
科目名 ナチュラリストガイドⅡ　1

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 加藤直邦
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 ケニア政府公認プロサファリガイド

授業の学習 
内容

環境、観察、観光の３つのキーワードを用いて、アフリカのサバンナや南米アマゾンなど、実際に観察した経験談
と画像をもとに、熱帯区の動物の野生での行動と、環境のつながりを紹介。 
哺乳類だけでなく興味深い鳥、両生・爬虫類、昆虫、植物も網羅する。 
各地の保護の現状を学ぶ。 

到達目標　

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

評価方法と基準 １）定期試験50％　２）プレゼンテーション30％　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 授業内容の説明とサバンナの概要を把握する 各自、ガイドブックやインターネットを利用し 
て授業内容にかかわる動植物を調査する

2 4月23日 講義 マサイマラ国立保護区の概要と、草原地帯に住
む草食動物の生態を理解する

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

3 5月7日 講義 草原地帯に住むチーターの生態と 
走鳥類などの生態を知る

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

4 5月14日 講義 低木地帯に住むライオン、イボイノシシ、 
クロサイなどの生態を把握する

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

5 5月21日 講義 低木地帯に住むヒヒ、マングース、 
アリ塚などの生態を把握する

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

6 5月28日 講義 アカシア疎開林に住むキリン、ジャッカル、 
インパラなどの生態を把握する

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

7 6月4日 講義 山岳地帯に住むヒョウ、ハイラックス、 
爬虫類などの生態を把握する

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

8 6月11日 演習 葛西臨海公園実習 フィールドブックやインターネットを利用して、 
生息する生物種を調べる

9 6月18日 講義 水辺に住むカバ、ワニ、水鳥の 
生態を把握する

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

10 6月25日 演習 葛西臨海公園実習 フィールドブックやインターネットを利用して、 
生息する生物種を調べる

11 7月2日 講義 湿原に住むゾウやスイギュウ、 
サーバルなどの生態を把握する

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

12 7月9日 講義 水辺に住むカバ、ワニ、水鳥の 
生態を把握する

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

13 7月16日 講義 アフリカにおける保護の現状と、 
観光の両立について考える

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

14 9月3日 講義・演習 中間テスト、バーチャルサファリガイドをおこない
、ガイド力を身につける

評価表を用いて、参加者は発表者の 
評価採点をおこなう。

15 9月10日 講義 中間テストの振り返り 参加者からの評価を聞く

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】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 ナチュラリストガイドⅡ　2

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 加藤直邦
授業 
形態 講義・実習 総時間 

（単位） 1
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二

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

生徒一人一人が興味あることや、野生動物保護、環境保全に関するトピックを自分で調べ、発表をする。 
アウトドアビジネスでも実践可能なアイスブレークやアクティビティの練習。

到達目標　
コミュニケーション能力を高めることで、社会で求められる人材をめざす。 
プレゼン技術を体得するとこで、自分に自信をつける。 
自分の主張を出すだけでなく、人の話を聞く大切さを身につける。

評価方法と基準 評価表などを用いて、聞き手側全員でプレゼンターの評価をおこなう。

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・演習 自己紹介、 
プレゼンテーションを学ぶの意義を知る

この授業を学ぶことで、社会でどのように 
プレゼン力が必要なのか考えてみる

2 講義・演習 グループアクティビティを通して、 
自分自身を知る 教室で紹介する本を探し、発表の練習をする

3 講義・演習 読書発表を通して、相手のことを知り 
共感力を学ぶ 紹介してもらった本を自分で読んでみる

4 講義・演習 マイフィールドマップを作成し、地理力を高め 
身近な自然について再確認する もう一度、家の近所の環境を観察してみる

5 講義・演習 写真撮影テクニックを駆使して、 
相手に共感してもらえる記事を考える 相手の作品を客観的に評価する

6 講義・演習 新聞記事を作成し、 
相手から共感してもらえる方法を学ぶ

1年次の海外研修を振り返り、 
新聞の記事になるネタを探す

7 講義・演習 新聞記事を作成し、 
相手から共感してもらえる方法を学ぶ

1年次の海外研修を振り返り、 
新聞の記事になるネタを探す

8 演習 葛西臨海公園実習 フィールドブックやインターネットを利用して、 
生息する生物種を調べる

9 講義・演習 先週の実習を振り返りながら 
ラムサール条約について学ぶ

インターネットや書籍で 
他の条約地を調べてみる

10 演習 葛西臨海公園実習 フィールドブックやインターネットを利用して、 
生息する生物種を調べる

11 講義・演習 先週の実習を振り返りながら 
天然記念物と外来種について学ぶ 自分が興味のある外来種を調べてくる

12 講義・演習 日本の自然保護区について学ぶ インターネットや書籍で 
日本の保護区を調べてみる

13 講義・演習 日本の自然保護区について学ぶ インターネットや書籍で 
日本の保護区を調べてみる

14 講義 中間テスト、バーチャルサファリガイドをおこない、
ガイド力を身につける

評価表を用いて、参加者は発表者の 
評価採点をおこなう。

15 講義 中間テストの振り返り 次回からの熱帯雨林について 
事前調査してくる

準備学習　時間外学習 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・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二

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二

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。



回数 日程 授業形態

1 4月13日 講義・演習

2 4月19日 講義

3 演習

4 演習

5 5月17日 講義

6 5月31日 演習

7 演習

8 演習

9 6月21日 講義

10 7月5日 演習

11 7月12日 講義

12 演習

13 演習

14 9月13日 演習・試験

15 9月20日 講義・演習

担当教員 仁井雄治

選択 年次 2

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

科目名 環境保全学Ⅱ　1

必修
選択

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

授業の学習
内容

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

到達目標　

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

評価方法と
基準

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

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

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

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

里山の生き物に関して、事前学習。

4月26日

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

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

課題：自らの観察記録を基にしたマイアルバムの作成

課題：自らの観察記録を基にしたマイアルバムの作成

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

前回演習のまとめ

大町実習 課題：里山の自然と、大町の自然の比較。

6月15日

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

初夏の谷戸と雑木林を体感
5,7月は最も多くの生き物が発生する時期。
小型甲虫類、チョウ類、トンボ類、カエル類などの生き様を観
察。

課題：自らの観察記録を基にしたマイアルバムの作成

課題：自らの観察記録を基にしたマイアルバムの作成

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

前回演習のまとめ

相模湖実習 前回演習のまとめ

観察記録のまとめ方
里山の生き物５（甲虫類の分類と生態）を学ぶ。

甲虫類について事前学習

7月19日

プレゼン
レポート提出

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

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

課題：フィールドノートの整理
レポート作成。

課題：フィールドノートの整理
レポート作成。

東京コミュニケーションアート専門学校

レポートの振り返り
ドングリ

これまでの振り返り

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

　【使用教科書・教材・参考書】　以下に示す独自資料

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



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二

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 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二

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



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18日 講義

4 4月25日 講義

5 4月25日 講義

6 5月9日 講義

7 5月9日 講義

8 5月16日 講義

9 5月16日 講義

10 5月30日 演習

11 6月13日 講義

12 6月13日 講義

13 6月20日 講義・試験

14 6月20日 演習

15 7月11日 講義

「生態系と物質循環」水や空気、炭素、窒素など、生態系を構成する
物質の循環について理解することができる。

テキストの該当の章について目を通す

東京コミュニケーションアート専門学校

「里山の魅力再発見」　人が里山に関心を持ち、集まるようにする工
夫をプレゼンできる。

テストの答え合わせと解説　模擬試験の自己採点を行い、自分に
とっての課題を把握することができる。

テキストを見ながら仮に答え合わせをする。

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

グリーンセイバー模擬試験・６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

 　【使用教科書・教材・参考書】　

グリーンセイバーベイシック（テキスト）

「植生の基礎知識」植生の種類を知り、世界と日本の植生帯の基本
を理解することができる。

テキストの該当の章について目を通す

長野県大町市の「千年の森 自然学校」において植物全般の識別を
することができる。

人工林から派生した二次林について事前に調べておく事　(ﾐｽﾞﾅﾗ・ｺﾅﾗ・ｽｷﾞﾉ
ﾋ・ﾎｳﾉｷ・ﾘｮｳﾌﾞなど)

「生態系の基礎知識」生態系の構成要素を理解し、食物連鎖などの
関係性を理解することができる。

テキストの該当の章について目を通す

「植物の文化」　文化の基礎となる季節や暦と植物との関連を理解す
ることができる。

テキストの該当の章について目を通す

「植物のめぐみ」　木材の利用方法から農耕、里山の伝統的利用に
ついて理解することができる。

テキストの該当の章について目を通す

「植物の生育環境」　環境の物理的要素と植物との関わりと各条件に
よる影響の受け方を理解することができる。

テキストの該当の章について目を通す

テキストの該当の章について目を通す

「植物の栽培・管理」　植物の日常管理の基本や移植方法の基本を
理解することができる。

テキストの該当の章について目を通す

「植物の栽培・管理」　植物を増やすための有性生殖と無性生殖の基
本を理解し、個々の方法を習得する。

テキストの該当の章について目を通す

「植物の生活史と生育特性」　植物の生育型と生活史の特徴を理解
することができる。

テキストの該当の章について目を通す

「植物の外部形態」　植物の各部位の基本的形態と役割機能を理解
することができる。

「植物分類の基礎知識」　分類の歴史と地質時代における植物の進
化の歴史を理解することができる。

グリーンセイバーのサイトをチェックする

教員の略歴 環境系コンサルタント会社・NPO法人勤務

授業の学習
内容

植物の生態系における役割や働き、植物の個々の部分の形態的な特徴や生活の仕方など、生物の時間で勉強するよ
うな内容ですが、これからも植物の知識を深めていく際の基礎になる部分です。テキストだけでなく、ぜひとも身近な植
物も手に取って観察するようにしてください。覚えたものは、早速庭や公園で植わっているものでも確かめてください。
また、生活と関わる植物についても注目してください。年中行事や伝統的な行事にも目を向け、植物がどうかかわってき
たかにも興味をもって、家族や年配の人たちにも尋ねてみてください。

到達目標　

グリーンセイバー検定　ベイシックに合格する実力をつけること。
ベイシックでは、植物に関する基本的な知識や生態系の知識をもつとともに、人と自然の関係を身近なところから理解す
ることを目標としている。
植物の外部形態、生活史、生息環境、植物の分類の基礎、植物の文化、植物のめぐみ　が、ベイシックテキストの項目
となっているが、これらの内容を理解し、6月末の検定試験に臨む実力をつけること。

評価方法と基準

通常の授業の受講態度　４０％
模擬試験ト６０％
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0）
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

中西由美子
川端自人

授業
形態

講義・演習 単位

選択 年次 2

担当教員

1
学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼二

科目名 植物学Ⅰ

必修
選択



科目名 水槽レイアウトⅠ

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 早坂誠
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 ペットショップの店長。水草レイアウトや観賞魚水槽の制作・管理を行う企業の代表としても活躍中。

授業の学習 
内容

近年、自然環境を保全・維持する目線から、また癒しの空間を求めることが多くなったことにに伴い、水草が美しく管理・育
成された水槽の需要が高まっている。個人宅はもちろんのこと、銀行や病院さらには水族館でも水草レイアウト水槽が展
示されるようになり、その技術者が求められる時代となった。　また、飼育用品基礎で学ぶ知識がこの授業でも多くの商品
にかかわり合うために必要となること、制作工程において必要となる生体に対しても淡水魚研究が役立つ。この授業では、
座学と共にレイアウト実習を通して水草レイアウト水槽のプロフェッショナルを目指す。実際に生物を使用するため内容に
変更が出る場合がある。

到達目標　

閉鎖的水槽空間で、天然素材を使用してレイアウト構図を創ることが出来るようになる。 
水草育成に最適なろ過システムの仕組みを学び、実際に使用できるようになる。 
水槽内での水草育成において二酸化炭素の必要性を学び専用添加器具を実際に使用できるようになる
水草が育成する最良の水質を学び、水槽内で調整できるようになる
水草レイアウトの管理を行うことで、水槽管理の長期維持が出来るようになる

評価方法と基準

小テスト２０％ 
定期試験８０％ 
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0） 
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。 
追試験1回　同試験内容の実施、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11日 講義
半期の授業内容を説明、当科目の最終目標の見本
を画像を見ながら今後の授業を理解することができ

る。

水槽管理時に使用するホースの巻き方を実践・習得
する。

2 4月25日 講義 水草水槽の全体的な循環とシステムの仕組みを理
解することができる。

各自システムをイラストを含むレポート提出で授業内
容の再確認する。

3 5月9日 演習
グラスアクアリウム制作（石・流木などの天然素材で
の構図制作）を通じて、構図を理解し、実際の水槽レ

イアウト制作に反映することができる。　
グラスの選択と事前の構図案の制作

4 5月16日 演習
グラスアクアリウム制作（水草植栽）を通じて、構図を
理解し、実際の水槽レイアウト制作に反映することが

できる。

前回授業からの構図修正案と水草植栽のイメージデ
ザインを事前制作

5 5月30日 講義・演習 外部式フィルターの仕組みと名称を理解して、設置か
ら定期的な清掃・トラブル時の対応が出来る。

水草水槽のススメ内、外部式フィルターの項目を事
前予習。アクアルームでの可動状態の確認

6 6月13日 講義・演習 二酸化炭素添加装置の必要性と仕組みを学び実際
に使用することができる。

水草水槽のススメ内、二酸化炭素添加器具をイラス
ト記載提出

7 6月20日 講義 水草育成に必要な光の質と光量について理解するこ
とができる。

光の色に対してのケルビン値を事前把握する。現在
ある、観賞魚用照明器具の数値を表にまとめる

8 6月27日 講義
水草の進化と分布拡散・遺伝的構造・保全について
学び、どのような過程で水草が進化したか理解する

ことができる。 
国立科学博物館田中法生先生講義　

水草水槽のススメ内、水草図鑑の内容を理解、学名
や特徴などの把握をおこなう。

9 7月4日 講義 水草育成に対して、底床素材の種類と特徴、使用方
法を説明できる。 水槽レイアウトの班分けを決定

10 7月11日 講義 水生植物必要な栄養素と添加方法を学び実践できる
。 制作する水草レイアウトの参考見本の収集

11 7月18日 演習 水草レイアウト構図をイラストや文章などを用いて記
することができる。

班ごとのレイアウトデザインの準備と修正・素材の収
集

12 8月29日 演習 決定した構図を水槽レイアウトに反映することができ
る 素材の選択と使用水草の準備を行う。

13 9月5日 演習 専用器具を使用して水草の植栽が実践できる。 水草植栽とレイアウト制作を時間外授業にあてる。

14 9月12日 講義・試験 テスト内容の予習・60分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

15 9月19日 講義 テスト結果からの振り返りを行うことで、水草レイアウ
トの制作・管理方法の理解を深める

試験範囲からの復習と教科書を再理解するための
熟読。

準備学習　時間外学習 事後学習を通じて深く学び、準備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】　　　　　　＊指示した時のみスマートフォンなどの端末での検索を許可する。

　　　教科書「水草水槽のススメ」　参考資料「デュプラジャパン理想的な水槽」　　　　

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 水槽レイアウトⅡ

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 早坂誠
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 有限会社コデラペットショップ店長 /有限会社エイチ・ツー代表取締役/渋谷店舗Sensuous代表

授業の学習 
内容

　長期にわたっての水槽管理は観賞魚業界・水族館運営にとって最も大切な技術の一つになります。この授業は観賞魚
飼育技術。水草育成技術のさらなるレベルアップをはかるとともに水槽長期維持におこる様々な問題点を掘り下げて解決
していけるように学びます。また、多くの器具を使用して管理技術を習得するため、飼育用品基礎の授業で学ぶ知識が、こ
の授業でも必要になります。水族館や観賞魚業界の即戦力となれるよう学習してください。授業は座学とともに大型水槽の
管理実習を行い管理の正しい方法を学びます。　　　実際に生物を使用するため内容に変更がある場合があります。

到達目標　

観賞魚飼育・水草育成水槽を長期にわたって維持管理を行えるメンテナンス作業を習得することができる。　　　　　　淡水
水槽・海水水槽での藻類発生の原因を理解し、予防する技術、除去する技術を習得できる。　　　　　　　　　水槽で起こりう
る様々なトラブル問題、原因を理解して、対策を事前に行う技術・修繕する技術を習得することができる
水草育成・サンゴの育成について正しい知識を理解することができる。

評価方法と基準

小テストト２０％ 
定期試験８０％ 
筆記試験評価：GPA（S100～90　A89～80　B79～70　C69～60　F59～0） 
再試験は公欠が認められた者のみ対応する。 
追試験1回　同試験内容の実施、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11日 講義 半期の授業内容を説明、当科目の最終目標の見本を画像を見ながら今
後の授業を理解することができる。

実際の水槽管理時に起こった事例と解決方法の
レポート提出

2 4月25日 講義 水槽内で起こる白濁の原因を理解し予防と改善方法を述べることができ
る。

アクアルームにおいて水草水槽管理を実践する
ことで時間外学習に充当する。

3 5月9日 演習・実技
グラスアクアリウム制作（石・流木などの天然素材での構図制作）を昨年
同様実施。構図の理解力をさらに深め実際の水槽レイアウト制作に反映

できる。　
グラスの選択と事前の構図案の制作

4 5月16日 演習・実技 グラスアクアリウム制作（水草植栽）を昨年同様実施。構図の理解力をさ
らに深め実際の水槽レイアウト制作に反映できる。

前回授業からの構図修正案と水草植栽のイメージデ
ザインを事前制作

5 5月30日 講義 水草レイアウト水槽においての藻類発生原因を理解して、防止策・予防
策、改善策が実践できる。

実際に経験した藻類の発生原因と改善策のレポート
提出

6 6月13日 講義 水槽で起こる多種の水漏れ原因を理解し、現場で対応できる。 実際に経験した水漏れの発生原因と改善策のレポー
ト提出

7 6月20日 演習 水槽メンテナンス業で実際に使用している道具を理解説明することができ
る。

アクアルームにおいて水草水槽管理を実践すること
で時間外学習に充当する。

8 6月27日 講義
水草の進化と分布拡散・遺伝的構造・保全について学び、どのような過程
で水草が進化したか理解することができる、　　　　　　　　　　　国立科学博

物館田中法生先生講義　

水草水槽のススメ内、水草図鑑の内容を理解、学名
や特徴などの把握をおこなう。

9 7月4日 演習 水槽メンテナンス業で実際に使用している道具を理
解説明することができる。

アクアルームにおいて水草水槽管理を実践する
ことで時間外学習に充当する。

10 7月11日 講義 水槽メンテナンス業で実際に使用している道具を使
用、実践することができる。

メンテナンス道具使用時の問題点・改善点をレポ
ート提出

11 7月18日 講義 淡水魚水槽で使用する様々な添加剤の使用方法と
効果を述べることができる。

現在まで使用した添加剤の種類と効果等の感想
のレポート提出

12 8月29日 講義 水槽メンテナンスに必要な薬品が使用できるように
なる。

アクアルームにおいて水草水槽管理を実践する
ことで時間外学習に充当する。

13 9月5日 実技 日本の湧水再現の大型水槽の構造を理解し説明す
ることができる。

新社屋に設置予定の大型水槽の生体レイアウト
イメージのアンケートを行う。

14 9月12日 講義・試験 テスト内容の予習・60分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

15 9月19日 講義 テスト結果からの振り返りを行うことで、長期間水槽メンテナス方法の理解
を深める

試験範囲からの復習と教科書を再理解するため
の熟読。

準備学習　時間外学習 事後学習を通じて深く学び、準備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】　　熱帯魚・水草図鑑3000種・各水草図鑑 

　　教科書「水草水槽のススメ」　参考資料「デュプラジャパン理想的な水槽」　　　　

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二

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 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二

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 動物の健康管理Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 1

担当教員 岩田光一

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 獣医師・学芸員の資格を活かし、動物園では園長を務めた経験もあり。

授業の学習 
内容

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

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

評価方法と基準

 
定期試験ト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11日 講義 動物園はみんなにとってどんな所？動物園での仕事
は？動物園についての授業って？

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

2 4月18日 講義 （公社）日本動物園水族館協会とは？ 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

3 4月25日 講義 動物に関する社会的環境 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

4 5月9日 講義 生理学とは？生体の構成や基本的生命現象に
ついて

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

5 5月16日 講義 動物の体（骨格での動物比較や人間との違い） 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

6 5月30日 講義 神経（中枢神経と末梢神経）と筋肉（骨格筋、平
滑筋、心筋）

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

7 6月13日 講義 血液（成分、役割、血液型など）ならびに血液循
環について

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

8 6月20日 講義 消化について（口腔内消化、胃内消化） 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

9 6月27日 講義 消化について（小腸内消化、大腸内消化） 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

10 7月11日 講義 胸腔内臓器、腹腔内臓器、肝臓と腎臓の機能 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

11 7月18日 講義 体温について 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

12 8月29日 講義 前期講義まとめ 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

13 9月5日 講義 前期講義まとめ 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

14 9月12日 試験 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

15 9月19日 講義 試験解説 自身が思う動物園像や自身の夢などをいつでも話せ
るように整理しておいて下さい。（年間を通して）

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

　【使用教科書・教材・参考書】　 

新飼育ハンドブック動物園編 1～5

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物園飼育論Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 柴田和彦
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 元動物園飼育員。

授業の学習 
内容

１　動物園飼育が未経験の学生を講義の中で実際的な体験を伝達することによって将来の動物飼育管理を万全な姿勢で臨むことができる即戦力人材を 
育成する。 
２　当授業は座学中心となるので実際に動物園を見学したりする科目を踏まえて講義の幅が広がるようにする。 
３　入学時の真っ直ぐな志のまま真摯な気持ちで動物飼育管理を望み。個々の思い描く仕事を全うできる人に近づける思想、理論、技術を身に着けてもらう。 
◎座学中心となるが動物園における飼育動物全般にわたり口頭であったり、時に図などを板書したり、より実際的に動物園、野生、プロの飼育管理する動物などの画像をパワーポイント
などで見てもらったりしながら、理解を深めて興味をもって授業に臨んでもらう。

到達目標　

１　管理下動物の日々の事象から的確な判断ができる即戦力を育てる 
２　各事例から本質、根源を探り本質的な思考をする 
３　個々タクソンに囚われず飼育の基礎知識、技術を学ぶ、考える 
４　飼育の経験例に触れ個々のノウハウを学ぶ 
５　飼育という仕事を通して自己の成長を図る

評価方法と基準 １）定期テスト60％　２）出席数40％

授業計画・内容

回数 日程 授業形態 学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

1 4月17日 講義 本年の授業目標を理解する 動物園の飼育・展示について調べてくる。

2 4月24日 講義 動物の創造について(pp使用）説明できる 動物園の飼育・展示について調べてくる。

3 5月8日 講義 ウサギについて説明できる 学習内容について事前学習してくる。

4 5月15日 講義 環境の設定について述べられる 学習内容について事前学習してくる。

5 5月22日 講義 スリエについて説明できる 学習内容について事前学習してくる。

6 5月29日 講義 晩成性鳥類の人工育雛を説明できる 学習内容について事前学習してくる。

7 6月5日 講義 季節など自然現象について説明できる 学習内容について事前学習してくる。

8 6月12日 講義 哺乳類について説明できる 学習内容について事前学習してくる。

9 6月19日 講義 飼育の「方程式」について理解し説明できる 学習内容について事前学習してくる。

10 6月26日 講義 鶉鶏の孵卵、育雛を説明できる 学習内容について事前学習してくる。

11 7月3日 講義 繁殖について説明できる 学習内容について事前学習してくる。

12 7月10日 講義 サル山飼育について説明できる 学習内容について事前学習してくる。

13 9月4日 講義 動物ガイドについて理解し実践できる 学習内容について事前学習してくる。

14 9月11日 試験 飼育管理者としての考え方を確認し自覚を持てる 試験

15 9月18日 講義 不安な要素を無くし実践できる これまでの授業内容をまとめてくる。

準備学習　時間外学習

　【使用教科書・教材・参考書】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物関連法規Ⅰ

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 木村 
幸一郎

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二

教員の略歴 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。

授業の学習 
内容

法令を遵守することは国民全員に課せられた義務の一つです。しかしながら動物業界の現場に出る機会の多い自分から見て
、まだまだコンプライアンスの点で不十分な点が多々あるように見受けられます。東京都の方針としても「法令遵守のできる人
材」が多く業界で活躍することが望まれています。法令はとかく知識偏重となり、現場に出た際に実践的であるとはいえないも
のも多くあります。そこで、この講義では基本的な知識の習得はもちろんですが、ペットショップ店員として接することとなる「魚
」だけでなく、「イヌ」「ネコ」を含めた動物全般という観点から、接するための心構えを含め、現場でそれを使いこなせ、かつ一
般の人々の規範となれるような法令を遵守できる「動物業界人」の育成を目指した学習を進めていきます。　　

到達目標　

動物業界に携わるものとして 
法とはどのようなものか体系を理解することができる。 
動物関連の法令にはどのようなものがあるか知ることができる。 
それぞれの法がどのように関係しているか知ることができる。 
動物そして自分を守るための知識を身につけることができる。 
将来現場に出た際に「知恵」として役たてることができる。

評価方法と基準

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

授業計画・内容

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 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。

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。

2 講義 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。

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。

3 講義 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。

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。

4 講義 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。

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。

5 講義 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。

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。

6 講義 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。

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。

7 講義 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。

8 講義 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。

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。

9 講義 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。

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。

10 講義 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。

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。

11 講義 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。

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。

12 講義 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。 漁業法について内容を再度確認し正しく理解する。

13 講義 海洋生物と陸上生物の法的な差異について理
解できる。

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。

14 試験 ６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

15 講義 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】　 

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。

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物関連法規Ⅱ

必修 
選択 選択 年次 2

担当教員 木村 
幸一郎

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二

教員の略歴 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。

授業の学習 
内容

法令を遵守することは国民全員に課せられた義務の一つです。しかしながら動物業界の現場に出る機会の多い自分から
見て、まだまだコンプライアンスの点で不十分な点が多々あるように見受けられます。東京都の方針としても「法令遵守の
できる人材」が多く業界で活躍することが望まれています。法令はとかく知識偏重となり、現場に出た際に実践的であると
はいえないものも多くあります。そこで、この講義では基本的な知識の習得はもちろんですが、ペットショップ店員として接
することとなる「魚」だけでなく、「イヌ」「ネコ」を含めた動物全般という観点から、接するための心構えを含め、現場でそれを
使いこなせ、かつ一般の人々の規範となれるような法令を遵守できる「動物業界人」の育成を目指した学習を進めていきま
す。　　

到達目標　

動物業界に携わるものとして 
法とはどのようなものか体系を理解することができる。 
動物関連の法令にはどのようなものがあるか知ることができる。 
それぞれの法がどのように関係しているか知ることができる。 
動物そして自分を守るための知識を身につけることができる。 
将来現場に出た際に「知恵」として役たてることができる。

評価方法と基準

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

授業計画・内容

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 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。

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。

2 講義 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。

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。

3 講義 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。

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。

4 講義 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。

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。

5 講義 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。

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。

6 講義 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。

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。

7 講義 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。

8 講義 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。

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。

9 講義 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。

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。

10 講義 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。

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。

11 講義 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。

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。

12 講義 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。

漁業法について内容を再度確認し正しく理解す
る。

13 講義 日本におけるペットフードの位置づけを食品衛生
法、薬事法等と合わせて理解できる。

ペットフード安全法と人間の食品の関係について
再度確認し理解する。

14 試験 ６０分の筆記試験 試験範囲からの予習と対策

15 講義 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】　 

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。

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物行動学Ⅰ
必修
選択 選択 年次 1

担当教員 福田史夫
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 霊長類の調査・研究の第一人者。多数の著書あり。

授業の学習
内容

①この授業を受けることによって動物たちの生態・社会を理解することができ、野生動物保護に関わる知識を得ることがで
きる。②ワイルドライフガイドやナチュラリストガイド、環境アセスメント、エコツアプンニングに行動生態学の知識を応用す
ることできる。③現存の動物たちは生息環境に応じて絶えず進化していることを学んで欲しい。その為に、下記の授業計画
・内容で進行する。

到達目標　
動物進化はその動物の生存率と繁殖率が関与し、繁殖率にはそれぞれの動物たちの性行動も関わっている。また、それ
ぞれの動物たちの性行動の応じた社会があることを知り、野生動物保護についての繁殖に関わる基礎的な知識を他の学
生に説明できるようになる。

評価方法と基準 定期試験５０％、出席率３０％、小テストor宿題提出２０％（小テストは前回の授業内容について）

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 行動生態学授業のイントロ、行動生態学とは？DVD「
性と生命の自然史」を鑑賞

行動生態学の中心テーマが性・進化であることを放
課後ネットを調べて学習

2 講義 性と繁殖：有性生殖をすることで進化する 有性生殖は子供は親とは異なった遺伝子をもつ、こ
れが進化の原動力となることを復習する

3 講義 性行動１、発情を促す要因 温度、湿度などの外的環境要因、さらには社会的事
件による生理的変化についてもっと自分で調べる。

4 演習 大町実習においてフィールドサインを
見つけることができるようになる

長野県大町市に生息している
生物について調べておく

5 講義 性行動２、誘引行動、異性の視覚に訴えて自分の方
に誘引する行動 さらに、どのような誘引行動があるか調べる。

6 講義 性行動２、誘引行動の続き（嗅覚や聴覚に訴える） 講義で覚えた動物種だけでなく、他にどんな動物種
がいるか調べる。

7 講義 性行動３、説得行動：オスがメスを説得する行動と４
、宥めと甘えの行動：メスがオスに働きかける行動

ここでは大雑把に4タイプを上げたが、動物種によっ
て様々な説得や甘えの行動がある。それを調べる。

8 講義 性行動３、説得行動：オスがメスを説得する行動と５
、宥めと甘えの行動：メスがオスに働きかける行動

ここでは大雑把に5タイプを上げたが、動物種によっ
て様々な説得や甘えの行動がある。それを調べる。

9 講義 性行動３、説得行動：オスがメスを説得する行動と６
、宥めと甘えの行動：メスがオスに働きかける行動

ここでは大雑把に6タイプを上げたが、動物種によっ
て様々な説得や甘えの行動がある。それを調べる。

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

神奈川県相模湖に生息している
生物について調べておく

11 講義 性行動５、性的隔離機構：自然界では近縁種であろ
うとも交雑は妨げられている。

身近な昆虫や鳥などがどのような隔離機構によって
交雑が妨げられているのか皆で話し合ってみよう。

12 講義 性行動６、性的隔離機構：自然界では近縁種であろ
うとも交雑は妨げられている。

身近な昆虫や鳥などがどのような隔離機構によって
交雑が妨げられているのか皆で話し合ってみよう。

13 講義 性行動７、性的隔離機構：自然界では近縁種であろ
うとも交雑は妨げられている。

身近な昆虫や鳥などがどのような隔離機構によって
交雑が妨げられているのか皆で話し合ってみよう。

14 試験 有性生殖と性行動１～４について 事前にこれまでの学習内容を勉強してくる。

15 講義 半年間の振り返りとDVD「性と生命の自然史」 動物たちの性と進化について考えていることを話し合
う。

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】　

福田史夫著「ヒトの子どもが寝小便するわけ」の中のいくつかの章に性行動を取り上げたものがあるので読んでみよう！

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二

教員の略歴 競走馬生産牧場、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

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二

教員の略歴 成城大学経済学部経営学科卒業、鳥羽水族館(飼育係、企画室長、リニューアルプロデューサー、副館長)、 
水族館プロデューサー（新江ノ島水族館、サンシャイン水族館、北の大地の水族館、マリホ水族館、マリンワールド海の中道他）

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

2 5月11日 ワークショップ 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

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？

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。

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。

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。8 5月25日 講義

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。

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

11 6月15日 映画 イルカ展示の弁明 
『ザ・コーヴ』鑑賞

事前にイルカショーを視察

12 6月15日 ワークショップ 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13 6月15日 ワークショップ 

講義

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

15 6月15日 レポート 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

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』
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水族館 水族館の展示と運営Ⅱ

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二

教員の略歴 成城大学経済学部経営学科卒業、鳥羽水族館(飼育係、企画室長、リニューアルプロデューサー、副館長)、 
水族館プロデューサー（新江ノ島水族館、サンシャイン水族館、北の大地の水族館、マリホ水族館、マリンワールド海の中道他）

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 ワークショップ 解説のデザイン 
・解説作成の実践

3 ①－3 ワークショップ 解説のデザイン 
・解説作成の実践

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

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

6 ②－1 調査実習

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 調査実習

8 ②－3 調査実習

9 ②－4 調査実習

10 ②－5 調査実習

11 ③－1 ワークショップ

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 ワークショップ

13 ③－3 ワークショップ

14 ③－4 ワークショップ 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 レポート
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


	※ナチュラリストガイドⅠ＆Ⅱ
	※マリンスポーツⅠ&Ⅱ
	※環境保全学Ⅱ
	※次世代のための環境教育Ⅰ
	※疾病と予防Ⅰ
	※植物学Ⅰ
	※水槽レイアウトⅠ&Ⅱ
	※潜水士対策講座Ⅰ
	※動物の栄養Ⅰ
	※動物の健康管理Ⅰ
	※動物園飼育論Ⅰ
	※動物関連法規Ⅰ
	※動物関連法規Ⅱ
	※動物行動学Ⅰ
	※馬学Ⅰ
	水族館の展示と運営Ⅰ&Ⅱ

