
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

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

授業計画・内容

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

半期の振り返り 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

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

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

担当教員 佐藤
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

3
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

科目名 グル―ミング演習Ⅰ1

必修
選択

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

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

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

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

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

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



科目名 ダイビングビジネスⅠ

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 道井広樹
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 大手ダイビングスクール勤務。

授業の学習 
内容

ダイビング産業の魅力を日々の業務について学びながら知ることができる。 
①接客　②販売　③リスクマネジメント

到達目標　 ダイビング業界で必要な知識・技術・心構えを身につける

評価方法と基準
・期末試験６０％ 
・出席率２０％ 
・授業態度２０％（アンケート・ワークシート含む）

授業計画・内容

日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

4月16日 講義 オリエンテーション ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計90分）

4月23日 講義 仕事の選択方法 ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計91分）

5月7日 講義・演習 ダイビング器材に関する知識(構造) ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計92分）

5月14日 講義 ダイビング産業の現状 ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計93分）

5月21日 講義・演習 ダイビングインストラクターの資質 ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計94分）

6月4日 講義 教育・体験・機材・環境意識の概要 ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計95分）

6月11日 講義・演習 教育について ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計96分）

6月18日 講義・演習 体験について ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計97分）

6月25日 講義・演習 器材について ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計98分）

7月2日 講義・演習 環境意識について ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計99分）

7月9日 講義 ダイビングのマーケティング ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計100分）

7月16日 講義・演習 ダイビングのマーケティング ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計101分）

9月3日 講義 前期授業のまとめ ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計102分）

9月10日 試験 試験 ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計103分）

9月17日 講義 試験の振り返り ダイビングについての資料を熟読する。（事前・事後計104分）

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

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義・演習

8 講義

9 講義・演習

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

教員の略歴

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

科目名 トリミング理論　Ⅰ1

必修
選択

担当教員

ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

佐藤・百瀬

授業
形態

講義・演
習

単位

選択 年次 1

1

東京コミュニケーションアート専門学校

振り返り 試験で間違えた項目の復習

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

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

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

筆記試験

準備学習　時間外学習

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

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

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

皮膚と被毛　（構造、仕組み、役割りについて
理解できる）

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

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

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

犬体名称　（犬体各部の名称、犬体用語を
習得することができる）

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

シャンプー、リンスの基礎知識　（種類、効能、効果
を理解できる）

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、到達目標の説明
学生アンケート

グルーミングテキストP１６，１７，２８～３３を読む

リボンを１０セット以上作る

グルーミングテキストP１０，１２８，１２９を読む

グルーミングテキストP１２５，１２６を読む

グルーミングテキストP２７を読む

授業の学習
内容

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

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

評価方法と基準 １４週目に筆記試験（筆記試験100％）

グルーミングテキストP９２～９９を読む

前期の学習内容の復習

グルーミングテキストP７２を読む

グルーミングテキストP５８～６０を読む

グルーミングテキストP６１～６９を読む

グルーミングテキストP１５，２４，２５を読む

グルーミングテキストP２６を読む

最新犬種図鑑を読む

最新犬種図鑑を読む



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・演習

8 講義

9 講義・演習

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

教員の略歴

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

科目名 トリミング理論　Ⅰ2

必修
選択

担当教員

ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

佐藤・百瀬

授業
形態

講義・演
習

単位

選択 年次 1

1

東京コミュニケーションアート専門学校

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）

授業の学習内容、到達目標の説明
学生アンケート

グルーミングテキストP１６，１７，２８～３３を読む

振り返り 試験で間違えた項目の復習

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

犬体名称　（犬体各部の名称、犬体用語を
習得することができる）

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

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

最新犬種図鑑を読む

準備学習　時間外学習

授業の学習
内容

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

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

評価方法と基準 １４週目に筆記試験（筆記試験100％）

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

前期の学習内容の復習

リボンを１０セット以上作る

グルーミングテキストP１０，１２８，１２９を読む

グルーミングテキストP１２５，１２６を読む

グルーミングテキストP２７を読む

グルーミングテキストP７２を読む

グルーミングテキストP９２～９９を読む

グルーミングテキストP５８～６０を読む

シャンプー、リンスの基礎知識　（種類、効能、効果
を理解できる）

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

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

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

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

グルーミングテキストP６１～６９を読む

グルーミングテキストP１５，２４，２５を読む

グルーミングテキストP２６を読む

最新犬種図鑑を読む

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

皮膚と被毛　（構造、仕組み、役割りについて
理解できる）

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



回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

教員の略歴

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

科目名 　　トリミング演習Ⅰ1

各講師　ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

必修
選択

担当教員

佐藤・百
瀬・水島・
小澤・広
瀬

授業
形態

演習 単位

選択 年次 1

3

東京コミュニケーションアート専門学校

振り返り
演習ノートの作成

演習の振り返り、次回の課題などを記録する

足まわりカットまで２時間を目標に仕上げる事が
できる

理論で学んだプードルの足バリを実践できる

飾り毛カットのステップアップ
（より確実にできるようになる）

実技試験

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　グルーミングツール

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

爪切り、クリッピングの時間短縮ができるようになる

シャンプー前までの時間短縮ができるようになる

ドライングの時間短縮ができるようになる

足まわりカットまでの時間短縮ができるようになる
（目標１時間４５分）

爪切りのステップアップ
（より確実にできるようになる）

クリッピングのステップアップ
（より確実にできるようになる）

足まわりカットのステップアップ
（より確実にできるようになる）

リボン付けのステップアップ
（より確実にできるようになる）

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

授業の学習
内容

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

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

評価方法と基準

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

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する



回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

教員の略歴

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

科目名 　　トリミング演習Ⅰ2

各講師　ペットサロン、ペットショップ、動物病院勤務

必修
選択

担当教員

佐藤・百
瀬・水島・
小澤・広
瀬

授業
形態

演習 単位

選択 年次 1

3

授業の学習
内容

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

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

授業計画・内容

評価方法と基準

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

東京コミュニケーションアート専門学校

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

振り返り
演習ノートの作成

演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　グルーミングツール

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

演習ノートの作成
演習の振り返り、次回の課題などを記録する

シャンプー前までの時間短縮ができるようになる

ドライングの時間短縮ができるようになる

足まわりカットまでの時間短縮ができるようになる
（目標１時間４５分）

実技試験

理論で学んだプードルの足バリを実践できる

飾り毛カットのステップアップ
（より確実にできるようになる）

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

爪切り、クリッピングの時間短縮ができるようになる

爪切りのステップアップ
（より確実にできるようになる）

クリッピングのステップアップ
（より確実にできるようになる）

足まわりカットのステップアップ
（より確実にできるようになる）

リボン付けのステップアップ
（より確実にできるようになる）

足まわりカットまで２時間を目標に仕上げる事が
できる



回数 日程 授業形態

1 4月11日 講義

2 4月18日 講義

3 4月24日 講義

4 5月9日 講義

5 5月16日 講義・演習

6 5月30日 講義

7 6月13日 講義

8 6月20日 講義

9 6月27日 講義

10 7月4日 講義

11 7月11日 講義

12 7月18日 講義

13 9月5日 講義

14 9月12日 試験・レポート

15 9月19日 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

科目名 ドルフィンパフォーマンスⅠ
必修
選択

担当教員 三好　豪
授業
形態

講義・演習 単位

選択 年次 1

1

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

《イルカ》を図解し、その身体的特徴を明確化しつつ説明し、業界分野を見て
取る

教員の略歴 イルカの訓練施設　代表取締役。

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

評価方法と基準

定期試験　(60％)　出席数　(20％)　レポート　(20％)　達成レベル…①《イルカ》の初歩的知識の習得　②《水族館》の現状の理解　③
《実習》体験への準備とスキルアップ　④《鯨類》の種や科への理解　⑤《イルカ》の捕獲法や病気等を知識として習得　⑥《イルカ》の
五感についての様々な事象と能力を認識する　試験は筆記で施行　筆記試験評価：（A評価　100～80点　B評価　79～70点　C評価
69～60点　F評価　59～0点）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

海業界に求めれる《人財》の構築…《サービス業》でもある仕事としても理解
する

《水族館》の成立ちと現在、実習、就職先となる施設への理
解度を高める

《水族館》の現状と自身との関連性や目標の設定を行う…実習としての施設
理解

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

《水族館実習》の実践として現場においての振舞い方、質疑
応答対応、自己評価等を経験する

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

五月に行われる初の《水族館実習》の準備を通して、イベントや業務に対応す
る《事前・実践・事後》の運用や対処法、必要な能力を自己体験を元に学んで
いく。自己分析と評価

五月に行われる初の《水族館実習》の準備を通して、イベントや業務に対応す
る《事前・実践・事後》の運用や対処法、必要な能力を自己体験を元に学んで
いく。自己分析と評価

五月に行われる初の《水族館実習》の準備を通して、イベントや業務に対応す
る《事前・実践・事後》の運用や対処法、必要な能力を自己体験を元に学んで
いく。自己分析と評価

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

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

《イルカ》の初期飼育についての考察、個体捕獲方法や捕
鯨の歴史について学ぶ

古式～近現代に至る《捕鯨の歴史》に関する造詣を深める。捕獲や輸送、初
期飼育も関連

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

現在確認されている《鯨類》の種や科について図式化し判別出来る様にする

《イルカ》に関する様々な病気や疾患についての対処や処
置方法等の歴史を学ぶ

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

《イルカ》の五感研究史①…《視覚・触覚》について、その能
力を理解する

《イルカ》の五感研究史②…《聴覚》について、人類との伝達
手段と内部構成を学ぶ

《イルカ》の五感研究史③…《反響定位》について、最も重要
な器官であり、その能力を考察

《イルカ》の五感について、その研究データから能力や運用方法、それらの訓
練への転用や外洋での環境適応を元に、鯨類の骨格や内部構成等への理
解度も高める

《イルカ》の五感について、その研究データから能力や運用方法、それらの訓
練への転用や外洋での環境適応を元に、鯨類の骨格や内部構成等への理
解度も高める

《イルカ》の五感について、その研究データから能力や運用方法、それらの訓
練への転用や外洋での環境適応を元に、鯨類の骨格や内部構成等への理
解度も高める

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

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

東京コミュニケーションアート専門学校

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

試験の振り返りと共に、後期に対する取り組み方をそれぞ
れに鑑みる

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

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



回数 日程 授業形態

1 4月17日 講義

2 4月24日 講義

3 5月8日 講義

4 5月22日 講義

5 5月29日 講義

6 6月5日 講義

7 6月12日 講義

8 6月19日 講義

9 6月26日 講義

10 7月3日 講義

11 7月10日 講義

12 7月17日 講義

13 9月4日 講義

14 9月11日 試験・レポート

15 9月18日 講義

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

科目名 ドルフィンパフォーマンスⅡ

必修
選択

担当教員 三好　豪
授業
形態

講義・演習 単位

選択 年次 1

1

最終学年についての再認識…自分自身の現状で目標と
自己能力を照らし合わせる

目指す業界に求められる《人材》を改めて理解し、それに伴い自己分析する

教員の略歴 イルカの訓練施設　代表取締役。

授業の学習
内容

①《イルカ》と言う生物を中心として形成され、そこから発信される情報が必要とされるのは、海関係の業界のみではない。
水族館という学びの場を飛び越えて、現在において多種多様なビジネス経済とも総合的な関連性を産み出している。イル
カと海から始まる様々な職種の生業、現実の厳しさも踏まえて業界への適応力を学んで貰いたい。②《水族館系、鯨類系、
イルカ系》…個体の訓練方法から個人能力のスキルアップ系まで、多様な科目と関連有り、相互関係性を重視する③イル
カの講義で有りながら、《イルカ》のみに囚われない発想と人間性、それに伴う行動力と知性を身に着けイルカを中心とした
海業界の新たな担い手として邁進して頂きたい。

到達目標　

①《イルカ》を中心としたビジネス展開の形式を学ぶ…自分の目指す業種への再認識　②《イルカ》をビジネスに運用する
にあたっての基礎知識と確認状況を提示する…生態としてのイルカを改めて学ぶ　③《イルカ》を国内で扱う大きな施設、
水族館業界の現状を理解する…求められる人材やその採用基準、就活方法など　④《イルカ》を施設の求める完成体にす
る為の訓練方法を学習する…施設側の求める個体は、素体ではない為、訓練する過程と完成種目等を細部にわたり、公
開する　⑤《イルカ》の輸送や搬入、病気や血液検査方法等を考察する…業界でも必ず行われ、必要不可欠なスキルも伴
う　⑥水族館以外の《イルカ》に関わる業界を模索する…ビジネス展開としては、《イルカ》を中心とした物であり、多くの可
能性を提示する

評価方法と基準

定期試験　(60％)　出席数　(20％)　レポート　(20％)　達成レベル…①個々人の目標施設の認識、業種の理解度の向上
②イルカの生態レベルでの理解、扱う生体を伝達出来る　③水族館の現状を考察し、自分の素養とすり合わせる④イルカ
訓練の方式をマスターする、その訓練基準や名称の確認　⑤イルカ生体に関する様々健康状態や病気などの名称を認識
する　⑥《イルカ》を中心とした世界観の構築、その中で自分目指すビジネスの提示する　試験は筆記で施行　筆記試験評
価：（A評価　100～80点　B評価　79～70点　C評価　69～60点　F評価　59～0点）再試験は公欠が認められた者のみ対応
する。
追試験1回　レポート課題（教材からの抜粋）を提示し、提出をもって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）

業界の現状、指針の考察…《イルカ》を活用したビジネス
展開の基本事項を理解する

《イルカ》をビジネスとする場合に、必要とされる内容事項を列挙する

ドルフィンビジネス(個体確保)…《イルカ》生体の個体価格
や訓練価値を説明する

《イルカ》個体単価の理解により、その貴重性や飼育の責務の重さを感じ取る

ドルフィンビジネス(身体検査)…企業ニースに合わせた個
体の身体や雌雄の確認

《イルカ》を飼育するというニーズは、その企業施設からのオーダーを総括的に理
解

水族館ビジネスマナー…《サービス業》の一環であり、個
人の応対力の必要性を説く

《ゲスト》接客にも通じる案件であり、礼儀礼節など個人としての対応力を鑑みる

水族館談義…就職先として主となる《水族館》へのアプ
ローチ法等を談義する

《就活》に関する気構えや求められる人材について、昨年の実績を踏まえて論議
する

ドルフィンビジネス(個体訓練①)…施設側から求められる
ハズバンダリーの飼育法

ドルフィンビジネス(個体訓練②)…施設側から求められる
ショウアクションの飼育法

ドルフィンビジネス(個体訓練③)…施設側から求められる
医療訓練の飼育法

ドルフィンビジネス(個体訓練④)…施設側から求められる
触れ合いプログラムの飼育法

《イルカ》訓練はオーダーのある企業施設から様々な個体アクションの提示がある
…ハズバンダリーやショウにおけるパフォーマンス、触れ合いプログラム、医療訓
練等…それらのニーズに応える為の訓練技法を提示する

《イルカ》訓練はオーダーのある企業施設から様々な個体アクションの提示がある
…ハズバンダリーやショウにおけるパフォーマンス、触れ合いプログラム、医療訓
練等…それらのニーズに応える為の訓練技法を提示する

《イルカ》訓練はオーダーのある企業施設から様々な個体アクションの提示がある
…ハズバンダリーやショウにおけるパフォーマンス、触れ合いプログラム、医療訓
練等…それらのニーズに応える為の訓練技法を提示する

《イルカ》訓練はオーダーのある企業施設から様々な個体アクションの提示がある
…ハズバンダリーやショウにおけるパフォーマンス、触れ合いプログラム、医療訓
練等…それらのニーズに応える為の訓練技法を提示する

ドルフィンビジネス(生体輸送や検査項目)…訓練とも重要
である生体チェック事項の理解

《イルカ》の健康状態のキープに対して必要な情報の理解度を高める

繁忙期《夏》の重要性…通年を通して、最も重要である夏
期休暇の運用を考察する

業界にとって、また受講者個人にとっても重要である《夏季休暇》の有り様を考え
る

施設実習報告…長期夏期休暇を通しての経験談を質疑
を通して共通理解とする

それぞれの就活に対しての取り組み方を共有する事で、全体の内定率向上を目
指す

　【教材・参考書】
イルカ概論(粕谷俊雄著)　海獣水族館～飼育と展示の生物学　(村山司・祖一誠・内田詮三著)　ケトス知恵～イルカとクジラのサイエンス
(村山司著)　イルカ・クジラ学～イルカとクジラの謎に挑む(中原史生著)　世界のクジラ・イルカ百科辞典(アナリサ　ベルタ著）捕鯨問題の
歴史社会学（渡邊洋之著）　イルカのくれた夢　ママのくれた夢　（三好晴之著）

東京コミュニケーションアート専門学校

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

試験の振り返りと共に、後期に対する取り組み方をそれぞ
れに鑑みる

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

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



回数 日程 授業形態

1 講義・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 試験

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

科目名 マリンスポーツⅠ

必修
選択

担当教員 原島大樹
授業
形態

講義・演
習

単位

選択 年次 2

1

学校外施設の利用方法の確認。　技術レベルによるコース分けを
行う。

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

教員の略歴 ダイビング機材ショップスタッフを経験。現在は、サーフィンスクール代表取締役を務める。

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

クロールキックが出来るようになる。

クロールのプルが出来るようになる。

クロールのキックとプルを合わせて泳ぐことが出来る。

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

水慣れと呼吸方法を理解する。

ストリームラインの重要性を理解する。

背泳のキックが出来るようになる。

背泳のプルが出来るようになる。

背泳のキックとプルを合わせて泳ぐことが出来る。

クロールで泳ぐスタミナをつけ、体力の向上を図る。

背泳でのストリームラインを理解する。

クロールのスタート出来るようになる。

 　【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

背泳で泳ぐスタミナをつけ、体力の向上を図る。 夏季休暇中の個々の練習方法を確認する。

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

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

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。



回数 日程 授業形態

1 講義・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 試験

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

科目名 マリンスポーツⅡ

必修
選択

担当教員 原島大樹
授業
形態

講義・演
習

単位

選択 年次 2

1

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

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

教員の略歴 ダイビング機材ショップスタッフを経験。現在は、サーフィンスクール代表取締役を務める。

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

評価方法と基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

巻き足が出来るようになる

オープンウォーターを意識した呼吸法が出来るようになる。

技術レベルによるコース分けを行う。

平泳ぎのキックを理解する。

平泳ぎのキックが出来るようになる。

平泳ぎのプルを確認する。

平泳ぎのプルが出来るようになる。

平泳ぎのキックとプルを合わせて泳ぐことが出来る。

平泳ぎのスタートを覚える。スタミナをつけ、更なる体力と泳力の向
上を図る。

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

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

25ｍ潜水が出来るようになる。

 　【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

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

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

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

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

自己の現在の泳力を理解し、目標設定と練習頻度の設定を行う。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。

技術レベルに合わせて、練習頻度と練習内容を確認し、更なる技術
と体力の向上を目指し、授業外でも練習する。



科目名 基礎生物Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 菅野宏文
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

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

授業の学習 
内容

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

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

評価方法と 
基準

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

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4/18 講義 細胞の構造と機能を理解する。 本日の講義の復習

2 5/9 講義 細胞の構造と機能を理解する。 本日の講義の復習

3 5/14 講義 動物の組織と器官を理解する。 本日の講義の復習

4 5/14 講義 原形質と細胞膜について理解する。 浸透圧の計算問題を各自行う。

5 5/16 講義 内呼吸（異化）の仕組みを理解する。 本日の講義の復習

6 6/13 講義 個体と外部環境、生物の適応について理解する
。 環境への生物の適応例を1つ調べる。

7 6/20 講義 体液と内部環境・血液の働きを理解する。 本日の講義の復習

8 6/27 講義 体液と内部環境・心臓と血管系、血液の循環を
理解する。 本日の講義の復習

9 7/11 講義 外呼吸と血液のガス交換を理解する。 本日の講義の復習

10 7/18 講義 免疫と血液型を理解する。 本日の講義の復習

11 9/5 講義 排出Ⅰ・腎臓の構造と機能を理解する。 本日の講義の復習

12 5/30 演習 大町自然学校実習 実習の準備

13 7/4 演習 相模湖カヌー実習 実習の準備

14 9/12 試験 期末試験（ペーパーテスト実施） 試験に対する準備を行う

15 9/19 講義 試験解答及び全過程の総括 理解しにくかった項目を予め調べる

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

(参考書) 滋慶教育科学研究所監修「ＥＣＯ業界で役立つ基礎生物」

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 次世代のための環境教育　Ⅰ　

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 加藤直邦

授業 
形態 講義 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 ケニア政府公認プロサファリガイド

授業の学習 
内容

地球のしくみや、人間の歴史を通じて環境問題を考え、 
次世代型環境教育ビジネスに活かせる知識や技術を習得する。

到達目標　 地球環境や自然保護についての基礎を理解し、知識を身につける。 
グローバル社会に対応するための、生態学を通じた英語を身につける。

評価方法と基準 １）定期試験60％　２）プレゼンテーション20％　３）出席率20％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月16日 講義 何故環境問題を学ぶのか知る エコ検定試験について調べる

2 4月23日 講義 環境問題の歴史を知る エコ検定過去問題集で復習

3 5月7日 講義 身近な自然について考える１ 身近な自然を自分で探してみる

4 5月14日 講義 宇宙のしくみと地球の歴史を知る エコ検定過去問題集で復習

5 5月21日 講義 大気にまつわる環境問題を学ぶ エコ検定過去問題集で復習

6 5月28日 講義 大気にまつわる環境問題を学ぶ エコ検定過去問題集で復習

7 6月4日 講義 海洋のしくみと環境問題を学ぶ エコ検定過去問題集で復習

8 6月11日 講義 ケニア研修ガイダンス 海外研修の必要性を考える

9 6月18日 講義 水循環と環境問題を学ぶ エコ検定過去問題集で復習

10 6月25日 講義 土壌と森林について学ぶ１ エコ検定過去問題集で復習

11 7月2日 講義 土壌と森林について学ぶ２ エコ検定過去問題集で復習

12 7月9日 講義 身近な自然について考える２ プロジェクトワイルドを学ぶ

13 7月16日 講義 中間テスト前のおさらい エコ検定過去問題集で復習

14 9月3日 試験 中間テスト 試験範囲の予習と対策

15 9月10日 講義 振り返り 不正解問題の訂正

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

　【使用教科書・教材・参考書】　エコ検定公式テキスト 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 次世代のための環境教育　Ⅱ　

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 中川武
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二

教員の略歴 長年の環境保護に携わる仕事経験を経て、現在は登山教室にて講師を務めている。

授業の学習 
内容

世界の環境問題　生物の減少　森林の減少 
海洋汚染　地球温暖化　暮らしとエネルギー　生活とゴミ 
食生活　動物園と水族館の環境　動物病院とペットショップ　牧場と山里

到達目標　 日常的に自然と環境に対して配慮できるようにする

評価方法と基準 筆記試験：100％

授業計画・内容

回数 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 講義 高尾の森のスタッフから話を聞き、高尾の森につ
いて理解できる 高尾の森の実習の準備をする

2 講義 世界の環境問題に関して理解できる 世界の環境問題について調べる

3 講義 野生生物の減少について理解できる 野生生物保護のCM作りの案を考える

4 講義 森林の減少　熱帯林の減少について理解できる 人間の言い分、森の言い分を考える

5 講義 海洋汚染　大切な海について 
青い星がにごり始めた原因を理解できる 人間の言い分、海の言い分を考える

6 講義 地球温暖化の原因について理解できる 地球温暖化防止のCM作りの案を考える

7 講義 暮らしとエネルギー 
今と昔のエネルギー事情について理解できる 自分のライフスタイルについて考える

8 講義 生活とゴミ 
ゴミの世界第2位の日本について理解できる 身近なゴミについて考える

9 講義 食生活　人口増加に伴い不足する食料について
理解できる 「食べる」ことと「環境」とのつながりを考える

10 講義 動物園と水族館の環境 
ズーストック計画について理解できる これからの動物園、水族館を考える

11 講義 動物病院とペットショップ 
ワンシントン条約について理解できる CB、WCに関して調べる

12 講義 牧場・山里の環境について理解できる 今現在どういう位置にいるかを考える

13 講義 すべては自分とつながっており、環境問題は他
人事ではないことを理解できる 自分を中心として環境問題を考える

14 試験 試験範囲の復習をする

15 振り返り 前期内容の振り返りを行い、 
トータルして理解できる 理解が不足していたところをおさらいする

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 疾病と予防Ⅰ
必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 土門綾華
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 獣医師。

授業の学習 
内容 犬および牛に発生する病気の特徴（症状）を理解し、病気の早期発見および早期治療につなげる。       

到達目標　 犬および牛の病気の特徴を正しく理解し、病気の拡大防止および病気の予防ができるようになる。       

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

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 講義 疾病と予防を学ぶ意義を理解する 配布プリントの復習

2 講義 応急処置に必要な知識を覚える 配布プリントの復習

3 講義 バイタルサインを説明できる 配布プリントの復習

4 講義 ショックの対応を知る 配布プリントの復習

5 講義 嘔吐や下痢への対処法を覚える 配布プリントの復習

6 講義 口腔内の異常の原因を理解する 配布プリントの復習

7 講義 これまでの復習を行う 配布プリントの復習

8 講義 肥満の危険性を理解する 配布プリントの復習

9 講義 感染症の予防の重要性を学ぶ 配布プリントの復習

10 講義 犬の疾患を知る 配布プリントの復習

11 講義 牛の疾患を知る 配布プリントの復習

12 講義 人獣共通感染症について理解する 配布プリントの復習

13 講義 ワクチンの重要性を知る 配布プリントの復習

14 試験 期末試験 配布プリントの復習

15 講義 これまでの復習を行う テストの復習

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　

東京コミュニケーションアート専門学校



水族館 水族館の展示と運営Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 中村元
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 水族館にて飼育係や副館長等を務めたのち、国内数多くの有名水族館展示をプロデュースしている。

授業の学習 
内容

水族館とは、生物を展示することによって大衆に様々な情報を伝える社会教育施設である。その根幹を支える水族館展示スタ
ッフに最も必要な、「魅力ある展示」と「集客と顧客満足」の実践方法を学ぶ。 
水族館の満足度および集客を成功させる、カスタマーズ起点の概念を理解しながら、展示技術を持つことで、日本の学芸員を
超えたcuratorとしての思想や能力を持てるようにする。

到達目標　
①水族館の存在理由、展示の意味など、筋の通った見識を持ち、語ることのできる力と自信を持つ。 

②トレーナーだけでなく、展示係や広報係、解説員など、さまざまな職種に対応できる力と知識を持つ。 

評価方法と基準 ワークショップ～発表に至る際の、授業で得た知識と理解度を、レポート作成によって評価。

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 5月11日 講義 講師紹介および講義の方針の紹介 
「展示学」展示と運営のデザイン概略 事前にサンシャイン水族館を視察

2 5月11日 講義・演習 他己紹介の手法を用いた、展示体験のワークショップに
よる展示のあり方実践 事前にサンシャイン水族館を視察

3 5月11日 講義
水族館の本質 
・個人の水槽と水族館の水槽の違い。 
・展示とはなにか？展示物とはなにか？

事前にサンシャイン水族館を視察

4 5月11日 講義
水族館の歴史。 
・ハイカルチャーからマスカルチャー 
・展示の要素は多様であることを習得。

事前にサンシャイン水族館を視察

5 5月11日 講義
水族館のプロモーション 
・水族館と集客に関わるマーケティング論。 
・集客できるスタッフになる必要性を理解。

事前にサンシャイン水族館を視察

6 5月25日 講義
顧客起点の展示 
・人はなぜ水族館に行くのか？ 
・顧客起点で展示を考える。

事前にサンシャイン水族館を視察

7 5月25日 講義
展示の歴史 
・水槽の変遷 
・ショーの変遷 
・展示技術と理念の変遷を知る。

事前にサンシャイン水族館を視察

8 5月25日 講義
展示の歴史 
・水槽の変遷 
・ショーの変遷 
・展示技術と理念の変遷を知る。

事前にサンシャイン水族館を視察

9 5月25日 講義
展示の実践技術 
・サンシャイン水族館の開発理念と展示。 
・新しい水族館のありかたを理解。

事前にサンシャイン水族館を視察

10 5月25日 講義
展示の実践技術 
・効果の高い展示開発（テーマ～具体案～実験） 
・水槽製作の実践的知識

事前にサンシャイン水族館を視察

11 6月15日 講義・演習 イルカ展示の弁明 
『ザ・コーヴ』鑑賞 事前にサンシャイン水族館を視察

12 6月15日 演習
イルカ展示の弁明 
・イルカ飼育の批判と弁明をディベート 
・イルカ展示の弁明について学ぶ

事前にサンシャイン水族館を視察

13 6月15日 講義・演習
イルカ展示の弁明 
・イルカ飼育の批判と弁明をディベート 
・イルカ展示の弁明について学ぶ

事前にサンシャイン水族館を視察

14 6月15日 講義
アニミズムと環境哲学 
・命と水族館「いただきますの気持ち」 
・日本の世界観を展示する意味

事前にサンシャイン水族館を視察

15 6月15日 試験 イルカ展示に関するレポートを作成し、理解度を確認す
る 事前にサンシャイン水族館を視察

準備学習　時間外学習 常に積極的に水族館を見学。美術館などを含む博物館も行くといい。

　【使用教科書・教材・参考書】　 
『水族館哲学～人生が変わる30館～』文春文庫／毎回プリントを配布／DVD『ザ・コーヴ』

東京コミュニケーションアート専門学校



水族館 水族館の展示と運営Ⅱ

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 中村元
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 水族館にて飼育係や副館長等を務めたのち、国内数多くの有名水族館展示をプロデュースしている。

授業の学習 
内容

水族館とは、生物を展示することによって大衆に様々な情報を伝える社会教育施設である。その根幹を支える水族館展示スタッフ
に最も必要な、「魅力ある展示」と「集客と顧客満足」の実践方法を学ぶ。 
水族館の満足度および集客を成功させる、カスタマーズ起点の概念を理解しながら、展示技術を持つことで、日本の学芸員を超え
たcuratorとしての思想や能力を持てるようにする。

到達目標　
①解説づくりにおける自分なりの個性に合わせた技術を得る 

②現場実習により、前期から学習したことを経験的に学び、自らの言葉で語ることのできる核心を得る。 

評価方法と基準 学習したことを自信を持って語ることができるかを、レポートによって判断。

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 ①－1 講義 解説のデザイン：解説の目的と事例 
・利用される解説、読ませる解説のポイント 事前に博物館と美術館で解説を見る

2 ①－2 演習 解説のデザイン 
・解説作成の実践 事前に博物館と美術館で解説を見る

3 ①－3 演習 解説のデザイン 
・解説作成の実践 事前に博物館と美術館で解説を見る

4 ①－4 講義 解説のデザイン 
・学生手作り解説を使ったポイント学習 事前に博物館と美術館で解説を見る

5 ①－5 講義
解説のデザイン 
・解説員による解説の方法技術 
・体験学習による解説の方法実践擬重油

事前に博物館と美術館で解説を見る

6 ②－1 講義・演習
サンシャイン水族館における観覧者行動調査によって、
水族館における実際の顧客行動とその心理を、経験的
に学ぶ。

事前にサンシャイン水族館で、 
全ての水槽を確認

7 ②－2 講義・演習
サンシャイン水族館における観覧者行動調査によって、
水族館における実際の顧客行動とその心理を、経験的
に学ぶ。

事前にサンシャイン水族館で、 
全ての水槽を確認

8 ②－3 講義・演習
サンシャイン水族館における観覧者行動調査によって、
水族館における実際の顧客行動とその心理を、経験的
に学ぶ。

事前にサンシャイン水族館で、 
全ての水槽を確認

9 ②－4 講義・演習
サンシャイン水族館における観覧者行動調査によって、
水族館における実際の顧客行動とその心理を、経験的
に学ぶ。

事前にサンシャイン水族館で、 
全ての水槽を確認

10 ②－5 講義・演習
サンシャイン水族館における観覧者行動調査によって、
水族館における実際の顧客行動とその心理を、経験的
に学ぶ。

事前にサンシャイン水族館で、 
全ての水槽を確認

11 ③－1 演習 調査実習の結果まとめをグループワークによって行い、
顧客起点の考え方を完全に身につけさせる。

12 ③－2 演習 調査実習の結果まとめをグループワークによって行い、
顧客起点の考え方を完全に身につけさせる。

13 ③－3 演習 調査実習の結果まとめをグループワークによって行い、
顧客起点の考え方を完全に身につけさせる。

14 ③－4 演習 顧客起点による展示の理解度とプレゼン能力。 
・グループ発表

15 ③－5 試験
調査とワークショップを、展示学の学習と自らの経験に
よって語ることができるかどうかをレポートによって判断
。

準備学習　時間外学習 常に積極的に水族館を見学。美術館などを含む博物館も行くといい。

　【使用教科書・教材・参考書】　 
『水族館哲学～人生が変わる30館～』文春文庫／毎回プリントを配布

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 潜水士対策講座Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 小林

授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 潜水士およびダイビングインストラクターとして都内ショップにて25年勤務。

授業の学習 
内容

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

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

評価方法と
基準

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

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月16日 講義 潜水士の必要性が分かるようになる。 復習：イメージする仕事を考える

2 4月23日 講義 潜水業務について理解することができる。 予習：教科書10～62Pを読
復習：問題集1～10問

3 5月7日 講義 潜水業務の練習問題を解き慣れ、答えを導き出
すことができる。

予習：教科書63～135Pを読
復習：問題集11～20問

4 5月14日 演習 実際の仕事での資格の価値 予習：各々の仕事での資格の必要
復習：各レポート提出

5 5月21日 講義 送気および潜降と浮上について理解することが
できる。

予習：教科書138～161Pを読
復習：問題集1～10問

6 5月28日 講義 送気および潜降と浮上の練習問題を解き慣れ、
答えを導き出すことができる。

予習：教科書161～191Pを読
復習：問題集11～20問

7 6月4日 講義 高気圧障害について理解することができる。 予習：教科書194～235Pを読
復習：問題集1～10問

8 6月11日 講義 高気圧障害の練習問題を解き慣れ、答えを導き
出すことができる。

予習：教科書236～273Pを読
復習：問題集11～20問

9 6月18日 講義 関係法令について理解することができる。 予習：教科書276～318Pを読
復習：問題集1～10問

10 6月25日 講義 関係法令の練習問題を解き慣れ、答えを導き出
すことができる。

予習：教科書318～359Pを読
復習：問題集11～20問

11 7月2日 講義 申請書を作成し、提出できる状況をつくる。 予習：必要書類を用意す
復習：不足書類を用意する

12 7月9日 講義 最新過去問での模擬試験（実力試し） 予習：教科書全体を読
復習：問題集各項目21～30問

13 9月3日 講義 まとめ（前期テスト対策） 予習：問題集各項目31～40
復習：問題集各項目41～50問

14 9月10日 試験 試験

15 9月17日 講義 テスト結果からの振り返りを行うことで、潜水士
の理解を深める 試験範囲からの復習とさらに理解を深める。

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

　【使用教科書・教材・参考書】　 

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

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 船舶免許対策講座Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 大河原実

授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 小型船舶インストラクター

授業の学習 
内容

小型船舶の船長として指導的立場に立った際を想定して、安全に小型船舶を運行するための要点を把握してもらう。気象
予報、操船技術を習得してもらうとともに船舶免許取得後は就職活動を有利にする要因の一つとして小型船舶免許取得を
目的とし、国家試験合格後は小型船舶の構造、機能、運用方法、救助艇としての活用方法を学ぶ。授業は前半は国家試
験学科対策を中心に座学を行い学内にて国家試験（身体検査、学科試験）を行い、順次羽田試験場にて実技講習、実技
試験を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

到達目標　
国家試験を受験し２級小型船舶免許を取得する。
海上衝突予防法等水上での法律を学び理解する事ができる。
海洋関連の業務に従事しても恥じない知識（運用、構造、法律、気象、海象）を得ることができる。

評価方法と基準

小試験　２０％
定期試験８０パーセン
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（教材から抜粋）提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月22日 講義 ２級小型船舶免許の取得方法　費用　免許の効
用を理解することができる。

船舶免許への理解と個人目標の策定と船長の
順守事項を時間外学習しておく。

2 4月22日 講義 国家試験　学科試験対策　船長の心得及び順
守事項を学び理解する。

次回おこなう交通の方法（水上での法律）を時間
外学習しておく。

3 5月20日 講義 国家試験　学科試験対策　交通の方法（水上で
の法律）を学び理解する。 次回おこなう運航科目を時間外学習しておく。

4 5月20日 講義 国家試験　学科試験対策　運航科目を学び理解
する。 次回おこなう運航科目を時間外学習しておく。

5 6月3日 講義 国家試験　学科試験対策　運航科目を学び理解
する。

次回おこなう運航科目を時間外学習しておく。
提出書類の作成。

6 6月3日 講義・演習 学科試験対策　出題傾向を把握し理解し模擬試
験を行い弱点の攻略策を身につける。

次回おこなう船長の順守事項を時間外学習して
おく。　提出書類の作成。

7 6月17日 講義 国家試験　学科試験対策　３科目の要点を学び
理解し出題傾向が把握できる。

学科試験対策として問題集を使用し時間外学習
しておく。提出書類の作成。

8 6月17日 講義 国家試験　学科試験対策　３科目の要点を学び
理解し模擬試験で結果が出せる。

学科試験対策として問題集を使用し時間外学習
しておく。提出書類の作成。

9 7月1日 国家試験 国家試験員を招聘し、身体検査、学科試験を行
う。

学科試験対策として学科教本、問題集を使用し
熟読と理解。

10 7月1日 国家試験 国家試験員を招聘し、身体検査、学科試験を行
う。

学科試験対策として学科教本、問題集を使用し
熟読と理解。

11 7月22日 講義・演習 実技試験対策、　ロープワーク７種、　実技試験
内容の熟知に努め理解する。

ロープワーク７種は小試験に充当し実技試験内
容の熟知に努める。

12 7月22日 講義・演習 実技試験対策、　ロープワーク７種、　実技試験
内容の熟知に努め理解する。

ロープワーク７種は小試験に充当し実技試験内
容の熟知に努める。

13 9月2日 講義 小型船舶の運用方法知り船舶への理解を深め
活躍の場を知る。

次回おこなう期末試験用の学習を時間外学習に
充当する。

14 9月9日 講義・試験 ２級小型船舶操縦士免許 
国家試験（学科）問題を使用して行う。 試験範囲から予習と対策

15 9月16日 講義 振り返り　答え合わせと解説を行い小型船舶、船
舶免許への理解を深める。

質疑応答　各自苦手項目の補強に努めることを
時間外学習に充当する。

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

　【使用教科書・教材・参考書】　 

１，２級小型船舶操縦士一般科目学科実技テキスト　学科試験問題集　

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 船舶免許対策講座Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 大河原実

授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 小型船舶インストラクター

授業の学習 
内容

小型船舶の船長として指導的立場に立った際を想定して、安全に小型船舶を運行するための要点を把握してもらう。気象
予報、操船技術を習得してもらうとともに船舶免許取得後は就職活動を有利にする要因の一つとして小型船舶免許取得を
目的とし、国家試験合格後は小型船舶の構造、機能、運用方法、救助艇としての活用方法を学ぶ。授業は前半は国家試
験学科対策を中心に座学を行い学内にて国家試験（身体検査、学科試験）を行い、順次羽田試験場にて実技講習、実技
試験を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

到達目標　
国家試験を受験し２級小型船舶免許を取得する。
海上衝突予防法等水上での法律を学び理解する事ができる。
海洋関連の業務に従事しても恥じない知識（運用、構造、法律、気象、海象）を得ることができる。

評価方法と基準

小試験　２０％
定期試験８０パーセン
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（教材から抜粋）提示し、提出をもってCの評価とする。

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月15日 講義 ２級小型船舶免許の取得方法　費用　免許の効
用を理解することができる。

船舶免許への理解と個人目標の策定と船長の
順守事項を時間外学習しておく。

2 4月15日 講義 国家試験　学科試験対策　船長の心得及び順
守事項を学び理解する。

次回おこなう交通の方法（水上での法律）を時間
外学習しておく。

3 5月13日 講義 国家試験　学科試験対策　交通の方法（水上で
の法律）を学び理解する。 次回おこなう運航科目を時間外学習しておく。

4 5月13日 講義 国家試験　学科試験対策　運航科目を学び理解
する。 次回おこなう運航科目を時間外学習しておく。

5 5月27日 講義 国家試験　学科試験対策　運航科目を学び理解
する。

次回おこなう運航科目を時間外学習しておく。
提出書類の作成。

6 5月27日 講義・演習 学科試験対策　出題傾向を把握し理解し模擬試
験を行い弱点の攻略策を身につける。

次回おこなう船長の順守事項を時間外学習して
おく。　提出書類の作成。

7 6月10日 講義 国家試験　学科試験対策　３科目の要点を学び
理解し出題傾向が把握できる。

学科試験対策として問題集を使用し時間外学習
しておく。提出書類の作成。

8 6月10日 講義 国家試験　学科試験対策　３科目の要点を学び
理解し模擬試験で結果が出せる。

学科試験対策として問題集を使用し時間外学習
しておく。提出書類の作成。

9 6月24日 国家試験 国家試験員を招聘し、身体検査、学科試験を行
う。

学科試験対策として学科教本、問題集を使用し
熟読と理解。

10 6月24日 国家試験 国家試験員を招聘し、身体検査、学科試験を行
う。

学科試験対策として学科教本、問題集を使用し
熟読と理解。

11 7月8日 講義・演習 実技試験対策、　ロープワーク７種、　実技試験
内容の熟知に努め理解する。

ロープワーク７種は小試験に充当し実技試験内
容の熟知に努める。

12 7月8日 講義・演習 実技試験対策、　ロープワーク７種、　実技試験
内容の熟知に努め理解する。

ロープワーク７種は小試験に充当し実技試験内
容の熟知に努める。

13 9月2日 講義 小型船舶の運用方法知り船舶への理解を深め
活躍の場を知る。

次回おこなう期末試験用の学習を時間外学習に
充当する。

14 9月9日 講義・試験 ２級小型船舶操縦士免許 
国家試験（学科）問題を使用して行う。 試験範囲から予習と対策

15 9月16日 講義 振り返り　答え合わせと解説を行い小型船舶、船
舶免許への理解を深める。

質疑応答　各自苦手項目の補強に努めることを
時間外学習に充当する。

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

　【使用教科書・教材・参考書】　 

１，２級小型船舶操縦士一般科目学科実技テキスト　学科試験問題集　

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 鳥類学Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 遠藤幸子
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 元自然環境保全センター特別研究員。

授業の学習 
内容

鳥類の基本的な生態や保全に関わる知識を身につけること・観察および調査の技術を身につけることは、鳥類に関わる
仕事や研究に従事する上で必須である。 
さらにこれらの知識と技術は、鳥類だけでなく他の生物への理解を深めることにも繋がる。 
鳥類学の授業を通して生物への理解を深めるとともに、野外での鳥類の観察技術を身につけてください。 
授業は、鳥類の基本的な知識を習得するための講義と観察技術を育成するための野外実習で構成する。

到達目標　
1. 鳥類の形態および生態の特徴を理解し、説明できるようになる。 
2. 野外で鳥類を観察する技術を身につける。 
3. 日本の鳥類を識別できるようになる。 　

評価方法と基準

1) 筆記試験 60%  
筆記試験評価：（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0） 
2) 課題提出 40%    

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4/16 講義 鳥類学の授業の目的と内容について理解する。 野鳥大図鑑を概観し、鳥類の特徴を理解する。

2 4/23 講義 鳥類の生息する環境を知り、 
説明できるようになる。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

3 5/7 講義 春から夏にかけてに見られる鳥類の種類を 
学び、識別できるようになる。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

4 5/14 講義 冬季に見られる鳥類の種類を学び、 
識別できるようになる。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

5 5/21 講義 地球上の鳥類の種の多様さについて 
理解する。

実習で観察できる可能性のある鳥類種を調べ
てまとめる。

6 5/28 講義 鳥類の進化について学び、 
理解する。

実習で観察できる可能性のある鳥類種を調べ
てまとめる。

7 6/4 講義・演習 夏鳥の生態を理解する。 
実習の事前準備をする。

実習で観察できる可能性のある鳥類種を調べ
てまとめる。

8 6/11 講義・演習 　　　　　鳥類の観察技術を習得する。 実習後、観察した種について復習をする。

9 6/11 講義・演習 身近な鳥類を識別できるようになる。 実習後、観察した種について復習をする。

10 6/18 講義 鳥類の生活史について 
理解する。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

11 7/2 講義 鳥類の渡りについて学び、 
説明できるようになる。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

12 7/9 講義 鳥類の繁殖生態について学び、 
理解する(1)。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

13 9/3 講義 鳥類の繁殖生態について学び、 
理解する(2)。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

14 9/10 講義・試験 筆記試験 試験の予習（試験前）と 
答え合わせ（試験後）をする。

15 9/17 講義 試験の内容を理解し 
人に対して説明することができる。 試験の復習をし、理解を深める。

準備学習　時間外学習 講義や実習で扱う鳥類種を図鑑で予習・復習することで、授業内容の理解を深める。

　【使用教科書・教材・参考書】　名前がわかる野鳥大図鑑/野鳥をたすけるはじめの一歩 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 鳥類学Ⅱ

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 遠藤幸子
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 元自然環境保全センター特別研究員。

授業の学習 
内容

鳥類の基本的な生態や保全に関わる知識を身につけること・観察および調査の技術を身につけることは、鳥類に関わる
仕事や研究に従事する上で必須である。 
さらにこれらの知識と技術は、鳥類だけでなく他の生物への理解を深めることにも繋がる。 
鳥類学の授業を通して生物への理解を深めるとともに、野外での鳥類の観察技術を身につけてください。 
授業は、鳥類の基本的な知識を習得するための講義と観察技術を育成するための野外実習で構成する。

到達目標　
1. 鳥類の生態の特徴を理解し、説明できるようになる。 
2. 冬鳥を識別できるようになる。  
3. 鳥類の調査方法と保全に関する知識を身につける。

評価方法と基準
1) 筆記試験 60%  
筆記試験評価：（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0） 
2) 課題提出 40%   

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 10/1 講義 鳥類の採食生態を学び、理解する。 野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

2 10/8 講義 鳥類の社会行動を学び、理解する。 野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

3 10/15 講義 鳥類と他の生物との関係性を学び、 
鳥類の生息している環境を理解する。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

4 10/22 演習 オーストラリア・ケニアで代表的な鳥類を識別で
きるようになる。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

5 10/29 講義 鳥類の調査で必要となる知識を習得する 
(生息状況調査編)。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

6 11/5 講義 鳥類調査で必要となる知識を習得する 
（生態調査編1）。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

7 11/12 講義 鳥類調査で必要となる知識を習得する 
（生態調査編2）。

野鳥大図鑑を読み、授業で扱う鳥類種の特徴を
学ぶ。

8 11/19 講義 鳥類の捕獲や飼育に関する法律について 
学び、理解する。

実習で観察される可能性のある種を調べてまと
める。

9 11/26 講義 鳥類の保全に関する知識を身につける(1)。 実習で観察される可能性のある種を調べてまと
める。

10 12/3 講義 鳥類の保全に関する知識を身につける(2)。 実習で観察される可能性のある種を調べてまと
める。

11 12/10 講義・演習 冬鳥の種とその生態を学び、理解する。 
実習の事前準備をする。

実習で観察される可能性のある種の特徴を 
覚える。

12 12/17 講義・演習 カモ類を観察し、種を識別する。 実習中に観察した種について復習する。

13 12/17 講義・演習 カモ類の観察を通して、 
その特徴を理解する。 実習中に観察した種について復習する。

14 1/21 講義・試験 筆記試験 試験の予習（試験前）と 
答え合わせ（試験後）をする。

15 1/28 講義 試験の内容を理解し 
人に対して説明することができる。 試験の復習をし、理解を深める。

準備学習　時間外学習 講義や実習で扱う鳥類種を図鑑で予習・復習することで、授業内容の理解を深める。

　【使用教科書・教材・参考書】　名前がわかる野鳥大図鑑/野鳥をたすけるはじめの一歩 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物の栄養　Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 菅野宏文
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

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

授業の学習 
内容

動物栄養（三大栄養素と副栄養素）、物質交代とエネルギー交代、飼養動物に関する法令、甲虫類の飼養法、淡水魚の
飼養法、両生類・爬虫類の飼養法、鑑賞鳥の飼養法、小型哺乳類の飼養法、食虫植物の栽培と管理等。

到達目標　
業界（動物園・ペットショップ等）のニーズに応えられるレベルまで動物の飼育・管理能力を身に付け、飼養動物の異常の
早期発見及び速やかに対処できる能力を身に付ける。 
また、ショップなどの接客に必要な説明及び解説ができる力を培う。

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

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4/17 講義 動物の栄養（三大栄養素） 三大栄養素の主な食品について調べる。

2 4/24 講義 副栄養素（ビタミンとミネラル） ビタミンを1つ選び欠乏症について調べる。

3 5/8 講義 動物の消化器官（構造・働き） 口から肛門までの名称をすべて覚えてくる。

4 5/15 講義 物質交代とエネルギー交代、タンパク質の構造 次回の予習を行う

5 5/22 講義 脂質・炭水化物の構造・性質及び種類 次回の予習を行う

6 6/5 講義 ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＡＴＰの構造・性質及び働き 次回の予習を行う

7 6/12 講義 動物の愛護及び管理に関する法律 動物販売時説明書を使用しながら説明練習

8 6/19 講義 動物の愛護及び管理に関する法律が定める管
理法、特定動物 特定動物を1種選び調べる。

9 6/26 講義 外来生物法 特定外来生物を1種選び調べる。

10 7/10 講義 文化財保護法 天然記念物を1種選び調べる。

11 9/4 講義 ワシントン条約及び種の保存法 登録票について説明できるよう練習。

12 5/29 演習 大町自然学校実習 実習の準備

13 7/3 演習 相模湖カヌー実習 実習の準備

14 9/11 試験 期末試験（ペーパーテスト実施） 試験に対する準備を行う

15 9/18 講義 試験解答及び全過程の総括 理解しにくかった項目を予め調べる

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

(参考書) 滋慶教育科学研究所監修（2006）「イラストで見る動物の健康管理」（株式会社滋慶教育事業部）

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物の体のしくみ　Ⅰ
必修 
選択

選択 年次 1

担当教員 長嶺幸介

授業 形態講義・演習 単位 1
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

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

授業の学
習 

内容

動物たちは種ごと、個体ごとに体のしくみや特徴が異なる。教科書では、犬がメインの解
剖学のものであるが、他の動物とも比較しつつ、動物たちの基本的な体のしくみを理解し
、適切な動物の扱いや管理ができる。

到達目標
基本的な動物の体のしくみを理解する。部位や構造などの専門用語を読み書きできる。
これらを踏まえて構造や働き、しくみなどをしっかりと理解し記憶し、自らが正しい扱いを
行い、間違いを正すことができる。

評価方法と

基準

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

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月12日 講義
皮膚やそれに付随する部位の構造や働
きを理解できる

教科書の４～７ページを読んでくる

2 4月19日 講義 動物による歯の構造や違いを理解できる 前回の授業のノートを必ず読んでくる

3 4月26日 講義 口腔内の構造や働きを理解できる 前回の授業のノートを必ず読んでくる

4 5月10日 講義
消化に関係する器官の構造や働きを理
解できる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

5 5月17日 講義
消化に関係する器官の構造や働きを理
解できる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

6 5月31日 講義 泌尿器の構造や働きを理解できる 前回の授業のノートを必ず読んでくる

7 6月14日 講義 呼吸器の構造や働きを理解できる 前回の授業のノートを必ず読んでくる

8 6月21日 講義
オスの生殖器の構造や働きを理解でき
る

前回の授業のノートを必ず読んでくる

9 6月28日 講義 メスの生殖器の構造や働きを理解できる 前回の授業のノートを必ず読んでくる

10 7月5日 講義
ホルモンを分泌する器官の構造とホルモ
ンについて理解できる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

11 7月12日 講義
心臓の構造と働き、血液やリンパの流れ
について理解できる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

12 7月19日 講義
視覚と聴覚を司る器官について理解でき
る

前回の授業のノートを必ず読んでくる

13 9月6日 講義 脳や脊椎の構造や働きを理解できる 前回の授業のノートを必ず読んでくる

14 9月13日 試験 筆記試験
前回までの授業のノートを必ず読んでく
る

15 9月20日 講義
筋肉と骨格について構造や働きを理解で
きる

前回の授業のノートを必ず読んでくる

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

教科書「体のしくみ」　参考書は必要に応じて随時使用

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物感染症学Ⅰ
必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 早川
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 獣医師

授業の学習 
内容

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

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

評価方法と基準 筆記試験：100％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 7月3日 講義 細菌感染症1:代表的な皮膚の細菌感染症を学ぶ。 予習45分：イヌネコで代表的な皮膚細菌感染の細菌は何か調べる。 
復習45分：シャンプーの仕方を飼い主様に説明できるようにする。

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

13 9月4日 講義 前期のまとめ:前期に学んだことを総復習し、筆記テストの要点を理解する。 予習45分：前期の復習。 
復習45分：テストの準備を行う。

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

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

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

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 馬学Ⅰ

必修 
選択

選択 年次 1

担当教員 長嶺幸介

授業 形態講義・演習 単位 1
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

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

授業の学習 
内容

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

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

評価方法 
と基準

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

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月15日 講義 馬と人の関わりについて理解できる
馬について自分で持つイメージを一言でまと
める

2 4月22日 講義 馬の分類・品種などについて理解できる 前回の授業のノートを必ず読む

3 5月13日 講義 馬の食性と飼料について理解できる 前回の授業のノートを必ず読む

4 5月20日 講義 馬の食性以外の習性について理解できる 前回の授業のノートを必ず読む

5 5月27日 講義 感覚器の構造と特徴について理解できる 前回の授業のノートとプリントを必ず読む

6 6月3日 講義
馬体の特徴や、名称、蹄と削蹄・装蹄など
について理解できる

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

7 6月10日 講義
馬の保定方法と必要な道具と使い方を理
解できる。

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

8 6月17日 演習 ロープワーク技術を身につける。 前回の授業のノートとプリントを必ず読む

9 6月24日 演習 ロープワーク技術を身につける。
前回の授業で行ったロープの結び方を家で
必ず復習してくる

10 7月1日 講義 飼養する馬の登録について理解できる
前回の授業で行ったロープの結び方を家で
必ず復習してくる

11 7月8日 講義 馬の個体識別方法について理解できる 前回の授業のノートとプリントを必ず読む

12 7月22日 講義 馬の悪癖について理解できる 前回の授業のノートとプリントを必ず読む

13 9月2日 講義
馬具の名称と使用方法を理解し正しく扱う
ことができる

前回の授業のノートとプリントを必ず読む

14 9月9日 試験 筆記試験 前回までの授業のノートとプリント必ず読む

15 9月16日 講義
乗馬について、形式や騎乗者資格などに
ついて理解できる

前回までの授業のノートとプリント必ず読む

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

教科書はなし　　必要に応じて随時参考資料等を使用　　馬具や手入れ道具・ロープ・ビデオなどを使用
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科目名 両生類・爬虫類研究Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 菅野宏文
授業 
形態 講義・演習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

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

授業の学習 
内容

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

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

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

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4/12 講義 金魚メダカ等 淡水魚の飼育総論 どんな品種がいるか各自調べる

2 4/19 講義 水質の調整などを含む水の管理 pH及び硬水・軟水について調べてくる

3 4/26 講義 金魚・メダカ等の飼育法(管理・繁殖) 過去に飼育した経験を話せるように準備

4 5/10 講義 甲虫類総論(形態、生態、整理等) 甲虫の外部形態の疑問点を調べる

5 5/17 講義・演習 甲虫類の飼育(取り扱い方、標本作成) カブトムシの飼い方、寿命などを調べる

6 5/31 講義 両生類総論・分類、形態、生理、生態 日本産の両生類を一種選び調べる

7 6/14 講義・演習 有尾目の飼育(日常管理、取り扱い方) 日本産の両生類を一種選び調べる

8 6/21 講義・演習 無尾目の飼育(日常管理、取り扱い方) 日本産の両生類を一種選び調べる

9 6/28 講義 爬虫類総論(分類、形態、生理、生態) ムカシトカゲについて調べる

10 7/5 講義・演習 カメ目水棲ガメ類の飼育(管理・取り扱い) 日本産カメ類を一種選び調べる

11 7/12 講義・演習 カメ目陸棲ガメ類の飼育(管理・取り扱い) 日本産カメ類を一種選び調べる

12 7/19 講義・演習 有鱗目トカゲ亜目の飼育(管理、取り扱い) 日本産トカゲを一種選び調べる

13 9/6 講義・演習 有鱗目ヘビ亜目の飼育(管理、取り扱い) 日本産ヘビを一種選び調べる

14 9/13 試験 期末試験（ペーパーテスト実施） 試験に対する準備を行う

15 9/20 講義 試験解答及び全過程の総括 理解しにくかった項目を予め調べる

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

(参考書) 菅野宏文著：「ミドリガメ・ゼニガメの医・食・住」、「リクガメの医・食・住」、「ニオイガメ・ドロガメの医・食・住」、「ヘビの医・食・住」
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科目名 両生類・爬虫類研究Ⅱ
年次 2

担当教員 富田京一

単位 1
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一

教員の略歴 恐竜や爬虫類研究の第一人者。多くの著書があり、映像作品や各地の博覧会にも多数協力している。

授業の学習 
内容

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

到達目標　

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

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

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 講義 爬虫両生類とは何か復習し理解を深める。 授業の内容について復習(レポート)

2 講義 水生ガメの高度な飼育法や保全を学び理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

3 講義 陸生ガメの高度な飼育法や保全を学び理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

4 講義 爬虫両生類の餌学(栄養素と飼育法)を理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

5 講義 ウミガメの高度な飼育法と個体数保全を理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

6 講義 爬虫両生類の野外観察法(装備等)を理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

7 講義 トカゲ(地上生を中心に)の社会行動を理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

8 講義 樹上生トカゲの骨形成と温度・給水法を理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

9 講義 大型トカゲ・有毒トカゲの安全な飼育を理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

10 講義 爬虫両生類の主な病気と予防・対策を理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

11 講義 爬虫両生類と公衆衛生上の対策を理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

12 講義 爬虫両生類の進化①(形態と解剖学)を理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

13 講義 これまで習得した知識や技術の確認を理解できる。 授業初め、前回の内容について議論

14 試験 筆記試験実施 授業初め、前回の内容について議論

15 講義 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

　【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。
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