
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

授業
形態

演習 単位 3

科目名 グルーミング演習ⅡA

必修
選択

選択

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。

年次 2.3

学科・ｺｰｽ エココミュニケーション科昼一3年

教員の略歴 ペットサロン、ショップ、動物病院勤務

授業の学習
内容

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。

担当教員 佐藤

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

授業計画・内容

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

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

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

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 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

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

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

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

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

 【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

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

準備学習　時間外学習 学校犬飼育当番で充当

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

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

半期の振り返り 学校犬の飼育当番で飼育犬の管理ができる



科目名 ドッグトレーニングⅢA

必修 
選択 選択 年次 3

担当教員 古銭
授業 
形態 講義・演習 単位 2

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

教員の略歴 動物病院にて、家庭犬トレーニングを行っている

授業の学習 
内容

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。

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

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・演習 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

2 4月21日 講義・演習 犬と人の違い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

3 5月8日 講義・演習 犬の時間・一生を考えることができる。 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

4 5月15日 講義・演習 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。 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

5 5月22日 講義・演習 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

6 5月29日 講義・演習 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。 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

7 6月5日 講義・演習 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。 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

8 6月12日 講義・演習 犬と人の距離のとりかたを理解できる。 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

9 6月19日 講義・演習 犬はどのような空間を好むのか理解できる。 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

10 6月26日 講義・演習 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

11 7月3日 講義・演習 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。 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

12 7月10日 講義・演習 犬に仕事を与えるということを理解し実践できる。 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

13 7月17日 講義・演習 犬のきもちを理解し、トレーニングを行うことが出
来る。 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

14 7月24日 講義・演習 試験 学校犬の飼育当番を時間外学習に充当する

15 7月31日 講義・演習 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】　 

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 トリミング理論　ⅠA

必修 
選択

必修 年次 2

担当教員 佐藤・百瀬

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（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

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％）

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 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

2 講義 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） リボンを１０セット以上作る

3 講義 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） グルーミングテキストP１０，１２８，１２９を読む

4 講義  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） グルーミングテキストP１２５，１２６を読む

5 講義 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） グルーミングテキストP２７を読む

6 講義 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 グルーミングテキストP７２を読む

7 講義実習 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） グルーミングテキストP９２～９９を読む

8 講義 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） グルーミングテキストP５８～６０を読む

9 講義実習 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

10 講義 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） グルーミングテキストP１５，２４，２５を読む

11 講義 皮膚と被毛　（構造、仕組み、役割りについて 
理解できる） グルーミングテキストP２６を読む

12 講義 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） 最新犬種図鑑を読む

13 講義 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

14 講義 筆記試験 前期の学習内容の復習

15 講義 振り返り 試験で間違えた項目の復習

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　

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物形態機能学Ⅰ

必修 
選択 必修 年次 1

担当教員 河南圭子
授業 
形態 講義・演習 単位 2

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（3年制）

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％

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・演習 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

2 4月23日 講義・演習
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
。

動物看護の教科書　第２巻　P32

3 5月7日 講義・演習 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。 動物看護の教科書　第２巻　P6−9

4 5月14日 講義・演習 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。 動物看護の教科書　第２巻　P10-16

5 5月21日 講義・演習 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。 動物看護の教科書　第２巻　P28-31

6 5月26日 講義・演習 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。 動物看護の教科書　第２巻　P47-48

7 6月4日 講義・演習 中間試験（筆記試験と解答解説）・振り返り これまで実施した練習問題の復習

8 6月11日 講義・演習 皮膚とその役割、構造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　P49-52

9 6月18日 講義・演習 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。 動物看護の教科書　第２巻　P53-56

10 6月25日 講義・演習 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。 動物看護の教科書　第２巻　P84-86

11 7月2日 講義・演習 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　P57-59

12 7月9日 講義・演習 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。 動物看護の教科書　第２巻　P60-62

13 9月3日 講義・演習 体液のバランスと泌尿器系の構造、腎臓の機能と働
きについて説明することができる。

動物看護の教科書　第２巻　P17-62  
P84-86

14 9月10日 講義・演習 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

15 9月17日 講義・演習 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

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物看護の教科書　第２巻　緑書房

東京コミュニケーションアート専門学校



科目名 動物臨床検査学演習Ⅰ　

必修 
選択 必修 年次 1

担当教員 羽場智子
授業 
形態 実習 単位 1

学科・ｺｰｽ エコ・コミュニケーション科昼一（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

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 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

2 4月19日 講義 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

3 4月26日 講義・演習 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

4 5月10日 講義・演習 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

5 5月17日 講義 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

6 5月31日 講義 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

7 6月14日 講義 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

8 6月21日 講義 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

9 6月28日 小テスト 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

10 7月5日 講義 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

11 7月12日 講義 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

12 7月19日 講義 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

13 9月6日 講義 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

14 9月13日 試験 前期試験の実施（筆記） 飼育当番での飼育犬・飼育猫の管理

15 9月20日 講義 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 
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