

オンラインプラクティス　L6

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

オンラインプラクティス　L7

L5
好き嫌いを表現出来るようになる

オンラインプラクティス　L5

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

L1 L2
挨拶が出来るようになる
アセスメントテスト

オンラインプラクティス　L 1　L2

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

授業の学習
内容

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

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

評価方法と基準 定期テスト（筆記100％)

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ILC

授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 1

1

担当教員

学科・ｺｰｽ 動物看護科昼二（３年制）

科目名 IEP1

必修
選択
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