
開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 立花　真澄

社団法人日本動物園水族館協会 発行 新飼育ハンドブック動物園編(適宜)

ガイダンス：講師自己紹介、本講義の目的、評価方法について説明を聞き、本科目の概要を理解できる

アニマルトレーニング 授業
形態

演習

トレーニングの実践：実際に飼育室の動物を相手にトレーニングを行い、体験を通して技術を習得する

トレーニングの実践：実際に飼育室の動物を相手にトレーニングを行い、体験を通して技術を習得する

トレーニングの実践：実際に飼育室の動物を相手にトレーニングを行い、体験を通して技術を習得する

トレーニングの実践：実際に飼育室の動物を相手にトレーニングを行い、体験を通して技術を習得する

トレーニング発表：実際にトレーニングを行った経過と結果を共有し、よりよい方法を考察できる

トレーニングの方法：飼育ハンドブックを使用して、ターゲットの使い方を学び理解できる

トレーニングの基礎(道具作成)：トレーニングする動物の遊具を考え、作成できる

トレーニングの基礎(道具作成)：トレーニングする動物の遊具を考え、作成できる

筆記試験：本科目で学んだ内容を確認し、理解度を確かめることができる

試験問題のねらいと模範解答及び解説、科目の総括を行い、課題を見出せる

準備学習
時間外学習

よく観察し、その日の動物の状態をみる。その動物に合ったトレーニングを考える。

評価方法

受講生への
メッセージ

トレーニングを学ぶ事で観察する力もつくと思います。
基礎を学び、自分でトレーニングの方法を見つけて欲しいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(50％)   以上の割合で前期評価とします。

トレーニング発表：実際にトレーニングを行った経過と結果を共有し、よりよい方法を考察できる

トレーニングの目的：飼育ハンドブックを使用して、トレーニングの必要性を理解できる

トレーニングの基礎(道具作成)：トレーニングする動物の遊具を考え、作成できる

トレーニングの応用：実践する前にトレーニングゲームを行い、体験を通して技術を習得する

前期
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分

動物の生態・行動を理解し、エンリッチメントのひとつとして動物のトレーニングを学び、実際に動物に触れて実践して
いく。
トレーニングを行うことで、動物の観察と健康管理が円滑になることを知り、その重要性を学ぶ。
※実務経験：二見シーパラダイスに５年、飼育員として勤務。

人が動物を飼育管理する上で、トレーニングがどのような目的で行われ、どのような効果をもたらすのかを理解し、実
践できるようになる。



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

受講生への
メッセージ

本科目は、「人と動物の関係学」ともいえる分野の学習です。動物関係の仕事に携わる人にとっては基礎
教養となる部分ですので、しっかり理解して、自身の知識の基盤をつくっていきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】
滋慶教育科学研究所『アニマルヒストリー』

準備学習
時間外学習

あらかじめテキストの次回の内容を読んで、予習をしておくこと。必要に応じて提出課題を課すこともあ
る。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

第3章　ペット産業の実情や実態について理解し、議論できる

第4章　人の心の健康のために用いられる動物について理解し、議論できる

第5章　人の暮らしと密接な関わりをもつ犬の歴史や特徴について理解し、議論できる

第6章　人の生活を支える家畜などの産業動物について理解し、議論できる

試験　自身の理解度を確かめ、その後の学習における課題を見つけることができる

解説　人と動物の関係性について理解したうえで将来の目標や就職を考えることができる

第2章　家畜やペットなど人の暮らしとかかわりの深い動物について理解し、議論できる

アニマルヒストリー 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

生物学・分類学の基礎を理解し、人と動物との関わりや動物園の歴史を知る。その上で、今後の動物と、自然との共
生を考ええることができ、他者と意見交換ができるようになる。
※実務経験：2012年度より京都大学および日本モンキーセンター（兼任）。2019～20年度は環境省に勤務。獣医師。

コンパニオンアニマルのルーツを探り、人と動物との関わりの歴史を学ぶことで、生物の理解に繋げることができる。

授業計画・内容

第1章　生物の進化や分類、生物学の発展について理解し、議論できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 エコロジー概論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 綿貫 宏史朗



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

トカゲ・ヘビの分類と種類、体の特徴、飼育を学び、哺乳類・鳥類との共通項と相違点を理解できる

エキゾチックアニマルをとりまく現状と課題を知り、彼らとどう向き合うべきかを考えることができる

哺乳類(4)フェレット・ミーアキャット・リスザルの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(5)テンレック・ハリネズミの比較を行い、共通項と相違点を理解できる

前期
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分

生物学・分類学の基礎を理解し、講義で取り上げる種それぞれの特徴を捉えられるようになる。種ごとの魅力を自ら
の言葉で人に伝えることができるようになる。各種に適した飼育管理の方法を自ら考えられるようになり、提案もでき
る。
※実務経験※本校卒業後、五桂池ふるさと村にて14年2ヶ月勤務し、「花と動物ふれあい広場」にて飼育員を務め

エキゾチックアニマルへの正しい向き合い方が身に付き、種ごとのよりよい飼育管理の方法を自ら考え、工夫すること
ができる。

日頃から動物に関する本やニュースに興味関心を持ち、目を通す習慣をつける。
飼育室管理にて学んだことを主体的に実践する。

評価方法

受講生への
メッセージ

動物飼育にマニュアルは無くても、基本はあります。
種が違っても共通すること、応用できることがたくさんあります。
豊かな感性と柔軟な姿勢で個々の動物たちを愛してあげてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(％)   以上の割合で前期評価とします。

講師が作成したオリジナルのプリント資料
社団法人日本動物園水族館協会 発行 新飼育ハンドブック動物園編(適宜)

講師自己紹介、本講義の内容・意義、評価方法について説明を聞き、本科目の概要を理解できる

エキゾチックアニマルⅠ 授業
形態

講義

哺乳類(6)リス科の体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(7)ハムスター・スナネズミの体の特徴、飼育、疾病について学び、適切に管理できる。

哺乳類(8)デグー・チンチラ・フクロモモンガの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

鳥類の分類と種類、体の特徴、飼育、疾病について学び、哺乳類との相違点を理解できる

カメの分類と種類、体の特徴、飼育を学び、哺乳類・鳥類との共通項と相違点を理解できる

哺乳類(1)全般：哺乳類の分類と種類、体の特徴を知り、比較から応用する考え方が身に付く

哺乳類(2)ウサギの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(3)テンジクネズミ科の体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

期末試験にて学んだ内容を確認し、日頃の飼育管理に活かせているか否かを確かめることができる

試験問題のねらいと模範解答及び解説、科目の総括を行い、課題を見出せる

準備学習
時間外学習

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 土屋　美穂



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

○Word：基本操作を覚えることで、簡単なビジネス文書作成ができる。
○Excel：基本操作や基本関数を覚えることで、計算式の入った表やグラフを作成できる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Excel6　これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる。

Word2　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

Word4　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Word5　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Wordで図形や画像の入った文書を作成することができる（中間試験）

Excel1　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel2　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel3　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel4　グラフの作成をすることができる。

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

前期は、Word、Excelの基本的な操作方法を中心に授業を進めます。「パソコンは嫌い」という人の大半は
過去の「できない」経験をそのまま引きずっていることが多いです。しかし、パソコンは便利な道具です。そ
の便利さをこの授業を通して少しでも理解してもらいたいと思っています。既に基本操作は知っている人
は復習すると考えてもらえればと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（50％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

Word1　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

Word3　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

ITガイダンス　メールアドレスの設定が完了し、ITリテラシーのテストに合格できる

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○Excel　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

Excelで表とグラフを作成することができる（期末試験）

Excelで習得した内容を作成することができる。PowerPoint　プレゼンのストーリーを作れるようになる。

Wordの基本操作を覚え、ビジネス文書の作成ができる。また、Excelの基本操作を覚え、基本の関数を使った表の作
成やグラフの作成ができる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。

【使用教科書・教材・参考書】
○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

開講区分 前期

Excel5　グラフの作成をすることができ、表とグラフを印刷することができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ＩＴ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員
熊崎　悦子

浅井　麻衣子

コンピュータ演習Ⅰ 授業
形態

演習



開講科目 総時間 30

学科 (単位) 2単位

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

自分で自分の想いをきちんと自分で理解し、自分の言葉で相手に伝えられるようになる。
同時に相手の想いや意図を理解できるようになる。
自分を知ること。人を知ること。1年かけて自分とのコミュニケーション、他者とのコミュニケーションを学んでいきます。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

自分の事どこまで理解していますか？少しでも自分のこと他者のこと理解して認めて受け止めていきましょ
う！

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（20％）

コロナやSNSで問われる真の人との交流について考えられるようになる

半期を振り返ることで自分が出来たこと・出来なかったことを知り、次への目標を立てられるようになる

準備学習
時間外学習

自分の心の動きに敏感になり自分に寄り添うこと。

評価方法

開講区分

SNSに関する意見をシェアし、人の痛みを知り、思いやりある言葉選びができるようになる

個人でテーマを決めてプレゼンを行い、人前で話すことに慣れる

個人でテーマを決めてプレゼンを行い、人前で話すことに慣れる

自分で自分を観察し、自分自身の心の動きを読み取れるようになる

自分の心の動きを発表し、他者とは感覚や心の動きが異なることを理解できるようになる

自分は世界でたった1人であることを認め、自分で自分のことをもっと深く知ることができる

他者から見た自分について知り、自身が思う欠点が実は魅力である可能性を見出せるようになる

自分が思う自分と他者から見た自分について分析し、発表することで自信を持てるようになる

テーマを決めてグループワークを行い、他者を尊重し、円滑なコミュニケーションを取れるようになる

テーマを決めてグループワークを行い、それぞれ異なる意見を工夫してまとめられるようになる

話し方のフィードバックを行い、今の自分を認めながらより素敵にアピールできるようになる

コロナで感じたことや影響を受けたことをシェアし、自分で考え自分で選ぶ力が身につく

自分で考え自分で選択できる力を養い、人前で堂々と自分の考えや想いを表現できるようになる。

前期

自己紹介を通して、担当講師とクラスメイトに関心を持ち、理解するきっかけを得る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西原　麻貴

プレゼンテーション 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

受講生への
メッセージ

授業に出てこちらの問いかけに答えてください。間違っていても大丈夫です。自信をもって発言してみ
ましょう。
そこでしっかり調べて期末試験に備えてください。期末試験では、
皆さんの頑張りが反映されますので常に学んだことを復習をしてください。

準備学習
時間外学習

公衆衛生に関わるものを調べて勉強しておいてください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（30％）
５．授業態度と参加度（％）   以上の割合で前期評価とします。

試験の復習をする。

感染症成立の条件と、感染症の予防について理解し、説明できる

環境衛生概要、感染症法に出てくる疾病の病原体について理解し、説明できる　

原虫の分類、STDと感染様式について理解し、説明できる

環境衛生について、DVDを使って理解し、説明できる

廃棄物処理･公害、疾病予防･生活習慣病について理解し、説明できる

肝臓病と予防接種、食品衛生について理解し、説明できる

前期分の目次づくりをさせて(課題)、公衆衛生のキーワードを理解し、説明できる

調理師、美容師、医療事務等 の国家試験の過去問題を解き、理解を深めることができる

答え合わせをしながら自分の理解が不足している部分を知り、理解を深めることができる

重要ポイントチェック

前期試験

衛生行政、細菌の種類について理解し、説明できる

公衆衛生 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

生活に必要となる衛生の知識を身に着け、仕事上の危険に対して回避する手段を説明できる。
※実務経験：1978.4～1993.7小動物臨床、1994.11～2年2か月家畜保健衛生所勤務(産休代替2期)、2003.9～NCA
非常勤講師、現在に至る。

授業計画・内容

公衆衛生･健康の定義 、病原体の種類について理解し、説明できる

公衆衛生の歴史、細胞・DNAウイルスとRNAウイルスについて理解し、説明できる

衛生の概念を身につけ、ズーノーシスなどの感染症の原因を理解し、検疫や消毒などの衛生管理について学び、
活用できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 淺野　敬子



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目 呼吸器と消化器、歯、泌尿器、濃度計算演習などについて理解し、説明できる

5回目 血液(構成、働き、白血球の百分比、検査値等)について理解し、説明できる

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

参考資料：滋慶出版　動物の体のしくみ　アニマルベーシック

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 淺野　敬子

試験

試験の復習をする。

犬を中心とした基本的な動物の体の構造骨格や生理的な知識を学び、生物の理解に繋げることができる。
動物を学ぶ上で、その基礎となる細胞、遺伝子、体の機能を学び、生物の理解に繋げることができる。

滋慶グループの教科書を用いて、基礎生物について理解し、説明できる。後期の比較解剖につなげられる解剖生
理学的理解を深める。
※実務経験：1978.4～1993.7小動物臨床、1985.4～1991.7名古屋動物看護学院で解剖生理学講師、1994.11～2年
2か月家畜保健衛生所勤務(産休代替2期)、2003.9～NCA非常勤講師、現在に至る

細胞～系統、動物細胞と植物細胞、濃度計算演習などについて理解し、説明できる

アニマルベーシック(基礎生物)

運動器系　骨格の部位による分類、濃度計算演習などについて理解し、説明できる

筋系について、知覚点の分布について、濃度計算演習などについて理解し、説明できる

性染色体について、特にＸＹ型、伴性遺伝などについて理解し、説明できる

授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分 前期

受講生への
メッセージ

授業に出てこちらの問いかけに答えてください。間違っていても大丈夫です。自信をもって発言してみ
ましょう。
そこでしっかり調べて期末試験に備えてください。期末試験では、
皆さんの頑張りが反映されますので常に学んだことを復習をしてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（30％）
５．授業態度と参加度（％）   以上の割合で前期評価とします。

評価方法

準備学習
時間外学習

教材を読み、わからないところを予習しておいてください。



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

滋慶出版　動物の体のしくみ

受講生への
メッセージ

授業に出てこちらの問いかけに答えてください。間違っていても大丈夫です。自信をもって発言してみ
ましょう。
そこでしっかり調べて期末試験に備えてください。期末試験では、
皆さんの頑張りが反映されますので常に学んだことを復習をしてください。

準備学習
時間外学習

教材を読み、わからないところを予習しておいてください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（30％）
５．授業態度と参加度（％）   以上の割合で前期評価とします。

授業計画・内容

細胞～系統、動物細胞と植物細胞、濃度計算演習などについて理解し、説明できる

運動器系　骨格の部位による分類、濃度計算演習などについて理解し、説明できる

筋系について、知覚点の分布について、濃度計算演習などについて理解し、説明できる

呼吸器と消化器、歯、泌尿器、濃度計算演習などについて理解し、説明できる

血液(構成、働き、白血球の百分比、検査値等)について理解し、説明できる

内分泌器系と腺について理解し、説明できる

神経系について理解し、説明できる

前期試験・試験の復習

滋慶グループの教科書を用いて、基礎生物について理解し、説明できる。後期の比較解剖につなげられる解剖生
理学的理解を深める。
※実務経験：1978.4～1993.7小動物臨床、1985.4～1991.7名古屋動物看護学院で解剖生理学講師、1994.11～2年
2か月家畜保健衛生所勤務(産休代替2期)、2003.9～NCA非常勤講師、現在に至る

犬を中心とした基本的な動物の体の構造骨格や生理的な知識を学び、生物の理解に繋げることができる。
動物を学ぶ上で、その基礎となる細胞、遺伝子、体の機能を学び、生物の理解に繋げることができる。

動物の体のしくみ 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルヘルスケア
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 淺野　敬子



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

動物飼育に携わる者として、環境に関する知識や問題意識を持つことは勿論、環境に関かかわる倫理観「環境倫理」
を養い、環境に関る諸問題について「環境倫理」を軸に考え意見が述べられるようになる。また、環境の諸課題に主体
的に関わる姿勢を持てるようになる。

受講生への
メッセージ

環境に関する課題を解決するには環境問題に各自が取り組むだけでなく、意見を明確にし他者と協力して取り組む
能力が求められます。動物飼育に携わる者を私は教育者ととらえています。そのため、生態系や環境へのリスクで
ある環境問題だけでなく、SDGsや社会問題等についても時事的内容を踏まえ環境教育として解説を行います。自
身を取り巻く環境を意識し、楽しみながら学んでください。なお、時事問題などを適時織り交ぜて授業を展開しますの
で、新聞等を読むとともに世界各地の社会状況や地理に興味を持つようにしてください。

準備学習
時間外学習

予習：環境について、新聞等により情報を集め意見を持つ練習を行う。登下校時に周囲の環境に注意する。復習、
授業内で体験したアクティビティーを簡単に記録し、活動中に起こったこと、考えたことをノートに書き留める。そのう
えで、どうすればよりよく（取り組みの進展、結果など）できたか自分視点で考える。また、配布されたコピーを読み、
内容を要約するとともに思ったこと考えたことなどを含め意見をノートに書き留める。

授業計画・内容

環境問題と各々の繋がりの解説。身近な環境問題を説明できる。また、生態系を守ることの重要性を説明できる。

環境教育の基礎とSDGsの解説。環境教育の目的や、環境倫理を身に付けることの必要性を説明できる。また、SDGsについて簡
単に説明できる。

生き物と環境。生き物と社会との関わりを踏まえ、正しい知識をもって生き物や自然と向き合うことの大切さを説明できる。

テキストは特にありません。授業内でコピー等を配布します。
他の教科とは別に記録用のスケッチブックやノート（B５判程度）を持参すること。

授業オリエンテーション。環境問題と各々の繋がりの解説。ワークショップルール及び参加型学習について説明できる。

社会活動と環境。社会活動と環境とのつながりを認識し、環境に配慮した行動が求められていることを説明できる。

情報と環境。情報に関するリテラシーを養い、批評的、論理的に物事を捉え判断することの大切さを認識している。

消費と環境。消費行動に伴う環境負荷を理解し、消費者にエシカル（倫理的）な判断が求められる理由について説明できる。

授業のまとめ。環境に関わる諸問題に対して主体的に考え、意見を述べることができる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）、２．小テスト（％）、３．レポート（5％）授業レポートの作成。
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（95％）出席率60％、授業態度20％、グループ討議等で
の他者との協調性を含めた取り組み姿勢10％。授業準備（授業内質疑応答へ
の参加）5％。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 エコロジー概論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 後藤　清史

環境問題等を題材にしたアクテビティの体験を軸に環境人材（環境を軸に社会に参加できる人）の育成を目的に、他者と積
極的に関わり、相互に意見を述べあうワークショップ形式の授業が展開される。また、時事的内容にも触れ、環境への意識
を高める。各自が環境や社会への意識を持ち、主体的に授業に参加する。
※大阪府立大学非常勤講師。野たまご環境教育研究所代表。体験を学びにする環境教育コーディネーターとして活動。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

次世代のための環境教育 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

開講区分 前期



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

受講生への
メッセージ

個々の目標とは違った動物は関係ないと思わないで、畜産は身近にあり、畜産動物の飼育は基本の
基本。出席して幅広い知識を習得してほしい。

【使用教科書・教材・参考書】　家畜飼育の基礎・プリント配布

試験答案の解説を聞き、理解を深めることができる

準備学習
時間外学習 休暇を利用しての牧場見学　　スーパーでの畜産物（牛肉、豚肉、鶏肉、卵、牛乳）の観察

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（30％）   以上の割合で前期評価とします。

前期試験

家畜の生理・生体と飼料について理解し、説明できる

代謝エネルギーについて理解し、説明できる

家畜の飼育環境について理解し、説明できる

動物福祉基準（家畜に対する考え方）について理解し、説明できる

家畜の繁殖と育種について理解し、説明できる

家畜糞尿の処理と有効利用について理解し、説明できる

野外学習を通じて、実際の現場の様子を知り、他者に伝えられる

野外学習を通じて、実際の現場の様子を知り、他者に伝えられる

野外学習を通じて、実際の現場の様子を知り、他者に伝えられる

飼料の生産と利用について理解し、説明できる

食品残さなどの利用について理解し、説明できる

畜産の現状（日本・欧米・アジア・オセアニア・南米）について理解し、説明できる

畜産飼養 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

改良が進んだ家畜も、動物そのものの生理、習性を持っている。
改良が進んだ家畜も動物本来の生理、習性を持っており、規模拡大に伴う飼養管理技術の進歩、機械化等々、今
日の畜産は食料工場を理解し、説明できる。また、家畜は動物であり、生命あるものという意識をもって、飼育管理
全般を理解すること。1．品種改良　２．家畜生理　３．家畜栄養　４．飼料　５．飼育方法　６．衛生　７．廃出物利用
等。

牛・豚・鶏などの家畜動物の品種、個体生理、繁殖、飼料、病気など飼育管理する上で必要な知識を学び、実務的
な飼養管理技術を習得して実践できる。

授業計画・内容

（農業と畜産）畜産の歴史・畜産業としての家畜の飼育について理解し、説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 土屋　明彦



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】
野生動物に関する見識を深め、飼育方法を学び説明ができるようになる。
飼育員に必要な観察力、洞察力、思考力を学び実践できるようになる。
動物の見識を深めお客様に説明ができるようになる。
実際に動物を使って、小動物の飼育管理の基本的な技術や飼育員としての考え方を学び、活用できる

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

受講生への
メッセージ

将来飼育員になるにあたり、飼育員として必要な心構えや必要なスキルを学ぶ重要な科目です。
この授業をきっかけに飼育室での改善なども積極的に行い動物を飼育する際に必要な観察力、考える
力を身に付けて下さい。

準備学習
時間外学習

授業内で東山動物園の展示について学ぶ際に、動物の種類、展示方法を事前に予習する必要がある。
動物のガイドをする際に説明する内容や動物について調べておくこと、情報を整理し人前で話す予習が必要で
す。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（90％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（10％）   以上の割合で前期評価とします。

授業で教わったことを振り返り理解することができる

動物の脱走、事故防止が説明できる

野生動物に関する見識を深め、飼育方法について実際に検証する。

ふれあいの際の接客実習を行う

動物の餌による影響を説明できる

動物に与える植物を実際に検証し説明ができる

動物の施設での経営的観点を学び説明ができる①

動物の施設での経営的観点を学び説明ができる②

展示動物にあった展示方法を学び説明ができる

動物の馴致、トレーニングについて説明ができる

動物ガイド実習を行う①

前期実技テスト

動物の観察について学び、観察力、洞察力を高め習得する

動物園飼育論 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

飼育員になるために必要な観察力、洞察力、思考力が求められます。その必要性を理解してもらうのと同時にポイ
ントなどを実際に実践できる。動物飼育をする上で大切な人も動物も安全な飼育方法を学び説明ができるになるこ
と、動物の知識を身に付けお客様に説明ができるようになる。
※実務経験：2004年10月～2014年11月　伊豆シャボテン公園　飼育主任として勤務　　飼育員歴：１０年

授業計画・内容

導入教育、飼育に対する考えについて説明ができる

考える力を学び思考力を高め習得する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 大塚　聡史



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】
野生動物に関する見識を深め、飼育方法を学び説明ができるようになる。
飼育員に必要な観察力、洞察力、思考力を学び実践できるようになる。
動物の見識を深めお客様に説明ができるようになる。
実際に動物を使って、小動物の飼育管理の基本的な技術や飼育員としての考え方を学び、活用できる

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 大塚　聡史

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる

授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分 前期

飼育員になるために必要な観察力、洞察力、思考力が求められます。その必要性を理解してもらうのと同時にポイ
ントなどを実際に実践できる。動物飼育をする上で大切な人も動物も安全な飼育方法を学び説明ができるになるこ
と、動物の知識を身に付けお客様に説明ができるようになる。

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

動物飼育演習Ⅰ

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

※実務経験：2004年10月～2014年11月　伊豆シャボテン公園　飼育主任として勤務　　飼育員歴：１０年

受講生への
メッセージ

この授業をきっかけに飼育室での改善なども積極的に行い動物を飼育する際に必要な観察力、考える
力を身に付けて下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（100％）   以上の割合で前期評価とします。

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

評価方法

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる

準備学習
時間外学習 グループワークで発表したことをデータで取りまとめ各班で情報の共有をします。

飼育室の動物を管理を学び実践できる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】
担任とクラスメイトとのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

受講生への
メッセージ

この授業をきっかけに飼育室での改善なども積極的に行い動物を飼育する際に必要な観察力、考える
力を身に付けて下さい。

スケジュール管理、クラスにおいてのチームワーク力を学ぶ

※実務経験：2004年10月～2014年11月　伊豆シャボテン公園　飼育主任として勤務　　飼育員歴：１０年

準備学習
時間外学習 グループワークで発表したことをデータで取りまとめ各班で情報の共有をします。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（100％）   以上の割合で前期評価とします。

全国の動物関連施設調べをし発表

コミュニケーションスキルアップ2

夏休みの過ごし方、夏休みの飼育当番の説明

コミュニケーションスキルアップ3

研修について説明、全国の動物施設についてグループ発表

コミュニケーションスキルアップ検定

自己分析ができる、Ｗｅ　ａｒｅについて説明

2015年１月～2017年2月　鎌倉パスタ　店長　2017年2月～現在名古屋ECO動物専門学校　教務部

授業計画・内容

年間スケジュール確認、馬の管理授業詳細、teams、メールの扱いを説明

自己紹介説明、伊豆見学実習について説明、事前調べ準備

馬の管理授業について説明、ガイダンス動画視聴、目標について説明

飼育当番説明、東山動物園見学説明、CSU説明

自己紹介説明、履歴書の書き方説明、自己分析ができる

コミュニケーションスキルアップ1

履歴書の書き方、自己分析ができる

自己分析ができる、面談シート記入

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 大塚　聡史



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物の「生理」「生態」「形態（解剖学的）」を中心に一年を通して理解し、説明できるようにする
・動物による比較や人間との比較、動物園やそこで働くスタッフの意義
・動物園等の写真を見ながら動物の展示や看板などについて説明　　　
※実務経験：伊豆シャボテン公園元園長、獣医師・学芸員の資格を持ち34年間勤務
【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飼育する際に応用でき、実践できるようにする。
・基本を知ることにより動物の異常をよりはやく発見できるようにする。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
改訂版 新飼育ハンドブック動物園編（日本動物園水族館協会）
世界の動物　分類と飼育（東京動物園協会）
動物園学入門（朝倉書店）

受講生への
メッセージ

動物に係る仕事について自分の考えを時々整理しておいて下さい。時間経過とともに考えは変化していく
と思います。またその考えを発表していただきます。
動物の生息地の環境（気候、地形、植物、文化歴史など）にも視野を広げ、動物園だけでなく植物園や博
物館などにも足を運び幅広い視点で動物のことを考えて下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100%）：定期試験を基本100%とするが、講義への姿勢や課題も加味する。
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）：数%程度 Max10%
５．授業態度と参加度（％）：数%程度 Max10%

器官および系統について

血液（成分、役割、血液型等）ならびに血液循環について

骨格について

歯について、体側について

評価方法

前期試験

前期試験解説

準備学習
時間外学習

日頃より自分が動物スタッフだったらということを想像し、今何をすべきか、何ができるのかを考え、できる
ことを行動し同級生や先輩、いろいろな人と意見交換しましょう。

前期講義のまとめを行い、理解を深める

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

必須 年次 1 担当教員 岩田　光一

授業計画・内容

開講区分

胸腔内臓器、腹腔内臓器、などの形態について

消化について（口腔内消化）

講義概略、動物園はみんなにとってどんな所？動物園での仕事は？

動物学概論 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

前期

・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と共に、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。

（公社）日本動物園水族館協会とは？

動物に関する社会的環境（条約等）について

動物に関する社会的環境（法律等）について

動物分類の基本について

生理学とは？生体の構成や基本的生命現象について



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目 有袋目について説明できる

5回目 食虫目、翼手目について説明できる

6回目

7回目

8回目 齧歯目について説明できる

9回目

10回目

11回目

12回目 偶蹄目について説明できる

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
新飼育ハンドブック動物園篇（日本動物園水族館協会）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 長谷川　明子

地球上で起きている野生生物の問題と世界での動きを説明できる・SDGｓ17項目を言えるようになる

分類段階・学名について説明できる、調べるための項目が説明できる

野生動物管理Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

哺乳綱・単孔目について説明できる

開講区分 前期

準備学習
時間外学習

・5回目の講義から、講義の初めに、毎回3分間の動物紹介を行います。
・前期終了時には、MY図鑑ができているようにします。
・普段からどうしたら魅力的に発表できるかTVなど参考にして、プレゼンに活かして下さい。

ツパイ目、霊長目について説明できる

皮翼目、ハネジネズミ目について説明できる

うさぎ目、有鱗目、貧歯目について説明できる

管歯目、岩狸目、海牛目、長鼻目について説明できる

奇蹄目について説明できる

食肉目について説明できる

日本の国立公園と特別天然記念物について説明できる

愛知県・名古屋市の自然の特徴を説明できる

・2050年自然と共生する社会の実現に向けて、今、私たちは何をすべきなのかを考えます。
・特に野生動物たちを分類群ごとの特徴を理解し、その生息地で起きている問題とその解決策を探ります。
・その上で、3分間の動物紹介により、人前で動物についてプレゼンテーションを実施します。
※実務経験：ビオトープ計画管理士1級。尾張西部生態系ネットワーク協議会会長。日本生態系協会評議員。

・人間社会と野生動物の共存の在り方について、地域ごとの実際の取り組みを知り、実践に向けたアイデアを生み出
せるようになる。
・人前で、興味を引く動物紹介ができるようになります。
・今、自分たちでできる野生動物を保護、保全できることに対して実践できるようになります。

授業計画・内容

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(30％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

私たちの未来が持続的になるためには、絶滅危惧種の動物が普通種になることが必要です。そのために
野生の動物たちがおかれている現状を知り、動物たちの代弁者として将来仕事に就くための基礎を身に
つけ、より良い未来を築くためにどうしたらよいか、一緒に考えて行きましょう。
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開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

使用教科書：アニマルヒストリー　　プロジェクター、ホワイトボードを使用。プリント配布あり。

授業計画・内容

第3章　ペットに関わる職業、動物に関わる観光について説明ができる。

第5章　作業犬、補助犬の種類や歴史、仕事について説明ができる。

第6章　畜産業や食糧問題、動物愛護について理解し説明ができる。

筆記テスト

テストの返却と解説

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

将来、動物に関わる仕事に就くみなさんにとって、有意義なものとなるよう楽しんで学んでいきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

第2章　人と動物の歴史、また現在の関わりについて説明ができる。

第4章　アニマルセラピーの種類、方法、効果について理解し説明ができる。

講師自己紹介。成績評価について説明。第1章　地球の誕生から生命の進化を理解し説明ができる。

準備学習
時間外学習

授業内容への理解を深める為、レポートを数回実施します。

動物について正しい知識を得ることで、人との関わりや社会での動物の役割について理解する。

ペット、家畜の歴史、産業、愛護について学び、社会における動物の役割を知ることで、動物に対する理解を深める。
※兵庫県、三重県の動物病院で獣医師として勤務後、現在、鳥羽市イルカ島嘱託獣医師。

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 エコロジー概論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 笠松　明日香

アニマルヒストリー 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

イラストで見る　動物の体のしくみ　滋慶教育科学研究所

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルヘルスケア
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 稲田恵

感覚器（皮膚）の解剖生理、疾病の発生要因を説明が、予防、罹患時の処置を敏速に実践できる。

動物の体のしくみ 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物の解剖生理ならびに、罹患する可能性のある疾患の発症要因が理解でき、予防に努めることができる。また、ラ
イフステージに合わせた適切な生体管理ができる。
※愛知県内の動物病院で14年の実務経験あり。認定動物看護師として診療補助、手術助手、受付等病院業務全般
に携わる。

犬を中心とした基本的な動物の体の構造骨格や生理的な知識を学び、生体管理に繋げることができる。

授業計画・内容

体の器官、臓器を各器官系に分類できる。

呼吸器の解剖生理、疾病の発生要因を説明し、予防、罹患時の処置を敏速に実践できる。

循環器の解剖生理、疾病の発生要因を説明し、予防、罹患時の処置を敏速に実践できる。

泌尿器の解剖生理、疾病の発生要因を説明し、予防、罹患時の処置を敏速に実践できる。

生殖器の解剖生理、内分泌の役割を説明し、予防、罹患時の処置を敏速に実践できる。

期末試験を実施する。

試験返却、解説をする。

受講生への
メッセージ

疾病の成り立ちや、生命を維持させる体の機能携形態を関連付けながら学んで下さい。

準備学習
時間外学習

教本「イラストで見る　動物の体のしくみ」に目を通し、臓器の名称等、解剖生理に使用される単語に
目を通しておいて下さい。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（10％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

イラストで見る　動物の体のしくみ　滋慶教育科学研究所

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルヘルスケア
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 稲田恵

寄生虫の寄生による病態、症状が説明でき、発症予防に取り組むことができる。

動物の健康管理 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物の解剖生理ならびに、罹患する可能性のある疾患の発症要因が理解でき、予防に努めることができる。また、ラ
イフステージに合わせた適切な生体管理ができる。
※愛知県内の動物病院で14年の実務経験あり。認定動物看護師として診療補助、手術助手、受付等病院業務全般
に携わる。

動物を飼育するための飼育管理方法や、病気やその予防法を学び、生物の理解に繋げることができる。

授業計画・内容

動物の骨格名称および骨疾患の発生要因を説明し、予防に取り組むことができる。

準備学習
時間外学習

教本「イラストで見る　動物の体のしくみ」から、臓器の名称等、解剖生理に使用される単語に
目を通しておいて下さい。

①感覚器の解剖生理、罹患する疾病と病態、症状が説明でき、発症予防を実践することができる。

②感覚器の解剖生理、罹患する疾病と病態、症状が説明でき、発症予防を実践することができる。

③感覚器の解剖生理、罹患する疾病と病態、症状が説明でき、発症予防を実践することができる。

④感覚器の解剖生理、罹患する疾病と病態、症状が説明でき、発症予防を実践することができる。

期末試験を実施する。

試験返却、解説をする。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（10％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

健康管理は日常の生活を注意深く観察することから始まるので、日頃の観察を怠らないようにして下さ
い。



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

使用教科書：基礎生物　　プロジェクター、ホワイトボードを使用。プリント配布あり。

受講生への
メッセージ

将来、動物に関わる仕事に就くみなさんにとって、有意義なものとなるよう楽しんで学んでいきましょう。

準備学習
時間外学習

授業内容への理解を深める為、レポートを数回実施します。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

動物医療で用いる器具名称や基礎知識を理解し説明ができる。

動物の免疫や代謝など体内の恒常性について説明ができる。

動物を飼育する上で必要な栄養、繁殖について理解し説明ができる。

外来生物や絶滅危惧種、地球環境問題について説明ができる。

筆記テスト

テストの返却と解説

公衆衛生や人獣共通感染症などを学び、動物と接する心構えを説明することができる。

アニマルベーシック(基礎生物) 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物の生理、生化学、公衆衛生や、生物の多様性、地球環境問題など生物の基礎知識を学ぶ。
※兵庫県、三重県の動物病院で獣医師として勤務後、現在、鳥羽市イルカ島嘱託獣医師。

生物学の基礎知識を学ぶことで、動物に対する理解をより深いものにする。

授業計画・内容

生物の進化や多様性、血液性状など生物の基礎知識を理解し説明ができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 笠松　明日香



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

資料配布

受講生への
メッセージ

犬と人の長い歴史の不思議、面白さを知ってほしい。犬種の特性をトリミング実践に役立て事故なく実務
が進められるように会得してほしい

振り返り

準備学習
時間外学習

犬種名を事前学習してくる。学んだ犬種について特徴を把握し実習時につなげていけられるようにする。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

筆記テスト

鳥獣犬・猟銃犬種の犬種改良されてきた歴史とスタンダードを改良の目的を説明できる

ワーキンググループ。人の為に作成された犬種や大型犬の実習時の注意点を考えることができる

犬の骨格名称、耳、尾の形などの知識を身に付けスタンダードの大切さ、意味の説明ができる

トイ犬種を学習する。スムース犬種、フルコート犬種を選抜しスタンダードとトリミング関連が説明出来る

コンパニオンアニマル、仔犬、老犬などの扱い、簡単な病気を学び適した扱いができる

テリア犬種の歴史、成り立ち短脚テリアのスタンダードを習い特性を説明できる

中脚、長脚テリアを知る。テリア種のトリミングの実践に注意点を考えることができる

北方系の犬種を習得し、各犬種の実習時、季節に応じたアドバイスができる

ノンスポーティングの犬種を知る。各犬種の特徴を説明出来る

犬種の特徴をまとめ。飼育初心者に犬をアドバイス出来るように意見を述べることができる

ドッグショーのシステム、用語を理解すると共に犬種保存の重要性を考え自分の意見を言うことができる

目的によって分類、改良されてきた犬種を認識し犬の性格、特徴を説明できる

コンパニオンドッグ 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

犬種の歴史・犬体・犬種の特徴などを把握して犬のグループ分けを学びます。各犬種の用途や性格を理解した飼育
管理ができるようになる。

授業計画・内容

犬の歴史から現代までの人との関わり合いを考えコンパニオンドッグ、の意味を説明をできる

トリマーとして必要な犬の歴史に基づく特徴・性格を学び飼育管理、実習等につなげることができる。
※日本福祉協会師範として活動。、インターナショナルライセンス。台湾でライセンス審査など幅広く活動。メディカル
トリマー・ペット防災指導員ペットセイバー資格、わんにゃん美容室いずみのオーナートリマー

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 泉　典子



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 IT
必修
選択

必修 年次 1 担当教員
熊崎　悦子

浅井　麻衣子

Word1　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

コンピュータ演習 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

○Word：基本操作を覚えることで、簡単なビジネス文書作成ができる。
○Excel：基本操作や基本関数を覚えることで、計算式の入った表やグラフを作成できる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

授業計画・内容

ITガイダンス　メールアドレスの設定が完了し、ITリテラシーのテストに合格できる

Wordの基本操作を覚え、ビジネス文書の作成ができる。また、Excelの基本操作を覚え、基本の関数を使った表の作
成やグラフの作成ができる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。

Excelで表とグラフを作成することができる（期末試験）

Word2　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

Word3　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Word4　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Word5　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Wordで図形や画像の入った文書を作成することができる（中間試験）

Excel1　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel2　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel3　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel4　グラフの作成をすることができる。

Excel5　グラフの作成をすることができ、表とグラフを印刷することができる。

Excel6　これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる。

受講生への
メッセージ

前期は、Word、Excelの基本的な操作方法を中心に授業を進めます。「パソコンは嫌い」という人の大半は
過去の「できない」経験をそのまま引きずっていることが多いです。しかし、パソコンは便利な道具です。そ
の便利さをこの授業を通して少しでも理解してもらいたいと思っています。既に基本操作は知っている人
は復習すると考えてもらえればと思います。

Excelで習得した内容を作成することができる。PowerPoint　プレゼンのストーリーを作れるようになる。

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○Excel　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（50％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

資料配布の場合があります。

担任とクラスメートとのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことが出来る。
※専門学校を卒業後、名古屋市内のサロンで経験を積み、海外のサロンでトリマーとして勤務。
帰国後、愛知県内のオープニングスタッフとして務め、スタッフとなる。

造形材料を使用し、犬体の特徴を活かし表現することが出来る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 三浦　彩

授業計画・内容

年間予定・時間割の各科目の説明。２年間の流れをイメージし学校生活において目標が出来る

ネットワークを利用する中、基本的な知識や能力を理解できる（ＩＴリテラシー勉強・検定）

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

受講生への
メッセージ

自分の意見をしっかり持ち、相手の意見を主張出来る様に思いやりを持って授業を受けてください

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びを与えることができるサービスマインドを持てる

準備学習
時間外学習

課題を出す場合があります。クラスメイト同士で相談し合う場合があります、自分の意見をしっかりまとめ
るようにしてください

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（100％）   以上の割合で前期評価とします。

コミュニケーションスキルアップ2回目（コミュニケーション能力を高め、実践することが出来る）

飼育犬の飼育当番を通して観察力・伝達の大切さを理解することが出来る

イベント運営にて計画・準備・運営まで他学年と共有が出来る

イベントを運営にするにあたりイメージをし、実践できる

コミュニケーションスキルアップ３回目（コミュニケーション能力を高め、実践することが出来る）

進級制作にてプレゼンする計画・イメージが出来る（チーム分け）

前期の振り返りを行い後期学校生活の目標設定が出来る

コミュニケーションスキルアップ４回目（スキルの確認をすることができる）テスト実施

夏休みの諸注意・過ごし方を理解し、計画を立てることができる

イベント運営について、マネジメントを考える事が出来る

イベントを運営にするにあたりイメージをし、実践出来る

日本と海外の違いをイメージし、海外研修の過ごし方を計画することが出来る



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 酒井　喜志子

犬の保定とコントロール（大型犬～小型犬）を理解し負担のない犬の扱い方を実践できる

グルーミング理論Ⅰ 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

トリマーに必要な犬の行動・心理・生態・歴史・皮膚・被毛の科学、専門用語、道具の名称、使用方法を理解し説明が
できる。
※ワールドグルーマースクールで主任講師を２８年を務める。ジャパンケネルクラブ公認　トリマー教士・
単犬種審査資格・愛犬飼育飼養管理士取得。名古屋セントラルケネルクラブ代表

学習内容を習得してグルーミングの基本、時間の使い方、飼育管理を知り、犬のコントロール技法の知識を深めるこ
とでグルーミング演習につなげることが出来る。

授業計画・内容

グルーミング前の心得とプロトリマーになるための具体的なイメージを持ち目標設定ができる

筆記テスト

犬の心理学を理解し犬の行動を学び説明することができる

犬の生態（耳の構造・爪の仕組み・歯列歯数）を理解し実習時に実践できる

犬の歴史と習性を学び性質の特徴を理解し正しい犬の取り扱いを説明できる

美容器具・道具の使用方法を学び使用・説明ができる

美容の専門用語を学び、用語の意味を説明ができる

犬の感情と用途と目的を習得し犬の気持ちを考えて実習が実践できる

犬の被毛と皮膚の構造を理解し図で説明ができる

シャンプー剤・リンス剤の成分と種類を学び適材適所で取り扱いが出来、種類の説明できる

美粧品の説明とカラーリング方法を習得しお客様に説明ができる

犬の栄養学と食育について学び犬に必要な栄養を説明できる

美容時・ホテルお預かり時の応急処置を習得し緊急時に対処ができる

受講生への
メッセージ

トリマーは、技術力も必要ですお客様へ愛犬の健康状態や犬種別の性質などを知る事で的確にアドバイ
スができ接客業では物販の説明・使用方法なども必要です。理論で習得することは体験経験に重ねて知
識は必要なことです。しっかりとノートを取りわからないを無くしてください。

JKCスタンダードブック・トリマーマニュアル・グルーミングテキスト、オスターDVD,美容道具,ppt 資料,欧米ドックショー
DVD

飼育管理時の健康管理を習得しカウンセリングにカルテに的確に記入ができる

準備学習
時間外学習

実技演習で犬の扱い方コントロール、心理を知ることで犬の負担のないグルーミングにつなげる。理論で
習得した内容を接客販売にも役立てる。専門的な分野なのでプロとして必要な用語を復習して演習時に
は実際に犬の生体・被毛に触り確認する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（10％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 トリミングⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 久野　麻理恵

猫の日常の管理と適正飼養について説明できる。

コンパニオンキャット 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

猫の歴史・生態・習性・飼育管理について学び、キャットグルーミングや飼養管理に活かすことができる。

授業計画・内容

猫の習性や生態について説明できる。

コンパニオンアニマルにとっての望ましい飼養方法や飼養環境について説明できるようになる。さらに、猫の身体的特
徴や行動的特徴・心理的特徴を理解し、猫との円滑なコミュニケーションを図ることができるようになる。
*2008年4月から2011年3月まで動物看護師として動物病院に勤務。

期末試験を実施する。

猫のライフステージと行動の発達過程について説明できる。

猫のライフステージと行動の発達過程について説明できる。

猫の感染症と衛生管理について説明できる。

猫のボディーランゲージを習得し、上手にコミュニケーションをとる方法を習得する。

猫のハンドリング実習（おもちゃを使って反応をみる）

猫の毛色パターンと体型タイプについて説明できる。

猫の品種と特徴について説明できる。

猫のハンドリング実習（保定）

猫のハンドリング実習（保定）

猫のハンドリング実習（保定）　*実技試験

猫の問題行動と、その予防・対策について説明できる。

猫の教科書（ペットライフ社）　　　猫を極める本（インターズー）　　犬と猫の問題行動の予防と対応（緑書房）
あなたのネコがわかる本（ダイヤモンド社）　　動物看護のための動物行動学（ファームプレス）
日本と世界の猫のカタログ（成美堂出版）　　日本と世界の犬のカタログ（成美堂出版）

受講生への
メッセージ

犬と比べると、猫はまだまだ解明されていない謎を多くもった動物です。苦手に感じる方は、現場にも多く
いらっしゃいます。私自身、猫を飼うまでは完全な犬派でした。まずは苦手意識を捨てて、猫の魅力に触
れてみましょう。職場でのエピソード、我が家の猫ちゃんとの生活も含めてお話します。

試験返却、解説をする。

準備学習
時間外学習

実際に学校で飼育している猫ちゃん達に協力してもらって実習に取り組みます。双方がケガをすることが
ないように、注意事項を守り、実習中の身だしなみには気を付けましょう。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（30％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(30％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

前期開講区分

ベージングからポイントカットまで基礎を修得し、実践することができる。

美容道具一式・美容機材・設備一式・ドックマネキン・筆記用具・

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

犬の美容技術でもっとも大切な基本的作業をしっかりと身に着けてカット技術に移行出来るように
細部まで丁寧におこないまた犬の負担をかけないような時間配分を心がけ
犬が美容を楽しめる作業である触れ方、コントロールを身に着ける。

一人で１頭を担当して基本作業・クリッピング・ポイントカットの実習を行う

小型犬の基本作業、ポイントケアー、ポイントカットの時間配分を意識しながら実習を行う

実技テスト

基本作業を繰り返しながら苦手な事を克服していく。作業の時間配をしっかり意識し実習を行う

準備学習
時間外学習

学校での実践した内容を復習したり、犬体を理解するために骨格構成をしっかり理解して犬の行動と心
理を観察し其々の犬の合わせたコミにケーション能力を高める。ドックマネキンを使用してブラッシングテ
クニックを復習する。

基本作業を行いながら全身クリッピング作業の実習を行う

授業計画・内容

犬の扱い方、道具の説明、機材・設備・清掃等の説明。モデルグルーミングを見学し流れを説明できる

グループワークで犬体をコントロールしブラッシング・ベージング・ドライング・ブローの実習を行う

グループワーク又はペアワークでポイントケアーを行い基本的作業の流れを実践できる

グループワーク又はペアーワークで基本作業を進め、犬とのコミニュケーション力を高め実践できる

ペアーワークを主体に基本作業を行いながら犬の心理と行動を理解し観察力を付け実践できる

ペアワークで基本作業とポイントカットまでを行い鋏の動きの手順を理解し実践できる

細部まで丁寧な仕上がりが出来ているかを確認し基本的な作業の振り返り実習を行う

犬をコントロールし負担のない扱い方を意識し一人で1頭を担当して基本作業の実習を行う

一人で1頭を担当して基本作業とクリッピング技術の実習を行う

大型犬をグループワークで体験し保定方法を実践出来る

犬の基本的な手入れ方法を学び、犬の扱い方からコーミングや爪・耳のお手入れ、シャンプー、ドライングができるよ
うになる。鋏の使い方を学びカットの基本ができるようになる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 村田　亜侑美

グルーミング演習ⅠーA 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

犬の美容技術・取り扱い方法・コントロール保定技法・美容道具使い方・モデルドック生体を使うことで

※福岡コミュニケーションアート専門学校卒業後、ペットショップにて勤務後、平成１９年より名古屋市内でペットサロン
「ストロベリーキャンディー」のオーナーとして活躍中。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

・美容道具一式　・美容機材　・ドッグマネキン

受講生への
メッセージ

犬に負担のない保定、時間配分を心がけて、グルーミングの基礎ができるように

基本作業を繰り返しながら苦手な事を克服していく。作業の時間配をしっかり意識し実習を行う

準備学習
時間外学習

実技演習の際にメモを取り、復習を行う。
美容器具の用途を理解し、手入れもしっかりと行う。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

実技テスト

グループワーク又はペアワークでポイントケアーを行い基本的作業の流れを実践できる

グループワーク又はペアーワークで基本作業を進め、犬とのコミニュケーション力を高め実践できる

ペアーワークを主体に基本作業を行いながら犬の心理と行動を理解し観察力を付け実践できる

ペアワークで基本作業とポイントカットまでを行い鋏の動きの手順を理解し実践できる

細部まで丁寧な仕上がりが出来ているかを確認し基本的な作業の振り返り実習を行う

犬をコントロールし負担のない扱い方を意識し一人で1頭を担当して基本作業の実習を行う

一人で1頭を担当して基本作業とクリッピング技術の実習を行う

大型犬をグループワークで体験し保定方法を実践出来る

基本作業を行いながら全身クリッピング作業の実習を行う

一人で１頭を担当して基本作業・クリッピング・ポイントカットの実習を行う

小型犬の基本作業、ポイントケアー、ポイントカットの時間配分を意識しながら実習を行う

グループワークで犬体をコントロールしブラッシング・ベージング・ドライング・ブローの実習を行う

グルーミング演習ⅠーA 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

犬の取り扱い方法、コントロール保定技法、グルーミング道具の使い方をモデルドッグ生体を使い、グルーミング技術
を実践することができる。
リバティートリミングスクールにて勤務。愛玩動物飼養管理士1級・ペット栄養管理士資格取得。名古屋市内のペット
ショップにて勤務中。

犬の基本的な手入れ方法を実際のモデル犬を使って学び、コーミングや爪・耳の手入れ、シャンプー・ドライングマス
ターします。犬の飼養管理、健康管理に必要な技術としてできるようになります。

授業計画・内容

犬の扱い方、道具の説明、機材・設備・清掃等の説明。モデルグルーミングを見学し流れを説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 大橋　真紀



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

基本作業を行いながら全身クリッピング作業の実習を行う

授業計画・内容

一人で１頭を担当して基本作業・クリッピング・ポイントカットの実習を行う

小型犬の基本作業、ポイントケアー、ポイントカットの時間配分を意識しながら実習を行う

実技テスト

一人で1頭を担当して基本作業とクリッピング技術の実習を行う

大型犬をグループワークで体験し保定方法を実践出来る

犬の扱い方、道具の説明、機材・設備・清掃等の説明。モデルグルーミングを見学し流れを説明できる

グループワークで犬体をコントロールしブラッシング・ベージング・ドライング・ブローの実習を行う

グループワーク又はペアワークでポイントケアーを行い基本的作業の流れを実践できる

グループワーク又はペアーワークで基本作業を進め、犬とのコミニュケーション力を高め実践できる

ペアーワークを主体に基本作業を行いながら犬の心理と行動を理解し観察力を付け実践できる

基本作業を繰り返しながら苦手な事を克服していく。作業の時間配をしっかり意識し実習を行う

準備学習
時間外学習

学校での実践した内容を復習したり、犬体を理解するために骨格構成をしっかり理解して犬の行動と心
理を観察し其々の犬の合わせたコミにケーション能力を高める。ドックマネキンを使用してブラッシングテ
クニックを復習する。

美容道具一式・美容機材・設備一式・ドックマネキン・筆記用具・

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

犬の美容技術でもっとも大切な基本的作業をしっかりと身に着けてカット技術に移行出来るように
細部まで丁寧におこないまた犬の負担をかけないような時間配分を心がけ
犬が美容を楽しめる作業である触れ方、コントロールを身に着ける。

※日本動植物専門学校卒業後、ペットショップで勤務。平成６年愛知県にてペットショップ「ペットパートナー」のオー
ナーとなる。平成１９年より岐阜県に移転営業中。

犬の美容技術・取り扱い方法・コントロール保定技法・美容道具使い方・モデルドック生体を使うことで

ペアワークで基本作業とポイントカットまでを行い鋏の動きの手順を理解し実践できる

細部まで丁寧な仕上がりが出来ているかを確認し基本的な作業の振り返り実習を行う

犬をコントロールし負担のない扱い方を意識し一人で1頭を担当して基本作業の実習を行う

ベージングからポイントカットまで基礎を修得し、実践することができる。

前期開講区分

犬の基本的な手入れ方法を学び、犬の扱い方からコーミングや爪・耳のお手入れ、シャンプー、ドライングができるよ
うになる。鋏の使い方を学びカットの基本ができるようになる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 森嶋　直人

グルーミング演習Ⅰ－B 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

犬の美容技術でもっとも大切な基本的作業をしっかりと身に着けてカット技術に移行出来るように
細部まで丁寧におこないまた犬の負担をかけないような時間配分を心がけ
犬が美容を楽しめる作業である触れ方、コントロールを身に着ける。

美容道具一式・美容機材・設備一式・ドックマネキン・筆記用具・

実技テスト

基本作業を繰り返しながら苦手な事を克服していく。作業の時間配をしっかり意識し実習を行う

準備学習
時間外学習

学校での実践した内容を復習したり、犬体を理解するために骨格構成をしっかり理解して犬の行動と心
理を観察し其々の犬の合わせたコミにケーション能力を高める。ドックマネキンを使用してブラッシングテ
クニックを復習する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

小型犬の基本作業、ポイントケアー、ポイントカットの時間配分を意識しながら実習を行う

グループワークで犬体をコントロールしブラッシング・ベージング・ドライング・ブローの実習を行う

グループワーク又はペアワークでポイントケアーを行い基本的作業の流れを実践できる

グループワーク又はペアーワークで基本作業を進め、犬とのコミニュケーション力を高め実践できる

ペアーワークを主体に基本作業を行いながら犬の心理と行動を理解し観察力を付け実践できる

ペアワークで基本作業とポイントカットまでを行い鋏の動きの手順を理解し実践できる

細部まで丁寧な仕上がりが出来ているかを確認し基本的な作業の振り返り実習を行う

犬をコントロールし負担のない扱い方を意識し一人で1頭を担当して基本作業の実習を行う

一人で1頭を担当して基本作業とクリッピング技術の実習を行う

大型犬をグループワークで体験し保定方法を実践出来る

基本作業を行いながら全身クリッピング作業の実習を行う

一人で１頭を担当して基本作業・クリッピング・ポイントカットの実習を行う

犬の扱い方、道具の説明、機材・設備・清掃等の説明。モデルグルーミングを見学し流れを説明できる

グルーミング演習Ⅰ－B 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

犬の美容技術・取り扱い方法・コントロール保定技法・美容道具使い方・モデルドック生体を使うことで
ベージングからポイントカットまで基礎を修得し、実践することができる。
※JKC　B級トリマーライセンスを取得、約３０年出張トリミングの傍から数々のペットサロンやペットショップでカット依
頼を受け活躍中。

犬の基本的な手入れ方法を学び、犬の扱い方からコーミングや爪・耳のお手入れ、シャンプー、ドライングができるよ
うになる。鋏の使い方を学びカットの基本ができるようになる。

授業計画・内容

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 菅田　一枝



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

犬の美容技術でもっとも大切な基本的作業をしっかりと身に着けてカット技術に移行出来るように
細部まで丁寧におこないまた犬の負担をかけないような時間配分を心がけ
犬が美容を楽しめる作業である触れ方、コントロールを身に着ける。

美容道具一式・美容機材・設備一式・ドッグマネキン・筆記用具

実技テスト

基本作業を繰り返しながら苦手な事を克服していく。作業の時間配をしっかり意識し実習を行う

準備学習
時間外学習

学校での実践した内容を復習したり、犬体を理解するために骨格構成をしっかり理解して犬の行動と心理
を観察し其々の犬の合わせたコミにケーション能力を高める。ドックマネキンを使用してブラッシングテク
ニックを復習する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

小型犬の基本作業、ポイントケアー、ポイントカットの時間配分を意識しながら実習を行う

グループワークで犬体をコントロールしブラッシング・ベージング・ドライング・ブローの実習を行う

グループワーク又はペアワークでポイントケアーを行い基本的作業の流れを実践できる

グループワーク又はペアーワークで基本作業を進め、犬とのコミニュケーション力を高め実践できる

ペアーワークを主体に基本作業を行いながら犬の心理と行動を理解し観察力を付け実践できる

ペアワークで基本作業とポイントカットまでを行い鋏の動きの手順を理解し実践できる

細部まで丁寧な仕上がりが出来ているかを確認し基本的な作業の振り返り実習を行う

犬をコントロールし負担のない扱い方を意識し一人で1頭を担当して基本作業の実習を行う

一人で1頭を担当して基本作業とクリッピング技術の実習を行う

大型犬をグループワークで体験し保定方法を実践出来る

基本作業を行いながら全身クリッピング作業の実習を行う

一人で１頭を担当して基本作業・クリッピング・ポイントカットの実習を行う

犬の扱い方、道具の説明、機材・設備・清掃等の説明。モデルグルーミングを見学し流れを説明できる

グルーミング演習Ⅰ－C 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

犬の美容技術・取り扱い方法・コントロール保定技法・美容道具使い方・モデルドック生体を使うことで
ベージングからポイントカットまで基礎を修得し、実践することができる。
※ワールドグルーマースクールで主任講師を２８年を務める。ジャパンケネルクラブ公認　トリマー教士・
単犬種審査資格・愛犬飼育飼養管理士取得。名古屋セントラルケネルクラブ代表

犬の基本的な手入れ方法を学び、犬の扱い方からコーミングや爪・耳のお手入れ、シャンプー、ドライングができるよう
になる。鋏の使い方を学びカットの基本ができるようになる。

授業計画・内容

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 酒井　喜志子



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

美容道具一式・美容機材・設備一式・ドックマネキン・筆記用具・

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

犬の美容技術でもっとも大切な基本的作業をしっかりと身に着けてカット技術に移行出来るように
細部まで丁寧におこないまた犬の負担をかけないような時間配分を心がけ
犬が美容を楽しめる作業である触れ方、コントロールを身に着ける。

※専門学校セントラルトリミングスクール卒業後、ペットサロン等で１０年勤務後、名古屋市内にて「ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　Ｍ
ＩＮＴ　ＴＥＡ」を開業。

犬の美容技術・取り扱い方法・コントロール保定技法・美容道具使い方・モデルドック生体を使うことで

ペアワークで基本作業とポイントカットまでを行い鋏の動きの手順を理解し実践できる

細部まで丁寧な仕上がりが出来ているかを確認し基本的な作業の振り返り実習を行う

犬をコントロールし負担のない扱い方を意識し一人で1頭を担当して基本作業の実習を行う

ベージングからポイントカットまで基礎を修得し、実践することができる。

グループワーク又はペアーワークで基本作業を進め、犬とのコミニュケーション力を高め実践できる

ペアーワークを主体に基本作業を行いながら犬の心理と行動を理解し観察力を付け実践できる

犬の基本的な手入れ方法を学び、犬の扱い方からコーミングや爪・耳のお手入れ、シャンプー、ドライングができるよう
になる。鋏の使い方を学びカットの基本ができるようになる。

犬の扱い方、道具の説明、機材・設備・清掃等の説明。モデルグルーミングを見学し流れを説明できる

グループワークで犬体をコントロールしブラッシング・ベージング・ドライング・ブローの実習を行う

グループワーク又はペアワークでポイントケアーを行い基本的作業の流れを実践できる

基本作業を繰り返しながら苦手な事を克服していく。作業の時間配をしっかり意識し実習を行う

準備学習
時間外学習

学校での実践した内容を復習したり、犬体を理解するために骨格構成をしっかり理解して犬の行動と心理
を観察し其々の犬の合わせたコミにケーション能力を高める。ドックマネキンを使用してブラッシングテク
ニックを復習する。

基本作業を行いながら全身クリッピング作業の実習を行う

授業計画・内容

一人で１頭を担当して基本作業・クリッピング・ポイントカットの実習を行う

小型犬の基本作業、ポイントケアー、ポイントカットの時間配分を意識しながら実習を行う

実技テスト

一人で1頭を担当して基本作業とクリッピング技術の実習を行う

大型犬をグループワークで体験し保定方法を実践出来る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 伊藤　景子

グルーミング演習Ⅰ－C 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

前期開講区分



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

資料配布

受講生への
メッセージ

自分の考えを人にわかりやすく伝える事が出来るように頑張りましょう

振り返り

準備学習
時間外学習

事前課題があります

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（30％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

この半年で自分が出来るようになったことを発表しクラスメートの頑張りに共感できる

ＧＷ中の嬉しかったこと、嫌だと感じたことを共有し他人の気持ちが理解出来る

２年間の学校生活の目標設定ができ、どんなトリマーになりたいかを明確にイメージできる

今まで頑張ったことを小グループに分かれて発表し、クラスメートのことを理解することが出来る

自分の紹介したいものを他人にプレゼンする。言いたいことを簡潔にまとめることが出来るるようになる

身近な人・身近でない人から1名ずつ尊敬する人を発表し自分の思いを他人に伝えられるようになる

自分の過去の出来事を掘り起こし過去を肯定することが出来る

出生から幼稚園までのエピソードを簡潔にまとめて発表することが出来る

小学校から高校までのエピソードをまとめて発表しなぜ今、この場に居るかを認識することが出来る

自分の長所をとらえ、簡潔にまとめて発表することができる

言われて嬉しかった言葉を発表し他者に共感することができる（好ましい接客とは何か理解できる）

履歴書を作成し、自己PRができるようになる

１週間の出来事をクラスメートにプレゼンテーションする。長期休みの過ごし方を考えることが出来る

プレゼンテーションⅠ 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

自己表現力（人前での話し方）プレゼンテーションの方法を養い、人前で話すこと、話をきちんと聞くことを実践できる。

授業計画・内容

授業のインフォメーション　自己紹介で互いのことを理解することが出来る

自分のことを客観的に見ることが出来るようになる。そのうえで自分のことをアピールし、就職につなげていけるように
実践を交えて学習する。
※実務経験：ペットショップでトリマーをしながら店長業務を兼任。本校でトリマー講師を経験後、スタッフとなる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 沖田　恭子



 

 

 

 

２０２２年度 前期 
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開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

使用教科書：アニマルヒストリー　　プロジェクター、ホワイトボードを使用。プリント配布あり。

授業計画・内容

第3章　ペットに関わる職業、動物に関わる観光について説明ができる。

第5章　作業犬、補助犬の種類や歴史、仕事について説明ができる。

第6章　畜産業や食糧問題、動物愛護について理解し説明ができる。

筆記テスト

テストの返却と解説

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

将来、動物に関わる仕事に就くみなさんにとって、有意義なものとなるよう楽しんで学んでいきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（40％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

第2章　人と動物の歴史、また現在の関わりについて説明ができる。

第4章　アニマルセラピーの種類、方法、効果について理解し説明ができる。

講師自己紹介。成績評価について説明。第1章　地球の誕生から生命の進化を理解し説明ができる。

準備学習
時間外学習

授業内容への理解を深める為、レポートを数回実施します。

動物について正しい知識を得ることで、人との関わりや社会での動物の役割について理解する。

ペット、家畜の歴史、産業、愛護について学び、社会における動物の役割を知ることで、動物に対する理解を深める。
※兵庫県、三重県の動物病院で獣医師として勤務後、現在、鳥羽市イルカ島嘱託獣医師。

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 エコロジー概論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 笠松　明日香

アニマルヒストリー 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

板書中心の授業。プリント配布することもある

受講生への
メッセージ

犬の体の構造を分かり易く説明します。質問があるときは遠慮なく聞いてください。

準備学習
時間外学習

その日に習ったことを、実際の犬の体と比較していくとよい。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

試験返却、解説をする

免疫機能について説明ができるようになる

循環器系の解剖学について説明ができるようになる

循環器系の生理学について説明ができるようになる

呼吸器系の解剖、生理学について説明ができるようになる

消化器系の解剖生理学について説明ができるようになる

内分泌系の生理学について説明ができるようになる

泌尿器、生殖器の解剖生理学について説明ができるようになる

眼と耳の解剖生理学について説明ができるようになる

皮膚の解剖生理学について説明ができるようになる

神経系の解剖生理学について説明ができるようになる

期末試験を実施する

血液の生理学について説明ができるようになる

解剖生理学 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

筋肉と骨格の場所と名前について説明ができるようになる

血液の生理学について説明ができるようになる

犬の体の構造（骨、筋肉、内臓、神経等）、生理機能を学び説明ができるようにします。これらを学ぶことで、日ごろの
犬の飼養管理において体の異常が生じたときに早く気づき、適切な対応ができるようにします。
※実務者経験　平成16年4月～平成21年７月まで動物病院にて獣医師として勤務する。

犬の体の構造と機能を学び、飼養管理につながる基礎的な動物看護の知識等を習得し、説明ができるようになるとと
もに、飼い主にもアドバイスができるようになる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 淺野　真由子



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

使用教科書：基礎生物　　プロジェクター、ホワイトボードを使用。プリント配布あり。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 笠松　明日香

公衆衛生や人獣共通感染症などを学び、動物と接する心構えを説明することができる。

アニマルベーシック(基礎生物) 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物の生理、生化学、公衆衛生や、生物の多様性、地球環境問題など生物の基礎知識を学ぶ。
※兵庫県、三重県の動物病院で獣医師として勤務後、現在、鳥羽市イルカ島嘱託獣医師。

生物学の基礎知識を学ぶことで、動物に対する理解をより深いものにする。

授業計画・内容

生物の進化や多様性、血液性状など生物の基礎知識を理解し説明ができる。

動物医療で用いる器具名称や基礎知識を理解し説明ができる。

動物の免疫や代謝など体内の恒常性について説明ができる。

動物を飼育する上で必要な栄養、繁殖について理解し説明ができる。

外来生物や絶滅危惧種、地球環境問題について説明ができる。

筆記テスト

テストの返却と解説

受講生への
メッセージ

将来、動物に関わる仕事に就くみなさんにとって、有意義なものとなるよう楽しんで学んでいきましょう。

準備学習
時間外学習

授業内容への理解を深める為、レポートを数回実施します。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（40％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

開講区分 前期

Excel5　グラフの作成をすることができ、表とグラフを印刷することができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ＩＴ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員
熊崎　悦子

浅井　麻衣子

コンピュータ演習 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

前期は、Word、Excelの基本的な操作方法を中心に授業を進めます。「パソコンは嫌い」という人の大半は
過去の「できない」経験をそのまま引きずっていることが多いです。しかし、パソコンは便利な道具です。そ
の便利さをこの授業を通して少しでも理解してもらいたいと思っています。既に基本操作は知っている人
は復習すると考えてもらえればと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（50％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

Word1　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

Word3　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

ITガイダンス　メールアドレスの設定が完了し、ITリテラシーのテストに合格できる

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○Excel　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

Excelで表とグラフを作成することができる（期末試験）

Excelで習得した内容を作成することができる。PowerPoint　プレゼンのストーリーを作れるようになる。

Wordの基本操作を覚え、ビジネス文書の作成ができる。また、Excelの基本操作を覚え、基本の関数を使った表の作
成やグラフの作成ができる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。

○Word：基本操作を覚えることで、簡単なビジネス文書作成ができる。
○Excel：基本操作や基本関数を覚えることで、計算式の入った表やグラフを作成できる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Excel6　これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる。

Word2　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

Word4　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Word5　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Wordで図形や画像の入った文書を作成することができる（中間試験）

Excel1　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel2　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel3　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel4　グラフの作成をすることができる。

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

担任とクラスメイトのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことができる。

【到達目標】

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

スケジュール帳、メモ帳、筆記用具

開講区分

受講生への
メッセージ

言われたことを聞き取ってメモを取ること、時間管理の重要さを理解し、スケジュール管理を行う習慣を身
に付けるよう心掛けて下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

スケジュールの確認、後期に向けて各自目標設定をする。

前期の振り返り。後期のスケジュールを確認、理解することができる。

準備学習
時間外学習

時間や期限を守ること、自分の意見を伝えることや、相手の気持ちを汲み取ってきちんと理解できるよう
にしましょう。また、日頃からメモを取るくせを身につけてください。

評価方法

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

夏休みをどのように過ごしたか確認、今後必要な事柄を各自、理解する。

年間スケジュール確認、飼育当番についての説明。

学園祭に向けてスケジュールを立て、実施することができる。①

夏休みに向けて各自スケジュールを立て、意味、目的を理解する。

イベントに向けスケジュールを立て、実行することができる。

前期授業アンケート実施。今後に向けて履歴書の書き方を理解し、作成することができる。

We areについて理解し、取り組むための準備を行うことが出来る。

前期

自己紹介を行いクラスメイトを知り、交友関係を築くことができる。

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

今後のスケジュールを確認し、理解する。

学園祭に向けてのスケジュールの見直し、チームとしての役割を理解し、意見共有することが出来る。②

学園祭に向けてのスケジュールの見直し、チームとしての役割を理解し、意見共有することが出来る。③

We areについて理解し、取り組むための準備を行うことが出来る。

学園祭の振り返りを行い、取り組みの成果を共有することができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 内田　綾



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

※実務経験：ペットショップでトリマーをしながら店長業務を兼任。本校でトリマー講師を経験後、
スタッフとなる
【到達目標】
自己表現力（人前での話し方）プレゼンテーションの方法を養い、人前で話すこと、話をきちんと聞くことを実践できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 沖田　恭子

ＧＷ中の嬉しかったこと、嫌だと感じたことを共有し他人の気持ちが理解出来る

プレゼンテーション 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

自分のことを客観的に見ることが出来るようになる。そのうえで自分のことをアピールし、就職につなげていけるように
実践を交えて学習する。

授業計画・内容

授業のインフォメーション　自己紹介で互いのことを理解することが出来る

１週間の出来事をクラスメートにプレゼンテーションする。長期休みの過ごし方を考えることが出来る

振り返り

CSU検定　社会人として必要なビジネスマナーを学び実践出来る

今まで頑張ったことを小グループに分かれて発表し、クラスメートを理解することが出来る

CSU検定　社会人として必要な敬語・人への気配りを学び実践出来る

身近な人・身近でない人から1名ずつ尊敬する人を発表し自分の思いを他人に伝えられるようになる

自分の過去の出来事を掘り起こし過去を肯定し現在の自分の気持ちを明確にすることが出来る

出生から幼稚園までのエピソードを簡潔にまとめて発表することが出来る

小学校から高校までのエピソードを簡潔にまとめて発表し将来像を認識することが出来る

自分が思う長所・他人が思う自分の長所をまとめ発表することで自分の強みを認識する

長期休みにスケジュールを作成し、自己管理が出来る

履歴書を作成し、自己PRができるようになる

この半年で自分が出来るようになったことを発表しクラスメートの頑張りに共感できる

受講生への
メッセージ

自分の考えを人にわかりやすく伝える事が出来るように頑張りましょう

準備学習
時間外学習

スケジュール帳を活用し、PDCを行うようにしてください。自分の長所を明確にする。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（40％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（60％）   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【授業の学習内容】
モデル犬を使い犬体・骨格を理解し、コミュニケーションを取りながらグルーミング技術を実践する。

※名古屋コミュニケーションアート専門学校卒業後、ペットショップでトリマーとして勤務。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

グルーミング道具一式、グルーミング機材

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 トリミングⅠ
必修
選択

必須 年次 1 担当教員 藤長　由真

グループワーク又は、ペアワークでポイントケアを行い、基本作業の流れを実践出来る

グルーミング演習Ⅰ 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

犬の基本的な手入れ方法、保定の仕方を理解。グルーミング道具を使いこなせる様になる

授業計画・内容

モデルグルーミングを見学し、流れを理解する。犬の扱い方、道具、機材、設備、清浄等の説明が出来る

グループワークで犬体をコントロールし、ブラッシング、ベイジング、ドライングを実践出来る

テスト見直し、基本作業を繰り返し苦手作業の克服が出来る

ベーシック作業、ネイルケアが実践出来る

ベーシック作業、クリッピングが実践出来る

ベーシック作業、イアーケアが実践出来る

グループワーク又は、ペアワークでグルーミングの基本作業が実践出来る

犬とのコミュニケーション力を高め、コントロール、保定の実践が出来る

観察力を付け、犬に負担の無いグルーミングの実践が出来る

犬への負担の無い扱いをし、細部まで丁寧なグルーミングを実践出来る

基本作業後、苦手な作業の見直し、技術向上が実践出来る

基本作業の時間配分を意識しながら実習を行う

タイムワークを意識しながらシュミレーションを行い、テストに備えた実践が出来る

実技テスト

受講生への
メッセージ

犬にとってグルーミングは必要なことです。しっかりと犬の状態、様子を観察し、コミュニケーション力を付
け、負担の無いグルーミング技術を身に付けてください。

準備学習
時間外学習

飼育犬の観察、犬の行動、様子をしっかりと観察しコミュニケーション力を身に付ける。
学校で実践したことを復習し、技術向上を目指す

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

アジリティーは犬のしつけとしての範囲を超え、ハイクオリティなドッグライフを楽しむ人気のあるスポーツ
です。実際の教材・犬と接することにより、まずは自分が習得できるよう授業を行います。
【持ち物・準備】筆記用具・動きやすい服装・靴

※アジリティー規定：一般社団法人ジャパンケネルクラブ規定書など

テストの解答合わせ

準備学習
時間外学習

アジリティーハンドリングは犬によって大きく変わり、感覚的なものを養わないと上達しないので、
空き時間に自習として、扱う犬を想像しイメージトレーニングを行ってください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）　以上の割合で前期評価とします。

テスト

実際の障害物を使い、名称・扱い方を習得し、実践できる（9階）

障害物の名称、扱い方を習得し、説明できる

実際の障害物を使い、名称・扱い方を習得し、実践できる（9階）

障害物別のルールを説明できる

障害物別のルールを説明できる（9階）

コースにおけるペナルティーを学び成績の付け方を説明できる

コースにおけるペナルティーを学び成績の付け方を説明できる（9階）

コースにおけるペナルティーを学び成績の付け方を説明できる

コースにおけるペナルティーを学び成績の付け方を説明できる（9階）

要員の仕事を理解し行動に移すことができる

要員の仕事を理解し行動に移すことができる（9階）

障害物の名称、扱い方を習得し、説明できる

アジリティ演習Ⅰ 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）
多種多様なアジリティーハンドリングを習得し、実践できる。
障害物の設置方法を学び、コースデザインができるようになる。
※実務経験：株式会社梅香荘警察犬家庭犬学校で１５年４か月勤務。その後、ドッグスクールワンを設立。
ジャパンケネルクラブ公認訓練士、日本警察犬協会公認訓練士として活躍している。

アジリティーの成り立ち、障害物の名称から扱い方、犬への教え方などを習得・実践できる。

授業計画・内容

アジリティーの概要を知り、そのトレーニングにより幅広い生活を説明できる（9階）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 中根　知子



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）
生物学的な犬の能力・特性、犬を取り巻く問題点など、様々な角度から分析し、説明ができる。

※実務経験：株式会社あわしまマリンパーク５年勤務。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

コンパニオンドッグ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 鯉江　千晶

・参考書　・JKC犬種標準書（ジャパンケネルクラブ）　・コンパニオンアニマルの新・健康管理学（株式会社インターズー）

犬の進化と歴史、その過程と役割、時代背景を踏まえ、現代社会におけるペット（イエイヌ）としての役割を知り、説明できる

犬種総覧、犬種の用途、ルーツとグループ分けが出来、犬種名と犬種そのものを説明できる

グループに分かれ、現在の人気犬種を考察し、説明できる

人気犬種の発表を行い、日本のペット社会の背景を知り、説明できる

ヒトとイヌの関係学、イヌの行動発達ステージ、発達過程を理解し、説明できる

ヒトとイヌの関係学、ヒトとイヌの家族心理、イヌと同居している協調行動を理解し、説明できる

受講生への
メッセージ

犬の奥深くまで、熟知してください。
それが、犬を理解する第一歩です。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％） 以上の割合で前期評価とします。

試験

試験返却、解説をする

準備学習
時間外学習

飼っている犬や、街にいる他の犬達に目を向け、その犬がどのグループに属しているのか、またその犬
種の用途やルーツなどを積極的に調べて、より犬への興味をもつこと。

評価方法

犬の歴史、犬体、習性から飼育管理方法に至るまで幅広く学び説明ができる。
JKCによるグループ別分類や各種スタンダードについても詳しく学び、説明できるようになる。

行動と学習、イヌの学習能力を理解し、学習手段を考え、影響する行動が説明できる

犬種総覧、犬種グループによる基本となる性格を理解し、説明できる

犬種総覧、犬種グループによる基本となる性格を理解し、説明できる

犬種総覧、犬種の用途、ルーツとグループ分けが出来、犬種名と犬種そのものを説明できる

ヒトとイヌの関係学、入手方法、犬を選ぶ基礎知識を学び、説明できる

行動特性、それぞれの行動の意味と目的を理解し、異常行動の鑑別ができる

行動と学習、イヌの学習行動、従順性と依存性を理解し、説明できる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】
犬の本能・考え方・行動による意味を理解し、犬のしつけ・コントロールができ、飼い主に適切なアドバイスができる。

※実務経験：株式会社あわしまマリンパーク５年勤務。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 鯉江　千晶

犬の行動学基礎となるオオカミの行動を理解し、説明できる

犬の行動学 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

犬の行動や、集団形成の意義、順位となわばりなど、犬の行動の基本概念を学び、説明できる。

授業計画・内容

海外における人と犬との関わり方について学び、説明できる

人と犬との関わり方、行動学４つの柱を理解し、説明できる

犬の改良目的を理解し、説明できる

犬の社会化期の時期と特徴、重要性を理解し、説明できる

ボディランゲージを理解し、犬の心理を習得し、実践できる

ボディランゲージを理解し、犬の心理を習得し、実践できる

犬の生得的行動・個体維持行動について理解し、実践できる

犬の生得的行動・個体維持行動について理解し、実践できる

リード、配布プリント

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％） 以上の割合で後期評価とします。

受講生への
メッセージ

犬と接する際にはまず犬の心や行動学を学び身に付けてください。その上で犬と接すると新たな発見が
あります。

異常行動の識別を理解し、実践できる

異常行動の識別を理解し、実践できる

問題行動の種類や習性を理解し、説明できる

試験

試験返却、解説をする

準備学習
時間外学習 犬の行動学について学び、実践を兼ねて授業の復習をしてください。

犬種による行動特性に伴う適性飼育について理解し、説明できる



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】

※実務経験：東海警察犬訓練所で６年勤務し、現在は『かりゆしドッグスクール』を設立。
ＪＫＣ公認訓練士、日本警察犬協会公認訓練士として活躍している。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

リード

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 比嘉　謙造

開講区分

犬に学ばせる（教える、経験させる）プラン、プロセスについて理解し、説明できる

服従訓練の犬への教え方（引っ張らせない、座る）を習得し、実践できる

服従訓練の犬への教え方（伏せる、立たせる）を習得し、実践できる

服従訓練の犬への教え方（待つ、呼んだら来る）を習得し、実践できる

前期

あらゆる訓練士を目指していけるよう訓練士の職業観について学び、必要な基礎トレーニングを、実際に犬を用いた
実習を通して訓練技術を習得、実践できる。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

自己紹介・授業の内容について理解し、授業への関心を構築することが出来る

ドッグトレーニング演習Ⅰ 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

試験

試験返却、解説をする

準備学習
時間外学習

犬は毎日のトレーニングの反復で学習し習慣化します。授業外でのトレーニングをしっかり継続して行っ
てください。

評価方法

受講生への
メッセージ

動物を取り扱う職業に就く者として、犬の行動や管理の仕方を学ぶ授業です。グループごとにトレーニン
グの方法を考え、実際に犬を用いてトレーニングを実践することで犬の行動の変化、他人の発想や方法
を同時に取り入れ、協力して授業を進めていきます。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（20％）
５．授業態度と参加度（0％）　以上の割合で前期評価とします。

服従訓練の復習（実際に校外に出てみて必要性と犬の現状を確認する）

ドッグトレーナーの役割や責務について理解し、説明できる

道具の種類、正しい使い方の説明ができ、実際に使用して実践できる

ドッグトレーナーとして必要とされる正しい道具の理解、犬の管理や取り扱いを習得し実践できる。
一年を通して犬に伝え、犬が学び理解し、成長して行くプロセスを体感し、犬に教えるスキルを習得し、説明できる。

犬のしつけ（家庭内での行儀など）について理解し、実践できる

家庭犬の訓練について（それぞれの理想の家庭犬についてディスカッションを行う）、説明できる

作業犬、使役犬、ドッグスポーツ犬の訓練について理解し、説明できる

プロとして犬の正しい状態管理、施設管理について理解し、説明できる

犬の良い行動、悪い行動、トレーニングに直結する『欲』について理解し、説明できる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

誤飲・散歩中のトラブル・接し方・投薬などの注意点について学び、説明できる

散歩の必要性・マナー・回数・時間・開始時期について学び、説明できる

犬の食事・犬のしつけ・犬とのコミュニケーションをとる方法、犬と人とが楽しめる関係の築き方、トレーニング方法の
基礎を習得し、説明できる。
※実務経験：小牧警察犬訓練所に４年２か月勤務。その後、Happy　Ｆｌａｔを設立。
ジャパンケネルクラブ公認訓練士、岐阜県動物愛護推進員として活躍している。

犬の飼育者としての心構えについて学び、説明できる

首輪・ハーネス・リード・ケージ・エサ皿・おもちゃなどの種類やメリットについて学び、説明できる

犬に与えるフード・水・おやつなどの必要性、時間や回数について学び、説明できる

自己紹介・授業の内容について理解し、授業への関心を構築することが出来る

試験

振り返り

準備学習
時間外学習

飼っている犬の態度や行動、街にいる他の犬達を観察し、他の飼い主との犬とのコミュニケーションにつ
いて考える。

犬と他の犬との関係性について学び、説明できる

犬を”見る”とはどういうことか理解し、説明できる

犬のストレス耐性について学び、説明できる

授業計画・内容

犬の飼い方の基礎となる飼養管理方法、犬と人が共存するための必要なコミュニケーション方法、トレーニング方法
の基礎を身につけ、説明できるようになる。

犬のしつけの必要性・重要性について学び、説明できる

人間と犬とのコミュニケーションの取り方について学び、説明できる

人間と犬とのコミュニケーションの取り方について学び、説明できる

犬のストレス耐性の習得について学び、説明できる

受講生への
メッセージ

犬を飼う為に必要な道具や使い方、人と犬が一緒に生活するために必要なことを学んでいきましょう。
犬のプロになるために頑張ってください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（40％）   以上の割合で前期評価とします。

評価方法

教材：犬と猫との暮らしの教科書
配布資料

前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 髙津　幸平

犬の飼養管理Ⅰ 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

開講区分



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】
犬のどの業界でも通用する、幅広い知識を習得し、説明できるようになる。
犬の生活向上のためにはトレーニングは必須。新しいトレーニングに対する考え方を、飼い主に説明が出来る。
人間社会での犬のストレス軽減の方法を習得し、飼い主へ説明できる。
※実務経験：愛知豊橋警察犬訓練所５年勤務。JKC公認訓練士、日本警察犬協会公認訓練士の資格を持っている。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

犬の生活向上に役立つ情報、トレーニングを中心に幅広く学べるよう新しい方法を取り入れて実践に活
かせる知識を学んでもらいます。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（10％）
４．課題成果（10％）
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

前期筆記試験

筆記試験　返却と回答合わせ

準備学習
時間外学習

雑誌ではない、犬の本を読み、犬に関する知識（犬種別習性や犬の部位など）を学んでおく

評価方法

エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

しつけ方法の１つである陽性強化を中心に、犬に関わる知識を基礎的に学び、JKCによる犬のグループ分けから、訓
練競技の概要を幅広く身に付け習得し、説明できる。

前期振り返りと筆記試験に向けての解説

家庭犬訓練について学び、JKC訓練試験について説明できる

警察犬について学び、説明できる

警察犬訓練試験について学び、説明できる

警察犬訓練のDVDを見て、訓練のポイントをまとめ、説明することができる

犬界の専門用語について学び、説明できる

血統書・PD・JKC・JSVについて学び、説明できる

犬の繫殖について学び、説明できる

仔犬の成長について学び、説明できる

ドッグショー。訓練試験の目的について学び、説明できる

犬のためのトレーニング【陽性強化】を学び、説明できる

犬の行動と心理を学び、説明できる

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

配布プリント、ノート、犬と猫との暮らしの教科書

開講区分 前期

自己紹介を通して、講師と学生の信頼関係を構築することが出来る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 垣見　茂美

ドッグトレーニング理論 授業
形態

講義



 

 

 

 

２０２２年度 前期 

シラバス 
（ドルフィントレーナー専攻） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
・プロジェクター・ホワイトボードを使用。必要に応じてプリント配布。
・参考書：アニマルヒストリー(JESC)

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 エコロジー概論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西田　美紀

アニマルヒストリー 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

動物に関わる職業に就く者として必要となる、基礎知識を学ぶ授業です。
動物に関わる職業者の常識として頭に定着させるため、授業中の取り組みだけでなく、復習にも徹底して
取り組んでほしいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

生命の誕生・動物の進化の歴史について説明できる

コンパニオン・アニマル、ペットビジネス、環境を守る為の野生動物の観察・観光について説明できる

オリエンテーション　授業の目的・目標・進め方について理解する　

準備学習
時間外学習

授業の内容への理解度を図るためのレポートを数回実施します。

生物の基礎知識、動物・ペットの歴史・ビジネス・産業・愛護に関する概要を理解し、本授業終了後には各々の説明が
できるようになる。
※ 人間環境大学環境科学科助教を経て2020年度より現職、同大学講師。
大学院博士課程より野生イルカの生態研究を実施。現職では大学にて水生生物に関する講義を担当。

・動物の進化的な歴史について説明できる。
・動物と人間との関係、およびその歴史について説明できる。

狩猟動物、家畜動物、愛玩動物、飼育動物、それぞれの特徴とその歴史について説明できる

さまざまな動物セラピーの種類・方法、セラピーに関わる動物について説明できる

作業犬や補助犬の種類と特長を理解し、社会的な存在意義について説明できる

畜産業における動物と食糧、競走馬文化や動物愛護問題について、その現状を理解する

試験の返却と解説

授業計画・内容



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

動物飼育に携わる者として、環境に関する知識や問題意識を持つことは勿論、環境に関かかわる倫理観「環境倫理」
を養い、環境に関る諸問題について「環境倫理」を軸に考え意見が述べられるようになる。また、環境の諸課題に主体
的に関わる姿勢を持てるようになる。

環境教育の基礎とSDGsの解説。環境教育の目的や、環境倫理を身に付けることの必要性を説明できる。また、SDGsについて簡
単に説明できる。

社会活動と環境。社会活動と環境とのつながりを認識し、環境に配慮した行動が求められていることを説明できる。

情報と環境。情報に関するリテラシーを養い、批評的、論理的に物事を捉え判断することの大切さを認識している。

消費と環境。消費行動に伴う環境負荷を理解し、消費者にエシカル（倫理的）な判断が求められる理由について説明できる。

授業のまとめ。環境に関わる諸問題に対して主体的に考え、意見を述べることができる。

１．定期試験（％）、２．小テスト（％）、３．レポート（5％）授業レポートの作成。
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（95％）出席率60％、授業態度20％、グループ討議等で
の他者との協調性を含めた取り組み姿勢10％。授業準備（授業内質疑応答へ
の参加）5％。

環境問題と各々の繋がりの解説。身近な環境問題を説明できる。また、生態系を守ることの重要性を説明できる。

生き物と環境。生き物と社会との関わりを踏まえ、正しい知識をもって生き物や自然と向き合うことの大切さを説明できる。

授業オリエンテーション。環境問題と各々の繋がりの解説。ワークショップルール及び参加型学習について説明できる。

準備学習
時間外学習

予習：環境について、新聞等により情報を集め意見を持つ練習を行う。登下校時に周囲の環境に注意する。復習、
授業内で体験したアクティビティーを簡単に記録し、活動中に起こったこと、考えたことをノートに書き留める。そのう
えで、どうすればよりよく（取り組みの進展、結果など）できたか自分視点で考える。また、配布されたコピーを読み、
内容を要約するとともに思ったこと考えたことなどを含め意見をノートに書き留める。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 エコロジー概論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 後藤　清史

環境問題等を題材にしたアクテビティの体験を軸に環境人材（環境を軸に社会に参加できる人）の育成を目的に、他者と積極的
に関わり、相互に意見を述べあうワークショップ形式の授業が展開される。また、時事的内容にも触れ、環境への意識を高める。
各自が環境や社会への意識を持ち、主体的に授業に参加する。
※大阪府立大学非常勤講師。野たまご環境教育研究所代表。体験を学びにする環境教育コーディネーターとして活動。

【使用教科書・教材・参考書】
テキストは特にありません。授業内でコピー等を配布します。
他の教科とは別に記録用のスケッチブックやノート（B５判程度）を持参すること。

開講区分 前期
次世代のための環境教育 授業

形態
講義

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

環境に関する課題を解決するには環境問題に各自が取り組むだけでなく、意見を明確にし他者と協力して取り組む能力が求められます。動物飼育に携わる者を私は教育者ととらえています。そのため、生態系や環境へのリスクである環境問題だけでなく、SDGsや社会問題等についても時事的内容を踏まえ環境教育として解説を行います。自身を取り巻く環境を意識し、楽しみながら学んでください。なお、時事問題などを適時織り交ぜて授業を展開しますので、新聞等を読むとともに世界各地の社会状況や地理に興味を持つようにしてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
魚類と哺乳類を除く、海洋生物の分類と各門の特徴を学び、生物の体の観察は生体を用いて外部の観察を行い、
さらに解剖を行い消化器系・循環器系・生殖器系の観察を行う。　水生生物の生活史を学習し、幼生の形態・名称と、
その生活の方法から、水生生物に対する理解を深め、伝えることができる。
*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】
水生生物の分類で動物門の名称とそこに属する生物名・特徴がわかる。刺胞動物・軟体動物・節足動物・棘皮動物
の体の名称を答えることができ、その生物の生活史と幼生の名称を答えることができる。
生物の体を観察し、その特徴を図で表すことができる。また、解剖を行い各器官の観察ができる。
生物顕微鏡・実体顕微鏡を使うことができ、観察と写真撮影を行うことができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

授業
形態

ミズクラゲの生活史・変態と幼生の名称を学び、説明することができる。

軟体動物門の特徴と網について説明できる。

二枚貝綱の生活を学び、説明することができる。

名古屋港水族館実習を行い、生活史・飼育方法を観察する。

分類階級を学習する。海綿動物門の特徴を説明できる。

海綿動物の食物、浮遊有機質粒を説明できる。

１年間の授業の進め方。　分類、界・門の名称とそこに属する生物名を学び、説明することができる。

刺胞動物門の特徴と分類、イソギンチャクの体の名称と生活を学び、説明することができる。

共生とはなにか、相利・片利共生を説明できる。

イソギンチャクの観察（触手を切断し顕微鏡観察）褐虫藻を観察、写真撮影ができる

名古屋港水族館の生物【イソギンチャク・サンゴ・クラゲ・二枚貝】について学び、説明することができる。

二枚貝の観察と解剖を行い、組織・細胞の観察と写真撮影を行うことができる。

前期のまとめ・試験範囲の説明

前期試験

ふりかえり・試験答え合わせ

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

基礎獣医学

授業計画・内容

水生生物Ⅰ

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

白井　芳弘

前期

必修

演習

年次 1 担当教員

開講区分

授業科目
必修
選択

【使用教科書・教材・参考書】
社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第1.3集

実習に際して、事前にノートの見返しが必要。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

海洋生物の体の造りを知り実際の生体を観察・解剖することは、その生物を知る上で大切です。　また顕
微鏡を用いる技術の習得も必要とされる技術です。　この科目は水族館の飼育係を目指すすべての学生
に必要な知識と技術の習得のための授業です。

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

・人と動物が関わるための基礎知識を理解し、説明できる。
・人と動物との間に生じる諸問題について理解し、人と動物の適切な関係について説明できる。

動物の医療や健康管理に関わる専門用語を用いて、治療の仕組みを説明できる

飼料の役割や効率について説明できる、遺伝の仕組みを理解し繁殖上の注意点について説明できる

生物を取り巻く外来種、絶滅危惧種や地球環境の問題を理解し、適切な保全とは何かを説明できる

試験

試験の返却と解説

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

動物に関わる職業に就く者として必要となる、基礎知識を学ぶ授業です。
就職してからも使える知識として頭に定着させるため、授業中の取り組みだけでなく、復習にも徹底して取
り組んでほしいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度 （％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

人と動物が関わる際の公衆衛生上の注意点、主な人獣共通感染症について説明できる

動物のさまざまな器官と分泌、さらに代謝や運動器官について、それらの機能・仕組みを説明できる

生物の進化や多様性、および生態系について理解するとともに、動物の体に関する基礎を学ぶ

準備学習
時間外学習

授業の内容への理解度を図るためのレポートを数回実施します。

生物の進化や多様性、公衆衛生、飼育現場、環境保全といった動物を取り巻く事柄に関しての基礎的知識を学び、本
授業終了後には各々の説明ができるようになる。
※ 人間環境大学環境科学科助教を経て2020年度より現職、同大学講師。
大学院博士課程より野生イルカの生態研究を実施。現職では大学にて水生生物に関する講義を担当。

【使用教科書・教材・参考書】
・プロジェクター・ホワイトボードを使用。必要に応じてプリント配布。
・参考書：基礎生物(JESC)

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 西田　美紀

アニマルベーシック(基礎生物) 授業
形態

講義



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

○Word：基本操作を覚えることで、簡単なビジネス文書作成ができる。
○Excel：基本操作や基本関数を覚えることで、計算式の入った表やグラフを作成できる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Excel6　これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる。

Word2　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

Word4　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Word5　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Wordで図形や画像の入った文書を作成することができる（中間試験）

Excel1　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel2　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel3　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel4　グラフの作成をすることができる。

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

前期は、Word、Excelの基本的な操作方法を中心に授業を進めます。「パソコンは嫌い」という人の大半は
過去の「できない」経験をそのまま引きずっていることが多いです。しかし、パソコンは便利な道具です。そ
の便利さをこの授業を通して少しでも理解してもらいたいと思っています。既に基本操作は知っている人は
復習すると考えてもらえればと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（50％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

Word1　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

Word3　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

ITガイダンス　メールアドレスの設定が完了し、ITリテラシーのテストに合格できる

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○Excel　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

Excelで表とグラフを作成することができる（期末試験）

Excelで習得した内容を作成することができる。PowerPoint　プレゼンのストーリーを作れるようになる。

Wordの基本操作を覚え、ビジネス文書の作成ができる。また、Excelの基本操作を覚え、基本の関数を使った表の作
成やグラフの作成ができる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。

【使用教科書・教材・参考書】
○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

開講区分 前期

Excel5　グラフの作成をすることができ、表とグラフを印刷することができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ＩＴ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員
熊崎　悦子

浅井　麻衣子

コンピュータ演習Ⅰ 授業
形態

演習



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

開講区分

【使用教科書・教材・参考書】
特にありません。必要に応じてプリント資料を配布します。

前期

この授業の概要を説明、授業の意味を理解する、自己紹介を行いクラスメイトを知る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 北浦　惇貴

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

夏休みをどのように過ごしたか確認、今後必要な事柄を各自、理解する

今後のスケジュールを確認、計画を立てて進めていく事の大切さを理解する

校外実習のガイダンス実施、実習の目的を理解し、目標を各自立てる事ができる

今後のスケジュールを確認、理解する

校外実習後に作成するレポートの書き方を説明、レポートを作成する意味、目的を理解する①

校外実習後に作成するレポートの書き方を説明、レポートを作成する意味、目的を理解する②

校外実習のガイダンスを実施。実習の目的を理解する

今後のスケジュールを確認、理解する

夏休みに向けて各自スケジュールを立て、意味、目的を理解する

検定試験（コミュニケーションスキルアップ）実施

前期授業アンケート実施　今後に向けて履歴書の書き方　履歴書の書くポイントを理解する①

今後のスケジュールを確認する　履歴書の書き方　書くポイントを理解する②

担任とクラスメイトのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことができる。

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

校外実習のガイダンスを実施、実習の目的を理解する

前期の振り返り、後期のスケジュールを確認、後期に向けて各自目標設定　目標を立てる意味を理解する

準備学習
時間外学習

校外実習へ行く際は訪問・見学をする施設を事前に調べて下さい。その際、必ず目標を立てて校外実習に
臨んで下さい。

評価方法

受講生への
メッセージ

今までと授業の流れや受け方、学校生活全般が違うと思いますが、人の話はしっかり聞く、メモを取る、時
間を守るなど、当たり前の事が出来るように心がけて下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（50％）
４．課題成果（50％）
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

＊クラスメイト一人一人とコミュニケーションをとる（会話する）。
＊自分を客観視し、自分の長所を３つ以上言える様になる。
＊クラスメイト全員に自分の事を３分間プレゼンテーションする。

目標設定結果／短期目標設定の結果を見つめる、「成功と失敗」について考える

プレゼンテーション①／最近の自分の出来事を皆にプレゼンテーションする

「２０の私」／自分のコトを客観視して書き、考えてみる

ブラインドウォーク（信頼歩行）を体験する

ペーシング（息を合わせる）・触合いゲーム／体験し普段の自分の行動を客観視する

「ジョハリの心の４つの窓」／「ジョハリの心の４つの窓」を理解して自分の特徴を考え感じてみる

情熱伝達ゲーム（メラビアンの法則）／体験し、普段の自分の行動をメラビアンの法則と共に理解する

「１００人の恩人」／今までどんな人達に出会ったか実際に思い出す

プレゼンテーション②／最近の自分の出来事を皆にプレゼンテーションする

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

人の話を聴き、そのままの自分を表現して、みんなで楽しく高め合えればと思っています。
よろしくお願いします。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(10％)
５．授業態度と参加度(90％)   以上の割合で前期評価とします。

他者紹介・「初心」/関わり、その人に代わってその人を皆に紹介する、今の想いを文章にし整理する

「とらえ方」（ビリーフシステム）について知り、活用する

オリエンテーション／ワーク①初対面のクラスメイトと１対１で会話しコミュニケーションをとる

準備学習
時間外学習

日々の出来事と共に、自分自身の感情を見つめる。

前期試験

まとめ

◇「自己承認」（自分をみつめる、認める、好きになる）。「他者承認」（他人をみつめ、認め、協力する）。
そして、自分らしさを表現する。［ワークショップ形式］
＊１９９４年～「自分らしさ（元気）」をテーマに、心理カウンセリング、各種セラピー、ボディワークなどを学生、一般の方
に実施。　あん摩指圧マッサージ師・心理カウンセラー・ボディワーカー

【使用教科書・教材・参考書】
特になし。必要に応じて資料プリントを配布します。筆記用具はご持参下さい。

開講区分 前期

心理テスト・目標設定／心理テストを通して自己を見つめる、短期間の目標設定をする

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 里　昭範

プレゼンテーション 授業
形態

演習



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 渋谷　睦美

ドルフィントレーナーに必要な水族館と鯨類全般についての基礎知識を学び、実践に向けた準備を行う。
※実務者経験：1996年4月～2001年10月まであわしまマリンパークに所属する。主業務は、飼育、ショーやプログラム
などのエデュケイト企画開発・実施、スタッフ教育を行っていた。2003年～専門学校において、講師を行い、現在に至
る。

【使用教科書・教材・参考書】
社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第１・２・３集

開講区分 前期

餌料の選定基準についての知識を修得する

ドルフィントレーニングⅠ 授業
形態

講義

・水族館の役割が説明できる。・生物の収集・輸送について説明ができる。
・生物の収集・輸送について説明ができる。
・施設～水槽～について比較し、違いについて説明ができる。
・餌料の選択基準から取り扱う上での注意点について説明ができる。

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

鯨類の種類ごとや飼育環境よって、飼育方法は様々ですが、今後応用していく基準となる知識を身につけ
ていきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(20％)   以上の割合で前期評価とします。

日本の水族館の調査・分析する

水族館の定義、日本動物園水族館協会について修得する

オリエンテーション　授業目標と授業内容を理解する

調査・分析結果についての個別発表・情報共有・水族館の可能性について討議する

水族館の社会的役割を把握、調査結果との関係づけと類別する

鯨類の収集方法について修得する

鯨類の収集方法の現状把握・今後の収集方法の討議する

鯨類の輸送方法についての知識を修得する

鯨類飼育のために必要な施設を理解する

陸上プールでの鯨類飼育について理解する

海面利用プールでの鯨類飼育について理解する

準備学習
時間外学習

校外研修では授業で学んだことを確認してより深い知識としてください。

前期授業内容の理解度を筆記試験で確認する

筆記試験結果をもとに重要な点を再確認する

餌料としての冷凍魚の活用についての知識を修得する



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
教科書のない科目であるが、主に以下の参考資料を元に講義を行います。必要に応じてプリントを配布します。
参考資料：イルカ・クジラ学―イルカとクジラの謎に挑む(東海大出版)、鯨類学 (東海大学自然科学叢書) 、海の哺乳
類―FAO種同定ガイド （NTT出版）、【洋書】Encyclopedia of Marine Mammals, Second Edition、Marine Mammal
Biology: An Evolutionary Approach

開講区分 前期

鯨類の生物学（8）水族館にて各種の外形や骨格、行動観察を行い経験を通して知識を定着させる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 吉田　弥生

海洋哺乳類Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

本科目は水族館飼育やウォッチングガイドにおいて最低限必要とされる、海の哺乳類における生物生態
の基礎知識を取り扱います。技術を教える講義内容ではありませんが、知識は技術を支えるものであり知
識なしには仕事はできません。知識の定着を目指す講義ですが実際の生体観察を通す事で知的経験を
身につけ実務へと繫げます。前期は後期における必須項目です。欠席のないようにしてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

海洋哺乳類学概論(1)海洋哺乳類の定義と特徴および関係する動物群について理解する

鯨類の生物学(1)概論　鯨類の分類について、特にハクジラ亜目各種の外部特徴について理解する

講師自己紹介、講義の内容と成績評価について、入学時点での生物知識レベルのチェックテストを実施

準備学習
時間外学習

本科目内容を充分に理解する為には、前提として高等学校における「生物基礎」の知識は最低限必要とし
ます。高等学校にて「生物基礎」を学習していない場合は、自習を推奨します。講義後、ノートによる復習
だけでなく、各種の参考書籍にて関連項目を熟読することで、知識の定着を促進させること。

期末試験　ペーパーテストにより前期に習得した知識の確認を行う

期末試験返却　個別に返却し、解答例の説明を行ったあと講評を行い、今後の課題について提言

ドルフィントレーナー、ウォッチングガイドおよび水族館飼育技術者において海洋哺乳類についての基礎生物学は必要
不可欠な知識である。また海に棲息する生物にとって海洋環境との関係は飼育上重要な知識となる。従って本科目で
は特に鯨類の基礎生物学と棲息する海洋環境との関係及びそれらと他の人間活動との関係についての基本的知識
を習得する。＊イルカの音声ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝについて研究、現在は東海大学海洋学部にて特任助教として勤務。

海洋哺乳類について、基本的な種判別および一般概論が説明できる。
特に鯨類の基礎生態の一部として、繁殖、摂餌、社会構造がヒゲクジラとハクジラでどのように異なっているかを理解
し、説明ができる。

鯨類の生物学（8）水族館にて各種の外形や骨格、行動観察を行い経験を通して知識を定着させる

海洋哺乳類学概論(2)海洋哺乳類に含まれる動物群の分類学的位置づけについて理解する

鯨類の生物学（2）内部形態 鯨類のからだの内臓諸器官について、その位置、名称、機能を理解する

鰭脚類と海牛類の生物学　鯨類以外の海洋哺乳類について、分類と特徴、見分け方を理解する

鯨類の生物学（3）回遊と移動 ヒゲクジラ類の回遊やとハクジラ類の移動パターンの違いを理解する

鯨類の生物学（4）繁殖生態　鯨類の繁殖生態、繁殖時の行動的特徴について理解する

鯨類の生物学（5）繁殖生理　鯨類の繁殖生態について飼育技術者として必要となる繁殖生理の仕組み

鯨類の生物学（6）鯨類の社会構造の特徴について 特にヒゲクジラの群れや社会について理解する

鯨類の生物学（7）鯨類の社会構造の特徴について 特にハクジラの群れや社会について理解する

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

条件反応の種類、レスポンデント条件付けの消去、レスポンデント条件付けと適応について理解する

トレーナーと動物の絆とは何か、動物との絆はいかにして形成されるのかを理解する

トレーナーの責任・義務と安全管理、動物との様々なセッションを理解する（H.E.L.P.R.S.)

刺激(S)と反応・行動(R）「知覚（刺激）－反応・行動」と認知、記憶、情動について理解する

①反射と反応　無条件刺激と無条件反応、条件刺激について理解する

②反射と反応　無条件刺激と無条件反応、条件刺激について理解する

授業計画・内容

【到達目標】
①動物にトレーニングをしなければいけない5つの主要な理由を正しい優先順位で説明できる。② 動物との絆はトレー
ニングのみでは形成されないことを理解する。③ 動物に対する望ましい態度・接し方および安全管理上の注意点につ
いて考えられるようになる。④レスポンデント条件付けのメカニズムを説明できる。⑤条件刺激としてのブリッジの機能
を説明できる。⑤動物のことを動物優先に、動物の福祉を意識して考え始めるようになる。

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

国際的なトレーナーになる大切さを理解する（IMATA、ALLIANCE、ABMA）

②なぜ飼育動物にトレーニングをするのか理解する(行動マネージメント、リサーチ、教育など)

オリエンテーション：授業の進め方・受け方などの説明、学生の進路希望についてヒアリングをおこなう

準備学習
時間外学習

毎回の授業中に取ったノートに加えて、授業で学んだことについてさらに自分で調べ、それらを「自分のこ
とば表現」でまとめた整理ノートを作成する。

前期試験

前期試験の解答解説

予防医療・繁殖・行動的マネージメントとトレーニング、トレーナーと飼育動物の絆とは何か、いかにして形成されるか、
H.E.L.P.L.S.、トレーニングにおける安全管理、外的刺激と内的刺激、知覚と情動・欲求、行動と記憶、知覚と認知、認
知と行動、レスポンデント条件付け、条件刺激のブリッジ機能などを学ぶ。＊ハワイ大学大学院卒。トレーナーの指
導、トレーニングや健康管理・治療等に携わる。国際的に最も権威があるIMATAのシニアメンバーである。

学習と行動の変容、行動によって起きる3種類の結果について理解する

①なぜ飼育動物にトレーニングをするのか理解する(医療ケアと繁殖)

水族館・動物園におけるエンターティメントの重要性を理解する（SeaWorldの「Believe」）

受講生への
メッセージ

授業とは学生諸君に何を学ぶべきかを伝えるための時間でしかない。したがって授業で紹介されたことに
ついて自分で「調べ」、「考え」、「理解し・まとめる」のが勉強するということなのである。つまり教えてもらう
のではなく、自分で学ぶものなのである。だから授業以外の時間を出来る限り、プロになるために必要なこ
とを学習するために費やさなければならない。これを自覚し学生生活を送ってもらいたい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)　以上の割合で前期評価とします。

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

開講区分 前期

ブリッジ　条件刺激としてのブリッジとその機能について理解する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 山本　聡

動物行動学Ⅰ 授業
形態

講義



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
水槽で生物を飼育する仕組みを学習し、実際に飼育管理ができる技術を習得し、活用できる。
名古屋港水族館実習を通して、魚類の種名を学習し、展示を見学・観察から、水族館の展示手法を学ぶとともに、
水族館の役割を展示の中から読み取り、説明できる。
*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

水族館研究

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

１年間の授業の進め方・水族館の活動を学び、説明できる。

水族館の役割４つを具体的に説明できる。

魚類の体の名称、測定方法を学び、説明できる。

魚類の内部構造と名称について学び、説明することができる。

マアジの観察と解剖を行い、正常な臓器の状態を観察し、説明することができる。

マアジの観察と解剖を行い、正常な臓器の状態を観察し、説明することができる。

アクア室の魚、分類と魚種名を学び、説明できる。

魚類の飼育方法（バクテリアの働き）について学び、説明することができる。

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 1 担当教員

開講区分

魚の状態を観察し、観察のポイントを理解し、説明できる。

魚類の分類を学び、説明できる。

名古屋港水族館に行き、水族館の展示手法を学ぶとともに水族館の役割を展示の中から読み取れる。

【使用教科書・教材・参考書】
社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第1.3.4集

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

飼育飼養管理 白井　芳弘

前期

実際に魚に触れ、解剖することは、座学では得ることができない情報が満載です。自分の力をつけるため
に必要な授業です。

解剖実習の前には、ノートを見返し、臓器の配置・名称を覚えておく。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

マアジの体の名称を言える。解剖して臓器の名称と配置がわかる。水槽飼育におけるバクテリアの役割を理解でき
る。水槽展示において、レイアウト・飼育生物・解説版の内容を理解できる。

授業計画・内容

前期のまとめ・試験範囲の説明

前期試験

ふりかえり・試験答え合わせ

名古屋港水族館の魚類を学び、説明できる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

・飼育員、トレーナーという職業がどういう仕事か説明することができる。
・現場演習やクラス発表を通じて自ら展示計画を立てることができる。

展示方法・種類を自ら選び、実際に展示計画を立てることが出来る

展示生物となる水生生物の実際の生息域、行動を観察する

自ら作った展示計画について発表し、どう生き物を見せたいか伝えることができる

JAZA１０年ビジョン、ＪＡＣＲＥ、業界の情報交換について理解し、説明することができる

飼育員の仕事である、健康管理・観察を知り、飼育管理について説明することができる

水族館における展示の定義、展示の心掛け、その歴史について学び、展示における考え方を説明できる

展示計画と実施について学び、展示構想、動線の計画の練り方を理解し、説明できる

展示方法と種類を学び、展示によってどうやって生物を見せてお客様へ伝えるか考えることができる

１．定期試験（90％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（10％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

水族館の目的と意義を学び、水族館の役割４つ、ＪＡＺＡについて説明することができる

飼育員仕事の一日の流れを知り、掃除の重要性について説明することができる

授業の目的・目標について理解し、時間管理・考える事の重要性を学び、説明できる

準備学習
時間外学習

この授業を受けるにあたり、日本動物園水族館協会のホームページ、同協会が発行している

前期試験：水族館の役割、展示、飼育員の仕事について理解度を確認する

和歌山県の水族館を例にして、役割・展示・飼育員の仕事の説明を実践することができる

水族館における配慮について学び、説明することができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 三好　咲衣

・水族館の役割、組織形態について学び、飼育員という人材がどのような考えを持つべきか理解し、実践できる。
・水族館で飼育されている生物の展示方法について学び、展示計画、飼育管理ができるようになる。
　＊2005年～2007年　京急油壷マリンパークで飼育部に所属。
　　　海獣飼育員として勤務し、イルカ・アシカショーや給餌解説などを担当。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：社団法人　日本動物園水族館協会発行　　新飼育ハンドブック　水族館編　第３集・第４集

開講区分 前期

自ら作った展示計画について発表し、どう生き物を見せたいか伝えることができる

トレーナー演習 授業
形態

演習

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

将来の就職先でもある水族館やそこで働く飼育員、トレーナーの仕事とは何かを理解していくために
役割や仕事内容、考え方を身に付ける授業になります。
体調管理に気を付けて、主体的に取り組むようにしてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（20％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度（20％）   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

今後、就職をするにあたってライセンス取得は必須な為、資格取得をしてもらう。
ダイビングを通して人と自然とのコミュニケーション能力や身体能力、精神力を高めて頂きます。

評価方法

２章知識の復習の答え合わせ。２章小テスト。器材セッティング。

開講区分 前期

準備学習
時間外学習

各知識の復習は授業日までに自宅学習を済ませてくること。
ファイナルエグザムは７５％以上の合格が必須の為、授業後は復習を必ず行う事。
セッティング練習、プレダイブセーフティチェックは必ず頭に入れておくこと。

４章知識の復習の答え合わせ。４章小テスト。器材セッティング。

５章知識の復習の答え合わせ。レクレーショナルダイブプラナーの練習。器材セッティング。

レクレーショナルダイブプラナー小テスト。マニュアル本テスト。器材セッティング

テスト直し。器材セッティング。海洋実習に向けての説明。

①限定水域+海洋実習。

②海洋実習。スキルの実施。

③海洋実習。自立したダイバーへの講習。

④海洋実習。体力づくり。海洋実習の記録を取る。

①海洋実習振り返り。

ダイビング各種ライセンスの内容復習を通して自分の実力を確認することができる。

ダイビングを通して自信が付いたことを明確に発表することが出来る。

ダイビングの一番最初のライセンスである、オープンウォーターダイバーの資格を全員取得し、実務に活用できる。
*1983年から、ダイビングショップの経営、講習及び器材の販売、ツアーの開催等ダイビングに関わる業務を幅広く行っ
ている。

ダイビングを通して、自然の大切さや人とのコミュニケーションを取る事の大切さがわかるようになる。
クラス実習として人としての「当たり前の行動」を実践する。

授業計画・内容

授業オリエンテーション（申請書記入）、マニュアルの説明。予習箇所の説明。

１章知識の復習の答え合わせ。１章小テスト。器材セッティング。

【使用教科書・教材・参考書】
マニュアル：PADI　OWマニュアル、ログブック、レクレーショナルダイブプラナー、図鑑：日本の海水魚

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ウォーターエクササイズⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 ノリス

３章知識の復習の答え合わせ。３章小テスト。器材セッティング。

ダイビング演習 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



 

 

 

 

２０２２年度 前期 

シラバス 
（水族館アクアリスト専攻） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
・プロジェクター・ホワイトボードを使用。必要に応じてプリント配布。
・参考書：アニマルヒストリー(JESC)

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 エコロジー概論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西田　美紀

アニマルヒストリー 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

動物に関わる職業に就く者として必要となる、基礎知識を学ぶ授業です。
動物に関わる職業者の常識として頭に定着させるため、授業中の取り組みだけでなく、復習にも徹底して
取り組んでほしいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

生命の誕生・動物の進化の歴史について説明できる

コンパニオン・アニマル、ペットビジネス、環境を守る為の野生動物の観察・観光について説明できる

オリエンテーション　授業の目的・目標・進め方について理解する　

準備学習
時間外学習

授業の内容への理解度を図るためのレポートを数回実施します。

生物の基礎知識、動物・ペットの歴史・ビジネス・産業・愛護に関する概要を理解し、本授業終了後には各々の説明が
できるようになる。
※ 人間環境大学環境科学科助教を経て2020年度より現職、同大学講師。
大学院博士課程より野生イルカの生態研究を実施。現職では大学にて水生生物に関する講義を担当。

・動物の進化的な歴史について説明できる。
・動物と人間との関係、およびその歴史について説明できる。

狩猟動物、家畜動物、愛玩動物、飼育動物、それぞれの特徴とその歴史について説明できる

さまざまな動物セラピーの種類・方法、セラピーに関わる動物について説明できる

作業犬や補助犬の種類と特長を理解し、社会的な存在意義について説明できる

畜産業における動物と食糧、競走馬文化や動物愛護問題について、その現状を理解する

試験の返却と解説

授業計画・内容



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

環境問題等を題材にしたアクテビティの体験を軸に環境人材（環境を軸に社会に参加できる人）の育成を目的に、他者と積
極的に関わり、相互に意見を述べあうワークショップ形式の授業が展開される。また、時事的内容にも触れ、環境への意識
を高める。各自が環境や社会への意識を持ち、主体的に授業に参加する。
※大阪府立大学非常勤講師。野たまご環境教育研究所代表。体験を学びにする環境教育コーディネーターとして活動。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

次世代のための環境教育 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 エコロジー概論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 後藤　清史

テキストは特にありません。授業内でコピー等を配布します。
他の教科とは別に記録用のスケッチブックやノート（B５判程度）を持参すること。

授業オリエンテーション。環境問題と各々の繋がりの解説。ワークショップルール及び参加型学習について説明できる。

社会活動と環境。社会活動と環境とのつながりを認識し、環境に配慮した行動が求められていることを説明できる。

情報と環境。情報に関するリテラシーを養い、批評的、論理的に物事を捉え判断することの大切さを認識している。

消費と環境。消費行動に伴う環境負荷を理解し、消費者にエシカル（倫理的）な判断が求められる理由について説明できる。

授業のまとめ。環境に関わる諸問題に対して主体的に考え、意見を述べることができる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）、２．小テスト（％）、３．レポート（5％）授業レポートの作成。
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（95％）出席率60％、授業態度20％、グループ討議等で
の他者との協調性を含めた取り組み姿勢10％。授業準備（授業内質疑応答へ
の参加）5％。

動物飼育に携わる者として、環境に関する知識や問題意識を持つことは勿論、環境に関かかわる倫理観「環境倫理」
を養い、環境に関る諸問題について「環境倫理」を軸に考え意見が述べられるようになる。また、環境の諸課題に主体
的に関わる姿勢を持てるようになる。

受講生への
メッセージ

環境に関する課題を解決するには環境問題に各自が取り組むだけでなく、意見を明確にし他者と協力して取り組む
能力が求められます。動物飼育に携わる者を私は教育者ととらえています。そのため、生態系や環境へのリスクで
ある環境問題だけでなく、SDGsや社会問題等についても時事的内容を踏まえ環境教育として解説を行います。自
身を取り巻く環境を意識し、楽しみながら学んでください。なお、時事問題などを適時織り交ぜて授業を展開しますの
で、新聞等を読むとともに世界各地の社会状況や地理に興味を持つようにしてください。

準備学習
時間外学習

予習：環境について、新聞等により情報を集め意見を持つ練習を行う。登下校時に周囲の環境に注意する。復習、
授業内で体験したアクティビティーを簡単に記録し、活動中に起こったこと、考えたことをノートに書き留める。そのう
えで、どうすればよりよく（取り組みの進展、結果など）できたか自分視点で考える。また、配布されたコピーを読み、
内容を要約するとともに思ったこと考えたことなどを含め意見をノートに書き留める。

授業計画・内容

環境問題と各々の繋がりの解説。身近な環境問題を説明できる。また、生態系を守ることの重要性を説明できる。

環境教育の基礎とSDGsの解説。環境教育の目的や、環境倫理を身に付けることの必要性を説明できる。また、SDGsについて簡
単に説明できる。

生き物と環境。生き物と社会との関わりを踏まえ、正しい知識をもって生き物や自然と向き合うことの大切さを説明できる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
魚病学の概要および魚病と水生環境について理解し説明できる。
※実家が淡水魚養殖と加工販売。大阪の専門学校で１０年間専任教員を勤める。
　　その後、岡山の大学と専門学校で１３年間非常勤講師を勤める。

【到達目標】
魚病学についての概要を理解し説明できる。
魚類は変温動物であり、水生環境の影響が大きい。
病気と環境因子との関わりとその対処法について理解し説明できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

参考書　新版魚病学概論　　小川和夫・飯田貴次編　　恒星社厚生閣

エコ・コミュニケーション科

受講生への
メッセージ

魚を飼育する上で、病気は避けて通れない問題であり、魚病学は重要な科目です。しっかり学びましょう。

魚病とストレスについて理解し説明できる。

期末試験を実施する。

期末試験の返却と解説をする。

準備学習
時間外学習

学校の図書や参考書およびインターネットを利用して講義の範囲内を予習・復習する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(10％)   以上の割合で前期評価とします。

環境因子の内、生物因子について理解し説明できる。

飼育・養殖と魚病について理解し説明できる。

魚病学の対象となる水生動物について理解し説明できる。

魚の病気の種類について理解し説明できる。

魚病学の歴史と現状と課題について理解し説明できる。

魚類の水生環境と病気および環境因子について理解し説明できる。

環境因子の内、水温と光について理解し説明できる。

ここまでの講義の小テスト（中間試験）を実施する。　

小テストの返却と解説をする。　環境因子の内、溶存ガスについて理解し説明できる。

環境因子の内、ｐＨ，ミネラル、硬度、海水について理解し説明できる。

環境因子の内、有害物質であるアンモニアと亜硝酸態窒素について理解し説明できる。

環境因子の内、有害物質である硫化水素とメタンについて理解し説明できる。

授業計画・内容

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 菱田　治男

授業
形態

演習

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

魚病学Ⅰ
開講区分 前期



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

・人と動物が関わるための基礎知識を理解し、説明できる。
・人と動物との間に生じる諸問題について理解し、人と動物の適切な関係について説明できる。

動物の医療や健康管理に関わる専門用語を用いて、治療の仕組みを説明できる

飼料の役割や効率について説明できる、遺伝の仕組みを理解し繁殖上の注意点について説明できる

生物を取り巻く外来種、絶滅危惧種や地球環境の問題を理解し、適切な保全とは何かを説明できる

試験

試験の返却と解説

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

動物に関わる職業に就く者として必要となる、基礎知識を学ぶ授業です。
就職してからも使える知識として頭に定着させるため、授業中の取り組みだけでなく、復習にも徹底して取
り組んでほしいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度 （％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

人と動物が関わる際の公衆衛生上の注意点、主な人獣共通感染症について説明できる

動物のさまざまな器官と分泌、さらに代謝や運動器官について、それらの機能・仕組みを説明できる

生物の進化や多様性、および生態系について理解するとともに、動物の体に関する基礎を学ぶ

準備学習
時間外学習

授業の内容への理解度を図るためのレポートを数回実施します。

生物の進化や多様性、公衆衛生、飼育現場、環境保全といった動物を取り巻く事柄に関しての基礎的知識を学び、本
授業終了後には各々の説明ができるようになる。
※ 人間環境大学環境科学科助教を経て2020年度より現職、同大学講師。
大学院博士課程より野生イルカの生態研究を実施。現職では大学にて水生生物に関する講義を担当。

【使用教科書・教材・参考書】
・プロジェクター・ホワイトボードを使用。必要に応じてプリント配布。
・参考書：基礎生物(JESC)

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 西田　美紀

アニマルベーシック(基礎生物) 授業
形態

講義



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

開講区分 前期

Excel5　グラフの作成をすることができ、表とグラフを印刷することができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ＩＴ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員
熊崎　悦子

浅井　麻衣子

コンピュータ演習Ⅰ 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

前期は、Word、Excelの基本的な操作方法を中心に授業を進めます。「パソコンは嫌い」という人の大半は
過去の「できない」経験をそのまま引きずっていることが多いです。しかし、パソコンは便利な道具です。そ
の便利さをこの授業を通して少しでも理解してもらいたいと思っています。既に基本操作は知っている人
は復習すると考えてもらえればと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（50％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

Word1　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

Word3　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

ITガイダンス　メールアドレスの設定が完了し、ITリテラシーのテストに合格できる

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○Excel　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

Excelで表とグラフを作成することができる（期末試験）

Excelで習得した内容を作成することができる。PowerPoint　プレゼンのストーリーを作れるようになる。

Wordの基本操作を覚え、ビジネス文書の作成ができる。また、Excelの基本操作を覚え、基本の関数を使った表の作
成やグラフの作成ができる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。

○Word：基本操作を覚えることで、簡単なビジネス文書作成ができる。
○Excel：基本操作や基本関数を覚えることで、計算式の入った表やグラフを作成できる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Excel6　これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる。

Word2　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

Word4　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Word5　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Wordで図形や画像の入った文書を作成することができる（中間試験）

Excel1　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel2　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel3　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel4　グラフの作成をすることができる。

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

担任とクラスメイトのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことができる。

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 鈴木　良芽

夏休みに向けて各自スケジュールを立て、意味、目的を理解する。

検定試験（コミュニケーションスキルアップ）実施し、コミュニケーションの取り方を理解する。

前期授業アンケート実施。今後に向けて履歴書の書き方を理解し、作成することができる。①

今後のスケジュールを確認する。履歴書の書き方を理解し、作成する事が出来る。②

前期

この授業の概要を説明、授業の意味を理解する。自己紹介を行いクラスメイトを知り、交友関係を築くことができる。

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

今後のスケジュールを確認し、理解する。

海外研修のガイダンス１回目を実施。研修の意味、目的を理解する。

校外実習後に作成するレポートの書き方を説明。レポートを作成する意味、目的を理解する。

校外実習のガイダンスを実施。実習の目的を理解する。

今後のスケジュールを確認し、理解する。

スケジュール帳、メモ帳、筆記用具

開講区分

受講生への
メッセージ

言われたことを聞き取ってメモを取ることや、１を言って１０読み取り理解するという術を身に付けて下さ
い。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（100％)   以上の割合で前期評価とします。

校外実習のガイダンスを実施。実習の目的を理解する。

前期の振り返り。後期のスケジュールを確認、後期に向けて各自目標設定をする。

準備学習
時間外学習

校外実習へ行く際は訪問・見学をする施設を事前に調べて下さい。その際、必ず目標を立てて校外実習に
臨んで下さい。

評価方法

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

夏休みをどのように過ごしたか確認、今後必要な事柄を各自、理解する。

今後のスケジュールを確認、計画を立てて進めていくことができる。

校外実習のガイダンス実施。実習の目的を理解し、目標を各自立てることができる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

授業計画・内容

鯨類の繁殖を理解する

鰭脚類・海牛類の体のつくり・科ごとの特徴の知識を修得する

鯨類の体のつくりを理解する

ヒゲクジラ亜目の科別特徴を理解する

ハクジラ亜目の科ごとの特徴(ネズミイルカ科ほか7科)を理解する

ハクジラ亜目の科ごとの特徴(マイルカ科ほか1科)を理解する

鯨類の遊泳能力とそれを可能にする骨格を理解する

鯨類の潜水行動とそれを可能にする身体機能を理解する

鯨類の回遊と日周的移動を理解する

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

就職後の様々な生物への飼育に関わるため幅広い知識を身につけましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

海洋哺乳類の定義と種類の知識を修得する

水族館にて鯨類を観察する

オリエンテーション　授業目標と授業内容を理解する

準備学習
時間外学習

研修など水族館へ行く機会に海洋哺乳類を観察しておくことが必要です。

前期授業内容の理解度を筆記試験で確認する

筆記試験結果をもとに重要な点を再確認する

海洋哺乳類（鯨類）の知識を幅広く学習し、水族館での鯨類飼育に必要な基礎知識を習得する
※実務者経験：1996年4月～2001年10月まであわしまマリンパークに所属する。主業務は、飼育、ショーやプログラム
などのエデュケイト企画開発・実施、スタッフ教育を行っていた。2003年～専門学校において、講師を行い、現在に至
る。

・海洋哺乳類の定義を理解し説明することができる。
・海洋哺乳類の形態的特徴を説明することができる。
・鯨類の生態を説明することができる。

開講区分 前期

鯨類の社会構成を理解する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 渋谷　睦美

海洋哺乳類 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

講義のなかで適宜紹介

開講区分 前期

恐竜絶滅後の世界と、鳥として進化した非恐竜型爬虫類，大型哺乳類の時代の到来を理解し説明できる。

・魚類学の基礎にふれつつ、現存する他の脊索動物類との違いについて解説ができるようになる。
・地球誕生から生命誕生、生物の進化、形態、感覚についての進化生物学や魚類学を解説できるようになる。
*2012年～2014年　海の博物館にて勤務し、その後はフリーランスの学芸員、海洋生物学の研究者として、論文の発表
や国内主要大学との共同研究に携わる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 佐藤　達也

魚類研究Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

受講生への
メッセージ

中学校理科のおさらいの様な初歩的なものから、一部は大学での講義レベルの内容も含まれます。内容も
多岐にわたるのですが、少しでも不安、疑問、気になったと思う点については講義の進捗など気にせず、
ちょっと待ったと声をかけてください。逆に皆さんの理解度を測るために、先生からの問いかけも多くなります
ので、ノートを書くことばかりに集中しないようにしてください。

国連が示すSDGsとユネスコのOcean Literacyの概念，理念を説明できる。

前期の復習と試験の解説（試験内容の公開）を聞き、これまでの授業内容を説明できる。

前期試験

試験返却と試験直し

準備学習
時間外学習

毎回の講義後に、講義内容のおさらい・復習をしつつ要約を作成すること。そのノートは試験時に、持ち込み
を許可するので、必ず必要になるでしょう。毎時間のはじまりに、前回の講義内容を誰かに説明してもらう形
で、振り返りも実施します。

・「魚」とは、どのような生きものか？ということについて自分の言葉で説明することができる。
・魚と今後どのように関わって仕事に従事していくべきかという点についても、考え実践できるようになる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（30％）  以上の割合で前期評価とします。

人類の誕生（生物学的適応と文化的適応）を理解し説明できる。

授業計画・内容

魚の名前クイズにより、魚に対する認知不足を解消し、様々な魚の名前を言うことができる。

理想のペットショップ、ショップ店員の姿を理解し、それに近づくよう計画を立てることができる。

地球誕生から原生代の原始地球とジャイアント・インパクトについて学び、　説明できる。

生命誕生と大酸化イベント、全球凍結後に起こった生物の大進化について学び、説明できる。

カンブリア爆発と生物の多様化を学び、説明できる。

水生生物の見分け方、標本写真の撮影ができるようになる。

史上最大の大量絶滅について学び、説明できる。

恐竜時代の到来について学び、説明できる。

生物としての魚類の進化を学び、説明できる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
魚類・哺乳類を除く、水に住む生物の、分類と形態・生活史を学習し、説明できる。
海綿動物門・刺胞動物門・軟体動物門を学習し、その生態を説明できる。

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】
分類群の名称と属する生物名を言うことができる。　各動物門の特徴を言うことができる。
顕微鏡を利用し組織・細胞の観察と写真撮影ができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

水生無脊椎動物は、種類が多く、その形も様々です。陸上動物とは異なり面白い生活様式を持っていま
す。水族館の展示には必要な生物、解剖と観察を行い、自身の観察力・表現力をつけましょう。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

飼育飼養管理

授業計画・内容

水生無脊椎動物研究

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

二枚貝の生息環境、淡水域、汽水域におけるN．Pの動きを説明できる。

沿岸海域における二枚貝の役割と現状について学び、説明できる。

前期のまとめ・試験範囲の説明

前期試験

ふりかえり・試験答え合わせ

イソギンチャクの体の観察（実習）をし、体の構造を理解できる。

社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第3集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 1 担当教員

開講区分

白井　芳弘

前期

生物観察実習のまとめてレポート作成をする。　観察スケッチ・顕微鏡写真・生体写真・解剖写真をレポー
トに貼り付け完成させる。

ミズクラゲの生活史を学び、説明できる。

軟体動物の特徴と綱の名称と二枚貝綱の特徴と体の構造を学び、説明することができる。

課題：軟体動物・刺胞動物についてまとめ、説明できる。

アサリの実験と解剖（実習）を行い、組織・細胞の観察と写真撮影ができる。

生物の分類、階級の名称と特徴を理解し、説明できる。

校外実習：淡島において海岸生物の分布調査を行う。観察項目に沿い結果をまとめることができる。

授業の進め方　分類、界・門の名称とそこに属する生物名を学び、説明できる。淡島の結果まとめ

海綿動物門の特徴と名称、説明できるようにする。

刺胞動物門の特徴と名称について学び、説明することができる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】
水生生物を飼育する上で必要な水質管理および浄化システムについて学び、実践できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教科書は特にありません。

前期

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（95％）
２．小テスト（5％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

【魚病-1：淡水魚の主な疾患】淡水魚に発生する主な疾患を理解し、その対処方法（薬）を知り説明できる。

授業計画・内容

自己紹介/業界の仕事について学び説明できる。

【観賞魚分類】観賞魚の分類を知り水槽管理方法の基本を説明できる。

【観賞魚分類/例】観賞魚分類に生体を当てはめる説明できる。

【水生生物飼育管理項目】飼育に必要な管理について学び実践できる。

【水生生物飼育管理項目/例1】「淡水熱帯魚」「海水魚」を例に管理項目に当てはめ説明できる。

【水生生物飼育管理項目/例２】「水草」「サンゴ」を例に管理項目に当てはめ説明できる。

【器具の組合せ-1】淡水（熱帯）魚の一般的な飼育器具について知り説明できる。

【器具の組合せ-2】海水魚の飼育器具について知り扱うことができる。

【器具の組合せ-3】水草の一般的な飼育器具について知り扱うことができる。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

受講生への
メッセージ

魚は好きだけどまだあまり飼育経験が無い..という学生さんも大丈夫です、自分も学生時代はそうでした。ただ学習し
たことを是非実践に生かしてほしいと思います。立派な水槽を設置しなくてもいいので、知恵を絞って、生き物のこと
を考えて環境を整えてあげられる力を養ってほしいと思います。アクア室の管理にも積極的に関与して小さな変化や
改善を積み重ね飼育を楽しんでほしいと思います。

【魚病-2：海水魚の主な疾患】海水魚に発生する主な疾患を理解し、その対処方法（薬）を知り説明できる。

テスト前　総復習

（前期テスト）

テスト返却　見直し

準備学習
時間外学習

水生生物の飼育に関する知識を基礎から順を追って説明しますので準備学習は特別必要ありません。ただし、基本
的に座学なので、出来れば自宅部屋などに水槽設置することを推奨致します。初心者は講義で行うことを順番に理
解し一から立ち上げを行うのもいいですし、中上級者は現状の把握や問題点の解決に向けて自ら課題を設け水生
生物飼育のスキルをあげる等、それぞれ卒業後の進路で活かしてほしいと思います。

開講区分

【器具の組合せ-４】サンゴの一般的な飼育器具について知り扱うことができる。

水生生物を扱う職種につくための基本的な知識を習得し、飼育管理に必要な考え方や基本的な知識を身につけ、実
践できる。
*2001年～2004年、水族館に務め、2004年からは水槽のメンテナンス、リース会社であるAPNに勤務し現在に至る。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 橋本　禅

水生生物飼育管理Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】
観賞魚を中心に淡水魚の飼育管理や日本の淡水魚の採取法や環境についても学び、説明、実践できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目 近くの公園を利用して、身近な自然を知り、そこに住んでいる生き物の生息地や生態を説明できる。

6回目 堀川へ出掛け、身近な自然を知り、そこに住んでいる生き物の生息地や生態を説明できる。

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分 前期
観賞魚研究 授業

形態
講義

エコ・コミュニケーション科

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 名東水園

前期試験

振り返り、試験答え合わせ

準備学習
時間外学習

授業の振り返りや図鑑等を参照にして予備知識をつけておく。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

身近な生き物の魅力を見つけ、飼う楽しさとペットショップの実情を様々な話を織り交ぜながらすることで、多角的に考
え様々な視点から説明ができる。
*1978年に名古屋市名東区に熱帯魚専門店をオープンし、現在では愛知県内に３店舗を展開、魚類だけでなく小動
物の生体や、関連する商品も幅広く扱っている。

授業計画・内容

仕事につながる授業について聞き、授業の内容を仕事に応用できる。

前期のまとめ・試験範囲の説明。

授業内で適宜紹介

受講生への
メッセージ

校外での生物採集等も交えながら一緒に学んでいきましょう。

休みだからできる研究を考え、時間を有効に活用できる。

仕事につながる授業について聞き、授業の内容を仕事に応用できる。

近場の魚類について学び、生態を説明できる。

ペットとなる珍しい動物について理解し、生態を説明できる。

何がペットになるかを研究し、様々な種類のペットについて生態を説明できる。

ペットショップと水族館の違いを理解し、説明できる。

校外実習：あわしまマリンパークへ行き、海藻類の形態と生活史について観察し、説明できる。

飼育経験の有無による違いについて理解し、説明できる。

水中ペットとしての理解を深め、適切な説明ができる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（0％）  以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】
魚類、爬虫類、小動物などの分類・生態･行動を学んだ上で、各動物に適した飼養管理、実践知識の取得ができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

受講生への
メッセージ

*1978年に名古屋市名東区に熱帯魚専門店をオープンし、現在では愛知県内に３店舗を展開、魚類だけでなく小動
物の生体や、関連する商品も幅広く扱っている。

前期は、魚類から爬虫類、後期は小動物、鳥類、昆虫、用品の専門的で実践的な話を聞くことで知識を身に付け、説
明をすることができる。

授業計画・内容

講師が毎回変わるので、様々な考えや実践論が学べるかと思います。

準備学習
時間外学習

飼育室の生体管理と合わせて、学んで下さい。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

①小型淡水熱帯魚の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

②小型淡水熱帯魚の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

メダカ、淡水魚の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

②水草の種類の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 名東水園

エキゾチックアニマル 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

生体等、授業内で適宜紹介

①水草の種類の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

②大型淡水熱帯魚の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

①大型淡水熱帯魚の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

期末試験

②サンゴの種類、飼育法や管理法について学ぶ。

①サンゴの種類、飼育法や管理法について学ぶ。

海水魚の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

校外実習

海水魚の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

金魚、鯉の種類の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

レプタイルズショーに向けて、イベントの概要を学ぶ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
水族館の展示手法を学び、実際に水族館においてその手法を観察し、活用できる。
水族館の役割を学び、水族館実習において、その内容を読み取るための学習を行い、説明できる。

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】
水族館実習を行い、水族館の展示についてのレポートをレポートの書き方に沿い書くことができる。
飼育生物の呼吸・体表・鰭の異常を見つけて、病名の診断と治療方法を決定できる。
淡島の自然観察を行い、観察結果をレポートにまとめることができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（20％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（40％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

水族館の展示・生物飼育から魚病の発見まで幅広く、水族館スタッフに必要な知識と技術を学ぶ授業で
す。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

飼育飼養管理

授業計画・内容

水族館研究

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

水族館の展示についてのレポートをレポートの書き方に沿い書くことができる。

魚病の発見と症状について学び、説明することができる。

前期のまとめ・試験範囲の説明

前期試験

ふりかえり・試験答え合わせ

水族館の展示（干潟・砂浜）を学び、説明できる。

社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第3.4.5集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

選択

講義

年次 1 担当教員

開講区分

白井　芳弘

前期

淡島の自然観察の方法を見返し実習を行う。　名古屋港水族館実習の前に、ノートを見返し観察のポイ
ントを確認する。

水族館の展示（磯・回遊魚）を学び、説明できる。

名古屋港水族館の展示と方法、実習課題の説明をすることができる。

課題：魚病の診断と治療をまとめ、説明できる。

校外学習：名古屋港水族館へ行き、水族館の役割を学び、その内容を読み取ることができる。

海の名称、海流の流路、名称、特徴を説明できる。

校外実習：あわしまマリンパークへ行き、海藻類の形態と生活史について観察し、説明できる。

淡島の自然ふりかえり、レポート作成の方法について学び、説明できる。

水槽飼育と水族館の展示について学び、説明することができる。

水槽の生物観察（病気をみつけるために）を行い飼育生物の呼吸・体表・鰭の異常を見つけることができる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】
・１年生では主に両生・爬虫類の分類や生態、飼育の基礎に関して学び、適切な飼育管理ができるようになる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

爬虫類 長く健康に生きる餌やりガイド（安川 雄一郎 著）、プリント等

開講区分 前期

自己紹介・授業ガイダンスを通して、授業の意図や流れを理解できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 野呂　達哉

両生類・爬虫類研究Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

②両生類の適切な飼育管理に関して理解し、実践できる。

動物の分類（界・門・綱・目・科・属・種）について理解し、説明できる。

種名・通俗名・学名・亜種の意味をそれぞれ理解し、説明できる。

①両生類の特徴・生殖・生活史について理解し、説明できる。

②両生類（有尾目）の特徴・生殖・生活史について理解し、説明できる。

③両生類（無足目）の特徴・生殖・生活史について理解し、説明できる。

④両生類（無尾目）の特徴・生殖・生活史について理解し、説明できる。

日本に生息する両生類の種や分布について理解し、説明できる。

①爬虫・両生類飼育の基礎について理解し、説明できる。

②爬虫・両生類飼育の基礎について理解し、説明できる。

③爬虫・両生類飼育の基礎について理解し、説明できる。

①両生類の適切な飼育管理に関して理解し、実践できる。

・両生類、爬虫類に関して、正しい知識を身に付け、適切な飼育管理や情報の伝達ができるようになる。
*2006年から現在に至るまで、大学で講義を行い、2011年からはなごや生物多様性センターで外来種の防除や環境
保全に関わってきた。2021年より四日市大学特任准教授となる。

③両生類の適切な飼育管理に関して理解し、実践できる。レポート内容を説明。

前期授業のまとめ。レポート提出。

準備学習
時間外学習

文献、インターネット等を事前に調べ、その週に学んだ単元の復習

評価方法

受講生への
メッセージ

両生・爬虫類の多様な生態を理解し、飼育動物がいきいきと生活できるようなと環境づくりを目指して頑
張ってください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（100％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

マニュアル：PADI　OWマニュアル
ログブック
レクレーショナルダイブプラナー
図鑑：日本の海水魚

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ウォーターエクササイズⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 ノリス

３章知識の復習の答え合わせ。３章小テスト。器材セッティング。

ダイビング演習 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

ダイビングの一番最初のライセンスである、オープンウォーターダイバーの資格を全員取得し、実務に活用できる。
*1983年から、ダイビングショップの経営、講習及び器材の販売、ツアーの開催等ダイビングに関わる業務を幅広く
行っている。

ダイビングを通して、自然の大切さや人とのコミュニケーションを取る事の大切さがわかるようになる。
クラス実習として人としての「当たり前の行動」を実践する。

授業計画・内容

授業オリエンテーション（申請書記入）、マニュアルの説明。予習箇所の説明。

１章知識の復習の答え合わせ。１章小テスト。器材セッティング。

２章知識の復習の答え合わせ。２章小テスト。器材セッティング。

開講区分 前期

準備学習
時間外学習

各知識の復習は授業日までに自宅学習を済ませてくること。
ファイナルエグザムは７５％以上の合格が必須の為、授業後は復習を必ず行う事。
セッティング練習、プレダイブセーフティチェックは必ず頭に入れておくこと。

４章知識の復習の答え合わせ。４章小テスト。器材セッティング。

５章知識の復習の答え合わせ。レクレーショナルダイブプラナーの練習。器材セッティング。

レクレーショナルダイブプラナー小テスト。マニュアル本テスト。器材セッティング

テスト直し。器材セッティング。海洋実習に向けての説明。

①限定水域+海洋実習。

②海洋実習。スキルの実施。

③海洋実習。自立したダイバーへの講習。

④海洋実習。体力づくり。海洋実習の記録を取る。

①海洋実習振り返り。

ダイビング各種ライセンスの内容復習を通して自分の実力を確認することができる。

ダイビングを通して自信が付いたことを明確に発表することが出来る。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（20％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度（20％）   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

今後、就職をするにあたってライセンス取得は必須な為、資格取得をしてもらう。
ダイビングを通して人と自然とのコミュニケーション能力や身体能力、精神力を高めて頂きます。

評価方法



 

 

 

 

２０２２年度 前期 

シラバス 
（動物看護師専攻） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎動物学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 稲垣　秀晃

細胞/細胞膜、核、細胞小器官、細胞質の構造について修得する

動物形態機能学【解剖学】 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物の解剖学は学習対象が膨大であり、限られた期間内にすべてを網羅し学習することは不可能です。そこで、動物看
護師に必須の内容を厳選して学習課題とし、資料等を適宜活用して授業を行うことで、応用科目や実習の理解を深める
ための基礎知識を修得します。※担当教員は食肉衛生検査所において獣医師として動物の肉眼解剖を主要業務とすると
畜検査の実務経験があり、解剖学に必要な知見を有しています。

動物の体の構造(外皮系、骨格系、筋系、神経及び感覚器系の構造)を説明できる。動物の生命維持の仕組みを形態学の
面から学び、生命体としての動物を細胞、組織、臓器レベルの各段階で説明できるとともに病的変化について学ぶ基盤
を確立する。さらに解剖学用語を修得し、動物の解剖学的形態を説明できるようになる。

授業計画・内容

解剖学の概要/生体の成り立ちについて修得する

全体の総まとめを行う

組織/上皮組織ならびに結合組織の構造について修得する

外皮/皮膚、被毛、爪、及び皮膚腺の構造について修得する

運動器①/骨格系の構造について修得する

運動器②/関節、腱、靭帯の構造について修得する

運動器③/筋系の組織学についてその概要を修得する

運動器④/体主要部位の筋系の構造について修得する

神経①/神経系の組織学ならびに脳の構造について修得する

神経②/脊髄ならびに末梢神経系の構造について修得する

感覚器①/眼の構造について修得する

感覚器②/耳の構造について修得する

感覚器③/味覚器官ならびに嗅覚器官の構造について修得する

受講生への
メッセージ

学習の対象となる解剖学用語は聞きなれないフレーズと難解な漢字の連続であり、授業内容は必ずしも楽し
いものではありません。しかし、解剖学用語は動物に携わる職業人の共通言語のような存在で、それらの理
解なしに仕事は成立しません。したがって、授業内容を粘り強く修得し、将来に役立てるために繰り返し解
剖学用語に触れて慣れ親しむ習慣を身につけてください。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：愛玩動物看護師の教科書第１巻　緑書房編集部(編者)　緑書房
参考書：ビジュアルで学ぶ伴侶動物解剖生理学　浅利昌男・大石元治 (監修)　緑書房

期末試験を実施する

準備学習
時間外学習

準備学習/教科書の当該部位を自力で特定し事前に通読する。
時間外学習/授業ノートの内容を繰り返し復習し修得する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（50％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

試験を返却し解説する



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

受講生への
メッセージ

それぞれの犬体の性格で扱い方、保定法が異なる事を学び習得していきます。
犬体をよく観察・触診し、皮膚疾患・腫瘍患者などが発見できるように学び習得していきます。

【使用教科書・教材・参考書】
グルーミング道具一式・実習服

定期テスト

準備学習
時間外学習

実技の流れを考えて道具の準備ができるようにする。
担当犬の健康状態を観察し、把握できるようにする。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（40％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

皮膚の観察をしそれぞれの病気について理解する

パテラ（膝蓋骨脱臼）の仕組みを学び注意点や扱い方を理解し説明できる

身体検査の項目を理解し正しい方法で行うことができる

犬体を使い、動物看護師としての扱い方、観察点、保定法を説明できる

犬体を使い、動物看護師としての扱い方、観察点、保定法を説明できる

犬種の違い基礎知識を学びそれぞれの犬種に対応した観察の仕方が理解できる

犬種の違い基礎知識を学びそれぞれの犬種に対応した観察の仕方が理解できる

犬種や年齢の違いに応じた接し方を理解する

老犬を扱い際の動物看護師としての基礎知識を理解し説明できる

皮膚疾患のある犬に対してのグルーミング法、ケアの仕方を理解し説明できる

皮膚疾患に対する薬浴の目的、効果を理解する

皮膚の観察をし、それぞれの病気について理解する

短吻犬を扱う際の注意点、おこりやすい病気を理解し説明できる

バイタルチェックの内容と方法を学び目的を理解する

動物内科看護学 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

犬体の違いに応じた対応力、保定法を習得し獣医師のサポート役としての心得、動物看護師としての基礎知識を習得す
る。
※JKC　B級トリマーライセンスを取得、約３０年出張トリミングの傍から数々のペットサロンやペットショップでカッ
ト依頼を受け活躍中。

犬体の日常的な健康管理、動物看護師として必要な基礎知識を学び理解し、習得する。
獣医師のサポート役としての保定法を学び習得する。

授業計画・内容

愛玩動物看護師に求めらる衛生管理（消毒）を理解する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 臨床動物看護学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 菅田　一枝



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 実習Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 菅田　一枝

犬体を使い動物看護師としての扱い方、観察点・保定法を理解し実習を行う

動物内科看護学実習 授業
形態

演習 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

グルーミング作業を通じて、犬体の違いに応じた対応力・保定法を習得する。
獣医師のサポート役としての心得、動物看護師に必要な基礎知識を習得する。
※JKC　B級トリマーライセンスを取得、約３０年出張トリミングの傍から数々のペットサロンやペットショップでカッ
ト依頼を受け活躍中。

犬体の日常的な健康管理、動物看護師として必要な基礎知識を学び理解し習得する。
動物看護師としての保定法を学び習得する。

授業計画・内容

モデルグルーミングを通じて実技の流れ・注意点を理解し実習を行う

外耳の仕組みを理解し清潔に保つことができるよう実習を行う

犬種の違いに対応できる保定法を理解し実習を行う

犬種の違いに対応できる観察点を理解し実習を行う

仔犬を扱う際の注意点、基礎知識を理解し実習を行う

老犬を扱う際の注意点、基礎知識を理解し保定や扱い方の実習を行う

妊娠中の犬を扱う際の注意点、基礎知識を理解し保定・扱い方の実習を行う

皮膚疾患のある犬に対しての薬浴の効果理解しケアの仕方の実習を行う

短吻犬を扱う際の注意点・グルーミング法を理解し実習を行う

眼球突出を起こしやすい犬種を扱う際の注意点を理解し扱い方の実習を行う

パテラ（膝蓋骨脱臼）の犬を扱う際の注意点・保定法や犬の抱き方を理解し実習を行う

長毛種と短毛種の手入れの違いを理解し実習する

全犬種の基礎知識・保定法・グルーミング法を理解し実習を行う

受講生への
メッセージ

それぞれの犬体の性格で扱い方、保定法が異なる事を学び習得していきます。
犬体をよく観察・触診し、皮膚疾患・腫瘍患者などが発見できるように学び習得していきます。

【使用教科書・教材・参考書】
グルーミング道具一式・実習服

定期テスト

準備学習
時間外学習

実技の流れを考えて道具の準備ができるようにする。
担当犬の健康状態を観察し、把握できるようにする。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（40％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

全犬種の基礎知識・保定法・グルーミング法を理解し実習を行う



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 IT
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 熊崎　悦子

Word1　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる

IT 授業
形態

演習 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

Wordの基本操作を覚え、ビジネス文書の作成ができる。また、Excelの基本操作を覚え、基本の関数を使った表の作成や
グラフの作成ができる。
※専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。就労移行支援事業所
のPC講座を約7年行い継続中。また、Web関係のプログラミングを中心としたIT関連の業務を主に行っている。

○Word：基本操作を覚えることで、簡単なビジネス文書作成ができる。
○Excel：基本操作や基本関数を覚えることで、計算式の入った表やグラフを作成できる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

授業計画・内容

ITガイダンス　メールアドレスの設定が完了し、ITリテラシーのテストに合格できる

Excel6　便利な関数の習得

Word2　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる

Word3　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる

Word4　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる

Word5　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる

Word6　これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる

Wordで図形、表を使用したビジネス文書を作成できる（中間試験）

Excel1　基本的な表を作成することができる（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel2　基本的な表を作成することができる（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel3　基本的な表を作成することができる（入力、罫線を引く、数式・関数、セルの書式設定）

Excel4　グラフの作成をすることができる

Excel5　グラフの作成をすることができ、表とグラフを印刷することができる

受講生への
メッセージ

前期は、Word、Excelの基本的な操作方法を中心に授業を進めます。「パソコンは嫌い」という人の大半は
過去の「できない」経験をそのまま引きずっていることが多いです。しかし、パソコンは便利な道具です。
その便利さをこの授業を通して少しでも理解してもらいたいと思っています。既に基本操作は知っている人
は復習すると考えてもらえればと思います。

【使用教科書・教材・参考書】
○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

Excel7　これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○Excel　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（50％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

Excelで表とグラフを作成することができる（期末試験）



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎動物看護学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 稲田恵

②獣医師と動物看護師の職務の違いが説明でき、看護の機能と役割が理解できる

動物看護学概論 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物看護師としての職務を果たし、飼い主や看護動物に寄り添える人材になることを目指す。また獣医師と動物看護師
の職務の違いが理解でき、倫理的に動物看護を実践する。※愛知県内の動物病院にて14年の実務経験あり。認定動物看
護師として診療補助、手術助手、受付といった院内業務全般に携わる。

獣医療と動物看護の歴史を理解したうえで、獣医療における動物看護師の役割を認識する。チーム獣医療の実践によ
り、より良い獣医療・看護・緩和ケアを提供し、診療における守秘義務やインフォームドコンセントなどの重要性を理
解し、動物看護倫理に基づいた動物看護を実践する。

授業計画・内容

①獣医師と動物看護師の職務の違いが説明でき、看護の機能と役割が理解できる

倫理的に物事を捉え、獣医療に寄与することができる

③獣医師と動物看護師の職務の違いが説明でき、看護の機能と役割が理解できる

①生命倫理、獣医療倫理、動物看護倫理が理解でき、職業倫理に基づいた看護実践ができる

②生命倫理、獣医療倫理、動物看護倫理が理解でき、職業倫理に基づいた看護実践ができる

③生命倫理、獣医療倫理、動物看護倫理が理解でき、職業倫理に基づいた看護実践ができる

④生命倫理、獣医療倫理、動物看護倫理が理解でき、職業倫理に基づいた看護実践ができる

①事例に基づいた倫理的意思決定ができる

②事例に基づいた倫理的意思決定ができる

③事例に基づいた倫理的意思決定ができる

①チーム獣医療における動物看護師の職務を理解し、チームの一員として業務を実践する

②チーム獣医療における動物看護師の職務を理解し、チームの一員として業務を実践する

③チーム獣医療における動物看護師の職務を理解し、チームの一員として業務を実践する

受講生への
メッセージ

動物看護倫理は、動物看護を実践するうえでの基盤となります。集中力を持続さ、受講して下さい。

【使用教科書・教材・参考書】
愛玩動物看護師の教科書　第3巻

期末試験

準備学習
時間外学習

「動物看護師の倫理綱領」を読んでおいてください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（10％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（30％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

解答返却・解説



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 実習Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 稲田　恵

②カルテ用語が理解でき、カルテ記入ができる

動物内科看護学実習 授業
形態

演習 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

身体検査の手技、状況に合わせた保定が実践でき、看護動物に負担をかけることのない診察補助ができる。
※愛知県内の動物病院で14年の実務経験あり。認定動物看護師として診療補助、手術助手、受付等病院業務全般に携わ
る。

診療に合わせた保定を実施し、身体検査・バイタルサインの測定を正確に行い評価する。また、診療に必要な器具・機
材の準備と操作をスムーズに行うことができる。

授業計画・内容

①カルテ用語が理解でき、カルテ記入ができる

全身検査・バイタルサインの測定、評価ができ、飼い主指導できる

①臨床検査を実施する必要性が理解でき、機器の操作ができる

②臨床検査を実施する必要性が理解でき、機器の操作ができる

①全身検査の手技が理解でき、状況に合わせた保定を実践できる

②全身検査の手技が理解でき、状況に合わせた保定を実践できる

③全身検査の手技が理解でき、状況に合わせた保定を実践できる

①バイタルサイン測定の手技が理解でき、状況に合わせた保定が実践できる

②バイタルサイン測定の手技が理解でき、状況に合わせた保定が実践できる

③バイタルサイン測定の手技が理解でき、状況に合わせた保定が実践できる

①全身検査・バイタルサイン測定を手順に基づき実践できる

②全身検査・バイタルサイン測定を手順に基づき実践できる

③全身検査・バイタルサイン測定を手順に基づき実践できる

受講生への
メッセージ

実習では動物をケガさせないように十分に注意をして下さい。授業で集中力がないと思われるときは退室を
促す事があります。

【使用教科書・教材・参考書】
愛玩動物看護師の教科書　第5巻

期末試験を実施する

準備学習
時間外学習

愛玩動物看護師の教科書　第5巻「第1章　徴候や疾患の理解と対処」のページを読んでおいてください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験(60％）
２．小テスト（10％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（30％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

試験返却・解説の実施



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 臨床動物看護学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 久野　麻理恵

動物病院で行われる主なクライアントエデュケーションを説明できる

動物医療コミュニケーション 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

院内スタッフ・動物・飼い主との良好な関係を構築することでより良い獣医療に繋げることを目的とし、信頼と思いや
りの心を育むことを軸に、クライアントエデュケーションや院内コミュニケーションを主体としたコミュニケーション
スキルを修得できる。※2008年4月～2011年3月までなりた犬猫病院にて勤務。受付対応、診察補助、入院管理、各種検
査等の業務に院内セミナーの担当として業者対応も担う。

動物病院業務に必要な知識とされる適正飼養、健康管理に関わる飼い主教育や事前問診、入院動物の容態説明、院内に
おける他のスタッフとのコミュニケーションの基礎について学ぶことができる。

授業計画・内容

クライアントエデュケーションの必要性を理解し、信頼を得るための立ち振る舞いを習得する

ケース別対応の実習を行う②

適正飼養について理解し、健康管理のために必要な情報を飼い主に提供できる

コミュニケーションの方法と心構えを理解し、外来時の対応を習得する

受付対応、待合室対応、診察室対応の実習を行う①

受付対応、待合室対応、診察室対応の実習を行う②

電話対応の実習を行い言葉遣いの違いを理解する

クレーム対応の実習を行いお互いの考えを理解できるようにする

チームワークの重要性を理解した院内コミュニケーションを習得する

院内マネージメントの業務内容、目的、方法を習得する

グリーフケアについて理解を深めケース別の対応力を習得する

グリーフケアについて理解を深めケース別の対応力を習得する

ケース別対応の実習を行う①

受講生への
メッセージ

動物業界はもちろん、社会人として働いていく上で重要な教科です。自信をもって現場へ出ていけるよう実
習を重視して取り組みます。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：愛玩動物看護師の教科書（第５巻）　緑書房
参考書：動物病院スタッフのための院内コミュニケーション（基礎知識編・実践編）　坂上緑　著　　インターズー

定期試験を実施する

準備学習
時間外学習

事前にテキストを読んでおく。普段から姿勢や表情に気を配るようにする。学習した内容は日常生活で活か
す。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(50％)   授業態度なども考慮して評価する。

前期総復習をする



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 愛護・適正飼養学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 久野　麻理恵

猫の生態や習性を理解し、説明できる

愛玩動物学 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

猫の適切な飼養管理方法（飼養上の特徴、飼養環境、体調管理、不妊去勢など）について理解し、飼い主への情報提供
に活かす。猫の表情や行動から気持ちを読み取り、また、品種別の特性を理解し、看護に活かすことができる。
※2008年～2011年まで動物病院にて動物看護師として勤務。受付対応、診察補助、入院管理、各種検査等の業務に携わ
る。

猫の適切な飼養管理方法を理解し、飼養環境やストレス緩和にも配慮した飼養、看護を実践できる。

授業計画・内容

猫の歴史と代表的な品種について説明できる

レポート発表をし、それぞれの品種の特徴を理解する

猫の適切な飼養管理方法を習得する①

猫の適切な飼養管理方法を習得する②

猫と人との上手なコミュニケーション方法を習得する

猫のハンドリング実習（おもちゃを使って猫の反応を知る）

猫の感染症と衛生管理について説明できる

基本的グルーミング（ブラッシング、耳掃除、爪切り、口腔内衛生管理）の方法を習得する

猫のハンドリング実習（ブラッシング・爪切りの練習）

猫のハンドリング実習（保定）

猫のハンドリング実習（保定）

猫の品種とその好発性疾患について説明できる

猫の品種とその特徴について説明できる（レポート課題）

受講生への
メッセージ

犬と比べると猫はまだまだ謎の多い動物です。
猫の魅力に触れ、より興味を深めていただけたらと思います。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：愛玩動物看護師の教科書（第６巻）　緑書房
参考書：あなたのネコがわかる本　ブルース・フォーグル博士　著　加藤由子　監訳　ダイヤモンド社
猫を極める本　服部幸　著　インターズー　　　猫の教科書　高野八重子・賢治　著　ペットライフ社

試験返却、解説をする

準備学習
時間外学習

事前にテキストを読むこと。学習した内容は飼育実習で活かすこと。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（50％）
５．授業態度と参加度（0％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

前期総復習をする



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 キャリアマネジメントⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 沖田　恭子

teams、zoomの仕組みを理解し正しい使用方法ができる

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

入学時より目標設定を行い、自分が目指す理想の動物看護師像をイメージしながら様々なスキルアップを目指す。各種
取り組みを通じて動物看護師という職業を正しく理解し、通常の授業等への目標設定につなげる。

クラスメイト、担任とのコミュニケーションを通じてコミュニケーションスキルを向上させ、自分が目指す動物看護師
像を具体的にイメージする。動物病院の仕事内容やホスピタリティをきちんと理解ができる。

授業計画・内容

担任による自己紹介、年間スケジュール・各科目の説明を行い学校生活へのイメージにつなげる

We are ECOに理解し、取り組むための準備を行うことが出来る（スケジュールつくり）

「Eメール」のマナーと送信設定について学び、正しくメールを送れるようになる

クラス内でのコミュニケーションを図り、学校生活への不安を減少させ学校生活を送ることができる

年間のスケジュール内容を理解しスケジュール管理ができるようになる

学園祭について昨年の内容を伝え自分たちの取り組みを理解することができる

学園祭について昨年の内容を伝え自分たちの取り組みを理解することができる

ペット博内容を理解し、イベントについて取り組み内容を考えることができる

ペット博内容を理解し、イベントについて取り組み内容を考えることができる

ペット博内容を理解し、イベントについて取り組み内容を考えることができる

We are ＥＣＯについて理解し、取り組むための準備を行うことが出来る

前期授業アンケート実施。今後に向けて履歴書の書き方を理解し、作成することができる

We are ECOについて理解し、取り組むための準備を行うことが出来る（チームつくり）

受講生への
メッセージ

夢をかなえるために仲間の存在も大切です。充実した学校生活をみんなで送っていきましょう。
様々なイベントを通じて自分自身の目標とする動物看護師に近づいていけるようにしていきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】
その都度資料を配布します。

We are ECOについて理解し、取り組むための準備を行うことが出来る（課題つくり）

準備学習
時間外学習

授業の中で課題を出すこともあります。その１つ１つが今後の自分自身につながる課題です。
提出期日はきちんと守ってください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果（20％）
５．授業態度と参加度（60％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

今後の授業、学生生活に向けての目標設定をし後期に活かすことが出来る



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎動物看護学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 淺野　真由子

細菌学　増殖と培養、について説明ができる

動物感染症学 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

感染症学の基礎として、寄生虫以外の病原微生物、感染症の成立の3要因、感染症防御の衛生管理、免疫機能について学
び、それらについて説明ができる。
※実務者経験　平成16年4月～平成21年７月まで動物病院にて獣医師として勤務する。

微生物や内部寄生虫・外部寄生虫などの寄生虫の分類、生物学的特性、伝播様式や発病のメカニズムについて学び、検
査や診断、衛生管理、予防・治療法など感染症対策の基礎を修得する。感染防御に関わる免疫学の基礎についても学
ぶ。また、病原体になりうる微生物の感染予防法を理解し、動物の健康維持に努め、予防と看護に活かすことができる
ようになる。

授業計画・内容

細菌学　形態、構造、分類、について説明ができる

前期の総復習を行い、期末試験の問題が解けるようにする。

細菌学　　治療と予防について説明ができる

ウイルス学　一般性状、構造と大きさについて説明ができる

ウイルス学　増殖と培養について説明ができる

ウイルス学　変異、治療について説明ができる

真菌学　　構造と形態、治療、予防、検査法について説明ができる

リケッチア、クラミジア、マイコプラズマについて説明ができる

感染症の成立（感受性動物、感染経路、感染源）について説明ができる

感染と発症について説明ができる

消毒法について説明ができる

滅菌法について説明ができる

院内感染予防について説明ができる

受講生への
メッセージ

動物病院には感染症の患者さんが多くいらっしゃいます。しっかり学んでいきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：愛玩動物看護師の教科書　第3巻　緑書房

期末試験を実施する

準備学習
時間外学習

日ごろから、感染症へのリスクを意識しながら過ごしてみましょう。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（90％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(10％)   以上の割合で前期評価とします。

試験返却解答解説をする



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎動物学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 吉田　尚子

細胞の構成要素、名称と役割、臨床検査でのポイントの実例について学ぶ

動物形態機能学 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

犬（猫）の生理の基本、体を構成する各器官、体液や血液を構成する細胞単位からの詳細な構造や機能について学び、
病気や不調のメカニズムを理解する土台を身に付ける。臨床への基礎の応用の重要性と結びつきについて理解する。
※実務者経験：2006年4月～現在まで獣徳会に所属

動物の体の構造として、造血器、血球、血漿成分、骨髄の形態に関する基礎的な知識を得ることを目的とし、説明でき
る。体液調節の主要器官である泌尿器系の生理機能を説明できる。動物の生命維持の仕組みを生理機能の面から学び、
生命体としての動物を細胞、組織、臓器レベルの各段階で説明できると共に病的変化について学ぶ基盤を確立する。さ
らに解剖学用語を修得し、生理解剖学の基礎を理解できる。

授業計画・内容

解剖学の概要/生体の成り立ち　各器官と役割を説明できる

体液の分布、区分、調節機構について理解する①

細胞膜と体液：ホメオスタシス、輸液療法の基本を習得する

血液の組成、フィブリノゲン、血液凝固、検査の意義　代表的な疾患の実例と概要を学ぶ

赤血球、白血球の機能　検査例、代表的な関連疾患概要について学ぶ

赤血球、白血球の機能　検査例、代表的な関連疾患概要について学ぶ

血小板と血漿成分　検査での応用、代表的な関連疾患概要を学ぶ

血液中の蛋白、免疫グロブリンを知る

貧血、白血球の変化などの臨床的意義について学習する

泌尿器と体液調節について解剖学と生理機能を知る①

泌尿器と体液調節について解剖学と生理機能を知る②

体液の分布、区分、調節機構について理解する①

体液の分布、区分、調節機構について理解する①

受講生への
メッセージ

犬猫を中心に基礎を学びます。真っ赤な血液だけとっても、どれだけ多くの細胞の種類があり、複雑に見事
に各器官と協働して生命を維持しているのか、一つ一つがよい看護へのヒントになることを一緒に考えてい
きましょう。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：愛玩動物看護師の教科書　第1巻
参考書：ビジュアルで学ぶ伴侶動物　解剖生理学. 浅利昌男・大石元治 (監修). 株式会社 緑書房

期末試験を実施する

準備学習
時間外学習

臨床現場を見学する機会があれば、是非本講で学ぶ小さな一つ一つの事項がどう生かされているかを顕微鏡
単位で考えてみてほしい。講義内で挙手による質問への応答、発言、良い質問の提示など、期末試験にポイ
ント加算するので、事前にテキストを読むなどし、積極的に講義に参加してほしい。学習した内容はぜひ
日々の飼育動物のお世話などに活かしてほしい。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（30％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

テスト結果の振り返り、解説と内容を復習し総合習得する



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目 診療補助に必要な技術や知識について説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 臨床動物看護学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 内藤　小洋子

診察室における業務や衛生管理について説明できる

動物内科看護学 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

診察における愛玩動物看護師の役割やその業務内容について説明できるようになる。さらに医療材料の使用方法を習得
する。
※実務者経験：2001年4月から2020年11月まで動物看護師として動物病院に勤務。

診療補助に必要な基礎的知識や技術を学び、特に医療材料の使用方法や動物種ごとの適切な接し方を理解し、動物に対
して円滑に診察を行う基本姿勢を修得することができる

授業計画・内容

愛玩動物看護師の役割や業務について説明できる

輸液を行う際に必要となる医療材料について説明できる

受付業務における待合室の応対について説明できる

犬の適正な飼養方法について説明できる

猫の適正な飼養方法について説明できる

犬の疾病予防のための看護ケアについて説明できる

猫の疾病予防のための看護ケアについて説明できる

愛玩動物看護師として行う動物の身体チェックが説明できる

診察を円滑に行うために様々な保定法が用いられることを説明できる

臨床現場で行う様々な検査について説明できる

臨床現場における調剤方法や使用する薬剤の種類や形状について説明できる

犬や猫に対する様々な投薬方法について説明できる

臨床現場で使用する備品（医療材料や衛生材料を含む）の在庫管理について説明できる

受講生への
メッセージ

まずは愛玩動物看護師の役割や多岐にわたる業務について学んでもらい、動物病院で使用する医療品や衛生
材料の名称や用途について学習してください

【使用教科書・教材・参考書】
愛玩動物看護師の教科書　第4巻　臨床動物看護学

期末試験を実施する

準備学習
時間外学習

授業内で配布するプリントを授業時間内で作成できない場合、自宅での作成となることがあります。
この場合は次回の授業内で復習を兼ねて説明し作成の確認をします。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（20％）
５．授業態度と参加度（30％）  　　受講態度なども考慮して評価する。



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

受講生への
メッセージ

自分自身の目標とする動物看護師に近づけるよう様々な課題に散り組んでいきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】
その都度資料を配布します。

病院実習を終えた学生より自分で工夫したこと・わからなかったことを発表し、実習内容の共有を図る

準備学習
時間外学習

授業の中で課題を出すこともあります。その１つ１つが今後の自分自身につながる課題です。
提出期日はきちんと守ってください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果（20％）
５．授業態度と参加度（60％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

病院実習を終え、ポートフォリオを完成させ、今後に向けた目標設定を行う

病院実習を終えた学生より研修内容を発表し、業務内容の共有を図る

病院実習の説明と病院実習への目的、目標設定を行い、病院実習をより具体的にイメージできる

コミュニケーションスキルアップ（第2回目）を通してクラス内・個々のスキルを修得することができる

病院実習の説明を行い、目的、目標設定から履歴書を作成し実践的な実習へつなげる

病院実習の説明を行い、目的、目標設定から履歴書を作成し実践的な実習へつなげる

コミュニケーションスキルアップ（第3回目）を通してクラス内・個々のスキルが修得できる

病院で働く先輩をゲストに迎え、漠然としたイメージをより具体的にイメージできる

コミュニケーションスキルアップ（第4回目）テスト実施、スキルの習熟度をチェックする

病院実習に行く病院を自分たちで調べ業務内容等を理解することができる

病院実習に行く病院を自分たちで調べ病院の方針を理解することができる

病院実習に向けて目標設定をし、個々が目標をもって取り組むことができる

病院実習への最終準備としてポートフォリオを形付け、実習準備する

コミュニケーションスキルアップ（第1回目）を通じてクラスメートと交流を深めることができる

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

入学時より目標設定を行い、自分が目指す理想の動物看護師像をイメージしながら様々なスキルアップを目指す。各種
取り組みを通じて動物看護師という職業を正しく理解し、通常の授業等への目標設定につなげる。

クラスメイト、担任とのコミュニケーションを通じてコミュニケーションスキルを向上させ、自分が目指す動物看護師
像を具体的にイメージする。動物病院の仕事内容やホスピタリティをきちんと理解ができる。

授業計画・内容

1年のスケジュール確認をして学校生活をイメージすることができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 キャリアマネジメントⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 沖田　恭子



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目 犬の行動、多面的な人との関わりについて古代から現代にいたるまでを理解し説明できるようになる

2回目 犬種の違い、目的を理解し、犬種の用途、ルーツ、グループ分け、犬種名と犬種が一致・説明できる

3回目 犬種の違い、目的を理解し、犬種の用途、ルーツ、グループ分け、犬種名と犬種が一致・説明できる

4回目 犬種の違い、目的を理解し、犬種の用途、ルーツ、グループ分け、犬種名と犬種が一致・説明できる

5回目

6回目

7回目 現代の人と動物の関わり方、動物の飼育と利用の現状を知り、人と動物の協働の種類を理解できる

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

受講生への
メッセージ

将来獣医療に従事する者として、どのように動物と関わるべきであるかを考えられる授業にしたいと思いま
す。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：愛玩動物看護師の教科書　第6巻

期末試験を実施する

準備学習
時間外学習

飼っている犬や、街にいる他の犬達に目を向け、その犬がどのグループに属しているのか、またその犬種の
用途やルーツなどを積極的に調べて、より犬への興味をもつこと。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（30％）
５．授業態度と参加度（20％）  　　受講態度なども考慮して評価する。

試験返却、解説、前期に学んだことの総復習をする

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

犬の生態を知り、適正な飼育方法を理解することで犬種ごとの飼育管理が説明できる。又、ほかの動物種（猫、エキゾ
チックアニマル）との違いについて説明できる。
※あわしまマリンパークにて犬のテーマパーク部門のスタッフとして勤務

犬の伴侶動物の歴史や品種、飼養管理法および生態について学び、さまざまな動物の特性と人との関わりを理解し、説
明できる。

授業計画・内容

これまで学んだことの復習をする

グループごとに分かれ犬種について用途・ルーツが皆が理解できるように発表する

グループごとに分かれ犬種について用途・ルーツが皆が理解できるように発表する

血統書の見方、内容を学び犬種ごとの血統を理解する

動物を安全に散歩、運動、ふれあいをさせることの意義を理解できるようにする

ペット飼育の理由、現状、ペットへの依存の心理を学びペットロスへの対策・軽減ができる

使役動物、補助犬の定義、育成過程や特徴、社会の受入体制を理解し、使役動物について説明できる

使役動物、補助犬の定義、育成過程や特徴、社会の受入体制を理解し、使役動物について説明できる

適切な使用環境やストレスの緩和について理解する

愛玩動物学 授業
形態

講義 開講区分 前期
動物医療科

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 愛護・適性飼養学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 鯉江　千晶



開講科目 総時間 30

学科 （単位） (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目 期末試験を実施する

16回目

受講生への
メッセージ

動物といっても品種や性別、年齢により同じ動物種でも管理の仕方が異なります。正しい飼育管理を習得す
ることでより良い飼育管理が行えるようになります。実際に動物病院で必要とされるスキルの習得を目的に
しています。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書:愛玩動物看護師の教科書
動物看護師養成専修学校教科書作成委員会編:動物看護実習テキスト　株式会社インターズー

準備学習
時間外学習

動物看護実習テキストから項目ごとに講義を行います。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（20％）  受講態度なども考慮して評価する。

試験返却、解説をする

動物看護技術の応用について考えることができる②

動物病院の施設構造・機能を理解し、看護が行われている場の環境を理解する③

動物病院に設置されている医療器具の活用現場を見学し理解する①

動物病院に設置されている医療器具の活用現場を見学し理解する②

動物病院に設置されている医療器具の活用現場を見学し理解する③

動物病院を訪れている全ての生活段階の動物の気持ち、生活を考え、段階に適した補助ができる①

動物病院を訪れている全ての生活段階の動物の気持ち、生活を考え、段階に適した補助ができる②

動物病院を訪れている全ての生活段階の動物の気持ち、生活を考え、段階に適した補助ができる③

看護実践の場に参加し、看護の役割や機能を考えることができる①

看護実践の場に参加し、看護の役割や機能を考えることができる②

看護実践の場に参加し、看護の役割や機能を考えることができる③

動物看護技術の応用について考えることができる①

動物病院の施設構造・機能を理解し、看護が行われている場の環境を理解する②

動物看護総合実習 授業
形態

演習 開講区分 前期
動物医療科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物病院で実際の動物看護業務を体験し、身につけた知識や技術を総合的に実践する。また、牧場や動物園、水族館な
ど様々な職場でのインターンシップを通じて、動物関連業務における広い見解を身につける。
※2008年4月～現在まで家庭動物診療施設獣徳会に所属する。認定動物看護師として臨床現場での動物看護業務、入院動
物やペットホテルでの一時預かりの管理を行っている。

実際に動物を飼育することで動物看護に必要な観察力と動物福祉の精神を養う。また衛星管理、備品管理、基本的な動
物のハンドリングを身につける。動物飼育実習1での実践能力や応用力を用いて正確性、迅速性を身につけ、さらに手順
や要領を考慮した行動から問題解決能力や看護実践能力を身につけることができる。診療現場での臨床経験からより実
践的な看護と専門職としての意識を身につけることができる。

授業計画・内容

動物病院の施設構造・機能を理解し、看護が行われている場の環境を理解する①

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 実習Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 塩月　努



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

動物や環境に関する基礎知識を習得し、生命現象・動物・環境を客観的・科学的視点から捉えかつ理解できるようになる

※北海道大学ならびに京都大学において生物学の研究ならびに学生指導をおこなった。その後、名古屋市東山動植物園において
企画官を務める。現在は、中部大学において生物学の研究に従事している。博士(理学）京都大学：生物学・心理学

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 上野 吉一

授業計画・内容

講師自己紹介、本講義の内容・意義、進行計画、評価方法について説明を聞き、本科目の概要を理解できる

「進化・分類・光合成・食物連鎖」　地球上に精米がどのように誕生し、進化し現在の生命世界ができあがったかを理解
し、さらに現在の生命の有り様についての基礎を理解できるようになる

「動物の血液」　血液とは何か、どのような働きをしているのかを理解できるようになる

「公衆衛生・人獣共通感染症」　人と動物が共存していく上で極めて重要な課題である、共通の感染症についての基礎
を理解できるようになる

アニマルベーシック 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・スペシャリスト科

「生体防御システム」　微生物やウィルスといった外部あるいはガンなどの内部からの侵襲に対し、生体が持つ防御シ
ステムについての基礎知識を理解できるようになる

「外分泌・内分泌・代謝・運動器官」　生体の状態を調整する体内システムについての」基礎知識を理解できるようにな
る

「五大栄養素と飼料効率」　動物が生命を維持したり成長をするために不可欠な栄養、さらに飼育下での給餌量と成
長・生産量の関係に関する基礎知識を経済性の観点も踏まえ理解できるようにする

「遺伝と繁殖」　家畜のみならず野生動物においても人為的な繁殖の重要性は高まっているが、それを実施する上で
の基礎知識を理解できるようになる

「薬剤と医療器具の扱い方」　動物の健康管理を進める上で必要となる薬剤や医療器具の基礎的取り扱いに関して理
解できるようになる

「バイオテクノロジー：遺伝子と細胞の操作」　家畜の育種や生産において遺伝子操作やクローン技術が利用される
が、こうした技術の基礎的知識を理解できるようになる

＜教科書＞
ECO業界で役立つ　基礎生物学
＜参考書＞
サイエンスビュー生物総合資料．実教出版

生物学・動物学の基礎となる知識を習得し、動物を学ぶ上で、その基礎となる細胞、遺伝子、体の機能を広く学び、
生物への理解を深めることができる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）　前期講義終了時に実施
２．小テスト（30％）　　講義期間中に３回実施
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

受講生への
メッセージ

動物に関わっていくためには、動物やそれらが生きている環境について客観的・科学的に理解する知識と
視点を持つことは極めて重要です。本講義において、そうしたことのための基礎となる知識を身に付けてま
しょう

「生物多様性」　地球上には多種多様な生物が生息しているが、それらがどのように生じ、また多様な生物が存在する
ことの意味・価値を持つのかに関する基礎知識を理解できるようになる

「外来種と絶滅危惧種」　人間活動の影響によって動物が本来の生息地とは異なる地域に連れて来られたり、反対に
本来の生息地から消えるといったことの原因や問題に関する基礎知識を理解できるようになる

「地球環境問題」　人と動物が地球で共に生きていく上で地球環境を護ることが不可欠だが、現在地球環境はどのよう
な問題に抱え、人類はどのように対応する必要があるのかを科学的に理解できるようになる

「エコロジーに関わる法規」　より良い環境を維持するための社会的規制としてさまざまな法律が存在しており、それら
の目的や意義についての基礎知識を理解できるようになる

準備学習
時間外学習

新聞やネット上のニュースなどに生物や環境に関する情報は数多く掲載されています。積極的に機会を作
り、そうした情報を調べ、どのようなことが起きているのか、どのような問題に繋がっているのか、どのような
解決法が考えられているのかなどに少しでも関心を持つように心掛けましょう

「生存兆候」　生きているという状態を確認する指標である「生存兆候（バイタルサイン）」についての基礎知識を理解で
きるようになる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
担任が配布する資料(適宜)

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 キャリアⅠ
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 渡部　あずさ

担任とクラスメイトのキャラクターを理解し、よりよい関係を築くきっかけをつかむことができる

キャリアデザインⅠ 授業
形態

演習

施設見学に向けたプランニングの中で、時間管理や円滑な集団行動のヒントを得ることができる

学校行事を振り返って、課題とその改善策を見出すことができる

施設見学に向けたプランニングの中で、時間管理や円滑な集団行動のヒントを得ることができる

施設見学に向けたプランニングの中で、時間管理や円滑な集団行動のヒントを得ることができる

夏休みの過ごし方を考え、自分で自分のための目標を持つことができる

東山動植物園での気づきを共有できる／施設見学の行程を組み、プランニングを実践できる

施設見学に向けたプランニングの中で、時間管理や円滑な集団行動のヒントを得ることができる

施設見学の道中を振り返って得た気づきを、次のプランニングに活かすことができる

入学してから習得したものや上達したことを見つけ自己を認められる

前期で読んだ本を他者に紹介し、学びや気付きを仲間と共有する楽しさを知ることができる

準備学習
時間外学習

前期の間に最低２冊、本を読みましょう。

評価方法

受講生への
メッセージ

日々の学校生活がより充実するように、
また、将来を明るく前向きに想像し、創造するための情報やヒントを伝えます。
皆で想いを共有する時間としても、この時間を大切にしていきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

夏休みを振り返るとともに、学生スタッフの経験を自らの成長や気づきに繋げられる

第1週を振り返って、各授業の目的を確認し、授業に対する自分自身の目標を持つことができる

飼育当番に関する意見交換を行い、自身の課題発見と同時にチームワークについても考えられる

施設見学に向けたプランニングの中で、時間管理や円滑な集団行動のヒントを得ることができる

前期
エコ・スペシャリスト科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分

社会に出るということ、楽しく生き生きと歳を重ねていくということを、一緒に考える時間だと捉え、将来の自分につい
て明るく前向きに想像できるようになる。そしてそのために必要な努力は何かを自ら考えられるようになる。
※実務経験：アドベンチャーワールドに8年間勤務し、内5年間は動物飼育管理業務に携わった。その後、IT企業にて
データ分析業務にも従事。高校理科(生物)教員免許を所持。

担任とクラスメイトとのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことができる。また、学校イベントを企画
できるようになる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】 担任が配布する資料(適宜)

夏休みを振り返るとともに、学生スタッフの経験を自らの成長や気づきに繋げられる

第1週を振り返って、各授業の目的を確認し、授業に対する自分自身の目標を持つことができる

飼育当番に関する意見交換を行い、自身の課題発見と同時にチームワークについても考えられる

施設見学に向けたプランニングの中で、時間管理や円滑な集団行動のヒントを得ることができる

前期
エコ・スペシャリスト科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分

社会に出るということ、楽しく生き生きと歳を重ねていくということを、一緒に考える時間だと捉え、将来の自分について
明るく前向きに想像できるようになる。そしてそのために必要な努力は何かを自ら考えられるようになる。
※実務経験：アドベンチャーワールドに8年間勤務し、内5年間は動物飼育管理業務に携わった。その後、IT企業にて
データ分析業務にも従事。高校理科(生物)教員免許を所持。

担任とクラスメイトとのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことができる。また、学校イベントを企画で
きるようになる。

前期の間に最低２冊、本を読みましょう。

評価方法

受講生への
メッセージ

日々の学校生活がより充実するように、
また、将来を明るく前向きに想像し、創造するための情報やヒントを伝えます。
皆で想いを共有する時間としても、この時間を大切にしていきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

担任とクラスメイトのキャラクターを理解し、よりよい関係を築くきっかけをつかむことができる

キャリアデザインⅠ 授業
形態

演習

施設見学に向けたプランニングの中で、時間管理や円滑な集団行動のヒントを得ることができる

学校行事を振り返って、課題とその改善策を見出すことができる

施設見学に向けたプランニングの中で、時間管理や円滑な集団行動のヒントを得ることができる

施設見学に向けたプランニングの中で、時間管理や円滑な集団行動のヒントを得ることができる

夏休みの過ごし方を考え、自分で自分のための目標を持つことができる

東山動植物園での気づきを共有できる／施設見学の行程を組み、プランニングを実践できる

施設見学に向けたプランニングの中で、時間管理や円滑な集団行動のヒントを得ることができる

施設見学の道中を振り返って得た気づきを、次のプランニングに活かすことができる

入学してから習得したものや上達したことを見つけ自己を認められる

前期で読んだ本を他者に紹介し、学びや気付きを仲間と共有する楽しさを知ることができる

準備学習
時間外学習

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 キャリアⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 渡部　あずさ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ITⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 K2Tエデュケーション

Word3　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。企業戦略を分析できる。

コンピュータ演習Ⅰ 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・スペシャリスト科

ビジネス活用できるWord/Excel/パワーポイントのスキルに加え、AI技術に関する知識も身につけることができる。

授業計画・内容

ITガイダンス　メールアドレスの設定が完了し、ITリテラシーのテストに合格できる。

Word1　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。

Word2　基本的な操作を覚え、ビジネス文書を作成できる。個人情報とプライバシーについて理解できる。

IT・AIに関する知識とスキルを学び、IT関係の企画立案が出来る力を身に付ける。ITリテラシを学び、ネットトラブルを回
避する知識とスキルを身に付ける。また、ビジネスで必要なWord・Excel・パワーポイントのスキルを身に付ける。授業
は、知識の理解だけ終わらないようグループワークや実習を取り入れて進めていく。※大学エクステンションセンターで
IT関連資格を指導する教員。応用情報技術者、情報処理安全確保支援士試験合格者。

準備学習
時間外学習

・講義の中でも紹介するがIT関連のニュースや書籍に積極的に触れる機会を作ること
・必要になった時にすぐに使えるように、講義中に実習したことは整理して保存しておくこと。

Word4　図形、画像などの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。AI用語を説明できる。

Wordで図形や画像の入った文書を作成することができる。コンプライアンスについて説明できる。

チラシデザイン、DTP（PCを使ったデザイン）体験でチラシを作成できる。

Excel1　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式、関数を使って計算）

Excel2　基本的な表を作成することができる。ソーシャルメディアリテラシについて理解できる。

Excel3　グラフの作成をすることができる。水族館・動物園で導入されているシステムを分析ができる。

Excel4　グラフの作成をすることができ、表とグラフを印刷することができる。AI用語を説明できる。

Excel5　これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる。SNSの注意点について説明できる。

水族館・動物園で導入されているシステム分析が出来る。アルゴリズムが理解できる。

定期試験：就職活動および就職先で活かすべきスキルが身に付いたかを確認する。

まとめを行い、前期で学んだITスキルと知識を実践できるようになる。AI用語を説明できる。

Word2016、Excel2016（滋慶オリジナル）
滋慶学園グループ「IT・リテラシー」（滋慶オリジナル）
「30時間でマスター　プレゼンテーション＋PowerPoint2019」（実教出版）
データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（40％）
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で評価とします。

受講生への
メッセージ

ITのスキルと知識はこれからの時代に必須となっている。知識を増やすには普段から意識して情報に接す
ることが大切になるため、IT系のニュースに触れる機会を増やすこと。また、Word・Excel・パワーポイント
は、資料作成など他の授業でも必要なスキルのため、早く身につけることを心がけ、自ら積極的に学ぶ姿
勢を持つこと期待する。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

・ホスピタリティの歴史・語源・定義・５領域について学びホスピタリティについて説明することができる
・繁忙期に顧客へホスピタリティを提供する方法を学び、実践することができる
　＊2005年～2007年　京急油壷マリンパークで飼育部に所属。
　　　海獣飼育員として勤務し、イルカ・アシカショーや給餌解説などを担当。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

将来の就職先で必ず必要になる考え方、実践できるスキルを身に付ける授業になります。
体調管理に気を付けて、主体的に取り組むようにしてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（50％）   以上の割合で前期評価とします。

繁忙期のときに顧客満足を得れるホスピタリティが何かを考えて、実践することができる

繁忙期のときに顧客満足を得れるホスピタリティが何かを考えて、実践することができる

準備学習
時間外学習

この授業を受けるにあたり、ホスピタリティ・コーディネータ教本を閲覧、読んでおく予習が必要です。
また授業で実施した内容を復習し、その理解度を深め、説明の練習が必要です。

評価方法

開講区分

繁忙期のときに顧客満足を得れるホスピタリティが何かを考えて、実践することができる

各産業におけるホスピタリティの実践について学び、ホスピタリティの重要性を説明できる

日本のサービス産業の現状とホスピタリティの重要性について説明できる

ホスピタリティの歴史と文化、サービスとホスピタリティの語源を説明できる

ホスピタリティの定義、５領域について説明できるについて説明できる

学園祭で実践するためのポイントを理解し、自ら考えて、発表することができる

学園祭で実践することについて自ら考えて、発表することができる

学園祭で実践することについて自ら考えて、ホスピタリティを発揮することができる

学園祭で実践することについて自ら考えて、ホスピタリティを発揮することができる

組織と顧客のホスピタリティについて説明することができる。

これまで学んだホスピタリティについて、知識として復習して、言語化することができる

・顧客満足のために必要なホスピタリティの重要性について学び、必要なスキルとマインドを身につけることができる。
・自ら考えて、その場にあった顧客満足を得るホスピタリティを実践することができる

前期

組織と社員(従業員)のホスピタリティについて説明することができる。

教科書：NPO法人　日本ホスピタリティ推進協会発行　　ホスピタリティ・コーディネータ教本

オリエンテーション　授業の目的・目標について理解し、授業の進め方について説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナーⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 三好　咲衣

ホスピタリティ 授業
形態

演習
エコ・スペシャリスト科

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

企業の経営や運営をするための方法を学んだら、日々の生活で体験することがらに当てはめて考えてみてく
ださい。自己管理やコミュニケーションの方法については、実際に活用してみてください。学んだ知識は活用
してこそ意味を持ち、学ぶことが楽しくなります。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(40％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で評価とします。

前期試験　経営戦略、マーケティング戦略についての知識と活用方法が身についたかを確認する。

前期で学んだことを振り返り、学んだ知識の使い方を考える。

準備学習
時間外学習

・学んだことの意味を考えて、日々体験することに当てはめて理解を深める。
・自分が企業（動物園・水族館）を経営することを想定して、自分だったらどうするかを考える。

評価方法

開講区分

＜第２部　マーケティング戦略＞　３．マーケティングの４Ｐ（製品、価格、流通、プロモーション）を習得する。

自己管理、スケジュール管理、時間管理の方法を理解して、計画的にものごとを進められるようにする。

＜第１部　経営戦略＞　１．経営戦略の全体像　企業を経営するための基本的な考え方を習得する。

＜第１部　経営戦略＞　２．経営理念　企業を経営する目的・理念を理解し、考える実習を行う。

＜第１部　経営戦略＞　３．環境（SWOT）分析、事業ドメイン設定　動物園の事業領域を考える実習を行う。

＜第１部　経営戦略＞　４．成長戦略　企業を成長させる4つの方向性を知り習得する。

＜第１部　経営戦略＞　５．競争戦略　ライバル企業と競争するための3つの戦略を習得する。

＜第１部　経営戦略＞　６．差別化戦略（ランチェスター戦略）　ライバル企業に打ち勝つ方法を習得する。

＜第１部　経営戦略＞　７．財務戦略　企業の収支を理解し、利益を上げる方法を習得する。

＜第１部　経営戦略＞　名古屋商工会議所を訪問して、各企業と商工会議所の役割を知る実習を行う。

＜第２部　マーケティング戦略＞　１．マーケティング・コンセプト　マーケティングの考え方を習得する。

＜第２部　マーケティング戦略＞　２．標的市場の設定　市場区分方法を知リ、標的市場の設定実習を行う。

動物園・水族館をはじめとした動物施設の運営に必要な知識について学び、組織で動くためのコミュニケーションを身に
つけることができる。

前期

・企業で働き成果を出すために必要な基本的知識を習得する。
・経営戦略、マーケティング戦略、人と組織のマネジメントについのて知識と考え方、活用方法を習得する。
・グループワーク、アクティブラーニング等でコミュニケーション能力を身につける。
※中小企業診断士の資格を保有し、企業の経営戦略やマネジメントに関する支援を行う。

・講師が作成するオリジナル資料
（参考書）・経営戦略の基本（日本実業出版社）
（参考書）・経営をしっかり理解する（日本能率協会マネジメントセンター）
（参考書）・マーケティングの基本（日本実業出版社）
（参考書）・マーケティング戦略（有斐閣アルマ）

オリエンテーション、ビジネスマネジャー講座の概要、学習の進め方を理解し、実行できるようにする。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 マネジメントⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 K2Tエデュケーション

マネジメント 授業
形態

講義
エコ・スペシャリスト科

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

ペンギン・アシカ・アザラシ・イルカなどの、種類や違いを理解し見分ける事が出来る。
飼育方法を理解することが出来る。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

動物を観察する事で種類や違いを理解し、個体の違いなど見分ける事で、何が出来るか考え視野を広げ
て欲しいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(50％)   以上の割合で前期評価とします。

試験

試験返却・振り返り

準備学習
時間外学習

評価方法

開講区分

これまでの学びを復習し、動物の効果的な展示についてアイデアを発表できるようになる

トレーニングの方法：ターゲットなどの使い方を学び理解する

鰭脚類: 飼育下での健康管理、飼育について理解する

鰭脚類: 分類・種類を理解し説明する事が出来る

鰭脚類: 体のしくみ・それぞれの違いを理解する

ペンギン: １８種類の見分け方や違いを理解し説明する事が出来る

ペンギン: 生態について理解する

ペンギン: 体の仕組み・各部名称を理解する

ペンギン: 飼育方法などを理解する

鯨類: 分類・種類などを理解し説明する事が出来る

鯨類: 体のしくみを理解する

鯨類: 飼育方法・輸送について理解する

鯨類を中心に海に生息する哺乳類の分類、行動、生態の基礎について学び、生物への理解を深めることができる。
動物園・水族館で飼育されることの多い海洋生物の内、魚類を除いた種をターゲットに飼育や展示のポイントを掴むこ
とができる。

前期

プリント資料を配布します。

トレーニングの目的：トレーニングの必要性を理解できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 立花 真澄

海洋哺乳類 授業
形態

講義
エコ・スペシャリスト科

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

持続可能な社会の実現に向けて、生物多様性保全は必須です。
生物多様性を保全するための基礎知識を学びつつ、社会で実践していることを一緒に行っていきます。

※講師紹介※ビオトープ計画管理士1級。博士。尾張西部生態系ネットワーク協議会会長。日本生態系協会評議員。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ 「人は見たいものしか見ない」生き物です。そして、「大切なものは目にはみえない」

だから、この講義を通じて、自然を「MIRU」力と伝える力を一緒に高めていきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（30％）
４．課題成果（30％）
５．授業態度と参加度（40％）

哺乳類：チタキツネ？　生態系ネットワークとロードキルについて説明できる

外来種は悪者？：特定外来生物法を理解し外来種対策および遺伝子汚染の問題を解説できる

準備学習
時間外学習

身近な足もとの自然の移り変わりを「みる」ことができる力を高めるよう、日々の変化を動画撮影などを通じ
可視化します。また、その社会実践としてエコ新聞作成などの広報活動を実践し、人に伝える能力を高めま
す。

評価方法

開講区分

水田や川の魚たち：魚道が説明できる。メダカとカダヤシの違いのイラストが描ける

生物多様性条約とSDGｓ：生物多様性条約ができた背景を理解し、自分にできる行動のきっかけをつかむ

誰にきく？：自然環境保全に関する様々な機関（NGOなど）の活動、資格と社会のしくみが説明できる

エコラベル（１）：森林を守るために私たちができることが実践できる

エコラベル（２）：海をまもるために私たちができることが実践できる

エコラベル（３）：エシカルとは？　企業が実践していることを説明できる

生物多様性を保全するための事業：ビオトープ・生態系ネットワークの概要について説明できる

生態系とは？　食物連鎖、保全生態学、生物分類の基礎用語が説明できる

チョウと街づくり：チョウの生態を理解し、生態系保全のために出来ることを提案できる

境目が大切：エコトーンについて理解し説明できる

水辺の生き物：トンボ類やカエルなどの両生類が生息するための空間を提案できる

草地・草原の鳥：藤前干潟や工場での取り組みを紹介できる

地球上における人と動物を取り巻く環境と、その相互関係について学び、持続可能なより良い社会づくりに貢献できる
ようになる。

前期

生物多様性　私と地球を元気にする方法　技報堂出版社　　長谷川明子著

未来を考える「バックキャスティングと4つの窓」：持続可能な社会の実現に求められる人材を意識できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 長谷川　明子

環境教育 授業
形態

講義
エコ・スペシャリスト科

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

受講生への
メッセージ

自分の考えを発表する場を授業の中でつくっていきます。間違っていてもいいので、できるだけ授業の中
では発言をして下さい。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：社団法人 日本動物園水族館協会発行 新飼育ハンドブック 水族館編 第３集・第４集

前期試験・振り返り

準備学習
時間外学習

国内にある水族館がどういった施設かを事前に調べておいて下さい。また発想力をつける為に、世の中の
動きにも興味をもちニュース等をチェックして下さい。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

水族館における配慮を学び説明することができる、

JAZA１０年ビジョン、JACRE、業界の情報交換について理解し、説明することができる

最新施設の構造（照明、映像、演出）を見て説明することができる

最新施設の構造（集客、ＩＴ活用、商品）を見て説明することができる

業界の変化を理解し、意見交換や発表をすることができる

館内美化のための掃除の重要性について説明することができる

水族館における展示の定義、その心掛けを学び説明することができる

水族館における展示の歴史、展示計画、構想を学び説明することができる

水族館へ行く際の時間、行程を自ら立てることができる

施設の構造、運営について見て、説明することができる

最新施設とは違う構造、運営について意見交換をし発表することができる

展示の動線と水槽の形状、目的に分けた展示手法を学び説明することができる

水族館の目的と意義を学び水族館の役割４つ、JAZAについて説明することができる

水族館飼育演習 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

水族館の現状を理解し、運営をする側になった時に何が必要か少しでもイメージができるようになる。自分の考えを人
に伝えることができるようになる。＊水族館（二見シーパラダイス 現 伊勢シーパラダイス）で10年勤務、イルカをはじめ
トド、セイウチ、ゾウアザラシなどの海獣類を飼育、トレーニング、ショーなどを担当。

水族館の飼育管理、設備管理について学び、最新の業界動向について説明する事が出来る

授業計画・内容

授業の目的と目標を理解し、説明することができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 楠本　真紀



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 土屋　美穂

講師が作成したオリジナルのプリント資料
社団法人日本動物園水族館協会 発行 新飼育ハンドブック動物園編(適宜)

講師自己紹介、本講義の内容・意義、評価方法について説明を聞き、本科目の概要を理解できる

動物の健康管理 授業
形態

講義

哺乳類(6)リス科の体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(7)ハムスター・スナネズミの体の特徴、飼育、疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(8)ﾃﾞｸﾞｰ・ﾁﾝﾁﾗ・ﾌｸﾛﾓﾓﾝｶﾞの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

鳥類の分類と種類、体の特徴、飼育、疾病について学び、哺乳類との相違点を理解できる

カメの分類と種類、体の特徴、飼育を学び、哺乳類・鳥類との共通項と相違点を理解できる

哺乳類(1)全般：哺乳類の分類と種類、体の特徴を知り、比較から応用する考え方が身に付く

哺乳類(2)ウサギの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(3)テンジクネズミ科の体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

期末試験にて学んだ内容を確認し、日頃の飼育管理に活かせているか否かを確かめることができる

試験問題のねらいと模範解答及び解説、科目の総括を行い、課題を見出せる

準備学習
時間外学習

日頃から動物に関する本やニュースに興味関心を持ち、目を通す習慣をつける。
飼育室管理にて学んだことを主体的に実践する。

評価方法

受講生への
メッセージ

動物飼育にマニュアルは無くても、基本はあります。
種が違っても共通すること、応用できることがたくさんあります。
豊かな感性と柔軟な姿勢で個々の動物たちを愛してあげてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(％)   以上の割合で前期評価とします。

トカゲ・ヘビの分類と種類、体の特徴、飼育を学び、哺乳類・鳥類との共通項と相違点を理解できる

エキゾチックアニマルをとりまく現状と課題を知り、彼らとどう向き合うべきかを考えることができる

哺乳類(4)ﾌｪﾚｯﾄ・ﾐｰｱｷｬｯﾄ・ﾘｽｻﾞﾙの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(5)テンレック・ハリネズミの比較を行い、共通項と相違点を理解できる

前期
エコ・スペシャリスト科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分

生物学・分類学の基礎を理解し、講義で取り上げる種それぞれの特徴を捉えられるようになる。種ごとの魅力を自ら
の言葉で人に伝えることができるようになる。各種に適した飼育管理の方法を自ら考えられるようになり、提案もでき
る。
※実務経験※本校卒業後、五桂池ふるさと村にて14年2ヶ月勤務し「花と動物ふれあい広場」にて飼育員を務めた。

エキゾチックアニマルへの正しい向き合い方が身に付き、種ごとのよりよい飼育管理の方法を自ら考え、工夫すること
ができる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

期末試験にて、本科目で学んだ内容を確認し、日頃の飼育管理に活かせているか否かを確かめることができる

前期学習内容の総括を行う

準備学習
時間外学習

動物園を訪れたり、動物番組を見たり、できる限りの機会で野生動物のことを学び触れ合う機会を持って、
積極的に動物園や動物に関する知識を増やす努力をする

評価方法

受講生への
メッセージ

将来、動物園での勤務に必須の知識を教授したいと考えますので、授業を中断してもよいですから、疑問
が湧けばすぐに質問するなど、積極的な受講を心がけてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（90％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(10％)   以上の割合で前期評価とします。

開講区分

飼育下環境という限られた環境の制約を軽減する手法としての環境エンリッチメントを概説できるようになり、環境エ
ンリッチメントを実施するうえで衛生管理上の問題点を理解し概説できるようになる

日本の動物園の現代にいたるまでの歴史を理解し、世界の動物園と日本の動物園の社会的な位置付けの違いを理
解する

動物園に関する国内法令や国際条約について学び、遵守すべき規制について理解する

現代における動物分類学を学び、展示に応用できるよう理解する

国際命名規約について学び、正しく展示に応用できるよう理解する

脊椎動物の分類について学び、展示に応用できるよう理解する

天王寺動物園で実施されている展示を例に展示手法を学び、近代動物園の持つ社会的使命を全うするための展示
計画の立案方法を身につけ解説できるようになる
展示を構成する動物たちが彼らの本来の生活に近い状況を飼育下環境で再現できる工夫を身につけ実践できるよう
になる

各展示テーマに基づいた展示方法を実施するうえで必要となる知識を理解し、説明できるようになる

様々な展示技法を学び、それぞれのメリット、デメリットを上手に組み合わせる方法を概説できるようになる

環境エンリッチメントがこれまでどのようにして動物園の展示を充実させ、動物の福祉の向上に貢献してきたかを概
説できるようになる

環境エンリッチメントを分類し、それぞれのメリット、デメリットを十分に理解し概説できるようになる

学生が各自の理想とする動物園像ならびに飼育担当者像を構築し、動物園、あるいは野生動物飼育展示施設におい
て動物の福祉を第一義とした業務を遂行できるようになる。

前期

担当教員は1974年4月から2012年3月まで大阪市天王寺動物園に勤務した。獣医医療と動物園運営に係る管理職業
務に従事していたので、これらの経験から得られた知識を活かし、現代社会が求める動物園を運営するにあたり必要
不可欠となる知識を精細に教授する。

改訂版　新・飼育ハンドブック　動物園篇３概論・分類・生理・生態
改訂版　新・飼育ハンドブック　動物園編４展示・教育・研究・広報
改訂版　新・飼育ハンドブック　動物園編５　環境エンリッチメント
「動物園学入門」朝倉書店
「動物園学」文永堂出版

古代から始まる世界の動物園の歴史を理解する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物園・水族館研究
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 長瀬　健二郎

動物園・水族館研究 授業
形態

講義
エコ・スペシャリスト科

授業計画・内容



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
担任が配布する資料(適宜)

飼育当番を行い、授業で学んだことを実践すると同時に、創意工夫を発揮することができる

飼育当番を行い、授業で学んだことを実践すると同時に、創意工夫を発揮することができる

飼育当番における気づきを仲間と共有し、自分には無い他者の視点や感覚を尊重できる

飼育当番を行い、授業で学んだことを実践すると同時に、創意工夫を発揮することができる

前期
エコ・スペシャリスト科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分

動物の飼育管理において必要な観察力、洞察力、思考力とは何かを知り、人も動物も安全な飼育方法について考え
る。そして、実際に飼育管理を経験し、物事を多角的に捉えられるようになる。
※実務経験：アドベンチャーワールドに8年間勤務し、内5年間は動物飼育管理業務に携わった。その後、IT企業にて
データ分析業務にも従事。高校理科(生物)教員免許を所持。

校内外の動物施設（主に動物園）で実際の飼育管理や施設管理について学び、現場で必要とされる考え方を理解で
きるようになる。

飼育当番は日頃の授業での学びを実践する場です。
日頃の全ての授業の中にヒントがたくさん隠れています。是非とも探してください。

評価方法

受講生への
メッセージ

飼育室にも飼育当番にも正解はありません。正解は一つとも限りません。
チームで動物のために、誰かのために考え行動すること。この経験を大切に積み重ねてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

飼育当番を行い、授業で学んだことを実践すると同時に、創意工夫を発揮することができる

動物飼育演習Ⅰ 授業
形態

演習

飼育当番を行い、授業で学んだことを実践すると同時に、創意工夫を発揮することができる

飼育当番における気づきを仲間と共有し、自分には無い他者の視点や感覚を尊重できる

飼育当番を行い、授業で学んだことを実践すると同時に、創意工夫を発揮することができる

飼育当番を行い、授業で学んだことを実践すると同時に、創意工夫を発揮することができる

飼育当番における気づきを仲間と共有し、自分には無い他者の視点や感覚を尊重できる

飼育当番における気づきを仲間と共有し、自分には無い他者の視点や感覚を尊重できる

飼育当番を行い、授業で学んだことを実践すると同時に、創意工夫を発揮することができる

飼育当番を行い、授業で学んだことを実践すると同時に、創意工夫を発揮することができる

飼育当番を行い、授業で学んだことを実践すると同時に、創意工夫を発揮することができる

飼育当番における気づきを仲間と共有し、自分には無い他者の視点や感覚を尊重できる

準備学習
時間外学習

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育演習Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 渡部　あずさ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

動物福祉の科学：理念・評価・実践．緑書房．（監訳）佐藤修介、加隈良枝
動物福祉の現在：動物とのより良い関係を築くために．農林統計出版 ．（編）上野吉一、武田庄平

「オリエンテーション」　講師自己紹介、本講義の内容・意義、進行計画、評価方法について説明を聞き、本科目の概要
を理解できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 上野 吉一

動物福祉 授業
形態

講義
エコ・スペシャリスト科

授業計画・内容

開講区分

「終生飼育の福祉」　終生飼育することが基本となるペット・コンパニオン動物や動物園動物における動物福祉がどの
ような特徴を持つのかを理解できるようになる

「動物倫理」　人と動物の関係史、生命観・動物観、さらにそれに基づく動物に関する倫理の基本を理解できるようになる

「飼育と責任」　動物を飼育する目的によって動物の命の扱いにどのような違いがあり、その違いはなぜ認められるの
かを理解できるようになる

「命への姿勢」　動物を飼育していく上で生じる殺処分に関し、その必要性や実施する上での適切な方法の考え方など
を理解できるようになる

「５つの自由、５つの領域」　動物福祉を考える上で重要な５つの自由、あるいは最近それを発展させて示された５つの
領域に関し理解できるようになる

「数値基準」　動物福祉を考える上で示される数値基準に関する捉え方としての結果指向と方法指向の違いならびに
その適用性を理解できるようになる

「環境と動物の主体性」　動物が生活していく上での環境の重要性ならびに環境に対する動物の主体的働き掛けを理
解できるようになる

「飢えと渇き」　動物福祉を考える上で飢えや喉の渇きが動物にとりどのような問題を引き起こし、どのような動物福祉
の低下を引き起こすのかを理解できるようになる

「痛み」　動物福祉を考える上で痛みはどのような問題を引き起こし、どのような動物福祉の低下を引き起こすのかを
理解できるようになる

「情動と有感」　動物福祉を考える上で重要な動物の特性である情動あるいは有感（sentient）について理解ができるよ
うになる

「身体的健全性」　動物福祉を評価したり向上させる上で重要な指標となる疾病や傷害の予防や軽減により引き出され
る身体的健全性を理解できるようになる

「行動と心理的特性」　動物福祉を考えたり向上させる上で重要な指標となる行動やそれにより引き出される心理的健
全性を理解できるようになる

飼育動物のQOL向上をテーマに、施設づくり、展示の工夫、行動分析やトレーニング、環境エンリッチメントについて基
礎となる考え方を習得する。動物の心身が健全で、環境と調和のとれた状態を叶える飼育方法と展示に関するアイデ
アを持てるようになる。

前期

動物倫理や動物福祉に関する理論的枠組みを学習し、こうした問題に対し根拠を持って議論をしたり自分自身の考えを持てるようになる。動物
福祉を理論的に捉えられ、また状況に応じ動物福祉に基づく判断ができるようになる。

※北海道大学ならびに京都大学において動物倫理・動物福祉の研究をおこなった後、名古屋市東山動植物園において企画官を務める。現在
は、中部大学において動物福祉の研究に従事、またアニマルウェルフェア国際協会の会長を務める。博士(理学）京都大学：生物学・心理学

「非終生飼育の動物福祉」　殺処分することが飼育の終了時期として考えられる産業動物や実験動物における動物福
祉がどのような特徴を持つのかを理解できるようになる

「“動物福祉”が持つ2つの意味」　動物福祉という言葉に含まれる動物の状態を示す場合（Animal welfare）と動物福祉
を向上させようと考える人側の姿勢を示す場合（Animal welfarism）の違いが解できるようになる

準備学習
時間外学習

各回のトピックに関し、参考図書やネット情報などを元に事前学習し、自分なりの考えを整理した上で授業
に参加する
日常のさまざまな場面において、動物への配慮の視点で物事をみる習慣をつける

評価方法

受講生への
メッセージ

動物福祉は唯一の回答があるものではありません。広い視点に立ち、またしっかりとした根拠を持って、動
物の生活を考えることが重要です。幅広い知識を学ぶと同時に、動物の“心”に共感する姿勢を身に付け
ましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）
２．小テスト（45％）　毎回事情開始時に実施
３．レポート（55％）　前期講義終了時に実施
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物の「生理」「生態」「形態（解剖学的）」を中心に一年を通して理解し、説明できるようにする
・動物による比較や人間との比較、動物園やそこで働くスタッフの意義
・動物園等の写真を見ながら動物の展示や看板などについて説明　　　
※実務経験：伊豆シャボテン公園元園長、獣医師・学芸員の資格を持ち34年間勤務
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
改訂版 新飼育ハンドブック動物園編（日本動物園水族館協会）
世界の動物　分類と飼育（東京動物園協会）
動物園学入門（朝倉書店）

授業計画・内容

開講区分

胸腔内臓器、腹腔内臓器、などの形態について

消化について（口腔内消化）

講義概略、動物園はみんなにとってどんな所？動物園での仕事は？

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 陸上動物Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 岩田　光一

陸上動物 授業
形態

講義
エコ・スペシャリスト科

動物園、動物飼育施設をとりまく社会情勢、動物自体の基本や飼育、展示、取り扱いについての知識を学ぶとともに、
その運営についても考えられるようにする

前期

前期試験

前期試験解説

準備学習
時間外学習

自分自身が動物に関する仕事に就いたとしたら、何をしたいのか何ができるのかを考えるとともに、多くの
動物に関する職においてその組織が何を考え、何をしようとしているのかを想像してみること
植物園や博物館などにも時間がある時は足を運ぶこと

前期講義のまとめを行い、理解を深める

（公社）日本動物園水族館協会とは？

動物に関する社会的環境（条約等）について

動物に関する社会的環境（法律等）について

動物分類の基本について

生理学とは？生体の構成や基本的生命現象について

器官および系統について

血液（成分、役割、血液型等）ならびに血液循環について

骨格について

歯について、体側について

評価方法

受講生への
メッセージ

自分自身の将来をどう考えるか。時間の経過とともに種々変化をしていくとは思いますが、整理をしておい
て下さい。その考えを聞かせて頂きます。
動物本体のみならず、その動物の生息地の環境（気候、地形、植物、文化歴史など）にも関心を持って下さ
い。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100%）：定期試験を基本100%とするが、講義への姿勢や課題も加味する。
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）：数%程度 Max10%
５．授業態度と参加度（％）：数%程度 Max10%



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

スケジュール管理、クラスにおいてのチームワーク力を学ぶ

※実務経験：2004年10月～2014年11月　伊豆シャボテン公園　飼育主任として勤務　　飼育員歴：１０年
2015年1月～2017年2月　鎌倉パスタ　店長　2017年2月～現在名古屋ECO動物専門学校　教務部
【到達目標】
担任とクラスメイトとのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（100％）   以上の割合で後期評価とします。

受講生への
メッセージ スケジュール管理をしっかりとしましょう

準備学習
時間外学習 校外見学の振り返りをし、レポートをまとめ作成する

We areについてスムーズに行うためのスケジュール管理ができる

自己分析シートを活用して自身の強みと弱みを理解できる

校外見学実習の振り返りをして学べたことを共有することができる

自己分析シートを活用して自身の強みと弱みを理解できる

研修に向けての注意点と心構えを理解することができる

キャリアガイダンスを行い就職に向けての準備ができる

キャリアガイダンスを行い就職に向けての準備ができる

自己分析シートを活用して自身の強みと弱みを理解できる

東山動物園ガイドに向けて準備計画を立てることができる

1年間の振り返りを行い学べたこと、できなかったことを理解することができる

プロの飼育員、トレーニングについて理解することができる

We areについてスムーズに行うためのスケジュール管理ができる

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

校外見学実習に行く前に事前調べをして行程を把握できる

校外見学実習に行く前に事前調べをして行程を把握できる

キャリアガイダンスを行い就職に向けての準備ができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 大塚　聡史



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 立花　真澄

社団法人日本動物園水族館協会 発行 新飼育ハンドブック動物園編(適宜)

①飼育室の手作り看板の作り方を学び実践する。

クラフトワークⅠ 授業
形態

演習

①テーマを決め紙芝居作成方法を学び実践する。

②テーマを決め紙芝居作成方法を学び実践する。

③テーマを決め紙芝居作成方法を学び実践する。

①案内看板作成方法を学び実践する。

②案内看板作成方法を学び実践する。

③飼育室の手作り看板の作り方を学び実践する。

①遊具の作り方を学び実践する。

②遊具の作り方を学び実践する。

②企画展(発表)を学び実践する。

③企画展(発表)を学び実践する。

準備学習
時間外学習

道具の正しい使い方を理解し、実践していく。また、さまざまな企画を創造し、楽しい企画を発表するため
に、日頃から日常の楽しいことを観察すること。

評価方法

受講生への
メッセージ

小さなアイディアでも、皆と話し合うことで広がっていくので、たくさん意見＆提案を出していきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(50％)   以上の割合で後期評価とします。

①企画展を学び実践する。

②飼育室の手作り看板の作り方を学び実践する。

①イベント企画を学び実践する。

②イベント企画を学び実践する。

後期
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分

動物の生態・行動を理解し、エンリッチメントのひとつとして動物のトレーニングを学び、実際に動物に触れて実践して
いく。
トレーニングを行うことで、動物の観察と健康管理が円滑になることを知り、その重要性を学ぶ。
※実務経験：二見シーパラダイスに５年、飼育員として勤務。

人が動物を飼育管理する上で、トレーニングがどのような目的で行われ、どのような効果をもたらすのかを理解し、実
践できるようになる。

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

(単位) (2単位)

【授業の学習内容】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）、30時間でマスター　プレゼンテーション＋PowerPoint2019（実教
出版）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

開講区分 後期

PowerPoint12　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ＩＴ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員
熊崎　悦子

浅井　麻衣子

コンピュータ演習 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

前期の理解を後期でさらに深めていくことが大切です。
後期は、主に進級発表の準備になりますので、前期に行ったWordやExcelの知識をフル活用しながら、
PowerPointへ生かしていくことになります。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

PowerPoint2　スライド作成ができる。

PowerPoint4　作成したスライドにアニメーションなどの動きを入れることができる。

PowerPoint1　スライド作成ができる。

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○PowerPoint　発表用のスライドを完成させるためには授業時間だけでは不足します。時間外でもスライ
ドの作成をしてください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

Wordでポスターを作成することができる。（期末試験）

Wordで習得した内容を作成することができる。Word2　名刺を作成することができる。

プレゼンテーション発表用スライドを作成するためにPowerPointの基礎を行います。さらに、Wordの図形の使い方を行
います。PowerPointは、スライドを作成し発表をすることができる。Wordは、図形の使い方を理解できる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。

○Word：図形、イラスト、写真などを使った視覚的な書類の作成（ポスターなど）ができる。
○PowerPoint：基本操作を覚え、スライド作成の手順を学ぶことで、見やすく説得力のあるスライドを作成し発表をす
ることができる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Word1　図形の応用を習得する。

PowerPoint3　スライド作成ができる。

PowerPoint5　動画を入れることができる。

PowerPoint6　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint7　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint8　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint9　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint10　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint11　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

自分で自分の想いをきちんと理解し、自分の言葉で相手に伝えられるようになる。
同時に相手の想いや意図を理解できるようになる。
自分を知ること。人を知ること。1年かけて自分とのコミュニケーション、他者とのコミュニケーションを学んでいきます。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

自分の事を理解し相手の意図を理解し自分の事をちゃんとアピール出来るようになりましょう！

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（20％）

その理想と夢を叶えるために必要なことを真剣に考えてみよう/具体的に今必要なことが見えてくる

2年生の目標を決めよう/相手の意図を理解しよう/理解することでより良い関係が築ける

準備学習
時間外学習

自分の心の動きに敏感になり自分に寄り添うこと。自分の強みと弱みをちゃんと知ること。

評価方法

開講区分

卒業後どこでどんな風に働きたい？夢について語り合おう/自分と対話できるようになる

前回みんなで考えた授業内容を実施/主体性を身につける

前回みんなで考えた授業内容を実施/1つ1つの授業と時間を大切に出来る

前期習ったことを踏まえてテーマを決めてプレゼンしよう（個人）/人に伝わる話し方を身につける

前期習ったことを踏まえてテーマを決めてプレゼンしよう（個人）/人に伝わる話し方を身につける

感謝を伝えたい人は誰？その人の事をプレゼンしよう（個人）/表現力と言葉選びを身につける

感謝を伝えたい人は誰？その人の事をプレゼンしよう（個人）/表現力と言葉選びを身につける

自分のいいところ、出来ている所をとことん褒めてみよう/自分を好きになる

テーマを決めてプレゼンしてみよう(グループワーク）/自分を知り他者を知る

テーマを決めてプレゼンしてみよう（グループワーク）/チームワークを身につける

皆さんの話し方のフィードバック/相談会/それぞれの個性を知る事ができる

卒業後どんな自分になりたい？理想の生活を考えてみよう/考える力をつける

自分で考え自分で選択できる力を養い、人前で堂々と自分の考えや想いを表現できるようになる。

後期

後期どんなことを学びたいか、どんな自分になりたいか発表しよう /目標を決めることで学校生活が変わる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西原　麻貴

プレゼンテーション 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容



開講科
目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

前期で学んだ体の仕組みと働きの理解を確認し、動物による解剖生理の違いを幅広く習得して、説明できる。

※実務経験：1978.4～1993.7小動物臨床、1985.4～1991.7名古屋動物看護学院で解剖生理学講師、
1994.11～2年2か月家畜保健衛生所勤務(産休代替2期)、2003.9～NCA非常勤講師、現在に至る
【到達目標】
基本的な解剖生理ををしっかり理解して、動物による共通点、相違点を説明できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

循環器系の一員としての血液の働きについて説明できる。

授業計画・内容

部位の名称、体の区分などヒトと動物の対比を説明できる。

運動器系　骨格の部位による分類、濃度計算演習などについて考えさせる。

運動器系、椎骨の基本構造、歩行様式について動物による違いを説明できる。

筋系の分類、全身の骨格筋の働きの違い、神経の分類について説明できる。　

消化器系の働きと栄養素の関係を復習し、各動物による構造の違いを説明できる。

神経系の分類と働き、内分泌器系の働きとの違いについて説明することができる。

ただ生きることとよりよく生きる事の違いを、神経の分類と照らし合わせて説明することができる。

歯式について動物による違いを説明し、基本的な五大臓器の位置関係を説明できる。

呼吸器系と消化管とのクロスに伴う特殊な装置について説明できる。

呼吸器系の働きと循環器系による助けの関係を説明できる。

受講生への
メッセージ

授業に出てこちらの問いかけに答えてください。間違っていても減点はありません。そこでしっかり調べて期
末試験に備えてください。期末試験では、皆さんの受かりたいという意志を示してください。

泌尿器系と生殖器系の。動物による差異、初乳の大切さについて説明できる。

重要ポイントチェック

後期試験

自分がどこがわかっていないかに気付き、重要なポイントを理解できる。

準備学習
時間外学習

私の言うことを鵜呑みにしないで、疑問点は裏付けをとってください。インターネットも過信しないで、いくつも
引いてみていろんな意見を参考にしてください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（30％）
５．授業態度と参加度（％）

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科
目

基礎獣医学
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 淺野　敬子

解剖・生理学 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】
企業プロジェクトを通して社会人として必要な計画や情報収集の基礎を学び、課題成果にあたります。
チームで役割を決めどのように企画や計画を立て、また修正をしながら成果に繋げていくかを実践で学び、
社会人に必要なスキルを身につけていきます。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

受講生への
メッセージ

準備学習
時間外学習

チーム内でしっかいろ情報共有と役割分担して発表に向けて取り組む

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（60％）
５．授業態度と参加度（40％）   以上の割合で後期評価とします。

発表に対して振り返りをする

企業に課題提案する又は課題を頂き課題の内容を理解、分析することができる①

企業に課題提案する又は課題を頂き課題の内容を理解、分析することができる②

企業プロジェクトの企画書を作成する①

企業プロジェクトの企画書を作成する②

オリエンテーションを実施し業界の方から説明して頂き質疑応答ができる

コンセプトワークを実践する①

コンセプトワークを実践する②

進捗状況を知る為中間発表をする①

進捗状況を知る為中間発表をする②

ブラッシュアップをして問題を修正していく

プレゼン発表をする

企業分析をし説明発表ができる③

企業プロジェクト 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

企業プロジェクトを通して課題制作にチームとして取り組んでいきます。課題制作の中で問題提起を上げその問題
に対して取り組んでいくことを学んでいきます。

授業計画・内容

企業分析をし説明発表ができる①

企業分析をし説明発表ができる②

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 企業研修Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 大塚　聡史



開講科
目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

前期の基礎や他教科の総合的復習として主な感染症、寄生虫疾患、ワクチン、消毒などについての知識を充実させ
ZOONOSISや有害物質から身を守ることができる。
※実務経験：1978.4～1993.7小動物臨床、1994.11～2年2か月家畜保健衛生所勤務(産休代替2期)、
2003.9～NCA非常勤講師、現在に至る
【到達目標】
仕事上のみでなく実生活に役立つ知識を身に着ける。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

重要ポイントチェック

映像で水質検査、細菌学的検査等の方法を知り、感染症を防ぐ手段を見出すことができる

寄生虫について、画像で実例を知り、動物を飼育するにあたってどんなことに注意すべきか考えられる

食品とは、その保存方法、食中毒について学び食の安全の大切さを認識できる

食品の劣化　　衛生管理･HACCPについて学び説明できる　

後期試験

振り返り分からないポイントに気付き、間違いを資料を使って正しく直し、重要ポイントを説明できる

準備学習
時間外学習

私の言うことを鵜呑みにしないで、疑問点は裏付けをとってください。インターネットも過信しないで、いくつも
引いてみていろんな意見を参考にしてください。

評価方法

受講生への
メッセージ

授業に出てこちらの問いかけに答えてください。間違っていても大丈夫です。自信をもって発言してみましょ
う。
そこでしっかり調べて期末試験に備えてください。期末試験では、
皆さんの頑張りが反映されますので常に学んだことを復習をしてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（30％）
５．実地試験（％）   以上の割合で前期評価とします。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科
目

基礎獣医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 淺野　敬子

授業計画・内容

開講区分

各論(14)～(25)について考え、交差耐性、抗酸菌、感染成立の条件、ベロ毒素等を説明できる

各論(26)～(34)について考えさせて、莢膜、レプトスピラの種類等の復習をし、それらについて説明できる

消毒と滅菌の違いについて話すことができる

公衆衛生 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

労働衛生･職業病について説明できる

公衆衛生にかかわる疾病をより詳しく学び、各論(１)～(３)について説明できる

各論(４)～(７)について学び、血液の正常値、誤嚥防止、中耳炎、蓄膿症などを説明できる

各論(８)～(13)について考え、上気道、線毛上皮、第三眼瞼と瞬膜などの表現の違いを説明できる

後期分の目次づくりをさせて(課題)、公衆衛生のキーワードをあげる事が出来る

後期

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
家畜飼育の基礎・プリント配布

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（３０％）

受講生への
メッセージ

個々の目標とは違った動物は関係ないと思わないで、畜産は身近にあり、畜産動物の飼育は基本の基本。
出席して幅広い知識を習得してほしい。

準備学習
時間外学習

休暇を利用しての牧場見学　　スーパーでの畜産物（牛肉、豚肉、鶏肉、卵、牛乳）の観察

酪農②(解剖と生理）について説明、理解することができる

酪農③（飼育管理）について説明、理解することができる

酪農④（飼育管理）について説明、理解することができる

酪農⑤（搾乳衛生）について説明、理解することができる

肉牛の飼養管理について説明、理解することができる

ワクチンと免疫①について説明、理解することができる

ワクチンと免疫②について説明、理解することができる

家畜伝染病①について説明、理解することができる

家畜伝染病②について説明、理解することができる

前期試験

試験答案の解説

酪農①（品種と・飼養形態）について説明、理解することができる

畜産飼養 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

牛・豚・鶏などの家畜動物の品種、個体生理、繁殖、飼料、病気など飼育管理する上で必要な知識を学び、実務的な
飼養管理技術を習得して実践できる。ワクチン接種に対する免疫機構を学ぶ。

授業計画・内容

養豚①（豚に品種・飼養形態）について説明、理解することができる

養豚②（解剖と生理）について説明、理解することができる

養豚③（飼育管理）について説明、理解することができる

改良が進んだ家畜も動物本来の生理、習性を持っている。
規模拡大に伴う飼養管理技術の進歩、機械化等々、今日の畜産は食料工場を感じさせられる。
家畜は動物であり、生命あるものという意識をもって、飼育管理全般を習得する。
1．品種改良　２．家畜生理　３．家畜栄養　４．飼料　５．飼育方法　６．衛生　７．廃出物利用等。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 土屋　明彦



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1単位)

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルヘルスケア
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 綿貫 宏史朗

動物園動物②有蹄類の特徴や生息環境を理解し、適切な飼育管理について考察できる

動物の健康管理 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

動物の飼育管理において、生体の健康維持と飼育上のリスクに焦点を絞って内容を展開する。動物・飼育者・来園者
に対して偏りなく考え、提案ができるようになる。
※実務経験：2012年度より京都大学および日本モンキーセンター（兼任）。2019～20年度は環境省に勤務。獣医師。

動物を飼育するための飼育管理方法や、病気やその予防法を学び、生物の理解に繋げることができる。

授業計画・内容

動物園動物①有袋類や食肉類の特徴や生息環境を理解し、適切な飼育管理について考察できる

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【使用教科書・教材・参考書】
滋慶教育科学研究所『動物の飼養管理』

動物園動物③霊長類の特徴や生息環境を理解し、適切な飼育管理について考察できる

水族館動物　水族館で飼育される海獣等の特徴や生息環境を理解し、適切な飼育管理を考察できる

家庭動物　特に齧歯類などの小動物の特徴や生息環境を理解し、適切な飼育管理を考察できる

産業動物　家畜等の特徴やその原種となった動物の生息環境を理解し、適切な飼育管理を考察できる

試験　自身の理解度を確かめ、その後の学習における課題を見つけられる

解説　動物の適切な飼育管理法について理解したうえで将来の目標や就職を考えられる

受講生への
メッセージ

本科目では、さまざまな動物の分類学的位置づけや自然史について学び、適切な飼育管理について考え
ます。授業で聞いたことだけに限らず、自身で積極的に調べ、考察する習慣をつくりましょう。

準備学習
時間外学習

あらかじめテキストの次回の内容を読んで、予習をしておくこと。必要に応じて提出課題を課すこともある。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で後期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【到達目標】
野生動物に関する見識を深め、飼育方法を学び説明ができるようになる。
飼育員に必要な観察力、洞察力、思考力を学び実践できるようになる。
動物の見識を深めお客様に説明ができるようになる。
実際に動物を使って、小動物の飼育管理の基本的な技術や飼育員としての考え方を学び、活用できる

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 大塚　聡史

ホースの使い方を理解し実践できる

動物園飼育論 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

飼育員になるために必要な観察力、洞察力、思考力が求められます。その必要性を理解してもらうのと同時にポイ
ントなどを実際に実践できる。動物飼育をする上で大切な人も動物も安全な飼育方法を学び説明ができるになるこ
と、動物の知識を身に付けお客様に説明ができるようになる。
※実務経験：2004年10月～2014年11月　伊豆シャボテン公園　飼育主任として勤務　　飼育員歴：１０年

授業計画・内容

デッキブラシの使い方を理解し実践できる

試験

箒の使い方を理解し実践できる

ロープワークを理解し実践できる（鷹匠結び）

ロープワークを理解し実践できる（馬の係留結び、南京）

デッキブラシの使い方を理解し実践できる

ホースの使い方を理解し実践できる

箒の使い方を理解し実践できる

ペンチの使い方、ラチェットの使い方を理解し実践できる

ペンチの使い方、ラチェットの使い方を理解し実践できる

ロープワークを理解し実践できる（鷹匠結び）

インパクト、ドライバードリルの使い方を理解し実践できる

試験範囲を復習し実践できる

受講生への
メッセージ ロープワークや掃除道具の正しい使い方などを学び身に着けてください。

包丁の使い方研ぎ方を理解し実践できる

準備学習
時間外学習

動物の施設で使う道具の使い方を学んでもらいますので必ず復習しておいてください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（20％）   以上の割合で後期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物の「生理」「生態」「形態（解剖学的）」を中心に一年を通して理解し、説明できるようにする
・動物による比較や人間との比較、動物園やそこで働くスタッフの意義
・動物園等の写真を見ながら動物の展示や看板などについて説明　　　
※実務経験：伊豆シャボテン公園元園長、獣医師・学芸員の資格を持ち34年間勤務
【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飼育する際に応用でき、実践できるようにする。
・基本を知ることにより動物の異常をよりはやく発見できるようにする。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
改訂版 新飼育ハンドブック動物園編（日本動物園水族館協会）
世界の動物　分類と飼育（東京動物園協会）
動物園学入門（朝倉書店）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅰ
必修
選択

必須 年次 1 担当教員 岩田　光一

体温（意義や生理的動揺）を学び、説明できる

動物学概論 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

・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と共に、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。

授業計画・内容

消化（胃、反芻）について学び、説明できる

消化（小腸、大腸）について学び、説明できる

採食の調節、肝機能、腎機能を学び、説明できる

準備学習
時間外学習

日頃より自分が動物スタッフだったらということを想像し、今何をすべきか、何ができるのかを考え、できるこ
とを行動し同級生や先輩、いろいろな人と意見交換しましょう。

繁殖生理（性成熟、性周期など）を学び、説明できる

繁殖生理（妊娠の判断、妊娠・分娩等の生理及び衛生など）を学び、説明できる

公衆衛生（感染・流行の機序）を学び、説明できる

公衆衛生（消毒、寄生虫症）を学び、説明できる

公衆衛生（自身への感染を防ぎ、広げないために）を学び、説明できる

展示(手段・方法）を学び、説明できる

展示(環境エンリッチメント、ランドスケープ・イマージョン、動物福祉や倫理）を学び、説明できる

展示(公園を作るにあたっての基本構想）を学び、説明できる

求められる職員は？　後期講義まとめ

後期試験

後期試験解説

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）定期試験を基本100％とするが、講義への姿勢や課題も加味する。

２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

受講生への
メッセージ

動物に係る仕事について自分の考えを時々整理しておいて下さい。時間経過とともに考えは変化していくと
思います。またその考えを発表していただきます。　動物の生息地の環境（気候、地形、植物、文化歴史な
ど）にも視野を広げ、動物園だけでなく植物園や博物館などにも足を運び幅広い視点で動物のことを考えて
下さい。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

・各法律の体系と総合的な学習、各法律の目的、意義、用語の定義等を説明できる。
・現実の事件等を紹介しながら、様々な事柄に、どの法律が適用されるのか等関連付けができるようにする。
・主業務は1994年８月より税理士事務所を開設、現在に至る。法学修士号、経営学修士号、調理師、特化物主任等を
　持ち、動物診療所獣医師補助をしながら、2004年４月よりNCA(専)にて動物関連法規の講師を勤める。
【到達目標】
動物に関する法律や、動物の保護管理法などの法規を学び説明、活用できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

国の電子政府の総合窓口（e-Gov）にアップされてくる最新の法律文書、その他資料

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅰ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 淺野　博嗣

開講区分

医薬品、医療機器等法について概要を説明できる

動物愛護法等について概要を説明できる

麻薬及び向精神薬取締法、その他関連法について概要を説明できる

後期

動物の自己所有措置、その他細目等について概要を説明できる

家庭動物の飼養保管基準、その他基準等について概要を説明できる

感染症予防法等について概要を説明できる

狂犬病予防法、犬等の輸出入検疫規則等について説明できる

獣医師法、獣医療法等について概要を説明できる

法律総論、法律の体系・法律の用語が説明できる

動物関連法規Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

現実社会では様々な行為がなされていますが、意識しなくても常に法律と隣り合わせになります。事件
等が起こるとその都度法律が追加改正されていきます。法律は万全ではなく、常に社会現象が先行し法律
は後手になります。それを前提にしながら法律を学んでいきましょう。

ビデオ及び資料等による再考

家畜保健衛生所法、地域保健法等について概要を説明できる

家畜伝染病予防法等について概要を説明できる

受講生への
メッセージ

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

期末筆記 試験の実施

期末試験の解答・解説による確認

準備学習
時間外学習 毎回の法律についての予習と復習

評価方法

食品衛生法等について概要を説明できる



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【到達目標】
野生動物に関する見識を深め、飼育方法を学び説明ができるようになる。
飼育員に必要な観察力、洞察力、思考力を学び実践できるようになる。
動物の見識を深めお客様に説明ができるようになる。
実際に動物を使って、小動物の飼育管理の基本的な技術や飼育員としての考え方を学び、活用できる

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

受講生への
メッセージ

この授業をきっかけに飼育室での改善なども積極的に行い動物を飼育する際に必要な観察力、考え
る力を身に付けて下さい。

飼育室の動物を管理を学び実践できる

準備学習
時間外学習 グループワークで発表したことをデータで取りまとめ各班で情報の共有をします。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（100％）   以上の割合で後期評価とします。

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

動物飼育演習 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

飼育員になるために必要な観察力、洞察力、思考力が求められます。その必要性を理解してもらうのと同時にポイ
ントなどを実際に実践できる。動物飼育をする上で大切な人も動物も安全な飼育方法を学び説明ができるになるこ
と、動物の知識を身に付けお客様に説明ができるようになる。
※実務経験：2004年10月～2014年11月　伊豆シャボテン公園　飼育主任として勤務　　飼育員歴：１０年

授業計画・内容

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 大塚　聡史



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【到達目標】
大型の動物との接し方を理解し、日常のお手入れや、管理、１人で馬にのることができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

グランドワークについて学び実践できる

グランドワークについて学び実践できる

グランドワークについて学び実践できる

グランドワークについて学び実践できる

評価方法

馬に乗り実際に動かすことが出来る

馬に乗り実際に動かすことが出来る

準備学習
時間外学習

馬について知ってもらうためどんな種類がいるのか調べておく。
体調管理をしっかりとし馬には万全な状態で乗れるようにしてください。

受講生への
メッセージ

１日も無駄にすることなく馬について知って欲しいです。
沢山質問してください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）定期試験を基本100％とするが、講義への姿勢や課題も加味する。

２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（100％）

馬に乗り実際に動かすことが出来る

グランドワークについて学び実践できる

馬に乗り実際に動かすことが出来る

授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分 後期

馬という動物について理解してもらうことと同時に馬に関わる道具や掃除の仕方などを学び１人で馬に乗ることが
できる
ようになる。

馬の行動について学び活用できる

馬の管理

馬の行動について学び活用できる

馬の行動について学び活用できる

馬の行動について学び活用できる

馬の行動について学び活用できる

馬の行動について学び活用できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 愛知牧場

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

愛知牧場乗馬クラブインストラクター



開講科目 総時間 15

学科 (単位) 1

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

環境問題等を題材にしたアクテビティの体験を軸に環境人材（環境を軸に社会に参加できる人）の育成を目的に、他者と積
極的に関わり、相互に意見を述べあうワークショップ形式の授業が展開される。また、時事的内容にも触れ、環境への意識
を高める。各自が環境や社会への意識を持ち、主体的に授業に参加する。
※大阪府立大学非常勤講師。野たまご環境教育研究所代表。体験を学びにする環境教育コーディネーターとして活動。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

次世代の為の環境教育 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

開講区分 後期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 エコロジー概論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 後藤　清史

テキストは特にありません。授業内でコピー等を配布します。
他の教科とは別に記録用のスケッチブックやノート（B５判程度）を持参すること。

環境問題と各々の繋がりの解説。ワークショップルール及び参加型学習について説明できる

社会活動と環境とのつながりを認識し、環境に配慮した行動が求められていることを説明できる

情報に関するリテラシーを養い、批評的、論理的に物事を捉え判断することの大切さを認識している

消費行動に伴う環境負荷を理解し、消費者にエシカルな判断が求められる理由について説明できる

授業のまとめ。環境に関わる諸問題に対して主体的に考え、意見を述べることができる

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）、２．小テスト（％）、３．レポート（5％）授業レポートの作成。
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（95％）出席率60％、授業態度20％、グループ討議等で
の他者との協調性を含めた取り組み姿勢10％。授業準備（授業内質疑応答へ
の参加）5％。

動物飼育に携わる者として、環境に関する知識や問題意識を持つことは勿論、環境に関かかわる倫理観「環境倫理」
を養い、環境に関る諸問題について「環境倫理」を軸に考え意見が述べられるようになる。また、環境の諸課題に主体
的に関わる姿勢を持てるようになる。

受講生への
メッセージ

環境に関する課題を解決するには環境問題に各自が取り組むだけでなく、意見を明確にし他者と協力して取り組む
能力が求められます。動物飼育に携わる者を私は教育者ととらえています。そのため、生態系や環境へのリスクで
ある環境問題だけでなく、SDGsや社会問題等についても時事的内容を踏まえ環境教育として解説を行います。自
身を取り巻く環境を意識し、楽しみながら学んでください。なお、時事問題などを適時織り交ぜて授業を展開しますの
で、新聞等を読むとともに世界各地の社会状況や地理に興味を持つようにしてください。

準備学習
時間外学習

環境について、新聞等により情報を集め意見を持つ練習を行う。登下校時に周囲の環境に注意する。復
習、授業内で体験したアクティビティーを簡単に記録し、活動中に起こったこと、考えたことをノートに書き
留める。そのうえで、どうすればよりよくできたか自分視点で考える。また、配布されたコピーを読み、内容
を要約するとともに思ったこと考えたことなどを含め意見をノートに書き留める。

授業計画・内容

身近な環境問題を説明できる。また、生態系を守ることの重要性を説明できる

環境教育の目的や、環境倫理を身に付けることの必要性を説明できる。SDGsについて簡単に説明できる

生き物と社会との関わりを踏まえ、正しい知識をもって生き物や自然と向き合うことの大切さを説明できる



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 上野　愼子

エステティックの種類：　エステの種類　/　国や地域による違いを理解する

ドッグエステティック演習Ⅰ 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

ドッグエステの歴史や種類を知る。エステが犬の心身を癒すことができる理論について学ぶ。
足浴やハーブボールを使用したエステティック、リンパマッサージの実習を行う
※2007年よりドッグアロマ・ドッグマッサージスクールを運営　大阪コミュニケーションアート専門学校（大阪）、エコー
ペットビジネス総合学院（兵庫）、ルネサンス・ペット・アカデミー（浜松）などで授業をおこなう

ドックエステティックが犬の心身に有用であることを知る。
犬の状態を的確に判断できる能力、個体に合わせたエステティックの技能を身につける。
自身の知識だけでなく飼い主に対しても説明できるよう知識を習得する。

授業計画・内容

ドッグエステティックとは：　歴史　/　エステティックの有用性について理解する

バイタルサインの確認：　バイタルサインの確認方法　/　バイタルから判断すべきことを理解する

リンパマッサージ：　リンパの理論　/　実習を実践する

手軽にできるエステティック：　足湯（理論と実習）　/　ホットパック（理論と実習）　　

ハーバルケア：各ハーブの作用と使い方　/　実習（ハーブバスまたはハーブボール）

定期テスト

テスト返却と振り返り

受講生への
メッセージ

ドッグエステティックは、いくつもの種類があります。それぞれの特徴を知り、犬に最適なケアを提案できる
よう知識をつけましょう。また実習するだけでなく自宅やモデル犬などで練習するとより早く上手になりま
す。実習後の復習は忘れずにおこないましょう。

資料配布

準備学習
時間外学習

実習時は、怪我を予防するための爪切りましょう。時計や指輪も外しておきましょう。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 IT
必修
選択

必修 年次 2 担当教員
熊崎　悦子

浅井　麻衣子

プレゼンテーション発表用スライドを作成するためにPowerPointの基礎を行います。さらに、Wordの図形の使い方を
行います。PowerPointは、スライドを作成し発表をすることができる。Wordは、図形の使い方を理解できる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。

○Word：図形、イラスト、写真などを使った視覚的な書類の作成（ポスターなど）ができる。
○PowerPoint：基本操作を覚え、スライド作成の手順を学ぶことで、見やすく説得力のあるスライドを作成し発表をす
ることができる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

コンピュータ演習 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

PowerPoint4　作成したスライドにアニメーションなどの動きを入れることや動画挿入ができる。

授業計画・内容

PowerPoint1　スライド作成ができる。

PowerPoint2　スライド作成ができる。

PowerPoint3　スライド作成ができる。

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○PowerPoint　発表用のスライドを完成させるためには授業時間だけでは不足します。時間外でもスライ
ドの作成をしてください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

PowerPoint5　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint6　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint7　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint8　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint9　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint10　スライドマスターを使って、カスタマイズができ、自動スライドを作成できるようになる。

PowerPoint11　自動スライドを作成できるようになる。

Word１　図形を組み合わせたり、フリー写真サイトを使ってポスターを作成できる。

Word２　図形の応用を習得する。

Wordでポスターを作成することができる。（期末試験）

Wordで習得した内容を作成することができる。Word３　名刺を作成することができる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

前期の理解を後期でさらに深めていくことが大切です。
後期は、主に進級発表の準備になりますので、前期に行ったWordやExcelの知識をフル活用しながら、
PowerPointへ生かしていくことになります。

【使用教科書・教材・参考書】
○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）、30時間でマスター　プレゼンテーション＋PowerPoint2019（実教
出版）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

資料配布の場合があります。

受講生への
メッセージ

自分の意見をしっかり持ち、相手の意見を主張出来る様に思いやりを持って授業を受けてください

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びを与えることができるサービスマインドを持てる

準備学習
時間外学習

課題を出す場合があります。クラスメイト同士で相談し合う場合があります、自分の意見をしっかりまとめ
るようにしてください

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

プレゼンについて振り返り、計画から見直し2年次につなげる

研修についての諸注意　履歴書作成

冬休みに向けての連絡事項　飼育当番について

一般トリミングのお客様カードの作成

春休みの研修の履歴書作成と春休みへの諸注意

１年間の振り返りをし、目標を立てる。2年次のトリミング受付について

キャリアガイダンス、就職について考えを持ち目標設定が出来る

WeareECOパワーポイント確認（発表する姿勢・流れ実践できる）

WeareECO最終確認と各チーム練習（時間計画ができる）

WeareECO最終確認と各チーム練習（発表時の表現力など理解できる）

他者のトリミングを一通り見学し、動物の見せ方・視点・ハサミの動きを理解する

上学年のプレゼンを参考にWeareECOの最終調整を行う

グルーミング検定実施

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

担任とクラスメートとのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことが出来る。

授業計画・内容

前期の振り返りをし、後期の目標を立てる　

グルーミング検定に向けて基本を確認することが出来る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 三浦　彩



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

犬種ごとの理想像を理解してカットのイメージを膨らませてください。

JKCスタンダードブック・トリマー教本・ECOトリミングテキスト・欧米専門書

犬種学：テリアグループの特徴と美容技法の特徴について説明できる

準備学習
時間外学習

理論授業で学んだ内容を実践的のイメージトレーニングとなるよう復習を行う。
各犬種の特徴・用途・犬質の違いをお客様へ説明できるよう絵を描いたり専門的な知識を理解を深める。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

後期筆記テスト

犬種学トリミングの必要な犬種：プードルの歴史とスタンダードの説明ができる

プードルのスタンダードと特徴・系統図・犬種の特徴が説明できる

プードルの伝統的なショークリップ・ペットクリップとの違いが説明できる

プードルのペットクリップ技法図解が説明できる

プードルの最新デザインカット技法図解が説明できる

ミニチュアシュナウザーのトリミング技法図解が説明できる

ミニチュアシュナウザーベーシックカット図解が説明できる

ミニチュアシュナウザーのアレンジカット図解が説明できる

犬種学：アメリカンコッカ―スパニエルの歴史とスタンダードの理想像について説明できる

アメリカンコッカースパニエルベーシックカットの図解が説明できる

アメリカンコッカースパニエルアレンジカットの図解が説明できる

純粋犬種のスタンダートとグループ分類し日本での公認犬種を説明ができる

グルーミング理論Ⅰ 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

前期より引き続き犬の感情とコントロールを復習、一般家庭で飼育されている純粋犬種のスタンダードを各部に分け
て解説し伝統的なトリミング技法、最新のアレンジカットを図解と説明することができる
※ワールドグルーマースクールで主任講師を３５年を務める。ジャパンケネルクラブ公認　トリマー教士・
単犬種審査資格・愛犬飼育飼養管理士取得。名古屋セントラルケネルクラブ代表

座学で学んだ知識を実技演習で実践して、トリミング、カット技術のイメージを膨らませて各犬種に合わせた基本的技
法を習得することができる

授業計画・内容

人と犬のコミュニケーションを生かし犬の気持ちを考える事ができる。美容法を理解し説明ができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 酒井　喜志子



開講科目 総時間 90

学科 (単位) (6単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 トリミングⅠ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 伊藤　景子

コームアップをしながら全身をシザーリングカット、クリッピングでスピードアップ仕上げが実践できる

グルーミング演習ⅠーF 授業
形態

講義
演習

開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

前期で修得した基礎を軸に犬体各部・骨格を熟知して犬をコントロールしながら犬其々の理想像をイメージしながら
技術力を高める。苦手な箇所は何度も試して習得し仕上げまでの時間配分を組み立て出来るようにする。
※専門学校セントラルトリミングスクール卒業後、ペットサロン等で１０年勤務後、名古屋市内にて「ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ
ＭＩＮＴ　ＴＥＡ」を開業。

犬の扱い方に慣れること、其々の犬の特徴・毛質・飼育環境・四季・年齢などを考慮してカット技術を高める。犬の思
いやりのある扱い方、綺麗な見せ方を修得する。犬に対する思い込みを外して一頭一頭にあわせた取り扱い方がで
きるようになる

授業計画・内容

ベージング、ブラッシング、コーミング、ブロー仕上げまで再確認し実践できる

後期テスト

プードルのアンギュレーション後肢の作り方を習得しアウトラインをシザーで形付けが実践できる

ブレンダーまたはスイニングシザーで部分的なパーツをカットを実践できる

プードルのフェイス作りかわいいをどう表現するかカットイメージが実践できる

グルーミング犬種のアレンジカット・ミミッククリップの創作が実践できる

テリア種・シュナウザー・コッカースパニエル犬種別の伝統的カットが実践できる

プードル種の全体仕上げクリッピングと部分的にシザーワークでスピード仕上げが実践できる

大型犬のポイントカットをグループワークで実践できる

大型犬スタンダードプードルのトリミングをグループワークで実践できる

ドッグマネキンカットコンテストに向けて仕上げが実践できる（後期終了前までに仕上げる）

ひとりで１頭カット犬種を時間内に仕上げることが実践できる

あらゆる犬種をひとりで１頭担当して時間配分を組み立て仕上げることが実践できる

受講生への
メッセージ

１年生では犬の美容でもっとも重点を置く洗う技術・被毛を梳かす技術・乾かす技術を含めて犬の扱い方
を修得します。可愛く仕上げる健康管理をすることも大切ですが担当者が犬とのコミニュケーションがどれ
だけ取れているかも大事なことです。しっかりと自己の目標を掲げてモチベーションを高く持ちながら修得
してください。

美容道具一式・美容機材一式・筆記用具・カラーリング剤・エステ用品・他美粧品

基礎技術を再確認して復習しながらコンサバティブな技法と最新のデザインカットが実践できる

準備学習
時間外学習

実技演習でおこなった作業をメモに残したり絵を描いたりして記録する、苦手な点は何度も繰り返して慣
れることも大切な復習です。
犬体の良いところを助長して犬の理想像に近づけるよう観察力も身につける。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 90

学科 (単位) (6単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

１年生では犬の美容でもっとも重点を置く洗う技術・被毛を梳かす技術・乾かす技術を含めて犬の扱い方
を修得します。可愛く仕上げる健康管理をすることも大切ですが担当者が犬とのコミニュケーションがどれ
だけ取れているかも大事なことです。しっかりと自己の目標を掲げてモチベーションを高く持ちながら修得
してください。

美容道具一式・美容機材一式・筆記用具・カラーリング剤・エステ用品・他美粧品

準備学習
時間外学習

実技演習でおこなった作業をメモに残したり絵を描いたりして記録する、苦手な点は何度も繰り返して慣
れることも大切な復習です。
犬体の良いところを助長して犬の理想像に近づけるよう観察力も身につける。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

基礎技術を再確認して復習しながらコンサバティブな技法と最新のデザインカットが実践できる

ブレンダーまたはスイニングシザーで部分的なパーツをカットを実践できる

プードルのフェイス作りかわいいをどう表現するかカットイメージが実践できる

グルーミング犬種のアレンジカット・ミミッククリップの創作が実践できる

テリア種・シュナウザー・コッカースパニエル犬種別の伝統的カットが実践できる

プードル種の全体仕上げクリッピングと部分的にシザーワークでスピード仕上げが実践できる

大型犬のポイントカットをグループワークで実践できる

大型犬スタンダードプードルのトリミングをグループワークで実践できる

ドッグマネキンカットコンテストに向けて仕上げが実践できる（後期終了前までに仕上げる）

ひとりで１頭カット犬種を時間内に仕上げることが実践できる

あらゆる犬種をひとりで１頭担当して時間配分を組み立て仕上げることが実践できる

後期テスト

プードルのアンギュレーション後肢の作り方を習得しアウトラインをシザーで形付けが実践できる

グルーミング演習ⅠーF 授業
形態

講義
演習

開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

前期で修得した基礎を軸に犬体各部・骨格を熟知して犬をコントロールしながら犬其々の理想像をイメージしながら
技術力を高める。苦手な箇所は何度も試して習得し仕上げまでの時間配分を組み立て出来るようにする。
※ワールドグルーマースクールで主任講師を２８年を務める。ジャパンケネルクラブ公認　トリマー教士・
単犬種審査資格・愛犬飼育飼養管理士取得。名古屋セントラルケネルクラブ代表

犬の扱い方に慣れること、其々の犬の特徴・毛質・飼育環境・四季・年齢などを考慮してカット技術を高める。犬の思
いやりのある扱い方、綺麗な見せ方を修得する。犬に対する思い込みを外して一頭一頭にあわせた取り扱い方がで
きるようになる

授業計画・内容

ベージング、ブラッシング、コーミング、ブロー仕上げまで再確認し実践できる

コームアップをしながら全身をシザーリングカット、クリッピングでスピードアップ仕上げが実践できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　202年度　シラバス

授業科目 トリミングⅠ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 酒井　喜志子



開講科目 総時間 90

学科 (単位) (6単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 トリミングⅠ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 村田　亜侑美

エコ・コミュニケーション科
開講区分 後期

ひとりで１頭カット犬種を時間内に仕上げることが実践できる

あらゆる犬種をひとりで１頭担当して時間配分を組み立て仕上げることが実践できる

前期で修得した基礎を軸に犬体各部・骨格を熟知して犬をコントロールしながら犬其々の理想像をイメージしながら
技術力を高める。苦手な箇所は何度も試して習得し仕上げまでの時間配分を組み立て出来るようにする。

大型犬スタンダードプードルのトリミングをグループワークで実践できる

※福岡コミュニケーションアート専門学校卒業後、ペットショップにて勤務後、平成１９年より名古屋市内でペットサロン
「ストロベリーキャンディー」のオーナーとして活躍中。

犬の扱い方に慣れること、其々の犬の特徴・毛質・飼育環境・四季・年齢などを考慮してカット技術を高める。犬の思
いやりのある扱い方、綺麗な見せ方を修得する。犬に対する思い込みを外して一頭一頭にあわせた取り扱い方がで
きるようになる

グルーミング演習Ⅰ－D 授業
形態

講義
演習

後期テスト

ドッグマネキンカットコンテストに向けて仕上げが実践できる（後期終了前までに仕上げる）

授業計画・内容

ベージング、ブラッシング、コーミング、ブロー仕上げまで再確認し実践できる

コームアップをしながら全身をシザーリングカット、クリッピングでスピードアップ仕上げが実践できる

プードルのアンギュレーション後肢の作り方を習得しアウトラインをシザーで形付けが実践できる

ブレンダーまたはスイニングシザーで部分的なパーツをカットを実践できる

プードルのフェイス作りかわいいをどう表現するかカットイメージが実践できる

グルーミング犬種のアレンジカット・ミミッククリップの創作が実践できる

テリア種・シュナウザー・コッカースパニエル犬種別の伝統的カットが実践できる

プードル種の全体仕上げクリッピングと部分的にシザーワークでスピード仕上げが実践できる

大型犬のポイントカットをグループワークで実践できる

基礎技術を再確認して復習しながらコンサバティブな技法と最新のデザインカットが実践できる

準備学習
時間外学習

実技演習でおこなった作業をメモに残したり絵を描いたりして記録する、苦手な点は何度も繰り返して慣
れることも大切な復習です。
犬体の良いところを助長して犬の理想像に近づけるよう観察力も身につける。

美容道具一式・美容機材一式・筆記用具・カラーリング剤・エステ用品・他美粧品

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

１年生では犬の美容でもっとも重点を置く洗う技術・被毛を梳かす技術・乾かす技術を含めて犬の扱い方
を修得します。可愛く仕上げる健康管理をすることも大切ですが担当者が犬とのコミニュケーションがどれ
だけ取れているかも大事なことです。しっかりと自己の目標を掲げてモチベーションを高く持ちながら修得
してください。



開講科目 総時間 90

学科 (単位) (6単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

１年生では犬の美容でもっとも重点を置く洗う技術・被毛を梳かす技術・乾かす技術を含めて犬の扱い方
を修得します。可愛く仕上げる健康管理をすることも大切ですが担当者が犬とのコミニュケーションがどれ
だけ取れているかも大事なことです。しっかりと自己の目標を掲げてモチベーションを高く持ちながら修得
してください。

美容道具一式・美容機材一式・筆記用具・カラーリング剤・エステ用品・他美粧品

基礎技術を再確認して復習しながらコンサバティブな技法と最新のデザインカットが実践できる

準備学習
時間外学習

実技演習でおこなった作業をメモに残したり絵を描いたりして記録する、苦手な点は何度も繰り返して慣
れることも大切な復習です。
犬体の良いところを助長して犬の理想像に近づけるよう観察力も身につける。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

後期テスト

プードルのアンギュレーション後肢の作り方を習得しアウトラインをシザーで形付けが実践できる

ブレンダーまたはスイニングシザーで部分的なパーツをカットを実践できる

プードルのフェイス作りかわいいをどう表現するかカットイメージが実践できる

グルーミング犬種のアレンジカット・ミミッククリップの創作が実践できる

テリア種・シュナウザー・コッカースパニエル犬種別の伝統的カットが実践できる

プードル種の全体仕上げクリッピングと部分的にシザーワークでスピード仕上げが実践できる

大型犬のポイントカットをグループワークで実践できる

大型犬スタンダードプードルのトリミングをグループワークで実践できる

ドッグマネキンカットコンテストに向けて仕上げが実践できる（後期終了前までに仕上げる）

ひとりで１頭カット犬種を時間内に仕上げることが実践できる

あらゆる犬種をひとりで１頭担当して時間配分を組み立て仕上げることが実践できる

コームアップをしながら全身をシザーリングカット、クリッピングでスピードアップ仕上げが実践できる

グルーミング演習Ⅰ－D 授業
形態

講義
演習

開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

前期で修得した基礎を軸に犬体各部・骨格を熟知して犬をコントロールしながら犬其々の理想像をイメージしながら
技術力を高める。苦手な箇所は何度も試して習得し仕上げまでの時間配分を組み立て出来るようにする。
※リバティートリミングスクールにて勤務。愛玩動物飼養管理士１級・ペット栄養管理士資格取得。名古屋市内のペッ
トショップにて勤務中

犬の扱い方に慣れること、其々の犬の特徴・毛質・飼育環境・四季・年齢などを考慮してカット技術を高める。犬の思
いやりのある扱い方、綺麗な見せ方を修得する。犬に対する思い込みを外して一頭一頭にあわせた取り扱い方がで
きるようになる

授業計画・内容

ベージング、ブラッシング、コーミング、ブロー仕上げまで再確認し実践できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 トリミングⅠ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 大橋　真紀



開講科目 総時間 90

学科 (単位) (6単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

犬の扱い方に慣れること、其々の犬の特徴・毛質・飼育環境・四季・年齢などを考慮してカット技術を高める。犬の思
いやりのある扱い方、綺麗な見せ方を修得する。犬に対する思い込みを外して一頭一頭にあわせた取り扱い方がで
きるようになる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 森嶋　直人

グルーミング演習Ⅰ－E 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

前期で修得した基礎を軸に犬体各部・骨格を熟知して犬をコントロールしながら犬其々の理想像をイメージしながら
技術力を高める。苦手な箇所は何度も試して習得し仕上げまでの時間配分を組み立て出来るようにする。
※日本動植物専門学校卒業後、ペットショップで勤務。平成６年愛知県にてペットショップ「ペットパートナー」のオー
ナーとなる。平成１９年より岐阜県に移転営業中。

後期

グルーミング犬種のアレンジカット・ミミッククリップの創作が実践できる

テリア種・シュナウザー・コッカースパニエル犬種別の伝統的カットが実践できる

プードル種の全体仕上げクリッピングと部分的にシザーワークでスピード仕上げが実践できる

大型犬のポイントカットをグループワークで実践できる

大型犬スタンダードプードルのトリミングをグループワークで実践できる

ベージング、ブラッシング、コーミング、ブロー仕上げまで再確認し実践できる

コームアップをしながら全身をシザーリングカット、クリッピングでスピードアップ仕上げが実践できる

プードルのアンギュレーション後肢の作り方を習得しアウトラインをシザーで形付けが実践できる

ブレンダーまたはスイニングシザーで部分的なパーツをカットを実践できる

プードルのフェイス作りかわいいをどう表現するかカットイメージが実践できる

開講区分

美容道具一式・美容機材一式・筆記用具・カラーリング剤・エステ用品・他美粧品

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

１年生では犬の美容でもっとも重点を置く洗う技術・被毛を梳かす技術・乾かす技術を含めて犬の扱い方
を修得します。可愛く仕上げる健康管理をすることも大切ですが担当者が犬とのコミニュケーションがどれ
だけ取れているかも大事なことです。しっかりと自己の目標を掲げてモチベーションを高く持ちながら修得
してください。

ひとりで１頭カット犬種を時間内に仕上げることが実践できる

あらゆる犬種をひとりで１頭担当して時間配分を組み立て仕上げることが実践できる

後期テスト

基礎技術を再確認して復習しながらコンサバティブな技法と最新のデザインカットが実践できる

準備学習
時間外学習

実技演習でおこなった作業をメモに残したり絵を描いたりして記録する、苦手な点は何度も繰り返して慣
れることも大切な復習です。
犬体の良いところを助長して犬の理想像に近づけるよう観察力も身につける。

ドッグマネキンカットコンテストに向けて仕上げが実践できる（後期終了前までに仕上げる）

授業計画・内容



開講科目 総時間 90

学科 (単位) (6単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 菅田　一枝

プードルのアンギュレーション後肢の作り方を習得しアウトラインをシザーで形付けが実践できる

グルーミング演習Ⅰ－E 授業
形態

講義
演習

開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

前期で修得した基礎を軸に犬体各部・骨格を熟知して犬をコントロールしながら犬其々の理想像をイメージしながら
技術力を高める。苦手な箇所は何度も試して習得し仕上げまでの時間配分を組み立て出来るようにする。
※JKC　B級トリマーライセンスを取得、約３０年出張トリミングの傍から数々のペットサロンやペットショップでカット依
頼を受け活躍中。

犬の扱い方に慣れること、其々の犬の特徴・毛質・飼育環境・四季・年齢などを考慮してカット技術を高める。犬の思
いやりのある扱い方、綺麗な見せ方を修得する。犬に対する思い込みを外して一頭一頭にあわせた取り扱い方がで
きるようになる

授業計画・内容

ベージング、ブラッシング、コーミング、ブロー仕上げまで再確認し実践できる

コームアップをしながら全身をシザーリングカット、クリッピングでスピードアップ仕上げが実践できる

基礎技術を再確認して復習しながらコンサバティブな技法と最新のデザインカットが実践できる

ブレンダーまたはスイニングシザーで部分的なパーツをカットを実践できる

プードルのフェイス作りかわいいをどう表現するかカットイメージが実践できる

グルーミング犬種のアレンジカット・ミミッククリップの創作が実践できる

テリア種・シュナウザー・コッカースパニエル犬種別の伝統的カットが実践できる

プードル種の全体仕上げクリッピングと部分的にシザーワークでスピード仕上げが実践できる

大型犬のポイントカットをグループワークで実践できる

大型犬スタンダードプードルのトリミングをグループワークで実践できる

ドッグマネキンカットコンテストに向けて仕上げが実践できる（後期終了前までに仕上げる）

ひとりで１頭カット犬種を時間内に仕上げることが実践できる

あらゆる犬種をひとりで１頭担当して時間配分を組み立て仕上げることが実践できる

後期テスト

受講生への
メッセージ

１年生では犬の美容でもっとも重点を置く洗う技術・被毛を梳かす技術・乾かす技術を含めて犬の扱い方
を修得します。可愛く仕上げる健康管理をすることも大切ですが担当者が犬とのコミニュケーションがどれ
だけ取れているかも大事なことです。しっかりと自己の目標を掲げてモチベーションを高く持ちながら修得
してください。

美容道具一式・美容機材一式・筆記用具・カラーリング剤・エステ用品・他美粧品

準備学習
時間外学習

実技演習でおこなった作業をメモに残したり絵を描いたりして記録する、苦手な点は何度も繰り返して慣
れることも大切な復習です。
犬体の良いところを助長して犬の理想像に近づけるよう観察力も身につける。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 企業研修Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 三浦　彩

企業分析をし説明発表ができる③

企業プロジェクト 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

企業プロジェクトを通して課題制作にチームとして取り組んでいきます。課題制作の中で問題提起を上げその問題に
対して取り組んでいくことを学んでいきます。

企業プロジェクトを通して社会人として必要な計画や情報収集の基礎を学び、課題成果にあたります。
チームで役割を決めどのように企画や計画を立て、また修正をしながら成果に繋げていくかを実践で学び、社会人に
必要なスキルを身につけていきます。

授業計画・内容

企業分析をし説明発表ができる①

企業分析をし説明発表ができる②

発表に対して振り返りをする

企業に課題提案する又は課題を頂き課題の内容を理解、分析することができる①

企業に課題提案する又は課題を頂き課題の内容を理解、分析することができる②

企業プロジェクトの企画書を作成する①

企業プロジェクトの企画書を作成する②

オリエンテーションを実施し業界の方から説明して頂き質疑応答ができる

コンセプトワークを実践する①

コンセプトワークを実践する②

進捗状況を知る為中間発表をする①

進捗状況を知る為中間発表をする②

ブラッシュアップをして問題を修正していく

プレゼン発表をする

受講生への
メッセージ

意見を積極的に提案し、チーム内でコミュニケーションをとりましょう

準備学習
時間外学習

チーム内でしっかいろ情報共有と役割分担して発表に向けて取り組む

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（100％）   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

環境問題等を題材にしたアクテビティの体験を軸に環境人材（環境を軸に社会に参加できる人）の育成を目的に、他
者と積極的に関わり、相互に意見を述べあうワークショップ形式の授業が展開される。また、時事的内容にも触れ、環
境への意識を高める。各自が環境や社会への意識を持ち、主体的に授業に参加する。
※大阪府立大学非常勤講師。野たまご環境教育研究所代表。体験を学びにする環境教育コーディネーターとして活
動。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

次世代の為の環境教育 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

開講区分 後期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 エコロジー概論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 後藤　清史

テキストは特にありません。授業内でコピー等を配布します。
他の教科とは別に記録用のスケッチブックやノート（B５判程度）を持参すること。

授業オリエンテーション。環境問題と各々の繋がりの解説。ワークショップルール及び参加型学習について説明できる。

社会活動と環境。社会活動と環境とのつながりを認識し、環境に配慮した行動が求められていることを説明できる。

情報と環境。情報に関するリテラシーを養い、批評的、論理的に物事を捉え判断することの大切さを認識している。

消費と環境。消費行動に伴う環境負荷を理解し、消費者にエシカル（倫理的）な判断が求められる理由について説明できる。

授業のまとめ。環境に関わる諸問題に対して主体的に考え、意見を述べることができる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）、２．小テスト（％）、３．レポート（5％）授業レポートの作成。
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（95％）出席率60％、授業態度20％、グループ討議等で
の他者との協調性を含めた取り組み姿勢10％。授業準備（授業内質疑応答へ
の参加）5％。

動物飼育に携わる者として、環境に関する知識や問題意識を持つことは勿論、環境に関かかわる倫理観「環境倫理」
を養い、環境に関る諸問題について「環境倫理」を軸に考え意見が述べられるようになる。また、環境の諸課題に主体
的に関わる姿勢を持てるようになる。

受講生への
メッセージ

環境に関する課題を解決するには環境問題に各自が取り組むだけでなく、意見を明確にし他者と協力して取り組む
能力が求められます。動物飼育に携わる者を私は教育者ととらえています。そのため、生態系や環境へのリスクで
ある環境問題だけでなく、SDGsや社会問題等についても時事的内容を踏まえ環境教育として解説を行います。自
身を取り巻く環境を意識し、楽しみながら学んでください。なお、時事問題などを適時織り交ぜて授業を展開しますの
で、新聞等を読むとともに世界各地の社会状況や地理に興味を持つようにしてください。

準備学習
時間外学習

予習：環境について、新聞等により情報を集め意見を持つ練習を行う。登下校時に周囲の環境に注意する。復習、
授業内で体験したアクティビティーを簡単に記録し、活動中に起こったこと、考えたことをノートに書き留める。そのう
えで、どうすればよりよく（取り組みの進展、結果など）できたか自分視点で考える。また、配布されたコピーを読み、
内容を要約するとともに思ったこと考えたことなどを含め意見をノートに書き留める。

授業計画・内容

環境問題と各々の繋がりの解説。身近な環境問題を説明できる。また、生態系を守ることの重要性を説明できる。

環境教育の基礎とSDGsの解説。環境教育の目的や、環境倫理を身に付けることの必要性を説明できる。また、SDGsについて簡単に説明できる。

生き物と環境。生き物と社会との関わりを踏まえ、正しい知識をもって生き物や自然と向き合うことの大切さを説明できる。



開講科目 総時間 15

学科 (単位) （1単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
イラストで見る　動物の体のしくみ　滋慶教育科学研究所

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．実地試験(0％）  以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

疾病の成り立ちや、生命を維持させる体の機能携形態を関連付けながら学んで下さい。

準備学習
時間外学習

教本「イラストで見る　動物の体のしくみ」に目を通し、臓器の名称等、解剖生理に使用される単語に
目を通しておいて下さい。

器官系の解剖生理が理解でき,動物が罹患する病気、病態、症状が理解できi動物の行動に興味を持つことができる。
※2008年4月～2011年3月までなりた犬猫病院にて勤務。受付対応、診察補助、入院管理、各種検査等の業務に院内
セミナーの担当として業者対応も担う。

犬を中心とした基本的な動物の体の構造骨格や生理的な知識を学び、生物の理解に繋げることができる。

授業計画・内容

体の器官、臓器を各器官系に分類できる。

感覚器（皮膚）の解剖生理、疾病の発生要因を説明し、予防、罹患時の処置を敏速に実践できる。

循環器の解剖生理、疾病の発生要因を説明し、予防、罹患時の処置を敏速に実践できる。

消化器の解剖生理、疾病の発生要因を説明し、予防、罹患時の処置を敏速に実践できる。

泌尿器の解剖生理、疾病の発生要因を説明し、予防、罹患時の処置を敏速に実践できる。

生殖器の解剖生理、内分泌の役割を説明し、予防、罹患時の処置を敏速に実践できる。

期末試験を実施する。

試験返却、解説をする。

動物の体のしくみ 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルヘルスケア
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 久野麻理恵



開講科目 総時間 15

学科 (単位) （1単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

滋【使用教科書・教材・参考書】
イラストで見る　動物の体のしくみ　滋慶教育科学研究所

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．実地試験(0％）  以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

健康管理は日常の生活を注意深く観察することから始まるので、日頃の観察を怠らないようにして下さい。

準備学習
時間外学習

教本「イラストで見る　動物の体のしくみ」から、臓器の名称等、解剖生理に使用される単語に
目を通しておいて下さい。

動物の解剖生理学、罹患する病気、病態と予防法が理解でき、適切な手入れが実施できる。
※2008年4月～2011年3月までなりた犬猫病院にて勤務。受付対応、診察補助、入院管理、各種検査等の業務に院内
セミナーの担当として業者対応も担う。

動物を飼育するための飼育管理方法や、病気やその予防法を学び、生物の理解に繋げることができる。

授業計画・内容

動物の骨格名称および骨疾患の発生要因を説明し、予防に取り組むことができる。

寄生虫の寄生による病態、症状を説明し、予防に取り組むことができる。

①感覚器の解剖生理、罹患する疾病と病態、症状を説明し、予防を実践することができる。

②感覚器の解剖生理、罹患する疾病と病態、症状を説明し、予防を実践することができる。

③感覚器の解剖生理、罹患する疾病と病態、症状を説明し、予防を実践することができる。

④感覚器の解剖生理、罹患する疾病と病態、症状を説明し、予防を実践することができる。

期末試験を実施する。

試験返却、解説をする。

動物の健康管理 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルヘルスケア
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 久野　麻理恵



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生展開関連法規
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 塩月　努

感染症の定義、感染の成立について説明できる。

疾病と予防Ⅰ 授業
形態

講義
開講区

分
後期

ドッグライフサポート

犬に関わる様々な病気の原因と予防法を習得する。伝染性疾患や寄生虫による感染症を理解し、疾病に合わせた的確な予
防が行えるまでに到達し、犬の管理や今後関わる飼い主様への飼い主指導の際に説明することができる。
※2008年4月～現在まで家庭動物診療施設獣徳会に所属する。認定動物看護師として臨床現場での動物看護業務、入院動
物やペットホテルでの一時預かりの管理を行っている。

犬の一般的な病気とその予防対策を衛生観念も含め幅広く学び、説明できるようになる。動物看護、
犬の健康管理にも生かすことができる知識を身につけ、様々な対処ができるようになる。

授業計画・内容

炎症の経過と治療、炎症の四大主徴と五大主徴について説明できる。

慢性炎症の種類と形態的特徴について説明できる。

免疫反応を理解し移植に関する抗体と拒絶反応について説明できる。

準備学習
時間外学習 配布資料を基に講義を行います。

細菌の構造や分類、増殖因子などの一般性状および培養法や固定法について説明できる。①

細菌の構造や分類、増殖因子などの一般性状および培養法や固定法について説明できる。②

真菌一般性状、および真菌性疾患の種類について説明できる。①

真菌一般性状、および真菌性疾患の種類について説明できる。②

ウイルスの一般性状、構造、分類、培養法、増殖過程、定量法について説明できる。①

ウイルスの一般性状、構造、分類、培養法、増殖過程、定量法について説明できる。②

寄生虫の定義、寄生形態、一般性状、分類、生活環について説明できる。

感染症の制御、施設内感染の防止、予防ワクチンについて説明できる。

ワクチン接種の目的、注意点について説明できる。

期末試験を実施する。

試験返却、解説をする。

教科書:動物看護コアテキスト動物の疾病と予防および回復　第２版　３巻
必要に応じて配布資料(プリント)あり

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(20％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

動物病理学、動物感染症学、公衆衛生学は人と動物が同じ環境で過ごす上で必要な知識を
習得することができます。日常の生活内で注意すべきことや意識付けなど習得することがで
きます。



開講科目 総時間 30

(単位) (2)

【授業の学習内容】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

○Word：図形、イラスト、写真などを使った視覚的な書類の作成（ポスターなど）ができる。
○PowerPoint：基本操作を覚え、スライド作成の手順を学ぶことで、見やすく説得力のあるスライドを作成し発表をす
ることができる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Word1　図形の応用を習得する。

PowerPoint3　スライド作成ができる。

PowerPoint5　動画を入れることができる。

PowerPoint6　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint7　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint8　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint9　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint10　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint11　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

前期の理解を後期でさらに深めていくことが大切です。
後期は、主に進級発表の準備になりますので、前期に行ったWordやExcelの知識をフル活用しながら、
PowerPointへ生かしていくことになります。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

PowerPoint2　スライド作成ができる。

PowerPoint4　作成したスライドにアニメーションなどの動きを入れることができる。

PowerPoint1　スライド作成ができる。

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○PowerPoint　発表用のスライドを完成させるためには授業時間だけでは不足します。時間外でもスライ
ドの作成をしてください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

Wordでポスターを作成することができる。（期末試験）

Wordで習得した内容を作成することができる。Word2　名刺を作成することができる。

プレゼンテーション発表用スライドを作成するためにPowerPointの基礎を行います。さらに、Wordの図形の使い方を
行います。PowerPointは、スライドを作成し発表をすることができる。Wordは、図形の使い方を理解できる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。

【使用教科書・教材・参考書】
○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）、30時間でマスター　プレゼンテーション＋PowerPoint2019（実教
出版）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

開講区分 後期

PowerPoint12　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ＩＴ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員
熊崎　悦子

浅井　麻衣子

コンピュータ演習Ⅰ 授業
形態

講義
演習



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

担任とクラスメイトのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことができる。

【到達目標】

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

スケジュール帳、メモ帳、筆記用具

開講区分 後期

前期の振り返りを行い、得た事をもとに今後の目標を立て準備する事ができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 内田　綾

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

今後のスケジュールを確認。年明け４月までの各自のスケジュールを立て、目標設定を行い、実施できる。

キャリアガイダンスを行い、就職活動に向けての意味、目的を理解する。①

We areについて概要、意味、目的を説明、理解する。①

今後のスケジュールを確認し、理解する。

We are制作に取り組むことができる。②

キャリアガイダンスを行い、就職活動に向けての準備ができる。②

We are制作に取り組むことができる。③

キャリアガイダンスを行い、就職活動に向けての準備ができる。③

面談を行い、今後の動きや目標達成への意識付けを行うことができる。

研修に向け計画・目標を立て、行わなくてはならないことを理解する。

冬休みの過ごし方について考え、計画することが出来る。

冬休みの振り返り。今後のスケジュールを確認し、理解する。

履歴書の書き方、自己分析ができる。

１年間の振り返り。２年次の目標設定を行い、計画を立てることができる。

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

自発的に行動することの意味や自己主張の大切さを身に付けて下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

We are制作は、プレゼンテーションも大切です。「発表する」練習もしっかり行って下さい。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】

※実務経験：株式会社あわしまマリンパーク５年勤務。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

配布プリント

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 鯉江　千晶

ドッグケア 授業
形態

講義

年齢別の健康管理、各機能の変化を行動から読み取ることができる。

犬の扱い方、犬のメンタルトレーニングを行うため必要な事を学び、説明できる。

エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

犬の本能・考え方・行動による意味を理解し、犬の年齢別にしつけ・コントロールができ、飼い主に適切なアドバイス
ができる。

犬を飼う際に必要な知識、健康な仔犬の見分け方、注意すべきことを理解し、説明できる。

ライフステージに合った犬の生活環境について学び、説明・指導できるようになる。

開講区分 後期

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

受講生への
メッセージ

犬と接する際にはまず犬の心や行動学を学び身に付けてください。その上で、卒業後に即戦力となれる
ような知識を身に付けて下さい。

試験

試験返却、解説

準備学習
時間外学習 犬のライフステージにおいて、あらゆる環境や病気について学び、授業の復習を行ってください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％） 以上の割合で後期評価とします。

犬の補色、排泄、休息、グルーミング行動などの維持行動についての基礎知識を身に付け、説明できる。

飼い方の基本、正しい手入れ健康管理を年齢別に説明できる。

馴化、感作、古典的条件付け、オペラント条件付けなどの学習理論を理解し、説明できる。

仔犬のトレーニング内容と方法を学び、知識を身に付け、説明することができる。

パピークラスやパピートレーニングの基礎知識を身に付け、説明できる。

犬種別にかかりやすい病気を学び、予防する知識を身に付け、説明できる。

犬の発育段階の名称・期間及びそれぞれの特徴についての基礎知識を身に付け、説明できる。

犬の保定、抱き方、近づき方を理解し、実践できる。

ペットの適性飼育を推進するための必要な対策を説明できる。

年齢別にかかりやすい病気を学び、予防する知識を身に付け、説明できる。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 トリミングⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 藤長　由真

様々な犬に対応出来るよう保定のバリエーションを習得できる

グルーミング演習Ⅰ 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

モデル犬を使い犬体・骨格を理解し、コミュニケーションを取りながらグルーミング技術を実践する。
※名古屋コミュニケーションアート専門学校卒業後、ペットショップでトリマーとして勤務。

モデル犬の個体差を理解し、コントロールしながらグルーミングが実践が出来る。

授業計画・内容

前回までのグルーミング技術の基礎を見直し実践できる

実技テスト

グルーミング技術の基礎であるダブルコートのブラッシングが実践できる

シニア犬のグルーミング技術が実践できる

ベーシック作業、シャンプーのレベルアップができる

ベーシック作業、ネイルケアのレベルアップが実践できる

ベーシック作業、クリッピングのレベルアップが実践できる

ベーシック作業、ブラッシング、ドライングのレベルアップが実践できる

基本作業、ドッグマネキンのブラッシングが実践できる

基本作業、ドッグマネキンのカットが実践できる

基本作業後、苦手な作業の見直し、技術向上が実践できる

基本作業、各自タイムスケジュールを作成し実践できる

タイムワークを意識しながらシュミレーションを行い、テストに備えた実践ができる

受講生への
メッセージ

犬と関わる仕事をするというプロ意識を持ち、犬の状態、様子をしっかりと観察し、コミュニュケーション力
をつけ負担のないグルーミング技術を身に付けてください。

グルーミング道具、機材一式。

テスト見直し、基本作業を繰り返し苦手作業の克服ができる

準備学習
時間外学習

飼育犬の観察、犬の行動、様子をしっかりと観察しコミュニケーション力を身につける。学校で実践したこ
とを復習し、技術向上を目指す。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科
目

総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

※アジリティー規定：一般社団法人ジャパンケネルクラブ規定書など

ハンドリングにおけるスイッチの習得しコースを実走できる（ビギナー・1度・9階）

スイッチを理解、習得し、ハンドリングできる

スイッチを理解、習得し、ハンドリングできる（9階）

世界大会でのコース・ハンドリングを知る（DVD）

スイッチを理解、習得し、ハンドリングできる（9階）

決められたコースを設営する技術を身に着け実践できる（作成・設置・距離計測・9階）

ハンドリングにおけるスイッチの習得しコースを実走できる（ビギナー・1度）

マグネット、ボードの使い方を理解、実践できる（9階）

マグネット、ボードの使い方を理解、実践できる

決められたコースを設営する技術を身に着け実践できる（作成・設置・距離計測・9階）

マグネット、ボードの使い方を理解、実践できる

テスト

テストの解答合わせ・1年間の復習

準備学習時
間外学習

アジリティーハンドリングは犬によって大きく変わり、感覚的なものを養わないと上達しないので、空き
時間に自習として、扱う犬を想像しイメージトレーニングを行ってください。

評価方法

受講生への
メッセージ

アジリティーは犬のしつけとしての範囲を超え、ハイクオリティなドッグライフを楽しむ人気のあるス
ポーツです。実際の教材・犬と接することにより、まずは自分が習得できるよう授業を行います。
【持ち物・準備】筆記用具・動きやすい服装・靴

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

アジリティ演習Ⅰ 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

コース図設計の際のマグネット作成

授業計画・内容

レベルに応じたハンドリングやコースの作成技術を習得し、実践できる。

要員の仕事を理解し行動に移すことができる（9階）

※実務経験：株式会社梅香荘警察犬家庭犬学校で１５年４か月勤務。その後、ドッグスクールワンを設立。
ジャパンケネルクラブ公認訓練士、日本警察犬協会公認訓練士として活躍している。

開講区分 後期

課題に出されたコースを正しく設置する技術を習得し、実践できる。
ハンドリングを学び実践できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科
目

飼育概論Ⅰ
必修
選択

選択 年次 1 担当教員 中根　知子



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】

※実務経験：東海警察犬訓練所で６年勤務し、現在は『かりゆしドッグスクール』を設立。
ＪＫＣ公認訓練士、日本警察犬協会公認訓練士として活躍している。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

オーナー様にトレーニングの方法を説明できる　デモンストレーション②

パピートレーニング、飼い始めのトレーニングについて（社会化など）を習得し、実践できる

犬種別のトレーニングで気を付けなければいけないこと（小型犬～中型犬）を理解し、説明できる

一年を通して犬に伝え、犬が学び理解し、成長して行くプロセスを体感し、犬に教えるスキルを習得し、実践できる。
また、オーナー様の様々な要求、要望に対応、アドバイスができるスキルを習得し、実践できる。

リード

犬種別のトレーニングで気を付けなければいけないこと（大型犬～超大型犬）を理解し、説明できる

犬のしぐさから読み取る感情表現を習得し、実践できる

犬の表情から読み取る感情表現を取得し、実践できる

犬の行動から読み取る感情表現を習得し、実践できる

問題行動の原因と訓練方法について（咬みつき問題、破壊行動）を習得し、実践できる

受講生への
メッセージ

動物を取り扱う職業に就く者として、犬の行動や管理の仕方を学ぶ授業です。グループごとにトレーニン
グの方法を考え、実際に犬を用いてトレーニングを実践することで犬の行動の変化、他人の発想や方法
を同時に取り入れ、協力して授業を進めていきます。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（20％）
５．授業態度と参加度（％） 以上の割合で後期評価とします。

試験

試験返却、解説をする

準備学習
時間外学習

犬は毎日のトレーニングの反復で学習し習慣化します。授業外でのトレーニングをしっかり継続して行っ
てください。

評価方法

開講区分

問題行動の原因と訓練方法について（吠えて困る、分離不安、排泄に関わる問題）を習得し、実践できる

使役犬（警察犬）の訓練方法を習得し、実践できる　～現役の警察犬を用いて～

使役犬（災害救助犬）の訓練方法を習得し、実践できる　～現役の災害救助犬を用いて～

オーナー様にトレーニングの方法を説明できる　デモンストレーション①

後期

あらゆる訓練士を目指していけるよう訓練士の職業観について学び、必要な基礎トレーニングを、実際に犬を用いた
実習を通して訓練技術を習得、実践できる。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

それぞれの実習犬の現状を知るためのトレーニングを習得し、実践できる

ドッグトレーニング演習Ⅰ 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 比嘉　謙造



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：犬と猫との暮らしの教科書

※実務経験：小牧警察犬訓練所に４年２か月勤務。その後、Happy　Ｆｌａｔを設立。

仔犬の習性・生活・食事・しつけ・コミュニケーションをとる方法、仔犬と人とが楽しめる関係の築き方、トレーニング方
法の基礎を習得し、説明できる。

ジャパンケネルクラブ公認訓練士、岐阜県動物愛護推進員として活躍している。

準備学習
時間外学習

仔犬の時期の病気と予防接種などについて学び、説明できる

仔犬の時期の病気と予防接種などについて学び、説明できる

出生直後からの仔犬の成長・身体の変化について学び、説明できる

仔犬の食事について学び、説明できる

仔犬の食事について学び、説明できる

試験

振り返り

ペットショップ等、仔犬がいる施設を訪れ、どのような環境で飼育されているのかを観察する。

仔犬と他の犬との関係性について学び、説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 髙津　幸平

トイレトレーニングの必要性について学び、説明できる

仔犬のストレス耐性の必要性について学び、説明できる

仔犬と他の犬との関係性について学び、説明できる

出生直後からの仔犬の成長・身体の変化について学び、説明できる

開講区分 後期

仔犬の習性について学び、説明できる

仔犬の習性について学び、説明できる

ハウストレーニングの必要性について学び、説明できる

犬の飼養管理Ⅰ 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

仔犬の飼い方の基礎となる飼養管理方法、仔犬と人が共存するための必要なコミュニケーション方法、トレーニング
方法の基礎を身につけ、説明できる。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

受講生への
メッセージ

仔犬と人とのかかわりの大切さを知る事と、仔犬の習性を知り、今後の為に役立てられるように勉強しま
しょう

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（40％）   以上の割合で後期評価とします。

評価方法



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

一年の振り返りと試験に向けての解説

図書室の本を選び、論文形式で内容をまとめ、説明することが出来る

災害救助犬について学び、説明できる

後期筆記試験

筆記試験　返却と回答合わせ

犬の食事について学び、説明できる

仔犬の選び方について学び、説明できる

犬の種類について学び、説明できる

準備学習
時間外学習 雑誌ではない、犬の本を読み、犬に関する知識（犬種別習性や犬の行動など）を学んでおく

評価方法

受講生への
メッセージ 犬についての幅広い知識を持つことは、トレーニングに役立つことになるので、意欲的に学んでください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（10％）
４．課題成果（10％）
５．授業態度と参加度（％）   以上の割合で後期評価とします。

開講区分 後期

犬という社会性のある生き物について学び、アニマルウェルフェアの考え方について学び、さらに犬にとってのエン
リッチメントも学び、説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 垣見　茂美

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

ドッグトレーニングを幅広い角度から学び、知識を習得し、説明できるようになる。人側からだけでなく、犬の視点から
必要なトレーニングを理解し、犬のためのトレーニングについて学び、説明できるようになる。
※実務経験：愛知豊橋警察犬訓練所５年勤務。JKC公認訓練士、日本警察犬協会公認訓練士、DBCA公認ドッグビヘイビアリスト
の資格を持っている。

配布プリント、ノート、犬と猫との暮らしの教科書

ドッグトレーニング理論 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

犬の本能について学び、説明できる

犬の社会化とはについて学び、説明できる

アニマルウェルフェアとエンリッチメントについて学び、説明できる

犬の祖先は何かを学び、説明できる

クリッカートレーニングについて学び、説明できる

テーマの論文を発表、説明できる

犬のボディーランゲージとカーミングシグナルについて学び、説明できる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

動物飼育にマニュアルは無くても、基本はあります。
種が違っても共通すること、応用できることがたくさんあります。
豊かな感性と柔軟な姿勢で個々の動物たちを愛してあげてください。

講師が作成したオリジナルのプリント資料
社団法人日本動物園水族館協会 発行 新飼育ハンドブック動物園編(適宜)

試験結果返却・問題解説：解答用紙の返却、問題のねらいと模範解答及び解説、科目の総括を行い、課題を見出せる

準備学習
時間外学習

日頃から動物に関する本やニュースに興味関心を持ち、目を通す習慣をつける。
飼育室管理にて学んだことを主体的に実践する。

評価方法

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

期末試験にて、本科目で学んだ内容を確認し、日頃の飼育管理に活かせているか否かを確かめることができる

哺乳類編(2)ウサギの種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類編(3)齧歯目①：モルモットの種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類編(4)齧歯目②：ハムスターの種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類編(5)フクロモモンガとアメリカモモンガの比較を行い、共通項と相違点を理解できる

哺乳類編(6)フェレットの種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類編(7)ハリネズミの体の特徴、飼育、疾病について学び、適切に管理できる。

爬虫類、両生類編：カメの分類、種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

爬虫類、両生類編：ヘビ・トカゲの分類、種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

鳥類編：鳥類の分類、種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

トレーニング①　　　　　　小動物・鳥類のトレーニングの目的・方法等を学び、管理する上での意識を高める

トレーニング②

哺乳類編(1)全般：哺乳類の分類と種類、体の特徴を知り、比較から応用する考え方が身に付く

コンパニオンアニマル 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

生物学・分類学の基礎を理解し、講義で取り上げる種それぞれの特徴を捉えられるようになる。種ごとの魅力を自らの言葉
で人に伝えることができるようになる。各種に適した飼育管理の方法を自ら考えられるようになり、提案もできる。
※実務経験※本校卒業後、動物園に飼育員として14年2ヶ月勤務。

エキゾチックアニマルへの正しい向き合い方が身に付き、種ごとのよりよい飼育管理の方法を自ら考え、工夫することがで
きる。

授業計画・内容

コンパニオンアニマルとは？：コンパニオンアニマルをとりまく現状と課題を知り、彼らとどう向き合うべきかを考えることができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 土屋　美穂



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
教材：ノート、筆記用具のみ

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 企業研修Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 北浦　惇貴

企業分析をし説明発表ができる③

企業プロジェクト 授業
形態

演習 開講区分 後期

企業プロジェクトを通して社会人として必要な計画や情報収集の基礎を学び、課題成果にあたります。
チームで役割を決めどのように企画や計画を立て、また修正をしながら成果に繋げていくかを実践で学び、社会人
に必要なスキルを身につけていきます。

エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

企業分析をし説明発表ができる①

企業プロジェクトを通して課題制作にチームとして取り組んでいきます。課題制作の中で問題提起を上げその問題
に対して取り組んでいくことを学んでいきます。

企業分析をし説明発表ができる②

発表に対して振り返りをする

企業に課題提案する又は課題を頂き課題の内容を理解、分析することができる①

企業に課題提案する又は課題を頂き課題の内容を理解、分析することができる②

企業プロジェクトの企画書を作成する①

企業プロジェクトの企画書を作成する②

オリエンテーションを実施し業界の方から説明して頂き質疑応答ができる

コンセプトワークを実践する①

コンセプトワークを実践する②

進捗状況を知る為中間発表をする①

進捗状況を知る為中間発表をする②

ブラッシュアップをして問題を修正していく

プレゼン発表をする

受講生への
メッセージ

準備学習
時間外学習

チーム内でしっかりと情報共有、役割分担をして発表に向けて取り組む

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（600％）
５．授業態度と参加度（40％）   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

授業計画・内容

・動物の体の構造をより理解し、生物としての基本構造を理解し説明することができる
・動物の飼育にあたり、環境を整えることの意義と飼育者としての使命を考え、説明することができる

口腔内および胃の構造と役割について理解する（取り上げる動物：ライオン・ウシ・クマ・イルカ）

腎臓と膀胱の構造と役割について理解する（取り上げる動物：ホッキョクグマ・ネコ）

咽頭から肺までの構造と空気の流れを理解する（取り上げる動物：イヌ・トリ）

精巣や卵巣などの生殖器の構造と役割について理解する（取り上げる動物：ムササビ・フェレット）

これまで学んだことを復習、理解する

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

動物に関わる職業に就く者として必要となる、基礎知識を学ぶ授業です。
就職してからも使える知識として頭に定着させるため、授業中の取り組みだけでなく、復習にも徹底して
取り組んでほしいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

外皮構造と役割について理解する（取り上げる動物：イルカ・キリン・ゾウ・コウモリ）

腸（小腸・大腸）の構造、肝臓および膵臓の役割について理解する（取り上げる動物：ウマ・ブタ）

講義の内容と成績評価についての説明、動物の細胞の基本構造について理解、説明ができる

準備学習
時間外学習

授業の内容への理解度を図るためのレポートを数回実施します。

動物に携わる者として必要である、解剖学的視点から動物の体のしくみ、および様々な動物の飼育環境の基本構造
を学ぶ。
※ 人間環境大学環境科学科助教を経て2020年度より現職、同大学講師。
大学院博士課程より野生イルカの生態研究を実施。現職では大学にて水生生物に関する講義を担当。

【使用教科書・教材・参考書】
・プロジェクター・ホワイトボードを使用。必要に応じてプリント配布。
・参考書：動物のからだのしくみ(JESC)、動物の飼養管理（JESC）

開講区分 後期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルヘルスケア
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西田　美紀

動物の体のしくみ 授業
形態

講義



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
・プロジェクター・ホワイトボードを使用。必要に応じてプリント配布。
・参考書：基礎生物(JESC）

開講区分 後期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルヘルスケア
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西田　美紀

動物の健康管理 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

動物に関わる職業に就く者として必要となる、基礎知識を学ぶ授業です。
就職してからも使える知識として頭に定着させるため、授業中の取り組みだけでなく、復習にも徹底して
取り組んでほしいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。	
				

ホルモン分泌と関わる器官について理解する（取り上げる動物：ヒト）

目・耳の構造と役割について理解する（取り上げる動物：アザラシ・ヘビ・インコ）

講義の内容と成績評価についての説明、動物の細胞の基本構造について理解、説明ができる

準備学習
時間外学習

授業の内容への理解度を図るためのレポートを数回実施します。

動物に携わる者として必要である、解剖学的視点から動物の体のしくみ、および様々な動物の飼育環境の基本構造
を学ぶ。
※ 人間環境大学環境科学科助教を経て2020年度より現職、同大学講師。
大学院博士課程より野生イルカの生態研究を実施。現職では大学にて水生生物に関する講義を担当。

・動物の体の構造をより理解し、生物としての基本構造を理解し説明することができる
・動物の飼育にあたり、環境を整えることの意義と飼育者としての使命を考え、説明することができる

心臓・血管・リンパ管の構造と役割について理解する（取り上げる動物：イヌ・ハムスター・ゾウ）

脳と脊髄の構造と役割について理解する（取り上げる動物：キツネ・チンパンジー）

骨格筋・骨格の構造と役割について理解する（取り上げる動物：アシカ・ゴリラ・キリン・ニワトリ・クジラ）

後期試験

試験返却、回答例の説明、講評をおこない、今後の課題について言及する

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
魚類と哺乳類を除く、海洋生物の分類と各門の特徴を学び、生物の体の観察は生体を用いて外部の観察を行い、
さらに解剖を行い消化器系・循環器系・生殖器系の観察を行う。　水生生物の生活史を学習し、幼生の形態・名称と、
その生活の方法から、水生生物に対する理解を深め、伝えることができる。
*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】
水生生物の分類で動物門の名称とそこに属する生物名・特徴がわかる。刺胞動物・軟体動物・節足動物・棘皮動物
の体の名称を答えることができ、その生物の生活史と幼生の名称を答えることができる。
生物の体を観察し、その特徴を図で表すことができる。また、解剖を行い各器官の観察ができる。
生物顕微鏡・実体顕微鏡を使うことができ、観察と写真撮影を行うことができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第1.3集

実習に際して、事前にノートの見返しが必要。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

海洋生物の体の造りを知り実際の生体を観察・解剖することは、その生物を知る上で大切です。　また顕
微鏡を用いる技術の習得も必要とされる技術です。　この科目は水族館の飼育係を目指すすべての学生
に必要な知識と技術の習得のための授業です。

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

基礎獣医学

授業計画・内容

水生生物Ⅰ

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

白井　芳弘

後期

必修

演習

年次 1 担当教員

開講区分

授業科目
必修
選択

ヒトデ体表の観察・ウニ骨片の観察を、顕微鏡を用いて行い、説明できる

ナマコの観察と解剖を実施し、体の構造を説明できる

後期の復習と試験の解説を聞き、これまでの授業内容を説明できる

後期試験

振り返り

授業
形態

①ヒトデの特徴について学び、説明できる

②ヒトデの特徴について学び、説明できる

①ウニの特徴について学び、説明できる

②ウニの特徴について学び、説明できる

二枚貝綱の特徴を学び、説明できる

二枚貝の観察を実施し、学び、説明できる

青潮の発生と二枚貝について学び、説明できる

スルメイカの解剖を実施し、体の構造を説明できる

エビ・カニの体のつくり・ベンケイガニの体の観察を実施し、説明できる

名古屋港水族館（実習）を通して、水槽の仕組みやレイアウトの工夫を説明できる



開講科目 総時間 30

(単位) (2)

【授業の学習内容】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）、30時間でマスター　プレゼンテーション＋PowerPoint2019（実教
出版）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

開講区分 後期

PowerPoint12　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（進級発表準備）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ＩＴ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員
熊崎　悦子

浅井　麻衣子

コンピュータ演習Ⅰ 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

前期の理解を後期でさらに深めていくことが大切です。
後期は、主に進級発表の準備になりますので、前期に行ったWordやExcelの知識をフル活用しながら、
PowerPointへ生かしていくことになります。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

PowerPoint2　スライド作成ができる

PowerPoint4　作成したスライドにアニメーションなどの動きを入れることができる

PowerPoint1　スライド作成ができる

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○PowerPoint　発表用のスライドを完成させるためには授業時間だけでは不足します。時間外でもスライ
ドの作成をしてください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

Wordでポスターを作成することができる（期末試験）

Wordで習得した内容を作成することができる Word2　名刺を作成することができる

プレゼンテーション発表用スライドを作成するためにPowerPointの基礎を行います。さらに、Wordの図形の使い方を
行います。PowerPointは、スライドを作成し発表をすることができる。Wordは、図形の使い方を理解できる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。

○Word：図形、イラスト、写真などを使った視覚的な書類の作成（ポスターなど）ができる。
○PowerPoint：基本操作を覚え、スライド作成の手順を学ぶことで、見やすく説得力のあるスライドを作成し発表をす
ることができる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Word1　図形の応用を習得する

PowerPoint3　スライド作成ができる

PowerPoint5　動画を入れることができる

PowerPoint6　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（進級発表準備）

PowerPoint7　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（進級発表準備）

PowerPoint8　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（進級発表準備）

PowerPoint9　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（進級発表準備）

PowerPoint10　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（進級発表準備）

PowerPoint11　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（進級発表準備）

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義

担任とクラスメイトのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことができる。

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

インターシップ、就活に向けてスケジュールの管理が出来るようにして下さい。何事に対しても事前準備が
必要になってきます。日頃から心掛けて下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

準備学習
時間外学習

１年間の振り返り。２年次の目標設定ができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 北浦　惇貴

開講区分

We are制作は、プレゼンテーションも大切です。「発表する」練習もしっかり行って下さい。
校外実習、海外研修へ行く前に訪問先を事前に調べておく事が必要です。

後期

今後のスケジュールを確認　年明け４月までの各自のスケジュールを立て、目標設定ができる

We areについて概要、意味、目的を説明、理解する

キャリアセンターよりガイダンス②　就職活動のスケジュールを立て、目標設定ができる

We are制作に取り組むことができる①

今後のスケジュールを確認、理解する

キャリアセンターよりガイダンス③　就職活動のスケジュールを立て、目標設定ができる

We are制作に取り組むことができる②

We are制作　チーム毎でまとめる事ができる①

We are制作　チーム毎でまとめる事ができる②

冬休みの振り返り　今後のスケジュールを確認、理解する

キャリアセンターよりガイダンス①　インターシップ、就職活動に向けての意味、目的を理解する

今後のスケジュールを確認、理解する

前期の振り返りを行い、今後の目標を立て、目標を達成する為の意識付け、理解する

後期の振り返り　各自がきちんと振り返る事ができる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

後期

『1年の振返り』（漢字一文字で表現する）／自分にとってどんな年だったかを振返り来年に繋げていく

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 里　昭範

プレゼンテーション 授業
形態

講義
演習

◇「自己承認」（自分をみつめる、認める、好きになる）。そして「他者承認」（他人をみつめ、認め、関わる）。
そして自分らしさを表現してみる。[ワークショップ形式（体験学習）]＊１９９４年～「自分らしさ（元気）」をテーマに、心
理カウンセリング、各種セラピー、ボディワークなど学生や一般の方々に実施。あん摩指圧マサージ師・心理カウンセ
ラー・ボディワーカー。現在は背骨（姿勢）を整え、元気になること事をサポートしている。

①クラス全員と会話する。
②自分の「好き値」を６０点以上にする。
③自分の好きな事を１０分間　他者に伝える事が出来る。他者の長所をその人に伝える事が出来る。
＊自分の夢を他者に伝える事が出来る。

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

評価方法

受講生への
メッセージ 自分らしさを大切にして、楽しんでみんなで無限の可能性をみつめていきましょう。よろしくお願いします。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(10％)
５．授業態度と参加度(90％)   以上の割合で前期評価とします。

プレゼンテーション①自分の大好きな事を10分間プレゼンテーションする（感想＊プラスのストローク）

プレゼンテーション③自分の大好きな事を10分間プレゼンテーションする（感想＊プラスのストローク）

後期の狙い／それぞれの目標の再確認、最近の自分の出来事を皆にプレゼンテーションする

準備学習
時間外学習 日々の出来事と共に、自分自身の感情の変化をみつめる。

後期試験

『総振り返り』　自分自身や人との関係性を改めて感じ、考え、自らの変化成長を承認する

開講区分

【使用教科書・教材・参考書】
特になし。必要に応じて資料プリントを配布します。筆記用具はご持参下さい。
プレゼンテーション後、聴き手の「感想」と「プラスのストローク」を伝えて頂きます。
＊「プラスのストローク」とは、プレゼンターの素晴らしいところ、見習いたいところ、凄いなと思うところなど、その人の
個性を言葉で伝えて頂きます。

『新年の抱負』／年末年始の振り返りと新年の抱負をプレゼンテーションする

プレゼンテーション②自分の大好きな事を10分間プレゼンテーションする（感想＊プラスのストローク）

『3ヵ月後の自分へ手紙を書く』

プレゼンテーション④自分の大好きな事を10分間プレゼンテーションする（感想＊プラスのストローク）

プレゼンテーション⑤自分の大好きな事を10分間プレゼンテーションする（感想＊プラスのストローク）

プレゼンテーション⑥自分の大好きな事を10分間プレゼンテーションする（感想＊プラスのストローク）

プレゼンテーション⑦自分の大好きな事を10分間プレゼンテーションする（感想＊プラスのストローク）

プレゼンテーション⑧自分の大好きな事を10分間プレゼンテーションする（感想＊プラスのストローク）

プレゼンテーション⑨自分の大好きな事を10分間プレゼンテーションする（感想＊プラスのストローク）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

３回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習
時間外学習 校外研修では授業で学んだことを確認してより深い知識としてください。

後期試験

後期試験結果をもとに重要な点を再確認することができる

プログラムの解析と提案を検討する

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（30％)以上の割合で後期評価とします。

餌料としての冷凍魚の保管方法についての知識を修得する

調餌の注意点についての知識を修得する

オリエンテーション　授業目標と授業内容を理解する

餌料としての冷凍魚の解凍方法についての知識を修得する

餌料決定の要因について理解する

給餌量の適切性について理解する

観察による健康管理について修得する

定期検査による健康管理について理解する

鯨類の取り上げ方法と保定について理解する

ハズバンダリートレーニングの利点について理解する

水族館プログラムの役割について理解する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物Ⅰ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 渋谷　睦美

・水族館の役割と伝えるべき事を理解し説明が出来る。
・飼育の原理を理解し工夫する力を養い、実践する事が出来る。
・レポートで自分の考えを伝える方法を理解し説明が出来る。
・展示方法の多様性について理解し説明が出来る。

【使用教科書・教材・参考書】
社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第１・２・３集

開講区分 後期

水族館にて水族館のプログラム（2年生によるガイドツアー）を受講する

ドルフィントレーニングⅠ 授業
形態

講義

テーマに沿ってレポートをまとめる過程で水族館での飼育の意味から具体的な方法までを考える。
水族館や動物に対する考えや知識を人に伝える方法を理解し説明が出来る。
※1996年4月～2001年10月まであわしまマリンパークに所属。
主業務は、海洋哺乳類の飼育、ショーやプログラムなどのエデュケイト企画開発・実施、スタッフ教育を行う。

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ 鯨類の種類ごとや飼育環境よって、飼育方法は様々ですが、今後応用していく基準となる知識を身につけます。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

鯨類の基礎生態の一部として、行動学、生態学、資源保護の分野を理解し、水族館飼育動物としての鯨類について
説明ができる

【使用教科書・教材・参考書】
参考資料：イルカ・クジラ学―イルカとクジラの謎に挑む(東海大出版)、鯨類学 (東海大学自然科学叢書) 、海の哺乳
類―FAO種同定ガイド （NTT出版）
【洋書】Encyclopedia of Marine Mammals, Second Edition、Marine Mammal Biology: An Evolutionary Approach

ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾄﾚｰﾅｰ、ｳｵｯﾁﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ及び水族館飼育技術者において海洋哺乳類についての基礎生物学は必要不可欠な
知識である。また海に棲息する生物にとって海洋環境との関係は飼育上重要な知識となる。従って本科目では得に
鯨類の基礎生物学と棲息する海洋環境との関係及びそれらと他の人間活動との関係についての基本的知識を習得
する。＊イルカの音声コミュニケ―ションについて研究、現在は東海大学海洋学部にて特任助教として勤務。

開講区分 後期

（19）飼育されてきた海洋哺乳類,飼育管理の変遷について理解,現状を知り水族館の役割について考える

海洋哺乳類Ⅰ 授業
形態

講義

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

本科目は水族館飼育やウォッチングガイドにおいて最低限必要とされる、海の哺乳類(クジラ・イルカ・ア
シカ・アザラシ等)における生物生態の基礎知識を取り扱います。知識は技術を支えるものであり知識な
しには仕事はできません。後期における必須項目です。欠席のないようにしてください。

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物Ⅰ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 吉田　弥生

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（10％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

鯨類の生物学（9）「群れ」と役割について理解しﾋｹﾞｸｼﾞﾗ亜目の群れや社会について理解する

（11）生物の持つ感覚器官について、目の構造と視力等の識別の関係について理解する

講義の内容と成績評価について説明、前期の復習および後期の内容について予習を行う

（10）各種においてなぜ異なる群れ構成や社会構造を持つのか、また特徴を説明できる

（12）生物の持つ感覚器官について、鯨類の体色と視覚との関係について理解する

（13）ﾋｹﾞｸｼﾞﾗ亜目の鳴音についてなぜ鳴くのかどのようにｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとして利用しているかを理解する

（14）ﾊｸｼﾞﾗ亜目,鳴音について鳴音器官の仕組み,その音の種類,ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの利用について理解する

（15）ﾊｸｼﾞﾗ亜目における鳴音器官の仕組み、ｴｺﾛｹｰｼｮﾝについて習得、説明ができる

（16）飼育下動物において行われる「認知実験」の学問的な意味とその実践ついて理解する

（17） 鯨類の人間活動の関係として国内外における捕鯨・ｲﾙｶ漁業の歴史と現状を理解する

（18）国内外におけるｲﾙｶｳｵｯﾁﾝｸﾞの歴史と現状について理解し問題について説明できる

準備学習
時間外学習

本科目内容を充分に理解する為には、前提として高等学校における「生物基礎」の知識は最低限必要と
します。高等学校にて「生物基礎」を学習していない場合は、自習を推奨します。講義後、ノートによる復
習だけでなく、各種の参考書籍にて関連項目を熟読することで、知識の定着を促進させること。

後期試験　　ﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｽﾄにより後期に習得した知識の確認を行う

期末試験返却　解答例の説明、講評。後期の内容を復習し今後の課題について提言する

（20）主に鯨類の進化的背景を理解、現世の動物との関係を理解、「適応」「収斂進化」の意味を理解する



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】


【到達目標】


1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
特になし。必要に応じ参考文献などについて案内をする。

開講区分 後期

(行動の維持)行動の劣化がなぜ起こるか,ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞのやり方について理解,説明が出来る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物Ⅰ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 山本　聡

動物行動学 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

評価方法

受講生への
メッセージ

ただ講師の言うこと書くことを聞いたり書き取るのではなく、まずそのことについて良く考えるようにする。そうすれば
必ず質問したいことが思いつくはずであり質問が思いつかなければ良く考えていないということだということを認識し
てもらいたい。そして積極的に質問をしてもらいたい。講師は世界のトップクラスのトレーナー達と親交があるので講
師を通してそうしたトップクラスのトレーナー達から学んでいると思い誇りをもって貪欲に学んでもらいたい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）　以上の割合で後期評価とします。

（強化スケジュールⅠ②）連続強化と間歇強化の使い分けを理解、説明する事が出来る

（強化スケジュールⅡ②）動物のトレーニングでは不定率強化を用いるのかを理解,説明する事が出来る

（強化スケジュールⅠ①）連続強化と間歇強化を理解、説明する事が出来る

準備学習
時間外学習

準備学習については講師が次週までに調べておくようにと指定した事項についてインターネットなどで調べる。イン
ターネットで調べたことについては調べたサイトのURLを記録しておく。時間外学習については、その日の授業で取っ
たノートを見返し、授業を振り返り、自分で一番興味を持ったこと、良くわからなかったこと、疑問に思ったことについ
て調べる。そして授業のノートと自分で調べたことを元に、自分なりの授業のまとめノートを作成する。

後期試験

後期試験結果の講評および正答解説から再度、基本的な理論の理解を深めることが出来る

連続強化と不定率強化を正しく理解・使用出来るようにする。行動形成の基本的な考え方、行い方を理解、説明する
事が出来る。

予防医療・繁殖・行動的マネージメントとトレーニング、トレーナーと飼育動物の絆とは何か、いかにして形成される
か、H.E.L.P.L.S.、トレーニングにおける安全管理、外的刺激と内的刺激、知覚と情動・欲求、行動と記憶、知覚と認
知、認知と行動、レスポンデント条件付け、条件刺激のブリッジ機能などを学ぶ。＊ハワイ大学大学院卒。トレーナー
の指導、トレーニングや健康管理・治療等に携わる。国際的に最も権威があるIMATAのシニアメンバーである。

授業計画・内容

(期待・動機・興味)動物の行動に対する高い動機水準と強い興味をどのようにして喚起し,維持するかに
ついて理解,説明が出来る

（強化スケジュールⅡ①）４種類の間歇強化を理解、説明する事が出来る

(行動形成Ⅰ)行動の分解と行動形成のデザインの仕方、選択強化について理解、説明する事が出来る

(行動形成Ⅱ)ｽﾃｯﾌﾟ･ﾊﾞｲ･ｽﾃｯﾌﾟのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ,段階的な行動形成の進め方について理解,説明が出来る

(行動形成Ⅲ)行動形成をする時の注意点,上手くいかない時の考え方,対処法について理解,説明が出来
る

(弁別性刺激とサイン)行動形成で完成した行動にどのようにサインをつけるかを理解,説明が出来る

校外実習：ｵｰｽﾄﾗﾘｱで実際に水族館でｼｮｰ,ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの様子を見学,これまで学んできた事と比較,説明が
出来る

(行動形成の実際Ⅰ)行動形成を実際に体験、説明する事が出来る

(行動形成の実際Ⅱ)行動形成を実際に体験、説明する事が出来る



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
水槽で生物を飼育する仕組みを学習し、実際に飼育管理ができる技術を習得し、活用できる。
名古屋港水族館実習を通して、魚類の種名を学習し、展示を見学・観察から、水族館の展示手法を学ぶとともに、
水族館の役割を展示の中から読み取り、説明できる。
*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

水族館研究

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

フグの仲間について学び、説明できる

①カワハギの体を観察し、説明できる

②カワハギの体を観察し、説明できる

①異体類について学び、説明できる

②異体類について学び、説明できる

名古屋港水族館（実習）を通して、水槽の仕組みやレイアウトの工夫を説明できる

名古屋港水族館の展示振り返りを通して知識を落とし込み、理解できる

寄生虫症について学び、説明できる

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 1 担当教員

開講区分

①白点病について学び、説明できる

②白点病について学び、説明できる

①細菌感染症について学び、説明できる

【使用教科書・教材・参考書】
社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第1.3.4集

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

飼育飼養管理 白井　芳弘

後期

実際に魚に触れ、解剖することは、座学では得ることができない情報が満載です。自分の力をつけるため
に必要な授業です。

解剖実習の前には、ノートを見返し、臓器の配置・名称を覚えておく。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

マアジの体の名称を言える。解剖して臓器の名称と配置がわかる。水槽飼育におけるバクテリアの役割を理解でき
る。水槽展示において、レイアウト・飼育生物・解説版の内容を理解できる。

授業計画・内容

後期の復習と試験の解説を聞き、これまでの授業内容を説明できる

後期試験

振り返り

②細菌感染症について学び、説明できる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】 （※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）
・水族館で使用される解説版の意図、作成方法を理解し、実践できる。
・生物の飼育展示手法の１つ、環境エンリッチメントについて学び、より良い飼育管理ができるようになる。
　＊2005年～2007年　京急油壷マリンパークで飼育部に所属。
　　　海獣飼育員として勤務し、イルカ・アシカショーや給餌解説などを担当。
【到達目標】
・展示意図に基き、自ら考案、作成して解説版を作ることができる。
・動物のより良い飼育について考え、自らの考案し、環境エンリッチメントを実践することが出来る。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教科書：社団法人　日本動物園水族館協会発行　　新飼育ハンドブック　水族館編　第３集・第４集

後期

オリエンテーション　授業目的・目標について理解し、解説方法の定義について話すことができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択 必修 年次 1 担当教員 三好　咲衣

トレーナー演習 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分

2年生のガイドツアーに参加し、解説方法、飼育の工夫を見つけて飼育員の仕事についてまとめる

解説方法、そのポイントについて理解し、解説版の重要性を説明することができる

各チームごとにどのような解説版にするか、話し合い、実際に解説パネルを作ることができる

各チームごとにどのような解説版にするか、話し合い、実際に解説パネルを作ることができる

他者の意見を参考にするため、作製した解説版について発表することができる

他者の意見を参考にするため、作製した解説版について発表することができる

他者の意見を参考にしてどのように改善するか話し合い他者から分かりやすい解説板にすることができる

環境エンリッチメントの定義と５つのカテゴリーについて学び、説明することができる

これまで学んだことを活用して、自らエンリッチメントを考案できる

考案したエンリッチメントについて発表することができる

考案したエンリッチメントについて発表することができる

各チームごとにどのような解説版にするか、話し合い、実際に解説パネルを作ることができる

受講生への
メッセージ

解説、エンリッチメントなど、具体的に自分がどういう飼育をするか、どのような飼育員になるのか考え、
チームで物事を進める力を身に付ける授業になります。
体調管理に気を付けて、主体的に取り組むようにしてください。

後期試験：解説・エンリッチメントから良い飼育、お客様へ伝える手段を理解することができる

後期試験の振り返りから自分がどのような飼育員になりたいか考えて、発表することができる

準備学習
時間外学習

この授業を受けるにあたり、日本動物園水族館協会のホームページ、同協会が発行している
新飼育ハンドブック～水族館編～の３、４を閲覧、読んでおく予習が必要です。
また授業で実施した内容を復習し、その理解度を深めるためチームで話し合い、作成することが必要で
す。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（50％）
５．授業態度と参加度（0％）    以上の割合で後期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ウォーターエクササイズⅠ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 ノリス

ライフセービング 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

心肺蘇生法+AEDの使用方法を正確に覚える

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

教材を配布、確認し、授業の進め方を理解できる。DVDの確認①

DVDの確認②

一次評価とは何かを理解し、マニュアルの内容を確認する ①

一次評価とは何かを理解し、マニュアルの内容を確認する ②

二次評価とは何かを理解し、マニュアルの内容を確認する

シナリオを使用し、現場評価をする

バリアを使用し、骨折したケガ人の処置を包帯、三角巾を使用し正確に処置できるようになる

包帯、三角巾の処置方法をテストする

心肺蘇生法+AEDの使用方法を理解する。気道閉塞の処置方法を理解する

CPR、AEDトレーニング用人形、EFRマニュアル、FAキット

野外での応急措置法や緊急時の人命救急法などについて学び、実践できる。

*1983年からダイビングショップ経営、講習及び器材の販売、ツアーの開催等ダイビングに関わる業務を幅広く行って
いる。

状況に応じた救急法の使い分けができ、AEDの使用が的確にできるようになる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(80％)   以上の割合で後期評価とします。

受講生への
メッセージ

自動車学校で学習する内容以上のスキルを手に入れてもらい、本件の80％以上が自宅や勤務先で起き
ていることを十分に理解していただきたい。見ている側から行動する側へ。少しでも、自宅での回復、後遺
症が残らないよう真剣に取り組んでいただきたい。

心肺蘇生法+AEDを使用したシナリオのテストを行う

脊髄損傷の対処法、回復体位の取らせ方を学ぶ

小児、乳児に対しての対処法を理解し、実施する

エマージェンシーレスポンダーの記述テストを実施する

テスト返し、見直しを行う

準備学習
時間外学習

マニュアルの予習、復習。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

開講区分 後期

過去問　２年前の前期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ウォーターエクササイズⅠ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 須崎　貴善　

潜水士対策講座 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

全員が合格できるように、出来るだけ多くの過去問題に取り組んで下さい。
分からないことは後回しにせず聞く癖をつけること。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（ ％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(20％)   以上の割合で前期評価とします。

実際に潜水業務問題集を解き、さらに理解できる(問題集の解答と解説)

実際に送気、潜降及び浮上問題集をとき、さらに理解できる(問題集の解答と解説)

第１編　潜水業務について理解できる(第１編　解説)

準備学習
時間外学習

その週に実施した内容の振り返り

過去問　昨年の前期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

過去問　昨年の後期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

テキストによる学習と過去問を解くことで、潜水士の資格試験に合格できるようになる。＊ダイビングインストラクター
としてダイビングショップで勤務したのち、独立。専門学校等で潜水士資格の取得を目指す講義をおこなっている。

・国家資格である、潜水士免許を取得し、実務に活かすことができる。

授業計画・内容

【使用教科書・教材・参考書】
・潜水士テキスト 送気調節業務特別教育用テキスト/中央労働災害防止協会
・国家試験　潜水士対策問題集

過去問　２年前の後期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

第２編　送気、潜降及び浮上について理解できる(第２編　解説)

第３編　高気圧障害について理解できる(第３編　解説)

実際に高気圧障害問題集を解き、さらに理解できる(問題集の解答と解説)

第４編　関係法令について理解できる(第４編　解説)

実際に関係法令問題集を解き、さらに理解できる(問題の解答と解説)

過去問　３年前の前期①を解き実力を確認できる(問題の解説　申請書の記入)

過去問　３年前の前期②を解き実力を確認できる(問題の解説　申請書の記入)

過去問　３年前の後期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （　2　）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
ダイビング用のマスク・スノーケル・フィン・ブーツ・ゴーグル

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ウォ―タ―エクササイズⅠ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 藤井明子

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

クロールの応用・平行線水・立ち泳ぎ②）立ち泳ぎの基礎を行う、潜水でのキックトレーニングを行う

クロールの応用・平行線水・立ち泳ぎ③）立ち泳ぎの応用を行う、潜水距離を意識するトレーニングを行う

開講区分 後期

クロールの応用）持久力を上げるトレーニングを行う。軽器材を使用する

スイムトレーニングⅠ 授業
形態

演習

ダイビングで使用するマスク・スノーケル・フィンを使用して使い方のクリニック・筋力強化・スキルテクニック25ｍプー
ルを利用して実施していく。又、就職試験に出るであろう項目を授業に取り入れ就職試験対策を行う。泳げる学生は
フォームやタイムの強化、泳げない学生が泳げるようにしていく。現在ダイビングインストラクターとしてダイビング
ショップを経営しており、スノーケリングテクニックを強みとしている。

就職試験の実技に受かるためにスキルテクニックを強化する。実技がない学生に対しては体力強化を行っていく。
目標１）フィンなしで２５ｍ潜水ができるようになる。
目標２）クロール・平泳ぎの自己記録を1年時よりも早いタイムを出す。
目標３）立ち泳ぎ全員が１分間できるようになる

泳力チェック）現在の泳力を泳いだ距離とタイムで確認する

３点セットの使用方法基礎確認）３点セットを使用して基本動作の確認をする

クロールの基礎①）基本姿勢の確認をする。軽器材を使用し体重移動のトレーニングを行う

クロールの基礎②）基本姿勢の確認をする。軽器材を使用しながら体重移動を利用しての上下運動

クロールの基礎③）息継ぎ・基本姿勢、体重移動の確認をする

クロール・平泳ぎ・平行線水・立ち泳ぎ応用）それぞれのフォームとチェックと体力強化を行う

受講生への
メッセージ

週1回だけの水泳の授業だけで体が作れるようにはなりません。
９０分の授業で体力が続くように日頃からの基礎体力作りを心掛けてください。
又、柔軟体操を普段から行うことで泳力のフォームやタイムの伸びも変わってきます。
90分の授業をもつ体力と日頃からの柔軟体操を心掛けて実施してください。

泳力チェック）各種目の泳いだ距離とタイムで確認をする

準備学習
時間外学習

水の中で充分に体を動かすには日々の体調管理が大切です。
日頃から基礎体力の強化を心掛けて日常的な運動を心掛けて実施することが大切です。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（30％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(70％)   以上の割合で前期評価とします。

クロールの応用・平行線水・立ち泳ぎ①）持久力を上げる、巻き足の基礎トレーニングを行う

平泳ぎの基礎①）基本姿勢の確認を行う。体重移動のトレーニング

平泳ぎの基礎②）基本姿勢の確認を行う。体重移動のトレーニングと潜水でのトレーニング

平泳ぎの基礎③）基本姿勢＋呼吸の確認を行う、タイムを意識するトレーニングを行う

クロール・平泳ぎ・平行線水・立ち泳ぎ応用）それぞれのフォームとチェックと体力強化を行う



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

水族館で飼育されている生物の飼育方法や生態について幅広く学び、活用することができる。
動物の搬入、輸送の手順や注意点を理解し、説明する事ができる。

振返り：振り返りを行う事により要点をまとめる

ペンギン類の基礎知識：ペンギンの分類を理解し説明ができる

鰭脚類の基礎知識①：アシカ・アザラシの分類、生態系を理解し説明ができる

鰭脚類の基礎知識②：飼育下の鰭脚類の飼育環境、飼育管理の注意点を理解し説明ができる

アシカのトレーニング：基本的な種目の教え方、トレーニング中の注意点を理解し説明ができる

アザラシのトレーニング：基本的な種目の教え方、トレーニング中の注意点を理解し説明ができる

鯨類の飼育環境：立地場所によって大きく変わる飼育施設の特徴、長所や短所を理解する

鯨類の保定と処置：取り上げの注意点を理解、代表的な処置方法、その保定方法を理解する

水族館スタッフの仕事①：飼育員以外の水族館に関する仕事内容を理解する

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(50％) 　以上の割合で後期評価とします。

魚病：水族館で見られる魚の基本的な病気とその治療法と予防法を理解する

ペンギンの繁殖と換羽：抱卵期・育雛期・人工育雛の注意点、換羽の仕組みと注意点を理解する

水質管理に必要な知識：水族館で使用している濾過システムの理解と実際に使用している機械類を学ぶ

準備学習
時間外学習

校外実習へ行く際は、見学する施設を必ず事前に調べて下さい。（場所や展示生物など）
全国にどのような水族館があるのかも事前に調べておいて下さい。

後期試験

試験返却　試験の解説を行い、振り返り

水族館で飼育されている生物の飼育方法や生態について学び、幅広く活用できる。
鰭脚、鯨類、魚等、水族館スタッフの各担当者が授業をおこなう。

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分 後期

水族館スタッフの仕事②：実習の大切さ、水族館の求める人材について学び理解し就活に繋げる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ウオーターエクササイズⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 あわしまマリンパーク

水族館動物飼育 授業
形態

演習



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
教材：ノート、筆記用具のみ

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 企業研修Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 北浦　惇貴

企業分析をし説明発表ができる③

企業プロジェクト 授業
形態

演習 開講区分 後期

企業プロジェクトを通して社会人として必要な計画や情報収集の基礎を学び、課題成果にあたります。
チームで役割を決めどのように企画や計画を立て、また修正をしながら成果に繋げていくかを実践で学び、社会人
に必要なスキルを身につけていきます。

エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

企業分析をし説明発表ができる①

企業プロジェクトを通して課題制作にチームとして取り組んでいきます。課題制作の中で問題提起を上げその問題
に対して取り組んでいくことを学んでいきます。

企業分析をし説明発表ができる②

発表に対して振り返りをする

企業に課題提案する又は課題を頂き課題の内容を理解、分析することができる①

企業に課題提案する又は課題を頂き課題の内容を理解、分析することができる②

企業プロジェクトの企画書を作成する①

企業プロジェクトの企画書を作成する②

オリエンテーションを実施し業界の方から説明して頂き質疑応答ができる

コンセプトワークを実践する①

コンセプトワークを実践する②

進捗状況を知る為中間発表をする①

進捗状況を知る為中間発表をする②

ブラッシュアップをして問題を修正していく

プレゼン発表をする

受講生への
メッセージ

準備学習
時間外学習

チーム内でしっかりと情報共有、役割分担をして発表に向けて取り組む

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（600％）
５．授業態度と参加度（40％）   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
・プロジェクター・ホワイトボードを使用。必要に応じてプリント配布。
・参考書：動物のからだのしくみ(JESC)、動物の飼養管理（JESC）

開講区分 後期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルヘルスケア
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西田　美紀

動物の体のしくみ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

動物に関わる職業に就く者として必要となる、基礎知識を学ぶ授業です。
就職してからも使える知識として頭に定着させるため、授業中の取り組みだけでなく、復習にも徹底して取
り組んでほしいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で後期評価とします。

外皮構造と役割について理解する（取り上げる動物：イルカ・キリン・ゾウ・コウモリ）

腸（小腸・大腸）の構造、肝臓および膵臓の役割について理解する（取り上げる動物：ウマ・ブタ）

講義の内容と成績評価についての説明、動物の細胞の基本構造について理解、説明ができる

準備学習
時間外学習

授業の内容への理解度を図るためのレポートを数回実施します。

動物に携わる者として必要である、解剖学的視点から動物の体のしくみ、および様々な動物の飼育環境の基本構造
を学ぶ。
※ 人間環境大学環境科学科助教を経て2020年度より現職、同大学講師。
大学院博士課程より野生イルカの生態研究を実施。現職では大学にて水生生物に関する講義を担当。

授業計画・内容

・動物の体の構造をより理解し、生物としての基本構造を理解し説明することができる
・動物の飼育にあたり、環境を整えることの意義と飼育者としての使命を考え、説明することができる

口腔内および胃の構造と役割について理解する（取り上げる動物：ライオン・ウシ・クマ・イルカ）

腎臓と膀胱の構造と役割について理解する（取り上げる動物：ホッキョクグマ・ネコ）

咽頭から肺までの構造と空気の流れを理解する（取り上げる動物：イヌ・トリ）

精巣や卵巣などの生殖器の構造と役割について理解する（取り上げる動物：ムササビ・フェレット）

これまで学んだことを復習、理解する



開講科目 総時間 15

学科 (単位) (1)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
・プロジェクター・ホワイトボードを使用。必要に応じてプリント配布。
・参考書：基礎生物(JESC）

開講区分 後期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルヘルスケア
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西田　美紀

動物の健康管理 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

動物に関わる職業に就く者として必要となる、基礎知識を学ぶ授業です。
就職してからも使える知識として頭に定着させるため、授業中の取り組みだけでなく、復習にも徹底して取
り組んでほしいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で後期評価とします。	

ホルモン分泌と関わる器官について理解する（取り上げる動物：ヒト）

目・耳の構造と役割について理解する（取り上げる動物：アザラシ・ヘビ・インコ）

講義の内容と成績評価についての説明、動物の細胞の基本構造について理解、説明ができる

準備学習
時間外学習

授業の内容への理解度を図るためのレポートを数回実施します。

動物に携わる者として必要である、解剖学的視点から動物の体のしくみ、および様々な動物の飼育環境の基本構造
を学ぶ。
※ 人間環境大学環境科学科助教を経て2020年度より現職、同大学講師。
大学院博士課程より野生イルカの生態研究を実施。現職では大学にて水生生物に関する講義を担当。

・動物の体の構造をより理解し、生物としての基本構造を理解し説明することができる
・動物の飼育にあたり、環境を整えることの意義と飼育者としての使命を考え、説明することができる

心臓・血管・リンパ管の構造と役割について理解する（取り上げる動物：イヌ・ハムスター・ゾウ）

脳と脊髄の構造と役割について理解する（取り上げる動物：キツネ・チンパンジー）

骨格筋・骨格の構造と役割について理解する（取り上げる動物：アシカ・ゴリラ・キリン・ニワトリ・クジラ）

後期試験

試験返却、回答例の説明、講評をおこない、今後の課題について言及する

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2）

【授業の学習内容】
魚病学を学ぶ上で、基本的に知っておかなければならない魚体の形態と構造について理解し説明できる。
解剖器具と顕微鏡およびその使用方法について理解し説明できる。
※実家が淡水魚養殖と加工販売。大阪の専門学校で１０年間専任教員を勤める。
　　その後、岡山の大学と専門学校で１３年間非常勤講師を勤める。
【到達目標】
魚類の外部・内部形態について理解し説明できる。　　
魚体各部の計数法と測定法について理解し説明できる。
解剖器具と顕微鏡およびその使用方法について理解し説明できる。　

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

参考書　　新版魚病学概論　　小川和夫・飯田貴次編　　　恒星社厚生閣

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分

魚類の体色と色素胞について理解し説明できる。

魚類の鰓の構造と機能　　　①　鰓弁の構造と機能について理解し説明できる。

魚類の鰓の構造と機能　　　②　鰓耙の構造と機能について理解し説明できる。

授業計画・内容

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 基礎獣医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 菱田　治男

魚病学Ⅰ 授業
形態

演習

魚体各部の計数法と測定法について理解し説明できる。

解剖器具と顕微鏡およびその使用方法について理解し説明できる。

魚類の体表構造（表皮と真皮）と粘液について理解し説明できる。

ここまでの講義の小テスト（中間試験）を実施する。

小テストの返却と解説をする。　　魚類の鱗の構造と種類について理解し説明できる。

後期

受講生への
メッセージ

魚を飼育する上で、病気は避けて通れない問題であり、魚病学は重要な科目です。しっかり学びましょう。

魚類の骨格について理解し説明できる。

期末試験を実施する。

期末試験の返却と解説をする。

準備学習
時間外学習

学校の図書や参考書およびインターネットを利用して講義の範囲内を予習・復習する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(１0％)   以上の割合で後期評価とします。

魚類の筋肉について理解し説明できる。

魚類の外部形態　　　①　体形と体区分について理解し説明できる。

魚類の外部形態　　　②　体各部の名称について理解し説明できる。　

魚類の外部形態　　　③　鰭の種類と鰭式について理解し説明できる。



開講科目 総時間 30

(単位) (2)

【授業の学習内容】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

○Word：図形、イラスト、写真などを使った視覚的な書類の作成（ポスターなど）ができる。
○PowerPoint：基本操作を覚え、スライド作成の手順を学ぶことで、見やすく説得力のあるスライドを作成し発表をする
ことができる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋１０以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Word２　図形の応用を習得する。

PowerPoint3　スライド作成ができる。

PowerPoint5　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint6　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint7　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint8　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint9　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる。（進級発表準備）

PowerPoint10　スライドマスターを使って、カスタマイズができ、自動スライドを作成できるようになる。

PowerPoint11　自動スライドを作成できるようになる。

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

前期の理解を後期でさらに深めていくことが大切です。
後期は、主に進級発表の準備になりますので、前期に行ったWordやExcelの知識をフル活用しながら、
PowerPointへ生かしていくことになります。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

PowerPoint2　スライド作成ができる。

PowerPoint4　作成したスライドにアニメーションなどの動きを入れることや動画挿入ができる。

PowerPoint1　スライド作成ができる。

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○PowerPoint　発表用のスライドを完成させるためには授業時間だけでは不足します。時間外でもスライ
ドの作成をしてください。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

Wordでポスターを作成することができる。（期末試験）

Wordで習得した内容を作成することができる。Word３　名刺を作成することができる。

プレゼンテーション発表用スライドを作成するためにPowerPointの基礎を行います。さらに、Wordの図形の使い方を行
います。PowerPointは、スライドを作成し発表をすることができる。Wordは、図形の使い方を理解できる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などPCに関係する授業を約19年行う。

【使用教科書・教材・参考書】
○テキスト　Word2019、Excel2019（滋慶オリジナル）、30時間でマスター　プレゼンテーション＋PowerPoint2019（実教
出版）
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

開講区分 後期

Word１　図形を組み合わせたり、フリー写真サイトを使ってポスターを作成できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ＩＴ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 浅井　麻衣子

コンピュータ演習Ⅰ 授業
形態

講義
演習



開講科目 総時間 30 開講区分

学科 (単位) (2) 曜日・時限

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

スケジュール帳、メモ帳、筆記用具

後期

前期を振り返り今後の目標を立て、目標を達成する為の理解と意識付けを行い、行動する事ができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必須 年次 1 担当教員 鈴木　良芽

エコ教養Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

今後のスケジュールを確認。年明け４月までの各自のスケジュールを立て、目標設定を行い、実施できる。

キャリアセンターよりガイダンス①　インターシップ、就職活動に向けての意味、目的を理解する。

飼育当番の振り返りを行い、今後の方針を立てることができる。

後期の年間スケジュールを確認し、理解する。

キャリアセンターよりガイダンス②　就職活動のスケジュールを立て、目標設定をする。

今後のスケジュールを確認し、理解する。

研修時の目標を立てる。

キャリアセンターよりガイダンス③を行い、理解する。

We areについて概要、意味、目的を説明、理解する。

We are制作に取り組むことができる。

先輩から学んだことを、飼育当番や学校生活に行かすことができる。

就職活動を意識し、履歴書を書き始めることができる。

担任とクラスメイトのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことができる。

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

後期の振り返りをすることができる。

１年間の振り返り。２年次の目標設定を行い、計画を立てることができる。

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

自発的に行動することの意味や自己主張の大切さを身に付けて下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（100％） 以上の割合で後期評価とします。

We are制作は、プレゼンテーションも大切です。「発表する」練習もしっかり行って下さい。
1年生の内から就職活動を意識して、履歴書に書けるネタを探し続けてください。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

３回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第１・２・３集

トレーニングの必要性について理解し説明ができる

鯨類飼育の為に必要な施設（プールを中心に）について理解し説明ができる

各園館で行われている環境エンリッチメントの現状を理解し説明ができる

餌料を選ぶ際の基準を具体的に理解し説明ができる

餌料として冷凍魚を使用するメリット・デメリットについて理解し説明ができる

餌料の最善の取り扱いについて理解、説明ができる

餌量を決める際の基準について理解し説明ができる

校外実習：海外（オーストラリア）の水族館を見学、日本と比較し説明ができる

鯨類における疾病の種類について理解し説明ができる

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

評価方法

受講生への
メッセージ 就職後の様々な生物への飼育に関わるため幅広い知識の学習を行う授業を行います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（30％）　　　　　以上の割合で後期評価とします。

飼育下における鯨類の収集方法と現状を理解し説明ができる

環境エンリッチメントの定義を理解し説明ができる

後期の授業目的と授業内容を把握し説明ができる

準備学習
時間外学習 研修など水族館へ行く機会に海洋哺乳類を観察しておくことが必要です。

後期試験

後期試験結果をもとに重要な点を再確認をすることができる

開講区分 後期

ハズバンダリーの定義、それを行うことでのメリットと行うに当たっての方法を理解し説明ができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物Ⅰ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 渋谷　睦美

海洋哺乳類Ⅰ 授業
形態

講義

海洋哺乳類（鯨類）の知識を幅広く学習し、水族館での鯨類飼育に必要な基礎知識を習得し、説明することができる。
※1996年4月～2001年10月まであわしまマリンパークに所属。主業務は、海洋哺乳類の飼育、ショーやプログラムなど
のエデュケイト企画開発・実施、スタッフ教育を行う。

・海洋哺乳類の定義を理解し説明することができる。
・海洋哺乳類の形態的特徴を説明することができる。
・飼育施設の種類と機能、環境エンリッチメントについて理解し説明する事ことができる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目 魚類の種類と顎の有無，浸透圧の調整と体液の浸透圧，P/T境界の絶滅の関係性を学び，説明できる。

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 佐藤　達也

魚類研究Ⅰ 授業
形態

講義
演習

開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

魚類が感じる痛みと動物愛護について学び，説明できる。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

ガイダンス（講義の進め方、試験内容、前期の復習等）を通して授業展開を具体的にイメージできる。

魚類の外部形態（さまざまな魚類の形、色）について理解し説明できる。

水と空気の性質の違い，深海魚について学び、説明できる。

魚類の鱗と爬虫類等の鱗の違いや構造，聴覚，視覚について学び，説明できる。

魚類が感じる味覚と嗅覚の違いについて学び，説明できる。

魚類の視覚と，陸上および水中における物の見え方，眼の進化について学び，説明できる。

水と空気の性質の違い，深海魚について学び、説明できる。

魚類や水棲生物の毒と，人類にとっての薬について学び、説明できる。

講義のなかで適宜紹介

・魚類学の基礎にふれつつ、現存する他の脊索動物類との違いや、海と人との関わりについて解説できるようになる。
・地球誕生から生命誕生、生物の進化、形態、感覚、利用についての進化生物学や魚類学を解説できるようになる。
*2012年～2014年　海の博物館にて勤務し、その後はフリーランスの学芸員、海洋生物学の研究者として、論文の発
表や国内主要大学との共同研究に携わる。

・「魚」とは、どのような生きものか？ということについて自分の言葉で説明することができる。
・魚と今後どのように関わって仕事に従事していくべきかという点についても、考え実践できるようになる。

評価方法

１．定期試験（％）

２．小テスト（％）

３．レポート（％）

４．課題成果（％）

５．授業態度と参加度

評価方法はＧＰＡ制度となりま

す

１００～９０点　Ｓ

８９～８０点　　Ａ

７９～７０点　　Ｂ

６９～６０点　　Ｃ

５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）

２．小テスト（0％）

３．レポート（20％）

４．課題成果(0％)

５．授業態度と参加度（30％）  以上の割合で後期評価とします。

受講生への
メッセージ

中学校理科のおさらいの様な初歩的なものから、一部は大学での講義レベルの内容も含まれます。内容
も多岐にわたるのですが、少しでも不安、疑問、気になったと思う点については講義の進捗など気にせ
ず、ちょっと待ったと声をかけてください。逆に皆さんの理解度を測るために、問いかけも多くなりますの
で、ノートを書くことばかりに集中しないようにしてください。

魚類の繁殖（様々な繁殖戦略と繁殖戦術）について学び、説明できる。

魚類の食性と水生生物（伊勢湾産チリモンやドレッジサンプルのソーティング）について学び、説明できる。

後期の復習と試験の解説（試験内容の公開）を聞き、これまでの授業内容を説明できる。

後期試験

試験返却と試験直し

準備学習
時間外学習

毎回の講義後に、講義内容のおさらい・復習をしつつ要約を作成すること。そのノートは試験時に、持ち込
みを許可するので、必ず必要になるでしょう。毎時間のはじまりに、前回の講義内容を誰かに説明してもら
う形で、振り返りも実施します。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
魚類・哺乳類を除く、水に住む生物の、分類と形態・生活史を学習し、説明できる。
海綿動物門・刺胞動物門・軟体動物門を学習し、その生態を説明できる。

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】
分類群の名称と属する生物名を言うことができる。　各動物門の特徴を言うことができる。
顕微鏡を利用し組織・細胞の観察と写真撮影ができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

ウニ綱の特徴について学び、説明することができる。

①ウニの管足の観察を実施し、説明することができる。

②ウニの管足の観察を実施し、説明することができる。

①ナマコの観察と解剖を実施し、体の構造を説明することができる。

頭足綱について学び、説明することができる。

スルメイカの解剖を実施し、体の構造を説明することができる。

①碧南海浜水族館（校外実習）を通して、レイアウトの工夫や魅せ方を説明できる。

②碧南海浜水族館（校外実習）を通して、レイアウトの工夫や魅せ方を説明できる。

棘皮動物門の特徴について学び、説明することができる。

社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第3集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 1 担当教員

開講区分

白井　芳弘

後期

生物観察実習のまとめてレポート作成をする。　観察スケッチ・顕微鏡写真・生体写真・解剖写真をレポー
トに貼り付け完成させる。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

水生無脊椎動物は、種類が多く、その形も様々です。陸上動物とは異なり面白い生活様式を持っていま
す。水族館の展示には必要な生物、解剖と観察を行い、自身の観察力・表現力をつけましょう。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

基礎獣医学

授業計画・内容

水生無脊椎動物研究

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

②ナマコの観察と解剖を実施し、体の構造を説明することができる。

①後期の復習と試験の解説を聞き、これまでの授業内容を説明できる。

②後期の復習と試験の解説を聞き、これまでの授業内容を説明できる。

後期試験

振り返り

ヒトデの観察を実施し、説明することができる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教科書は特にありません。

コケの種類と対応Ⅰ(淡水水槽に発生するコケの種類、発生しやすい環境や除去方法を学び、説明できる。)

水生生物飼育管理Ⅰ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

添加剤①水草水槽で使用する添加剤の種類、必要なシュチュエーションを学び、理解できる。

添加剤②サンゴ水槽で使用する添加剤の種類、必要なシュチュエーションを学び、理解できる。

魚病Ⅰ（淡水魚に発生する主な疾患を理解し、その対処方法（薬）を説明できる。）

魚病Ⅱ(海水魚に発生する主な疾患を理解し、その対処方法（薬）を説明できる。）

水生生物を扱う職種につくための基本的な知識を習得し、飼育管理に必要な考え方や基本的な知識を身につけ、実
践できる。

*2001年～2004年、水族館に務め、2004年からは水槽のメンテナンス、リース会社であるAPNに勤務し現在に至る。

開講区分 後期

水生生物を飼育する上で必要な水質管理および浄化システムについて学び、実践できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 橋本　禅

受講生への
メッセージ

魚は好きだけどまだあまり飼育経験が無い..という学生さんも大丈夫です、自分も学生時代はそうでした。
ただ学習したことを是非実践に生かしてほしいと思います。立派な水槽を設置しなくてもいいので、自作
で・中古で・百均で…知恵を絞って、でも生き物のことを考えて環境を整えてあげられる力を養ってほしい
と思います。アクア室の管理にも積極的に関与して小さな変化や改善を積み重ね飼育を楽しんでほしいと

テスト対策(後期の内容を復習し説明できる。)

テスト

テスト返却/見直し

総括(１年で学習したことを振り返り自身の実力を確認できる。)

準備学習
時間外学習

水生生物の飼育に関する知識を基礎から順を追って説明しますので準備学習は特別必要ありません。た
だし、基本的に座学なので、出来れば自宅部屋などに水槽設置することを推奨致します。初心者は講義で
行うことを順番に理解し一から立ち上げを行うのもいいですし、中上級者は現状の把握や問題点の解決に
向けて自ら課題を設け水生生物飼育のスキルをあげる等、それぞれ卒業後の進路で活かしてほしいと思

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（95％）
２．小テスト（5％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

システムを構築する(お題の生体・内容にあったシステムを作り込むシュミレーションを実践できる。)

コケの種類と対応Ⅱ(海水水槽に発生するコケの種類、発生しやすい環境や除去方法を学び、説明できる。)

レイアウト構想Ⅰ(主だった水草水槽のレイアウト技法を構想し仮制作し、活着水草の作り方と製作を行う。)

レイアウト構想Ⅱ-①(サンゴ岩のレイアウトを製作、レポート作成。白化サンゴを利用しレイアウトを行う。)

レイアウト構想Ⅱ-②(サンゴ岩のレイアウトを製作、レポート作成。白化サンゴを利用しレイアウトを行う。)

撮影(カメラの構造を知り、生体を撮影するために必要な知識学び、説明できる。)



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

後期試験

振り返り、試験答え合わせ

観賞魚を中心に淡水魚の飼育管理や日本の淡水魚の採取法や環境についても学び、説明、実践できる。

犬猫のペットショップと、観賞魚ペットショップの違いについて学び、説明できる。

ペットショップと接客について学び、説明できる。

海外と国内のペット事情について学び、説明できる。

*1978年に名古屋市名東区に熱帯魚専門店をオープンし、現在では愛知県内に３店舗を展開、魚類だけでなく小動物
の生体や、関連する商品も幅広く扱っている。

後期のまとめ・試験範囲の説明

授業計画・内容

ショップでの仕事についての学び、説明できる。

①ペットショップで用いる専門用語と種類について学び、説明できる。

②ペットショップで用いる専門用語と種類について学び、説明できる。

ペット業界の文化的側面、金魚文化、錦鯉文化について学び、説明できる。

ペットショップ、ペット業界の歴史について理解し、説明できる。

⑥ペットショップで用いる専門用語と種類について学び、説明できる。

⑤ペットショップで用いる専門用語と種類について学び、説明できる。

④ペットショップで用いる専門用語と種類について学び、説明できる。

③ペットショップで用いる専門用語と種類について学び、説明できる。

授業内で適宜紹介

準備学習
時間外学習

授業の振り返りや図鑑等を参照にして予備知識をつけておく。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

校外での生物採集等も交えながら一緒に学んでいきましょう。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 名東水園

身近な生き物の魅力を見つけ、飼う楽しさとペットショップの実情を様々な話を織り交ぜながらすることで、多角的に考
え様々な視点から説明ができる。

観賞魚研究 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分 後期



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

振り返り、試験答え合わせ

③トカゲの種類、飼育法や管理法について学ぶ。

ヘビの種類、飼育法や管理法について学ぶ。

カメの種類、飼育法や管理法について学ぶ。

両生類の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

奇虫の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

③哺乳類の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

昆虫の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

①鳥類の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

②鳥類の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

①哺乳類の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

②哺乳類の種類、飼育法や管理法について学ぶ。

②トカゲの種類、飼育法や管理法について学ぶ。

授業内で適宜紹介

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 名東水園

エキゾチックアニマル 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

後期試験

魚類、爬虫類、小動物などの分類・生態･行動を学んだ上で、各動物に適した飼養管理、実践知識の取得ができる。

開講区分 後期

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

受講生への
メッセージ

授業計画・内容

実際に専門で働いている講師が毎回変わるので、様々な考えや実践論が学べます。

準備学習
時間外学習

実際のペットショップに足を運んだり、飼育室の生体管理と合わせて、学んで下さい。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

・前期は、魚類から爬虫類、後期は小動物、鳥類、昆虫、用品の専門的で実践的な話を聞くことで知識を身に付け、説
明をすることができる。
*1978年に名古屋市名東区に熱帯魚専門店をオープンし、現在では愛知県内に３店舗を展開、魚類だけでなく小動物
の生体や、関連する商品も幅広く扱っている。

①トカゲの種類、飼育法や管理法について学ぶ。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

爬虫類 長く健康に生きる餌やりガイド（安川 雄一郎 著）、プリント等

受講生への
メッセージ

両生・爬虫類の多様な生態を理解し、飼育動物がいきいきと生活できるようなと環境づくりを目指して頑
張ってください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

後期テスト

テスト返却・振り返りを通して授業内容の理解を深めることができる。

準備学習
時間外学習

その週に学んだ単元の復習

評価方法

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

後期のまとめ・試験範囲の説明

紫外線が生体に及ぼす影響に関して正しく理解し、説明できる。

①両生類の病気に関して学び、症状や治療法等が説明できる。

②両生類の病気に関して学び、症状や治療法等が説明できる。

③両生類の病気に関して学び、症状や治療法等が説明できる。

①水生傾向の強い両生類のレイアウトに関して学び、実践できる。

②水生傾向の強い両生類のレイアウトに関して学び、実践できる。

①陸生傾向の強い両生類のレイアウトに関して学び、実践できる。

②陸生傾向の強い両生類のレイアウトに関して学び、実践できる。

①両生類の飼料に関して学び、種類によって適切な飼料を選択できる。

②両生類の飼料に関して学び、種類によって適切な飼料を選択できる。

両生類の生餌に関して学び、種類によって適切な生餌を選択できる。

・両生類、爬虫類に関して、正しい知識を身に付け、適切な飼育管理や情報の伝達ができるようになる。

*2006年から現在に至るまで、大学で講義を行い、2011年からはなごや生物多様性センターで外来種の防除や環境保
全に関わってきた。2021年より四日市大学特任准教授となる。

・１年生では主に外来種、両生類に関して学び、適切な飼育管理ができるようになる。

開講区分 後期

授業ガイダンスを通して、授業の意図や流れを理解できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 野呂　達哉

両生類・爬虫類研究 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

授業計画・内容

【使用教科書・教材・参考書】
・潜水士テキスト 送気調節業務特別教育用テキスト/中央労働災害防止協会
・国家試験　潜水士対策問題集

過去問　２年前の後期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

第２編　送気、潜降及び浮上について理解できる(第２編　解説)

第３編　高気圧障害について理解できる(第３編　解説)

実際に高気圧障害問題集を解き、さらに理解できる(問題集の解答と解説)

第４編　関係法令について理解できる(第４編　解説)

実際に関係法令問題集を解き、さらに理解できる(問題の解答と解説)

過去問　３年前の前期①を解き実力を確認できる(問題の解説　申請書の記入)

過去問　３年前の前期②を解き実力を確認できる(問題の解説　申請書の記入)

過去問　３年前の後期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

全員が合格できるように、出来るだけ多くの過去問題に取り組んで下さい。
分からないことは後回しにせず聞く癖をつけること。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（ ％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(20％)   以上の割合で前期評価とします。

実際に潜水業務問題集を解き、さらに理解できる(問題集の解答と解説)

実際に送気、潜降及び浮上問題集をとき、さらに理解できる(問題集の解答と解説)

第１編　潜水業務について理解できる(第１編　解説)

準備学習
時間外学習

その週に実施した内容の振り返り

過去問　昨年の前期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

過去問　昨年の後期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

テキストによる学習と過去問を解くことで、潜水士の資格試験に合格できるようになる。＊ダイビングインストラクターと
してダイビングショップで勤務したのち、独立。専門学校等で潜水士資格の取得を目指す講義をおこなっている。

・国家資格である、潜水士免許を取得し、実務に活かすことができる。

開講区分 後期

過去問　２年前の前期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ウォーターエクササイズⅠ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 須崎　貴善　

潜水士対策講座 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ウォーターエクササイズⅠ
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 ノリス

ライフセービング 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

心肺蘇生法+AEDの使用方法を正確に覚える。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

教材を配布、確認し、授業の進め方を理解できる。DVDの確認①

DVDの確認②

一次評価とは何かを理解し、マニュアルの内容を確認する。①

一次評価とは何かを理解し、マニュアルの内容を確認する。②

二次評価とは何かを理解し、マニュアルの内容を確認する。

シナリオを使用し、現場評価をする。

バリアを使用し、骨折したケガ人の処置を包帯、三角巾を使用し正確に処置できるようになる。

包帯、三角巾の処置方法をテストする。

心肺蘇生法+AEDの使用方法を理解する。気道閉塞の処置方法を理解する。

CPR、AEDトレーニング用人形、EFRマニュアル、FAキット

野外での応急措置法や緊急時の人命救急法などについて学び、実践できる。

*1983年からダイビングショップ経営、講習及び器材の販売、ツアーの開催等ダイビングに関わる業務を幅広く行って
いる。

状況に応じた救急法の使い分けができ、AEDの使用が的確にできるようになる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(80％)   以上の割合で後期評価とします。

受講生への
メッセージ

自動車学校で学習する内容以上のスキルを手に入れてもらい、本件の80％以上が自宅や勤務先で起き
ていることを十分に理解していただきたい。見ている側から行動する側へ。少しでも、自宅での回復、後遺
症が残らないよう真剣に取り組んでいただきたい。

心肺蘇生法+AEDを使用したシナリオのテストを行う。

脊髄損傷の対処法、回復体位の取らせ方を学ぶ。

小児、乳児に対しての対処法を理解し、実施する。

エマージェンシーレスポンダーの記述テストを実施する。

テスト返し、見直しを行う。

準備学習
時間外学習

マニュアルの予習、復習。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

講義のなかで適宜紹介

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅱ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 佐藤　達也

恐竜の時代と、恐竜絶滅後の世界、人類の誕生を学び、説明できる。

エキゾチックアニマルⅡ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

・魚類学の基礎にふれつつ、現存する他の脊索動物類との違いについて解説ができるようになる。
・地球誕生から生命誕生、生物の進化、形態、感覚についての進化生物学や魚類学を解説できるようになる。
*2012年～2014年　海の博物館にて勤務し、その後はフリーランスの学芸員、海洋生物学の研究者として、論文の発表や
国内主要大学との共同研究に携わる。

・「魚」とは、どのような生きものか？ということについて自分の言葉で説明することができる。
・魚と今後どのように関わって仕事に従事していくべきかという点についても、考え実践できるようになる。

授業計画・内容

魚の名前クイズにより、魚に対する認知不足を解消し、様々な魚の名前を言うことができる。

地球誕生と生物の誕生、大進化について学び、説明できる。

カンブリア爆発と生物の多様化を学び、説明できる。

開講区分 前期

準備学習
時間外学習

毎回の講義後に、講義内容のおさらい・復習をしつつ要約を作成すること。そのノートは試験時に、持ち込み
を許可するので、必ず必要になるでしょう。毎時間のはじまりに、前回の講義内容を誰かに説明してもらう形
で、振り返りも実施します。

東海地方のレッドデータブック改訂時の現地調査や水中撮影方法を習得できる。

①魚類の外部形態（さまざまな魚類の形、色）について理解し説明できる。

②魚類の外部形態（さまざまな魚類の形、色）について理解し説明できる。

魚類の種類（浸透圧調整の方法、顎の有無、骨格や鱗の構造の違い）について学び、説明できる。

魚類の感覚（味覚と嗅覚）について学び説明できる。

魚類の感覚（視覚）について学び、説明できる。

魚類の感覚（痛覚）について学び、説明できる。

魚類の繁殖（様々な繁殖戦略と繁殖戦術）について学び、説明できる。

前期の復習と試験の解説(試験内容の公開）を聞き、これまでの授業内容を説明できる。

前期試験

試験返却と試験直し

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（30％）  以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

中学校理科のおさらいの様な初歩的なものから、一部は大学での講義レベルの内容も含まれます。内容も多
岐にわたるのですが、少しでも不安、疑問、気になったと思う点については講義の進捗など気にせず「ちょっと
待った！」と声をかけてください。逆に皆さんの理解度を測るために、先生からの問いかけも多くなりますの
で、ノートを書くことばかりに集中しないようにしてください。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
担任が配布する資料(適宜)

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 渡部　あずさ

担任のキャラクターを理解し、よりよい関係を築いていくきっかけをつかむことができる

エコ教養Ⅱ 授業
形態

講義

アニマルコーディネーター検定についての説明を聞き、合格に向けた準備を進めることができる

「電話対応」の基本を確認し、電話を介したコミュニケーションにおける注意点が分かる

We areの取り組みをスムーズに行うためにスケジュールを作成し、実行する上での注意点が分かる

We areの取り組みをスムーズに行うための、スケジュール見直しや役割分担を明確にできる

夏休みの過ごし方を考え、計画を立てることができる

「履歴書」とはそもそも何のために書くものなのか、書き方ではなく作成する上での心構えが身につく

「Eメール」のマナーと送信設定について学び、正しくメールを送れるようになる

小論文の構成要素を知り、We areのレポート作成に活かすことができる

大阪見学実習についての説明を聞き、参加するにあたっての心構えや目標を明確にすることができる

We areの進捗と課題を確認し、スケジュールの見直しをすることができる

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

日々の学校生活がより充実するように、
また、将来を明るく前向きに想像し、創造するための情報やヒントを伝えます。
皆で想いを共有する時間としても大切にしていきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

夏休みの振り返りを行い、就職活動の進捗と課題を自ら把握できている状態になる

「働く」とは何かを考えるきっかけを持ち、自分自身の未来について明るく考えられるようになる

「封筒の書き方」「お礼状の書き方」を確認し、研修後・採用内定後に困ることなく送れるようになる

研修に必要な心構えを確認し、出向くにあたり今一度意識を強く持てるようになる

前期
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分

社会に出るということ、楽しく生き生きと歳を重ねていくということを、一緒に考える時間だと捉え、卒業後の自分につ
いて明るく前向きに想像できるようになる。そしてそのために必要な努力は何かを自ら考えられるようになる。
※実務経験：アドベンチャーワールドに8年間勤務し、内5年間は動物飼育管理業務に携わった。その後、IT企業にて
データ分析業務にも従事。高校理科(生物)教員免許を所持。

一般教養を学び、社会人としての常識と、社会人基礎力を身に付けることができる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

※実務経験：ペットショップでトリマーをしながら店長業務を兼任。本校でトリマー講師を経験後、スタッフとなる

【到達目標】
犬の飼育方法や犬種毎の特徴がわかり人に説明することができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

犬種の違いを再度理解し、犬に応じた飼育環境について説明することができる

犬種の違い、目的を理解しグループ毎の意味が説明ができる

ワクチンについて学び、月齢で必要なワクチンサイクルについて説明することができる

犬に与えてよいもの・ダメなものをグループで話し合い発表することで食餌について理解できる

前期
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分

多くの犬種がいる中、その犬の特性に合った飼育方法が説明できるようになるために、食餌から性質や体形や手入
れ方法まで実践を交えて学習する。

犬の犬種を覚えよう。よく観察し、その日の動物の状態をみる。その動物に合ったトレーニングを考える。

評価方法

受講生への
メッセージ

身近な動物である犬を学ぶことで、動物との距離感を学んでください。
そして、人が犬を可愛がるのは何故か実践を交えて学びましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）   以上の割合で前期評価とします。

犬の歴史を知り、犬にかかわる団体やその役割を理解し説明できるようになる

コンパニオンアニマル 授業
形態

講義

避妊・去勢の時期やメリット・デメリットを学び説明ができる

犬のボディーランゲージを学び犬の気持ちを理解することができる

犬のお手入れの順序や注意点を学び実習時の注意点を理解する

犬のお手入れの実践を行いシャンプー中の注意点を理解しながら実践できる

犬のお手入れの実践を行いグルーミングが必要性を理解し人に説明ができる

血統書の記載事項を理解し、人に内容を説明できる（耳・尾の形状についても学習する）

犬体名称・骨格名称を学び各名称と役割が説明できる

犬の体の仕組みを学び、負担のない触り方、抱きかかえることができる

筆記テスト

振り返り

準備学習
時間外学習

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅱ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 沖田　恭子



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】
鳥類についての初歩的知識を習得し、説明できる。
また、就職後、仕事を行いながら学ぶ姿勢を身につける。働き方の心構えを持つ。
※実務経験：有限会社ロロス・バードファームにて約１年半勤務

【到達目標】
鳥類の飼養管理する上で必要な知識(体のしくみ、生態）や技術を学び,適切な飼育管理ができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

鳥の体への理解と飼育②（羽、感覚器）

鳥の体への理解と飼育③（生態、行動）　＋レポート提出

【使用教科書・教材・参考書】
購入が必須となる教材はありません。各授業で使用する資料に参考となる書籍の案内を都度行いますので、
各自そちらを参考に学習を進めてください。

受講生への
メッセージ

この授業で学ぶ知識が、実際の仕事のどのようなシーンで知恵として役立つかを伝えていくので、今
後に役立てて下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（20％）
２．小テスト（％）
３．レポート（30％）
４．課題成果（50％）
５．授業態度と参加度（％）

開講区分

レポート返却

準備学習
時間外学習

ノート１冊、携帯を持参してください。（PC持込可）
必要に応じ課題を出しますので、それを提出してください。
（詳しくは初回授業で説明します）

評価方法

育雛をして雛の飼育管理ができるようになる

育雛①検卵および挿餌の方法について理解する

育雛②種類の違い、発育段階の違いについて理解する

ケガや病気、感染症、について。応急処置と、飼育上の工夫について理解する

育雛をして雛の飼育管理ができるようになる

育雛をして雛の飼育管理ができるようになる

ヒナの成長、発育について。ケア（クリップ、爪切り）と形態的特徴からの留意点について理解する

トレーニングと飼育　★実技

レポート返却と解説により、本授業での学びを深めることができる

育雛をして雛の飼育管理ができるようになる

鳥の体への理解と飼育①（内臓、骨格）

前期

授業の進め方、鳥類概論について、飼育という仕事と社会情勢について理解する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅱ
必修
選択

選択
必須

年次 2 担当教員 神谷　亜季菜

コンパニオンバード 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目 展示学概論②　：動物を展示することについての目的意識をもち、議論できるようになる

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
参考書：動物園学入門（朝倉書店）

セミナー 授業
形態

講義

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 綿貫 宏史朗

エコ・コミュニケーション科
開講区分 前期

動物福祉と環境エンリッチメント②　：昨今の動物園が抱える課題を認識し、議論できるようになる

ハズバンダリー・トレーニング　：定義や取り組みの目的を知り、議論できるようになる

実地研修②　：校外の施設を見学し、ここまでの学習内容を深く定着させることができる

コレクションと個体群管理①　：昨今の動物園が抱える課題を認識し、議論できるようになる

展示学概論①　：動物を展示することについての目的意識をもち、議論できるようになる

飼育研究②　：動物飼育の向上を目指す研究手法について理解し、実践できるようになる

実地研修①　：校外の施設を見学し、ここまでの学習内容を深く定着させることができる

飼育研究①　：動物飼育の向上を目指す研究手法について理解し、実践できるようになる

コレクションと個体群管理②　：昨今の動物園が抱える課題を認識し、議論できるようになる

授業計画・内容

日本の動物園が将来にわたって今と同じように平和に存続し続けられるかどうか考えることができるよう、本授業を通
じて、近年の動物園に関わるさまざまな話題を紹介する。受講者は、動物園に存在する課題を認識し、共に議論でき
るようになる。
※実務経験：2012年度より京都大学および日本モンキーセンター（兼任）。2019～20年度は環境省に勤務。獣医師。

これからの動物園に携わるうえで必要な知識を習得するとともに、アクティブ・ラーニング形式により、さまざまな課題
について考え自分の意見を表現できるようになる。

イントロダクション　：本科目の目的・目標を理解できる

受講生への
メッセージ

動物園は、自然保護をうたって自己正当化する一方で、生きた動物を閉じ込めて見世物にするというよう
に、本質的に矛盾を内在した存在です。知れば知るほど、考えれば考えるほど、悩ましい。でも、それが動
物園の面白いところです。苦悩と葛藤のその先に、一緒に踏み出しましょう。
授業内容は、受講生からのリクエストに応じて柔軟に変更します。積極的な参加を期待します。

試験　：自身の理解度を確かめ、その後の学習における課題を見つけることができる

解説　：本科目の学びをおさらいし、将来の目標ならびに就職についての展望を抱くことができる

準備学習
時間外学習

講義終了時に、次回の講義での討議材料とする課題を出すことがある。真剣に取り組んで準備してほし
い。
非授業日に動物園（日本モンキーセンター：愛知県犬山市を想定）において３コマ連続の集中講義を予定。
普段から積極的に動物園・水族館や動物飼育の現場を訪問し、「見る目」や「考える力」を養っておくこと。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験50％
2、小テスト0％
3、レポート25％
4、課題成果25％
5、授業態度と参加度0％　　以上の割合で前期評価とします。

実地研修③　：校外の施設を見学し、ここまでの学習内容を深く定着させることができる

動物福祉と環境エンリッチメント①　：昨今の動物園が抱える課題を認識し、議論できるようになる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 （※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具、飼育作業着

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 有限会社ワンラブ

前期試験

販売員に必要な知識、技術、資格について理解することができる。

セミナー 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

ペットショップについて説明し理解することができる。

ペットショップの業務内容について理解することができる。

犬種・猫種総覧について理解することができる⑥

店舗実習における注意事項を学び実践することができる。

店舗実習でショップでの接客を実践することができる①

店舗実習でショップでの接客を実践することができる②

店舗実習振り返りを行い学びを共有することができる。

ペットショップの業務には、大きく分けて「販売」「ペット管理」「商品・店舗管理」の3つがあります。これら業務全般に
関する授業を通してペットショップについて学びます。

責任感の習得：動物の健康や命に責任をもって世話をできることが何よりも大切。
伝達：お客様に動物の魅力を伝える。
愛情：動物に対しての愛情を持っている必要があります。
接遇：お客様と大切な繫がりを持つ第一歩が接客。（挨拶）

受講生への
メッセージ

動物好きというだけでは、仕事には成り立ちません。ペットショップは大変だけど、とてもやりがいのあ
るお仕事です。ペットショップで働く、楽しさと大変さを理解したうえで始めることで、より充実した経験を
得られると思います。

準備学習
時間外学習

・挨拶は、人と人の繫がりの中で大切なツールです。必ず「挨拶」ができるよう習得していく。
・店舗実習を通して業務内容を確認＆実践を身に付けていく。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）
２．小テスト（50％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（50％）  以上の割合で前期評価とします。

試験返却・総評

犬種・猫種総覧について理解することができる①

犬種・猫種総覧について理解することができる②

犬種・猫種総覧について理解することができる③

犬種・猫種総覧について理解することができる④

犬種・猫種総覧について理解することができる⑤



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

セミナー 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

牧場実習を通して、日々の作業について発表を行い、家畜飼育について皆が共有した知識を持つ。家畜衛生、家
畜疾病、環境衛生を習得し説明できる。農場HACCPとフードチェーンを理解し、畜産物が食物としての品質、安全
安心について考える。

希望する業界別に分かれたセミナーで、各業界の特殊な知識、技術を学び、活用できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 土屋　明彦

家畜の生活環境について理解し、説明できる

野外学習を通じて、実際の現場の様子を知り、他者に伝えられる

野外学習を通じて、実際の現場の様子を知り、他者に伝えられる

日本の畜産の現状把握（将来と問題点）を理解し、説明できる

生産衛生と農場HACCPについて理解し、説明できる

飼養衛生基準について理解し、説明できる

飼養施設の消毒について理解し、説明できる

家畜の健康学(動物生体の衛生）を学び、説明できる

免疫のシステムについて理解し、説明できる

家畜伝染病の防疫について理解し、説明できる

野外学習を通じて、実際の現場の様子を知り、他者に伝えられる

フードチェーンについて理解し、説明できる

開講区分 前期

【使用教科書・教材・参考書】　コアカリ動物衛生学　プリント配布

受講生への
メッセージ ゆったりとした気持ちと自分の健康管理が大切。日常生活のリズムに心がけよう。

野外学習の意見発表を行い、自らのアイデアを他者に伝えられる

野外学習の意見発表を行い、自らのアイデアを他者に伝えられる

準備学習
時間外学習 休暇を利用しての牧場巡り

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（70％）
４．課題成果（30％）
５．実地試験（％）   以上の割合で前期評価とします。

家畜用ワクチンとプログラムについて理解し、説明できる



開講科
目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

授業計画・内容

移動動物園、各種イベントに参加し、お客様対応と動物の展示管理について学び、現場で実際に活かせるスキ
ルを身に着けることができる。

これからの動物園に携わるうえで必要な知識を習得するとともに、現場での実践を通して、さまざまな課題につ
いて考え自分の意見を表現できるようになる。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

これまで何度も見てきた動物園でも「展示を見る」「お客様の動向を追う」という観点から見学すると、今
まで見落として来た事、気付かなかった事に気付くことが出来ると思います。将来の仕事として積極的
に動物園を見学するようにしてください。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

準備学習
時間外学習

動物園における展示を理解するためには様々な動物園を見学し実地に体感することが大きな助けとな
ります。地元の動物園に行くのもよし、旅行に行った時に訪ねるのもよし。機会を見つけて様々な動物
園を訪問し自分の眼で展示を見る経験を積極的に持ちましょう。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験0％
2、小テスト0％
3、レポート100％
4、課題成果0％
5、授業態度と参加度0％   以上の割合で前期評価とします。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

セミナー 授業
形態

演習

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科
目

アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員
株式会社青空

他

エコ・コミュニケーション科
開講区分 前期



開講科
目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

受講生への
メッセージ

これまで何度も見てきた牧場でも「展示を見る」「お客様の動向を追う」という観点から見学すると、今ま
で見落として来た事、気付かなかった事に気付くことが出来ると思います。将来の仕事として積極的に
牧場を見学するようにしてください。

【使用教科書・教材・参考書】

準備学習
時間外学習

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験0％
2、小テスト0％
3、レポート100％
4、課題成果0％
5、授業態度と参加度0％   以上の割合で前期評価とします。

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

改良が進んだ家畜も、動物そのものの生理、習性を持っている。改良が進んだ家畜も動物本来の生理、習性を
持っており、規模拡大に伴う飼養管理技術の進歩、機械化等々、今日の畜産は食料工場を理解し、説明できる。
また、家畜は動物であり、生命あるものという意識をもって、飼育管理全般を理解すること。

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

授業計画・内容

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

愛知牧場実習で飼育作業業務を実践する

セミナー 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

牛・豚・鶏などの家畜動物の品種、個体生理、繁殖、飼料、病気など飼育管理する上で必要な知識を学び、実務
的な飼養管理技術を習得して実践できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科
目

アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 土屋　明彦



開講科
目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

受講生への
メッセージ

動物好きというだけでは、仕事には成り立ちません。ペットショップは大変だけど、とてもやりがいのあ
るお仕事です。ペットショップで働く、楽しさと大変さを理解したうえで始めることで、より充実した経験を
得られると思います。

【使用教科書・教材・参考書】

準備学習
時間外学習

・挨拶は、人と人の繫がりの中で大切なツールです。必ず「挨拶」ができるよう習得していく。
・店舗実習を通して業務内容を確認＆実践を身に付けていく。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験0％
2、小テスト0％
3、レポート100％
4、課題成果0％
5、授業態度と参加度0％   以上の割合で前期評価とします。

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

セミナー 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

ペットショップの業務には、大きく分けて「販売」「ペット管理」「商品・店舗管理」の3つがあります。これら業務全般
に関する授業を通してペットショップについて学び、さらに店舗にて実践します。

責任感の習得：動物の健康や命に責任をもって世話をできることが何よりも大切。
伝達：お客様に動物の魅力を伝える。
愛情：動物に対しての愛情を持っている必要があります。
接遇：お客様と大切な繫がりを持つ第一歩が接客。（挨拶）

授業計画・内容

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科
目

アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 ワンラブ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
今さら聞けない！動物医療の基礎知識　予防・症状編　インターズー
動物看護コアテキスト第5巻　株式会社ファームプレス
動物看護学テキスト　ファームプレス
ベーシック小動物栄養学　ファームプレス

開講区分 前期

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

看護演習？難しいイメージを抱くかもしれませんが、「ペットの病院」として身近にとらえてください。その中
で飼育専攻の皆さんがこの先、動物と関わっていく過程で必要になる内容もきっとあるはずです。加えて
医療材料や使用方法など紹介します。

動物種による（特に犬・猫を中心として）食性の違いを通して五大栄養素について説明できる

食欲の低下している動物に食事を与える工夫や方法について説明できる

コンパニオンアニマルの適正な使用方法や使用環境について説明できる

期末試験を実施する。

試験返却、解説をする。

準備学習
時間外学習

授業内に配布するプリントを授業時間内で作成できない場合、自宅での作成となる場合があります。
この場合は次回の授業内で復習を兼ねて説明し作成の確認をします。

動物の看護について観察する点や異常所見について説明できる

犬猫の歴史・体のしくみ・習性・飼育管理について幅広く学ぶことで飼養管理の説明ができる。

授業計画・内容

動物看護には多岐にわたる業務があることを説明できる

基礎的なカルテ用語を用いてカルテを作成する

在庫管理を通じて獣医療に必要となる医療材料について名称および用途を説明できる

狂犬病予防接種済証、混合（予防）ワクチン証明書を作成する

薬剤の調剤方法を機材を用いて習得する

ワクチンで予防できる犬の感染症・猫の感染症について説明できる

感染症の定義、さらに感染と発症の違いについて説明できる

寄生虫（特に犬糸状虫、ノミ・マダニ）について説明できる

現場における感染症動物への対処の方法を説明できる

感染症に罹患している動物の看護の注意点を習得する。さらに院内での逃げ出し防止の工夫、入院環境の工夫など
入院動物により適正な環境と看護ケアを提供する能力を習得する。このほかにも特別療法食を給与することにより動
物の病態によっては緩和される場合があることを説明できるようになる。
※実務経験：2001年4月から動物看護師として動物病院に勤務。現在に至る。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅱ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 内藤　小洋子

看護演習 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

ワクチンと免疫について理解し、説明できる②

酪農３（飼育管理）について理解し、説明できる

酪農４（飼育管理）について理解し、説明できる

肉用牛の飼育について理解し、説明できる

酪農５（搾乳衛生）について理解し、説明できる

改良が進んだ家畜も動物本来の生理、習性を持っており、規模拡大に伴う飼養管理技術の進歩、機械化等々、今
日の畜産は食料工場を理解し、説明できる。また、家畜は動物であり、生命あるものという意識をもって、飼育管理
全般を理解すること。1．品種改良　２．家畜生理　３．家畜栄養　４．飼料　５．飼育方法　６．衛生　７．廃出物利用
等。

牛・豚・鶏などの家畜動物の品種、個体生理、繁殖、飼料、病気など飼育管理する上で必要な知識を学び、実務的
な飼養管理技術を習得して実践できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅱ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 土屋　明彦

【使用教科書・教材・参考書】　家畜飼育の基礎・プリント配布

受講生への
メッセージ

個々の目標とは違った動物は関係ないと思わないで、畜産は身近にあり、畜産動物の飼育は基本の
基本。出席して幅広い知識を習得してほしい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（30％）   以上の割合で前期評価とします。

前期試験

試験答案の解説を聞き、理解を深めることができる

準備学習
時間外学習 休暇を利用しての牧場見学　　スーパーでの畜産物（牛肉、豚肉、鶏肉、卵、牛乳）の観察

評価方法

家畜伝染病について理解し、説明できる②

養豚２（解剖と生理）について理解し、説明できる

養豚３）飼育管理）について理解し、説明できる

開講区分 前期

家畜伝染病について理解し、説明できる①

養豚１（豚に品種・飼養形態）について理解し、説明できる

畜産飼養Ⅱ 授業
形態

講義

酪農１（品種と・飼養形態）について理解し、説明できる

酪農２（解剖と生理）について理解し、説明できる

エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

改良が進んだ家畜も、動物そのものの生理、習性を持っている。

ワクチンと免疫について理解し、説明できる①



開講科目 総時間 30

学科 (単位) 2単位

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

繁殖各論5：鳥類の繁殖の概要を理解し、具体的な鳥類の繁殖例を学ぶ

繁殖各論6：ハ虫類・両生類の繁殖の概要を理解し、繁殖実践例を学ぶ

繁殖各論2：肉食類の繁殖の概論を理解し、チーターやクマ類の繁殖例を学ぶ

繁殖各論3：草食類の繁殖の概論を理解し、肉食類との違いなどを学ぶ

繁殖各論4：有袋類の繁殖の概要を理解し、他の哺乳類との違いなどを学ぶ

繁殖総論5：生殖器形態と繁殖生理の概要を学び、繁殖の基礎とする

繁殖各論1：サル類の繁殖の概要を理解し、具体的なサル類の繁殖例を学ぶ

エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分 前期

繁殖総論1：動物園の役割における個体維持と種族維持の重要性を学ぶ

動物の繁殖 授業
形態

講義

動物園歴40年の経験を活かし、特に飼育経験や飼育職員教育の実践を踏まえ、繁殖についての基本的知識と動
物毎の繁殖特性等を習得し、就職後に担当動物の繁殖技能が実践できるようにする。
※実務経験：長崎鼻パーキングガーデンにて7年間(1970～1977)獣医師・飼育員として勤務。富士サファリパークに
て34年間(1979～2013)飼育業務、獣医業として勤務。

繁殖に関するメカニズムや繁殖行動について説明、実践できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関連法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 片井　信之

12回に及ぶ前期授業のまとめで、大切な事項を復習する

繁殖総論2：性成熟から発情までの繁殖プロセスの概要を理解し、動物毎の各論の基本とする

繁殖総論3：妊娠から出産育児までの繁殖プロセスの続きを学ぶ

繁殖総論４：子育て時のメス（母親）とオス（父親）の役割分担を理解し、実際の動物例に結び付ける

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：新飼育ハンドブック動物園篇1（日本動物園水族館協会）
参考書：動物園学入門（朝倉書店）

受講生への
メッセージ

２年生に進級し、自分の進路を絞られてきているが、広く動物の繁殖について学び、応用力を身に付け
る。

試験

テスト返却、解答解説し、繁殖に関する総括を行う

準備学習
時間外学習

授業での受講時に内容の理解に努め、分からない事、疑問に思った事等について、積極的な質問をし
てもらいたい。また現在起きている時事事項について、関心をもって自分で調べる等してもらいたい。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験100％
2、小テスト0％
3、レポート0％
4、課題成果0％
5、授業態度と参加度0％   以上の割合で前期評価とします。

繁殖各論7：希少動物の繁殖の概要を理解し、人工授精等の実施例を学ぶ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：新飼育ハンドブック動物園篇４（日本動物園水族館協会）
参考書：動物園学入門（朝倉書店）

観客と動物の隔離方法について学び、展示における考え方を説明できる。

展示の歴史について学び、説明できる。

展示の歴史的な流れを知り、伝えることができる。

展示と飼育という相対する矛盾を解消する方策を学び、展示と飼育について伝えることができる。

具体的な展示計画と実施の流れを学び、展示における考え方を説明できる。

前期試験

前期学習内容の総括

準備学習
時間外学習

動物園における展示を理解するためには様々な動物園を見学し実地に体感することが大きな助けとな
ります。地元の動物園に行くのもよし、旅行に行った時に訪ねるのもよし。機会を見つけて様々な動物
園を訪問し自分の眼で展示を見る経験を積極的に持ちましょう。

評価方法

受講生への
メッセージ

これまで何度も見てきた動物園でも「展示を見る」、という観点から見学すると、今まで見落として来た
事、気付かなかった事に気付くことが出来ると思います。将来の仕事として積極的に動物園を見学する
ようにしてください。また、授業を受けるにあたっては、必ず教科書を忘れず持参し、遅刻をしないよう
に気を付けてください。授業中の私語やスマホの使用は厳禁です。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験90％
2、小テスト0％
3、レポート0％
4、課題成果0％
5、授業態度と参加度10％　　以上の割合で前期評価とします。

動物園研究 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

目的別に応じた展示を学び、展示によってどのように生体を見せてお客様へ伝えるか考えることができる。

野生動物の「展示」について学んで身に付け、自らのスキルとし、学生一人一人が各自オリジナルな展示に関する
アイデアを発想できる。

授業計画・内容

動物園という博物館相当施設で実施しなければならない多岐に亘る業務の中でも、「展示」という野生動物の暮ら
しぶりを観客により魅力的に見せる手法について詳細に学習し、実践することが出来る。

※実務経験1974年4月～2012年3月天王寺動物園勤務　主業務は獣医師と管理職業務

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 長瀬　健二郎

校外見学実習：天王寺動物園に行き、実際に展示の方法を見て感じたことを伝えることができる。

校外見学実習：天王寺動物園に行き、実際に展示の方法を見て感じたことを伝えることができる。

動物園における展示の概論を理解し、説明できる。

展示を構成する動物の組み合わせの長所と短所を学び、個の展示と群れの展示について説明できる。

展示を構成する動物の組み合わせの長所と短所を学び、混合展示について説明できる。

展示を構成する動物の組み合わせの長所と短所を学び、複合パノラマ展示について説明できる。

展示環境の造作の仕方を学び、自らの言葉で説明するできる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）
・各法律の体系と総合的・網羅的な学習し、各法律の目的、意義、用語の定義等を説明できる。
・現実の事件を紹介しながら、様々な事柄に、どの法律が適用されるのか等関連付けできるようにする。
※実務経験：主業務は1994年8月より税理士事務所開設、現在に至る。
法学修士号を持ち、2002年8月より動物診療補助、2004年4月よりNCA(専)にて動物関連法規の講師を務める。
【到達目標】
動物に関する法律や、動物の保護管理法などの法規を学び説明、活用できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

国の電子政府の総合窓口（e-Gov）にアップされてくる最新の法律文書、その他資料

現実社会では様々な行為がなされていますが、意識しなくても常に法律との背中合わせになります。事件等
が起こるとその都度法律が追加改正されていきます。法律は万全ではなく常に社会現象が先で法律は後手
になります。それを前提に考えながら法律を学んでいきましょう。

開講区分

自然公園法　その他環境関連法、労働関連法等について理解し、説明できる

絶滅のあ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理解し、説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関係法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 淺野　博嗣

動物関連法規Ⅱ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

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について理解し、説明できる

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律について理解し、説明できる

身体障害者補助犬法について理解し、説明できる

文化財保護法について理解し、説明できる

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約（ラムサール条約）について理解し、説明できる

化製場に関する法律について理解し、説明できる

生物多様性条約について理解し、説明できる

環境基本法、自然環境保全法、その他について理解し、説明できる

前期

受講生への
メッセージ

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）   以上の割合で前期評価とします。

期末筆記 試験の実施

期末試験の解答・解説による確認

準備学習
時間外学習 毎回の法律についての予習と復習

評価方法

ビデオ及び資料等による再考について理解し、説明できる

絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）について理解し、説明できる

博物館法について理解し、説明できる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

病気各論１：哺乳類の病気の概要及び発生例を学ぶ

病気総論４：動物愛護法等における病気の位置づけを学ぶ

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 片井　信之

動物園歴40年の経験を活かし、特に飼育経験や飼育職員教育の実践を踏まえ、繁殖についての基本的知識と動
物毎の繁殖特性等を習得し、就職後に担当動物の繁殖技能が実践できるようにする。
※実務経験：長崎鼻パーキングガーデンにて7年間(1970～1977)獣医師・飼育員として勤務。富士サファリパークに
て34年間(1979～2013)飼育業務、獣医業として勤務。

感染症の予防の大切さを理解し、現在発生しうる感染症例を学ぶ

人と動物の共通感染症の具体的例を学び、発生予防に努める

寄生虫の概略を理解し、具体的例を学び、感染予防に努める。

病気の予防の大切さを理解し、日常的な飼育管理の実践に結び付ける

麻酔の概要及びふれあい動物の衛生管理について学ぶ

病気総論１：野生動物の飼育とは何かを再確認し、病気に関する重要性を学ぶ

動物行動学 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

開講区分 前期

基礎的基本的技術知識を理解習得を目指し、病気の発生予防及び早期発見による飼育技術技能の向上を目指
す。野生動物の病気の概念を理解し、特に予防医学を学ぶ。また、感染症について、そのメカニズムと発生実例に
基づき発生時の危機管理等を実践できるようにする。

授業計画・内容

１２回に及ぶ前期授業のまとめで、大切な事項を復習する

病気総論２：野生動物の臨床特性を理解し、病気に対して如何に臨むかを学ぶ

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：新飼育ハンドブック動物園篇1（日本動物園水族館協会）
参考書：動物園学入門（朝倉書店）

受講生への
メッセージ

授業で学ぶべきものは基本的なものだけです。出来るだけ基本を理解し、応用力が身に付けるよう努
力してください

試験

テスト返却、解答解説し、病気に関する総括を行う

準備学習
時間外学習

日頃から動物に関するニュースや新規出版物に興味関心を抱き、各自の進むべき道筋をつける

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験100％
2、小テスト0％
3、レポート0％
4、課題成果0％
5、授業態度と参加度0％   以上の割合で前期評価とします。

病気総論３：病気の早期発見の大切さと飼育係として日常的な病気に対する観察事項を学ぶ

病気各論２：鳥類の病気の概要及び発生例を学ぶ

病気各論３：ハ虫類・両生類の病気の概要及び発生例を学ぶ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

受講生への
メッセージ

飼育室にも飼育当番にも正解はありません。正解は一つとも限りません。
チームで動物のために、誰かのために考え行動すること。この経験を大切に積み重ねてください。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物の飼育管理において必要な観察力、洞察力、思考力とは何かを知り、人も動物も安全な飼育方法について考え
る。そして、実際に飼育管理を経験し、物事を多角的に捉えられるようになる。
※実務経験：アドベンチャーワールドに8年間勤務し、内5年間は動物飼育管理業務に携わった。その後、IT企業にて
データ分析業務にも従事。高校理科(生物)教員免許を所持。

実際に動物を扱って、小動物の飼育管理の基本的な技術や飼育員としての考え方を学び、説明、活用できる。また、
チームで取り組むことの意義を実感し、他者を認め尊重することで、より大きな成果を生み出そうと工夫できる。

準備学習
時間外学習

飼育当番は日頃の授業での学びを実践する場です。
日頃の全ての授業の中にヒントがたくさん隠れています。是非とも探してください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

授業計画・内容

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

動物飼育演習 授業
形態

講義
演習

開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 渡部　あずさ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で後期評価とします。

受講生への
メッセージ

社会人としての心構えを身に付け、即戦力となれるよう努力しましょう。

前期授業アンケート実施。We are制作に取り組むことができる。⑤

夏休みをどのように過ごしたか確認、今後必要な事柄を各自、理解する。

今後のスケジュール確認し、理解する。We are制作に取り組むことができる。⑥

前期の振り返り。後期のスケジュールを確認、後期に向けて各自目標設定をする。

準備学習
時間外学習

We are制作は、プレゼンテーションも大切です。「発表する」練習もしっかり行って下さい。

開講区分

今後のスケジュール確認し、理解する。We are制作に取り組むことができる。④

授業計画・内容

１年次の振り返りを行い、２年次の目標を立て、目標を達成する為の理解と意識付けを行い、行動する事ができる。

校外実習のガイダンス実施。実習の意味、目的を理解する。

今後のスケジュール確認し、理解する。

校外実習の振り返り。今年度のWe areについてスケジュール等の説明を実施し、理解する。

今後のスケジュール確認し、理解する。We are制作に取り組むことができる。①

卒業アルバムについて説明し、卒業アルバム用の写真撮影実施する。

キャリアセンターより就職活動に向けてガイダンス実施し、理解する。

今後のスケジュール確認し、理解する。We are制作に取り組むことができる。②

今後のスケジュール確認し、理解する。We are制作に取り組むことができる。③

卒業までの各自のスケジュールの確認、自分に必要な事柄を再認識し理解する。

一般教養を学び、社会人としての常識を身につけ社会人基礎力を身に付ける事ができる。

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

スケジュール帳、メモ帳、筆記用具

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必須 年次 2 担当教員 鈴木　良芽

エコ教養Ⅱ 授業
形態

講義 前期
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

就職活動や社会に出てから必要な知識を学ぶ機会となる。社会人の最低限のマナーやルールをこの授
業を通して学び、今後の社会人生活に役立てようとする意識で講義に臨んでもらいたい。

【教材】コミュニケーションスキルアップ検定テキスト、Success Information Note
【参考書】『図解 ビジネスマナーの基本事典』池田書店編集部

前期まとめ、就職活動で使う自己アピール、志望動機の見直しを行い、学んだことを実践できるようになる。

準備学習
時間外学習

・就職活動に役立てるため、講義で学んだことや課題を、履歴書や自己アピールに使えるよう、毎回整理
して保存しておくこと。
・自然に振る舞いが出来るよう、学んだことは普段の生活に取り入れること。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（40％）
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で評価とします。

前期試験：就職活動および就職先で活かすべきスキルが身に付いたかを確認する。

基本のマナーと仕事のコツ（１）挨拶・日常動作の基本を知り、社会人の基礎が身に付く。

基本のマナーと仕事のコツ（２）敬語・ビジネス会話・メール対応の基本を知り、社会人の基礎が身に付く。

基本のマナーと仕事のコツ（３）電話・お礼の手紙の基本を知り、社会人の基礎が身に付く。

基本のマナーと仕事のコツ（４）職場でのマナーの基本を知り、社会人の基礎が身に付く。

基本のマナーと仕事のコツ（５）仕事のマネジメントの基本を知り、社会人の基礎が身に付く。

冠婚葬祭・食事のマナーの基本を知り、社会人の基礎が身に付く。

文書のマナー / 自己アピール・ビジネス文書の作り方・自己アピールを実践する。

シチュエーション別ビジネスマナー（１）来客・訪問時のマナーの基本を知り、社会人の基礎が身に付く。

シチュエーション別ビジネスマナー（２）社内でのマナーの基本を知り、社会人の基礎が身に付く。

コミュニケーションスキル（１）会話術の基本の基本を知り、社会人の基礎が身に付く。

コミュニケーションスキル（２）報告・連絡・相談の基本を知り、社会人の基礎が身に付く。

身だしなみのマナー、コーディネート、髪型、メイクなどの基本知識を学び、就職活動に活かすことができる。

ビジネスマナー 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

一般的なビジネスマナーを学び、社会人として必要な知識が身につく。座学だけではなく、水族館・アクア業界で発生し
うる状況を想定したロールプレイや実習を行う。就職面接で必要な立ち居振る舞いについても講義の中に取り入れ、
就職活動に役立たせることができる。※厚生労働省愛知労働局・岐阜労働局関連の愛知県シルバー人材センター、
岐阜県シルバー人材センターなどで接遇研修、マナー講習を担当する教員

求職時、就職後に社会人として必要とされるマナーについて学び、TPOに応じた振る舞いができるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション、自己分析（エゴグラム、エニアグラム）を通じて自身と向き合うことができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

○テキスト　できるホームページビルダー20SP,今すぐ使えるかんたんジンドゥーJimdo無料で作るホームページ　　○
その他　プリントを用意。○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

○ホームページ制作：ホームページを作る上での注意をすることやパーツを組み合わせる基本操作によりホームページを理解し作成することが
できる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋５以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

ホームページ制作13　ホームページビルダー20SPを使って課題のホームページを制作することができる

ホームページ制作3　ホームページで使用する写真を加工することができる

ホームページ制作5　ホームページビルダー20SPを使ってパーツを組み合わせられる

ホームページ制作6　ホームページビルダー20SPを使ってパーツを組み合わせられる

ホームページ制作7　ホームページビルダー20SPを使ってパーツを組み合わせられる

ホームページ制作8　ホームページビルダー20SPを使ってパーツを組み合わせられる

ホームページ制作9　ホームページビルダー20SPを使って課題のホームページを制作することができる

ホームページ制作10　ホームページビルダー20SPを使って課題のホームページを制作することができる

ホームページ制作11　ホームページビルダー20SPを使って課題のホームページを制作することができる

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

2年生の前期では、ホームページ制作の概要を中心に授業を進めます。
毎回の授業では、USBメモリを忘れないようにしてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(80％)
５．授業態度と参加度(20％)   以上の割合で前期評価とします。

ホームページ制作2　ホームページで使用する写真を加工することができる

ホームページ制作4　ホームページビルダー20SPを使ってパーツを組み合わせられる

ホームページ制作1　ホームページで使用する写真を加工することができる

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○ホームページ制作　課題を完成させるためには授業時間だけでは不足します。時間外もホームページの作成をしてください。

ホームページ制作14　　課題のホームページを完成させることができる（期末試験）

ホームページ制作15　クラス全員のホームページを見て自分の作成したものとの違いを理解することができる

1年生では、Word、Excel、PowerPointの基本操作を行いました。2年生では、さらにアプリを活用できるような機能や操作方法を習得することがで
きるように授業を行います。また、就職時にホームページを作成したり、更新する作業をすることが多い職種のため、ホームページを作成するス
キルを身に着ける授業を行います。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などのPCに関係する授業を約15年行う。

開講区分 前期

ホームページ制作12　ホームページビルダー20SPを使って課題のホームページを制作することができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 浅井　麻衣子

コンピュータ演習Ⅱ 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：なし

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度（0％） 以上の割合で評価とします。

受講生への
メッセージ

ズーノーシスは、動物関係の仕事をする上で重要な事なので、しっかりと勉強しましょう。

準備学習
時間外学習

学校の図書やインターネットを利用して講義の範囲内を予習・復習する。

主な細菌性ズーノーシスについて理解し説明できる。①。

主な細菌性ズーノーシスについて理解し説明できる。②。

主なウイルス性ズーノーシスについて理解し説明できる。①。

主なウイルス性ズーノーシスについて理解し説明できる。②。

プリオンによるズーノーシスについて理解し説明できる。

クラミジアによるズーノーシスについて理解し説明できる。

リケッチアによるズーノーシスについて理解し説明できる。

真菌、トキソプラズマによるズーノーシスについて理解し説明できる。

寄生虫によるズーノーシスについて理解し説明できる。

期末試験を実施する。

試験返却、解説をする。

日本国内で発生している代表的なズーノーシスについて理解し説明できる。②。

ズーノーシス 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物関係の仕事に就く場合、必要とされるズーノーシス（人獣共通感染症）の原因・予防・対策について修得する。
※獣医師（獣医学博士）であり、大阪ECO動物海洋専門学校校長、東京コミュニケーションアート専門学校副校長、各
姉妹校への授業において幅広い分野の科目を担当.

動物の病気を中心に人畜共通感染症について学び、より良い動物の管理方法や動物との生活の仕方を考え、実践で
きる。

授業計画・内容

ズーノーシス（人獣共通感染症）の概要を理解し説明できる。

ズーノーシスの定義を理解し説明できる。

日本国内で発生している代表的なズーノーシスについて理解し説明できる。①。

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関係法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 髙山　清次



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】
社会に関わる様々なものの理解を深め、活用できる。

1回目 企業研究の目的と社会人としての意識付けを通して、授業展開を理解できる。

2回目 ①キャリア形成を考える：ライフステージと役割キャリアプラン表の作成し、活用できる。

3回目 ②キャリア形成を考える：ライフステージと役割キャリアプラン表の作成し、活用できる。

4回目 自己分析：キャリアアンカーの分析ができる。

5回目 自己分析：RIASECの実践と仕事への興味役割を考えることができる。

6回目 求職活動について：履歴書の作成と自己ブランディングを考えた文章の書き方ができる。

7回目 求職活動について：求人票の見方と企業の求める人材像を知り、就職活動に活用できる。

8回目 求職活動について：業界研究と職業理解（コーポレート情報や関連企業など情報収集）をし、活用できる。

9回目 求職活動について：業界研究と職業理解（グループワークによる企業分析発表）をし、活用できる。

10回目 模擬面接：マナー、第一印象、イメージ戦略など面接の際に核となる部分をとらえ、活用できる。

11回目 模擬面接：グループワークによる実践練習を通して実際の場で活用できる。

12回目 グループディスカッション：ディベートとポジショニングの方法や問題定義や進行などを理解できる。

13回目 マナー：社内でのマナーや敬語の使い方、来客・訪問の際の対応方法を学び、実践できる。

14回目 定期試験

15回目 テスト返却・振り返り

【使用教科書・教材・参考書】

持参物：サクセスノート

企業研究 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 清水　君代

授業計画・内容

企業研究・業界研究をすることにより企業の社会での役割や目的を理解し、企業が求める人材像や必要とされる力に
ついて
熟考することにより、実際にその業界に入ってから自分がどのようにキャリアを形成するかを具体的に把握し説明でき
るようになる。また、その前段階である就職活動に向けた諸準備や社会人として必要な力を習得し、実践できる。

目前に迫っている社会人への1歩として、就職活動や実社会への準備を行います。
グループワークを中心とした講義ですから企業や社会といった堅苦しいイメージを持たずに取り組みましょ
う。

準備学習
時間外学習

グループ内での発表課題が授業時間内でできなかった分に関してのみ、各々準備を要する

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2）

【授業の学習内容】
魚病学の概要、魚病と水生環境、魚類の飼料と栄養・栄養性疾病について理解し説明できる。
※実家が淡水魚養殖と加工販売。大阪の専門学校で１０年間専任教員を勤める。
　　その後、岡山の大学と専門学校で１３年間非常勤講師を勤める。

【到達目標】
魚病学についての概要を理解し説明できる。
魚類は変温動物であり、水生環境の影響が大きい。
病気と環境因子との関わりとその対処法について理解し説明できる。
魚類の飼料と栄養および栄養性疾病について理解し説明できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

参考書　　　新版魚病学概論　　　小川和夫・飯田貴次編　　　恒星社厚生閣

前期

受講生への
メッセージ

魚を飼育する上で、病気は避けて通れない問題であり、魚病学は重要な科目です。しっかり学びましょう。

魚の飼料と栄養、栄養性疾病　　③　ミネラルと生物餌料　について理解し説明できる。

期末試験を実施する。

期末試験の返却と解説をする。

準備学習
時間外学習

学校の図書や参考書およびインターネットを利用して講義の範囲内を予習・復習する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(10％)   以上の割合で前期評価とします。

魚の飼料と栄養、栄養性疾病　　②　脂質とビタミンについて理解し説明できる。

飼育・養殖と魚病について理解し説明できる。

魚病学の対象となる水生動物について理解し説明できる。

魚の病気の種類について理解し説明できる。

魚類の水生環境と病気および環境因子について理解し説明できる。

環境因子の内、水温と光について理解し説明できる。

環境因子の内、溶存ガス、ｐＨ，ミネラル、硬度、海水について理解し説明できる。

ここまでの講義の小テスト（中間試験）を実施する。

小テストの返却と解説をする。　　環境因子の内、有害物質であるアンモニアについて理解し説明できる。

環境因子の内、有害物質である亜硝酸態窒素、硫化水素とメタンについて理解し説明できる。

環境因子の内、生物因子および魚病とストレスについて理解し説明できる。

魚の飼料と栄養、栄養性疾病　　①　タンパク質と糖質について理解し説明できる。

授業計画・内容

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅱ
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 菱田　治男

魚病学Ⅱ 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

プリント等

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（100％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

両生・爬虫類飼育に関わる問題点を十分に理解し、覚悟と責任感を持って、飼育に臨んでください。

準備学習
時間外学習

文献、インターネット等でを事前に調べ、その週に学んだ単元の復習

②両生・爬虫類の繁殖方法について学び、実践する。

③両生・爬虫類の繁殖方法について学び、実践する。

①両生・爬虫類の病気について学び、予防できる。

②両生・爬虫類の病気について学び、予防できる。

①両生・爬虫類飼育の問題点（日本における両生・爬虫類輸入の問題）について学び、理解を深める。

②両生・爬虫類飼育の問題点（ワシントン条約と種の保存法）について学び、理解を深める。

③両生・爬虫類飼育の問題点（特定動物飼育と動物愛護管理法）について学び、理解を深める。

④両生・爬虫類飼育の問題点（外来生物問題と外来生物法）について学び、理解を深める。

⑤両生・爬虫類飼育の問題点（外来生物問題と外来生物法）について学び、理解を深める。

⑥両生・爬虫類飼育の問題点（外来生物問題と外来生物法）について学び、理解を深める。提出レポート
について説明。

前期授業のまとめ。レポート提出。

①両生・爬虫類の繁殖方法について学び、実践する。

両生類・爬虫類研究 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

授業ガイダンスを通して、授業の意図や流れを理解できる。

両生・爬虫類の観察とフィールドワークの方法を学び、実践できる。

南西諸島の両生・爬虫類について学び、フィールドで観察できる。

・両生類、爬虫類に関して、昨今話題になっている外来種の問題も絡めつつ学んでいき、正しい知識を身に付け、適
切な飼育管理や情報の伝達ができるようになる。
*2006年から現在に至るまで、大学で講義を行い、2011年からはなごや生物多様性センターで外来種の防除や環境
保全に関わってきた。2021年より四日市大学特任准教授となる。

・２年生では主に両生・爬虫類飼育の問題点や法律、フィールドワーク、特徴的な種の飼育方法に関して学び、飼育
管理だけではなく、応用的な面に対応ができるようになる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 野呂　達哉



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
海洋哺乳類（鯨類を中心に）の知識を幅広く学習し、水族館での鯨類飼育に必要な基礎知識を習得する。

【到達目標】
・鯨類の生態について理解し、説明する立場でわかりやすく解説ができる。
・飼育動物の健康管理方法の基礎を習得する。
・環境エンリッチメントの考え方を理解し応用できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分

※実務者経験：1996年4月～2001年10月まであわしまマリンパークに所属する。主業務は、飼育、ショーやプログラムなどのエデュケイト企画開発・実施、スタッフ
教育を行った。2003年～専門学校において、講師を行い、現在に至る。

社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第１・４・５集

海牛類の飼育状況、収集方法の知識を修得する

健康管理　　ハズバンダリーの定義、それを行うことでのメリットや方法の知識を修得する

環境エンリッチメントを考えるにあたって、鯨類の聴覚・視覚に関連した行動を理解する

環境エンリッチメントを考えるにあたって、鯨類の触覚に関連した行動を理解する

環境エンリッチメントの現状を理解する

環境エンリッチメントの企画・提案を作成する

環境エンリッチメントの評価方法を理解する

鰭脚類の体のつくり・科ごとの特徴の知識を修得する

鰭脚類の飼育状況、収集方法の知識を修得する

授業計画・内容

健康管理　　飼育環境で快適に暮らさせるための条件や観察ポイントを理解する

環境エンリッチメントの定義を理解する

オリエンテーション：授業目標と授業内容を理解する

準備学習
時間外学習

1年生時の授業と連続した内容の後半部分となるため、復習をしておくことが必要です。

前期授業内容の理解度を筆記試験で確認する

前期の授業内容を、前回の筆記試験結果を使用し、重要な点を再確認する

評価方法

受講生への
メッセージ

鯨類飼育の基礎管理からその他海洋哺乳類の飼育についてと、動物飼育に関わる仕事すべてに必要な
トレーニングの知識を学び、将来に活かしましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

前期

海牛目の体のつくり・科の特徴の知識を修得する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 渋谷　睦美

動物行動学 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
生態系とはなにか、生態系の３つの構成要素の物質循環を学習し、飼育管理に活用できる。
また、生体の解剖観察を行い、その生態系で生活するために適応した体のつくりを観察し、説明できる。

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】
干潟生態系の生産者・消費者・分解者の物質循環を理解できる。
実際に干潟の観察を行い、生物の棲み分け、生息している生物の種名を理解できる。
干潟の甲殻類の体のつくり、呼吸・摂餌・繁殖方法を理解できる。
調査目的に沿った方法とその結果とそこから考察を導くことができる。
アユの解剖を行い摂餌方法の特殊化により変化した歯・内臓器官を観察し、構造が理解できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

調査の目的・方法を理解し、データをまとめ図表の作成を行う、データをはんいん

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

エコロジー概論

授業計画・内容

海洋生態

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

リュウキュウアユとアユの生活史を比べて、なぜ１年で死んでしまうのかについて理解し、説明できる。

テナガエビの生活史について学び、説明できる。

前期のまとめ・試験範囲の説明

前期試験

ふりかえり・試験答え合わせ

藤間干潟にてカニの観察・魚類の採集を行う、カニの調査を行い記録をとる。

配布プリント

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員

開講区分

白井　芳弘

前期

海岸に波が打ち寄せています。その光景を眺めて、それを解説できますか。　冬は海が澄み、夏は濁りま
す。なぜでしょう。　この授業ではそんな自然が持っているメッセージを翻訳できる技術と知識の習得を目
指します。

干潟の調査結果をまとめと確認、データを整理し図表作成にまで進めることができる

調査の目的・方法から結果をまとめ、レポート作成にまで進めることができる

アユの形態・アユの生活史について学び、説明できる。

アユの解剖と観察を行い、歯・内臓器官の確認、顕微鏡を用いて観察写真を撮影することができる。

生態系の構成要素（生産者・消費者・分解者の関係を理解する）について学び、説明することができる。

節足動物門の分類、抱卵亜目の特徴を説明できる。

ベンケイガニ科・スナガニ科・モクズガニ科それぞれの生活の方法を説明できる

干潟の魚類　トビハゼの生活史（鰓呼吸と皮膚呼吸を理解し説明できる）

干潟のカニ類の棲み分けの調査方法を学ぶ（調査の目的・方法を理解できる）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

講義のなかで適宜紹介

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物学
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 佐藤　達也

ドレッジの魅力や底生生物から分かる海洋環境について学び、説明できる。

魚類研究 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

・2年生ではより具体的な調査や撮影の方法、フィールドワークに必要なロープワークや標本作成技術を習得する。
・日本の漁業権や、さまざまな漁法についても解説できるようになる。
*2012年～2014年　海の博物館にて勤務し、その後はフリーランスの学芸員、海洋生物学の研究者として、論文の発表
や国内主要大学との共同研究に携わる。

・「魚」とは、どのような生きものか？ということについて自分の言葉で説明することができる。
・2年生では、海と親しみ、海を知り、海を利用するために、それぞれどのような知識や技術、経験が必要であるかという
点について説明できる。
・さまざまな現場で必要となる最低限のロープワークや、骨格標本の作製、スケッチの技術を習得し、実践できる。

授業計画・内容

国連が示すSDGsとユネスコのOcean Literacyの概念，理念を説明できる。

日本の漁業権と様々な漁法や野外採集時、購入時の注意を学び、説明できる。

魚類や水棲生物の水中撮影に必要な技術や，カメラ，レンズの基礎知識を説明できる。

開講区分 前期

準備学習
時間外学習

2年生では実技による試験が加わりますので、自宅でもぜひ練習を心掛けてください。特に結束方法について
は、体が覚えていないと実践できませんので、繰り返しこなすことで身に付けることを心がけましょう。

東海地方のレッドデータブック改訂時の現地調査や，絶滅危惧種について説明できる。

水生生物の見分け方、標本写真の撮影ができるようになる。

釣り糸の結び方、投網、刺網、タモ網、マルチネットの種類を学び説明できる。

ロープワークの基礎・応用について学び、目的を説明できる。

ロープワークの基礎を実践して学び、ロープを扱うことができる。

ロープワークの応用を実践して学び、ロープを扱うことができる。

ロープワークを完全に習得し、場合に応じて使い分けることができる。

ロープワークの実技試験を行い、自身の実力を確認し、現場で活用できる。

前期の復習と試験の解説(試験内容の公開）を聞き、これまでの授業内容を説明できる。

前期試験

試験返却と試験直し

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（30％）  以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

中学校理科のおさらいの様な初歩的なものから、大学での講義レベルの内容も含まれます。内容も多岐にわ
たるのですが、気になった点については講義の進捗など気にせず声をかけてください。逆に先生からの問い
かけも多くなりますので、ノートを書くことばかりに集中しないようにしてください。1年生の時よりも体を使った
り、実践も多くなりますので、メモの取り方などについても工夫して適宜行ってください。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】
水生生物を飼育する上で必要な器材のメンテナンスおよびレイアウトについて学び、
メンテナンスや水槽のレイアウトを組むことができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教科書は特にありません。

開講区分

【添加剤Ⅰ】…水草の添加剤　必要な栄養素や添加剤の種類・量などを知り説明できる。

水生生物に携わる職業人として、より深く水生生物飼育に関する知識を習得すること、より専門的な機材を理解し使用できるよう
になること、理解した知識を 人に説明（アウトプット）出来るようになる。

*2001年～2004年、水族館に務め、2004年からは水槽のメンテナンス、リース会社であるAPNに勤務し現在に至る。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 橋本　禅

水生生物飼育管理Ⅱ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

受講生への
メッセージ

前期は器具の特性、目的、扱い方など細かな話が多くなります..。しかし特殊な器具類については個人で
は購入できなかったり分解したくても出来ない状況が多いと思いますので、アクア室などの教材等積極的
に分解や調整を行って技能を身に着けてほしいと思います。またアクア室の管理を一年生に引き継ぐ時期
も近づいてくるため、学んだ知識や技能を上手に伝える方法を模索してほしいと思います。

※調整…※器具Ⅱ／添加剤ⅠⅡ の調整　実地での応用や器具の紹介など

テスト前　総復習

（前期テスト）

テスト返却　見直し

準備学習
時間外学習

主に器具類について学習していきます。講義後アクア室にある器具のメンテナンスや調整を是非行ってほ
しいと思います。またアクア室の管理当番が一週間交替となりますが、添加剤などの添加前や添加後の
違いなどは継続観察が必要になります。当番以外でも興味をもって水槽の様子を見てもらいたいと思いま
す。

前期

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（95％）
２．小テスト（5％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

【添加剤Ⅱ】…サンゴの添加剤　必要な栄養素や添加剤の種類・量などを知り説明できる。

授業計画・内容

講義の内容を説明/【製作】塩ビ製観察BOXについて学び、説明できる。

【製作】塩ビ板で観察BOXの製作を学び説明できる。

【器具Ⅱ】…RO水浄水器　目的・構造などを知り説明できる。

【器具Ⅱ】…温調ⅰ　目的・構造などを知り説明できる。

【器具Ⅱ】…温調ⅱ　目的・構造などを知り説明できる。

【器具Ⅱ】…照明　目的・構造などを知り説明できる。

【器具Ⅱ】…プロテインスキマー　目的・構造・メンテナンス方法などを知り説明できる。

【器具Ⅱ】…カルシウムリアクター　目的・構造・メンテナンス方法などを知り説明できる。

【器具Ⅱ】…CO２添加器具　目的・構造などを知り説明できる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2）

【授業の学習内容】
デザインやイラストレーションの基礎演習をする事により、卒業後簡単なコミュニケーションツールやPOP等制作の
基礎を習得し実践する
*講師は広告制作プロダクションや広告代理店に勤務し、現在も企画会社でデザインや絵画、イラストの
制作をしている。
【到達目標】
動物の見せ方や描き方を学び
ＰＯＰデザインに応用できる。
文字とイラスト等を利用して、簡単なコミュニケーションツールの作成が出来る。
特に前期では、イラストと言葉によるコミュニケーションの基礎を学び、クリエイティブ制作の基礎としての考え方、
描き方を身につける。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 秦　敏信

基礎制作課題③

アニマルクラフト 授業
形態

演習 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

前期課題説明・オリエンテーション・ミニ課題

基礎制作課題①

基礎制作課題②

準備学習
時間外学習

特になし

基礎制作課題④

基礎制作課題⑤

美術館研修（予定）

応用制作課題①

応用制作課題②

応用制作課題③

応用制作課題④

応用制作課題⑤

前期終了制作課題①

前期終了制作課題②

前期終了制作課題③

鉛筆4Bぐらい、スケッチブック、練りゴムなど

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度（50％）  以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

例えば水族館では魚の説明看板、ペットショップではPOP等の販促物など、またお手洗いの表示やキャン
ペーンの看板等の制作は、本来業務ではなくても新入社員にまかされる事が多く、その善し悪しは、評判
や売上に影響を及ぼす事が多くあります。基礎的な知識と作業の方法を身につけておきましょう。前期で
は、生き物の鉛筆デッサン（予定）を通して、想像力の基礎を学びます。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

旅行業を通じて旅行業的リテラシーを習得し、ツアーを作り上げていくなかで論理的な考えができ相手に伝
わる会話能力が高まるように楽しく学んでいきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(40％)
５．授業態度と参加度（0％）　 以上の割合で前期評価とします。

テスト：学んだ内容の確認を行い、地理とツアー造成の知識を組み合わせられるようになりリテラシーが高まる

テスト内容を振り返り、得た知識をより明確なものにできる

準備学習
時間外学習

・日本地図、世界地図、地球儀等を見ておおまかな感覚を持っておく
・国内、海外旅行企画時に興味のある方面のツアーパンフレットを予め旅行会社へ出向きパンフレットを
　収集する

評価方法

開講区分

プレゼン総評とテスト前の復習とテスト対策を行い、それまでに得た知識を確認することができる

国内地理①北海道～東北・関東～中部　について学び、知識を深めることができる

国内地理②関西・中国・四国～九州・沖縄　について学び、知識を深めることができる

海外地理について学び、知識を深めることができる

世界地理について学び、知識を深めることができる

ツアー造成について検証を行い、サービスとプランニングの意図を考え、ツアー造成の知識を深めることができる

ツアー造成① グループに分かれ、ツアー概要を考えツアー行程表を作成する会話能力を高めることができる

ツアー造成② グループに分かれ、ツアー行程表から料金設定を考え会話能力を高めることができる

ツアー造成③ グループに分かれ、パンフレットを完成するための会話能力を高めることができる

ツアー造成④ グループに分かれ、パンフレットを完成するための会話能力を高めることができる

ツアー造成⑤ グループに分かれ、プレゼン資料を作成するための会話能力を高めることができる

ツアー造成⑥ グループに分かれ、プレゼン発表し審査することにより伝える能力を深めることができる

生物・自然を分り易く解説する方法や自己表現方法について学び、他者に伝えることができる。そのための用意として
必要なプランニング、サービス、テクニックを学び、目的達成とゲストの満足度を叶えるツアーやイベントを企画できるよ
うになる。

前期

旅行会社の基本業務の習得と国内地理・海外地理を覚え、ツアーの仕組み（企画・料金値付け・パンフ作成・PRなど）
を学び、ツアー造成並びにプレゼンテーションを行なうことで、論理的な考え方ができ会話能力を高め、新しい視点から
アイディアを提案できる人材を育成する。
(実務経験)現在は名鉄観光サービス（株）にて海外誘客を担当し、国内外の観光事業について広い見識を持つ。

自己紹介・授業内容説明等のオリエンテーション及び旅行会社について　本科目の目的を知り、目標設定ができる　

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 2 担当教員
名鉄観光サービス

株式会社

インタープリテーション 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】
水槽の管理を通して、作業のスケジュールや段取りを行う力を身につけ実践できる。
飼育室の管理を主導的に考え、消耗品・道具の在庫管理を行うことでより良い飼育管理を提案し実践できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

水景づくりの参考になるような資料 など..

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 橋本　禅

ゼミ 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

新規水槽　試運転・立ち上げ調整作業…各チームごとに新規水槽の立上げを学び実践できる。

アクア室の所定の水槽の組込・試運転・立ち上げ・レイアウト・継続管理（撤収等）を行い、実践できる。また、チームを組んで作業
を行うか組まずに管理していくかも話し合うことで、グループでの活動もできるようになる。

*2001年～2004年、水族館に務め、2004年からは水槽のメンテナンス、リース会社であるAPNに勤務し現在に至る。

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

オリエンテーション…ショップゼミのご説明。ゼミの目的と目標を知り説明できる。

開講区分 前期

受講生への
メッセージ

水景を作り維持するということ、何より「美しい水景を作る」ことで来訪者に喜んでもらえる、興味を持っても
らえる水槽造りの時間にしていきたいと考えています。まずは所定の水槽からですが、広く視野をもってア
クア室の水槽に関してもゼミ生から良くするための提案がたくさん生まれ、「名古屋ECOの学生さんすごい
ね」といってもらえるようにサポートしたいと思います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（90％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(10％)   以上の割合で前期評価とします。

経過管理…各水槽の管理と記録・報告／「撮影」の講義を通して、実践できる。

経過管理…各水槽の管理と記録／前期水槽管理の報告（レポートまとめ）を通して内容を理解できる。

準備学習
時間外学習

基本的には「水槽をさわる」「水景を創り維持する」「アクア室の改善を考える」を基に作業を行いたいと考
えています。また展示水槽を「見てもらう」ことを意識して、展示場所を変えたり一般的な目線でのアクアリ
ウムに対する意見を吸い上げ展示の意味を考え、さらに展示創作に活かしてもらいたいと思います。一歩
離れた目線・客観的な目線を持って授業に臨んでみてください。

評価方法

経過管理…各水槽の管理と記録・報告／配線配管の整理等を学び説明できる。

在庫整理…商材の所在の種類と数の把握をし、在庫管理を実践できる。

在庫まとめ/チーム分けをし、在庫管理が適切にできる。

所定水槽　リセット・組込等を学び説明できる。

既存水槽　解体作業/新規　組込・試運転…作業各チームごとに解体作業を行い実践できる。

経過管理…各水槽の管理と記録・報告／OFろ過器の分解清掃について学び実践できる。

経過管理…各水槽の管理と記録・報告／外部ろ過器の分解清掃について学び実践できる。

水槽管理/立上げ水槽の水質測定…各チーム 立上げ中の水質を測定し水槽管理を実践できる。

経緯報告や投入生体の準備…水槽管理・生体投入等/経過報告まとめを実践できる。

経過管理…各水槽の管理と記録・報告／故障部分のピックアップを経験し、菅理を実践できる。

経過管理…各水槽の管理と記録・報告／プロテインスキマーについて学び分解清掃を実践できる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

はじめに（授業の目的と意味、養われる力はになにか）を理解し・班編成・飼育当番表作成を実際に行う。

ゼミ概論、ゼミの目的、班の中での役割を理解できる。

①小学校を訪問し授業依頼をする　②授業の目的から到達すべき目標を定めることができる。

②目標に沿い授業内容（項目と順序・教材と副教材）を考え、プログラムをチームで作成することができる。

（第１回目）リハーサルを通して実践的な感覚を身に付け、レクチャーを円滑に行うことができる。

出前授業のレポートを返却し、振り返ることで採取した生物の魅力をより高度に伝えることができる。

（第２回目）リハーサルを通して実践的な感覚を身に付け、レクチャーを円滑に行うことができる。

城北小学校出前授業（未定）、本校１年生に対して海の生き物レクチャーを行う

小学校授業を振りかえり、次回に活かすことができるよう、まとめを行うことができる。

佐久島生物採集（解説・飼育する生物の自然での様子を観察し、自分で採集し運搬する）

採集生物の観察と調査（教育プログラム作成のための資料収取）

配布プリント、新飼育ハンドブック水族館編　第3集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員

開講区分

白井　芳弘

前期

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（50％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

小学校に海の生き物を持ち込み、学生自らが作成した授業内容で自分たちが授業を進める教育実習で
す。　水族館の水槽解説・生き物講座を行う際には必須の知識と技術を磨くチャンスです。

実習に際して、事前にこれまで学んできた知識の復習や当日の動き方の確認が必要。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

飼育飼養管理

授業計画・内容

水族館の教育活動を実践することを目的に行う。　小学校に海の生き物を持ち込み、学生がレクチャーを行い海の生
物の魅力を伝ることができる。

レクチャーする生物が実際に住んでいる様子を観察でき、その生物を採集できる。採集した生物を飼育できる。学習プ
ログラムをチームで作成できる。班の中で役割を決めその役割を責任持ち行うことができる。レクチャーは笑顔で楽しく
行うことができる。

ゼミ

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

プログラムの考案と作成を行い、説明することができる。

反省と内容の改修を考え、自らの意見を説明することができる。

レポート提出と内容のふりかえり

次回出前授業の考案（企画の作成と出前授業）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
PADIオープンウォーターマニュアル、レクレーショナルダイブプラナー、図鑑：日本の海水魚
ログブック

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 ノリス

対相手に対しての”言った”ではなく”伝えた”を学習し実践できる。

ゼミ 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

１年生のOW海洋実習のお手伝いをし自ら行動することができる。
お手伝いを通して、人とのコミュニケーションの大切さ、仕事をすると言う事の大切さを取得する。
*1983年から、ダイビングショップの経営、講習及び器材の販売、ツアーの開催等ダイビングに関わる業務を幅広く行っ
ている。

新しい発想、思い付き、サービス業と言うものを理解し、対相手に対して何が出来るかを考え、行動できるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション。自己紹介を通して今後の授業展開を理解できる。

海洋実習の流れを学習し理解できる。

３点セット、器材セッティングの教え方についてQカード作成し実践できる。

開講区分 前期

準備学習
時間外学習

Qカードを自宅で作成。
話す練習をクラス、自宅で自主練習。
セッティング練習

①全体の流れを把握し、ゼミ生がしなければいけないことを明確化。全員が把握し実践できる。

②全体の流れを把握し、ゼミ生がしなければいけないことを明確化。全員が把握し実践できる

スキンダイビングの指導方法を学習し習得する。

コンパスワークの復習をし説明できる。

①海洋実習の流れを再確認し、説明できる。

②海洋実習の流れを再確認し、実践する。

③海洋実習の流れを再確認し、1日１日の目標を達成する。

④海洋実習の流れを再確認し、自発的な行動と行動分析が出来るようになる。

⑤海洋実習の流れを再確認し、前日出来なかった事は繰り返さず、進化させる。

⑥海洋実習を成功させる。

海洋実習を振り返り自分の実力を確認することができる。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(30％)
５．授業態度と参加度(50％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

主役が対相手だと言う事を忘れず、一生に一度しかない瞬間を素敵な思い出になる様にお手伝いをす
る。そう、思う事が相手に伝わり、自然と自分自分が笑顔になると言う事を学習して頂きたく思う。

評価方法



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
特にありません。必要に応じてプリント資料を配布します

前期

前期授業アンケート実施　We are制作　チームでまとめる事ができる⑤

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 北浦　惇貴

エコ教養Ⅱ 授業
形態

講義

一般教養を学び、社会人としての常識を身につけ社会人基礎力を身に付ける事ができる。

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分

個人面談を実施、就活状況を説明することができる

今年度のWe areについてスケジュール等の説明、目的、意味を理解する

１年次の振り返り　２年次の目標を立て、目標を達成する為の意識付けと意味を理解する

準備学習
時間外学習

We are制作は、プレゼンテーションも大切です。「発表する」練習もしっかり行って下さい。

今後のスケジュール確認　We are制作　チーム毎でまとめる事ができる⑥

前期の振り返り　後期のスケジュールを確認、後期に向けて各自目標設定をする事ができる

夏休みをどのように過ごしたか確認、今後必要な事柄を各自、理解する

今後のスケジュール確認、施設調べをする

今後のスケジュール確認　We are制作　チーム毎でまとめる事ができる①

卒業アルバムについて説明　卒業アルバム用の写真撮影　今後のスケジュールを理解する

キャリアセンターより就職活動に向けてガイダンス　必要な事を理解する

今後のスケジュール確認　We are制作　チーム毎でまとめる事ができる②

今後のスケジュール確認　We are制作　チーム毎でまとめる事ができる③

卒業までの各自のスケジュールの確認、自分に必要な事柄を再認識し理解する

今後のスケジュール確認　We are制作　チームでまとめる事ができる④

受講生への
メッセージ

初心に返って、努力をする事を怠らないで下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

評価方法



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

身だしなみのマナー、コーディネート、髪型、メイクなどの基本知識を学び就職活動に活かすことができる

ビジネスマナー 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

一般的なビジネスマナーを学び、社会人として必要な知識が身につく。座学だけではなく、水族館・アクア業界で発生し
うる状況を想定したロールプレイや実習を行う。就職面接で必要な立ち居振る舞いについても講義の中に取り入れ、就
職活動に役立たせることができる。※厚生労働省愛知労働局・岐阜労働局関連の愛知県シルバー人材センター、岐阜
県シルバー人材センターなどで接遇研修、マナー講習を担当する教員

求職時、就職後に社会人として必要とされるマナーについて学び、TPOに応じた振る舞いができるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション、自己分析（エゴグラム、エニアグラム）を通じて自身と向き合うことができる

前期試験：就職活動および就職先で活かすべきスキルが身に付いたかを確認する

基本のマナーと仕事のコツ（１）挨拶・日常動作の基本を知り、社会人の基礎が身に付く

基本のマナーと仕事のコツ（２）敬語・ビジネス会話・メール対応の基本を知り、社会人の基礎が身に付く

基本のマナーと仕事のコツ（３）電話・お礼の手紙の基本を知り、社会人の基礎が身に付く

基本のマナーと仕事のコツ（４）職場でのマナーの基本を知り、社会人の基礎が身に付く

基本のマナーと仕事のコツ（５）仕事のマネジメントの基本を知り、社会人の基礎が身に付く

冠婚葬祭・食事のマナーの基本を知り、社会人の基礎が身に付く

文書のマナー / 自己アピール・ビジネス文書の作り方・自己アピールを実践する

シチュエーション別ビジネスマナー（１）来客・訪問時のマナーの基本を知り、社会人の基礎が身に付く

シチュエーション別ビジネスマナー（２）社内でのマナーの基本を知り、社会人の基礎が身に付く

コミュニケーションスキル（１）会話術の基本の基本を知り、社会人の基礎が身に付く

コミュニケーションスキル（２）報告・連絡・相談の基本を知り、社会人の基礎が身に付く

受講生への
メッセージ

就職活動や社会に出てから必要な知識を学ぶ機会となる。社会人の最低限のマナーやルールをこの授業
を通して学び、今後の社会人生活に役立てようとする意識で講義に臨んでもらいたい。

【教材】コミュニケーションスキルアップ検定テキスト、Success Information Note
【参考書】『図解 ビジネスマナーの基本事典』池田書店編集部

前期まとめ、就職活動で使う自己アピール、志望動機の見直しを行い学んだことを実践できるようになる

準備学習
時間外学習

・就職活動に役立てるため、講義で学んだことや課題を、履歴書や自己アピールに使えるよう、毎回整理
して保存しておくこと。
・自然に振る舞いが出来るよう、学んだことは普段の生活に取り入れること。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（40％）
５．授業態度と参加度（0％) 以上の割合で評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

○プリントを用意
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

○Word：長文を作成するために必要な機能やWordとExcelを連携させる機能を学び文書を作成することができる。
○Excel：事務処理でよく使われる関数を習得し、顧客管理などをすることができるようになる。
○PowerPoint：マスタースライドの操作方法を習得しカスタマイズができるようになる。また、PRスライドを作成することができる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋５以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Excel3　VLOOKUP関数が使えるようになる

Word3　Excelとの連携方法（差し込み文書）を習得する

PowerPoint1　マスターテンプレートの変更方法を習得する　効果的なプレゼン方法を習得する

PowerPoint2　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint3　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint4　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint5　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint6　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）プレゼンテーションスライドを提出できる

Excel1　基本的な機能を全て習得できる（1年生の復習）

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

後期は、Word、Excel、PowerPointの発展的な操作方法とを中心に授業を進めます。1年生の基本操作を
よく理解しておいてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（60％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(30％)
５．授業態度と参加度(10％) 以上の割合で後期評価とします。

Word2　複雑な表の作成方法を習得する

Word4　企画書作成や差し込み文書を自分で完成させることができる（小テスト）

Word1　企画書を作成する機能を習得する

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○Word　操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○Excel　操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○PowerPoint　発表用のスライドを完成させるためには授業時間だけでは不足します。時間外もスライドの作成をしてください。

Excel4　基本的な機能,IF関数,VLOOKUP関数を使い,表とグラフを自分で完成させることができる（小テスト）

Word、Excelの機能を復習し、使いこなせるようになる

1年生で行った、Word、Excel、PowerPointの基本操作を2年生では、さらにアプリを活用できるような機能や操作方法
を習得することができるように授業を行います。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などのPCに関係する授業を約15年行う。

開講区分 後期

Excel2　IF関数が使えるようになる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 浅井　麻衣子

コンピュータ演習Ⅱ 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

本講義で学習する内容は、社会人が身に付けておくべき一般教養・一般常識である。社会の動きや社会
人として恥ずかしくない一般教養を身に付けられるよう、普段の生活の中でもニュースや書籍、雑誌など
で学ぶ姿勢を持つことを期待する。

【参考書】
『ドリル式 一般常識問題集』(NAGAOKA就職シリーズ)
『漢検試験問題集 3級』（旺文社）

前期のまとめ、時事問題のまとめを行い、就職試験においても学んだことを活かせるようになる

準備学習
時間外学習

・新聞やニュースに興味を持ち、普段から時事ニュースに接する機会を作ること。
・講義で学習した内容は、就職試験で解答できるよう、復習して身に付けていくこと。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（40％）
５．授業態度と参加度（0％)以上の割合で評価とします。

前期試験：社会人としての教養が身に付いたかを確認する

社会（国際連合）・英語（構文、熟語）への基礎的な理解を深めることができる

環境（社会、生活）・国語（四字熟語）への基礎的な理解を深めることができる

地理（日本地理）・文化・スポーツ（文学史、美術史）への基礎的な理解を深めることができる

科学（科学技術、情報通信）・歴史（日本史）への基礎的な理解を深めることができる

政治（裁判所）・数学（濃度、速さ、確率）への基礎的な理解を深めることができる

経済（税制）・理科（化学式）への基礎的な理解を深めることができる

国際/社会（世界経済と貿易）・英語（英文法）への基礎的な理解を深めることができる

環境（環境、自然保護）・国語（ことわざ、慣用句）への基礎的な理解を深めることができる

地理（世界地理）・文化・スポーツ（映画・音楽・スポーツ）への基礎的な理解を深めることができる

歴史（現代史）・人文科学（文化）への基礎的な理解を深めることができる

数学（図形）への基礎的な理解を深めることができる

経済（金融、経済）・理科（物理）への基礎的な理解を深めることができる

一般教養 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

・社会人として最低限知っていてもらいたい一般常識を学び、就職試験で解答できる力を付ける。
・文章を書き、発表しながら、自分の考えをまとめ、人に伝える力を身に付け、就職活動で活かせるようにする。
・講義の中では、時事問題やニュースなどについて取り上げ、時事問題への対策も行う。
※大学キャリアセンターでキャリア形成の支援、SPI試験対策を担当する教員

社会人として持つべき知識や技能を学ぶとともに、学生のうちに習得しておくべき教養が身についているかをおさらい
し、就職試験ならびに就職後に対する自信が持てるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション　政治（国会、選挙）・数学（方程式、不等式）への基礎的な理解を深めることができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関連法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】
社会に関わる様々なものの理解を深め、活用できる。

1回目 企業研究の目的と社会人としての意識付けを通して、授業展開を理解できる

2回目 ①キャリア形成を考える：ライフステージと役割キャリアプラン表の作成し、活用できる

3回目 ②キャリア形成を考える：ライフステージと役割キャリアプラン表の作成し、活用できる

4回目 自己分析：キャリアアンカーの分析ができる

5回目 自己分析：RIASECの実践と仕事への興味役割を考えることができる

6回目 求職活動について：履歴書の作成と自己ブランディングを考えた文章の書き方ができる

7回目 求職活動について：求人票の見方と企業の求める人材像を知り、就職活動に活用できる

8回目 求職活動について：業界研究と職業理解（コーポレート情報や関連企業など情報収集）をし、活用できる

9回目 求職活動について：業界研究と職業理解（グループワークによる企業分析発表）をし、活用できる

10回目 模擬面接：マナー、第一印象、イメージ戦略など面接の際に核となる部分をとらえ、活用できる

11回目 模擬面接：グループワークによる実践練習を通して実際の場で活用できる

12回目 グループディスカッション：ディベートとポジショニングの方法や問題定義や進行などを理解できる

13回目 マナー：社内でのマナーや敬語の使い方、来客・訪問の際の対応方法を学び、実践できる

14回目 定期試験

15回目 テスト返却・振り返り

【使用教科書・教材・参考書】

持参物：サクセスノート

企業研究 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関連法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 清水　君代

授業計画・内容

企業研究・業界研究をすることにより企業の社会での役割や目的を理解し、企業が求める人材像や必要とされる力
について熟考することにより、実際にその業界に入ってから自分がどのようにキャリアを形成するかを具体的に把握
し説明できるようになる。また、その前段階である就職活動に向けた諸準備や社会人として必要な力を習得し、実践
できる。

目前に迫っている社会人への1歩として、就職活動や実社会への準備を行います。
グループワークを中心とした講義ですから企業や社会といった堅苦しいイメージを持たずに取り組みま
しょう。

準備学習
時間外学習

グループ内での発表課題が授業時間内でできなかった分に関してのみ、各々準備を要する

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度（0％)以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】
・海洋哺乳類の収集方法から初期トレーニングの方法を説明できる。　
・生物の行動の種類を説明できる。
・水族館におけるトレーニングの必要性について説明できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分

動物を飼育する際に必要となるトレーニングの背景にある原理と基本法則を学び、これを活用して実際のトレーニン
グを行う方法を習得する。
＊1996年4月～2001年10月まであわしまマリンパークに所属する。主業務は、飼育、ショーやプログラムなどのエデュ
ケイト企画開発・実施、スタッフ教育を行った。2003年～専門学校において、講師を行い、現在に至る。

社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第５集

鯨類収集後から初期トレーニングの具体的方法を理解する

健康管理に必要なトレーニングとその方法を理解する

環境エンリッチメントの現状を理解する

環境エンリッチメントの企画・提案を作成する

環境エンリッチメントの評価方法を理解する

水族館プログラムの実態と役割、今後の可能性を検討する

飼育下と野生での行動比較からのトレーニング、ショープログラムの行動形成について理解する

実際のショープログラムの映像を使った行動分析・行動の多様性について理解する

鯨類の行動から水中ショーへの応用例について分析する

授業計画・内容

動物の飼育におけるトレーニングの必要性を理解する

環境エンリッチメントの定義を理解する

オリエンテーション　授業目標と授業内容を理解する

準備学習
時間外学習

1年時の復習をしておくことが必要です。

前期授業内容の理解度を筆記試験で確認する

前期の授業内容を、前回の筆記試験結果を使用し、重要な点を再確認する

評価方法

受講生への
メッセージ

動物の行動の原因を分析し対応できる飼育係、トレーナーを目指し頑張りましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(20％) 以上の割合で前期評価とします。

前期

鯨類収集の現状を理解する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必須 年次 2 担当教員 渋谷　睦美

ドルフィントレーニングⅡ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

授業計画・内容

罰の副作用、問題行動に対する基本的な対応方法について理解する

クリッカー・トレーニングについて理解する　2回目

ﾚﾎﾟｰﾄの書き方、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝのためのｽﾗｲﾄﾞの作り方、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの仕方などについて学び理解する

脱感作：3種類の脱感作、直接的・生理学的な嫌悪刺激に対する脱感作の行い方について理解する

心理的な嫌悪刺激に対する脱感作およびその行い方と拮抗条件付けについて理解する

インターアクティヴ（ふれあい）プログラムのための脱感作の重要性とその行い方について理解する

動物のアグレッションとアグレッションの回避および対応方法について理解する

動物の問題行動とは。動物における心理的な病理について理解する

なぜﾄﾚｰﾆﾝｸﾞや躾に罰を用いる事ができないか：罰の性質と動物飼育における倫理について理解する

エコ・コミュニケーション科

評価方法

受講生への
メッセージ

1年のときも強調したが、専門的な知識や技術は「覚える」ものではなく、「考え・理解する」ことでしか獲得
できない。良く考え、理解しようとすれば必ず疑問が生まれる。疑問に答えるのが我々、講師の役割であ
るので積極的に質問をしてもらいたい。ただし、講師にただ答えを求めるのではなく、まず自分なりに調
べ・考えるようにしてもらいたい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％) 　以上の割合で前期評価とします。

クリッカー・トレーニングについて理解する　1回目

クリッカー・トレーニングについて理解する　3回目

オリエンテーション：学生の進路希望についてのヒアリング、就職活動の仕方などについて理解する

準備学習
時間外学習

毎回の授業中に取ったノートに加えて、授業で学んだことについてさらに自分で調べ、それらを「自分のこ
とば表現」でまとめた整理ノートを作成する。

前期試験

前期試験の解答解説

【授業の学習内容】脱感作における馴化と強化。脱感作の手順,拮抗条件付け,ｱｸﾞﾗｯｼｮﾝと行動生態,ｱｸﾞﾚｯｼｮﾝの種類,ｱｸﾞﾚｯｼｮﾝの
回避方と対処法,自傷行動・常同行動。吐き戻しの病理と予防・対処法,罰とは何か,なぜﾄﾚｰﾆﾝｸﾞやしつけにおいて強化は機能し,
罰は機能しないか,罰の副作用などについて学ぶ。＊ﾊﾜｲ大学大学院卒。鯨類の認知能力等を研究すると同時に海洋哺乳類のﾄ
ﾚｰﾆﾝｸﾞについて学ぶ。日本ではOMRC・南知多ﾋﾞｰﾁﾗﾝﾄﾞで直接ﾄﾚｰﾅｰの指導,動物のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞや健康管理・治療等に携わる。国
際的に最も権威があるInternational Marine Animal Trainers Association(IMATA)のシニアメンバーでもある。

【到達目標】① 脱感作の重要性を認識し、動物のトレーニングの中でも「しなければならない」ものと考えるようにな
る。脱感作の基本的な手順を説明できるようになる。② 罰とは本質的にどのようなものか説明出来るようになる。③
動物のトレーニングやしつけでなぜ罰が機能しないかオペラント条件付けの理論にもとづいて説明できるようになる。
④ 罰を用いることによって生じる負の副作用について主なものを２～３説明できるようになる。

【使用教科書・教材・参考書】教科書は特になし。参考となるものは ① "Carrots and Sticks -Principles of Animal
Training" （著者）P. McGreen and R. Boakes （出版社) Cambridge University Press、②
Zoospensefull(https://zoospensefull.com/) のホームページおよびFacebookにアップロードされているコンテンツ、③
Zoo Logic (https://zoologic.libsyn.com/) にアップロードされているコンテンツ。

開講区分 前期

なぜ動物のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞや躾に罰を用いる事ができないか：理論的・技術的問題点について理解する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必須 年次 2 担当教員 山本　聡

動物行動学 授業
形態

講義
演習



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
魚類の生活史を学び、繁殖方法・回遊の形態を学びます。干潟での魚類採集を行い標本作製、ノギスを用いての
測定を行う。またf魚類解剖を行い肝臓の役割・消化器系の違いを観察、さらに胃内容物を調べ食性を推察する。

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】

アユの解剖を行い摂餌方法の特殊化により変化した歯・内臓器官を観察し、構造が理解できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第3集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員

開講区分

アユの生物学４（短日効果・長日効果を説明できる）

魚類の生活史（回遊の方法と名称を理解し説明できる）

仔魚・稚魚の観察（シラス型稚魚を観察し特徴を学ぶ）

魚類の生活史（卵・仔魚・稚魚などの名称と形態を学習し、説明できる）

水族館の展示・生物飼育から魚病の発見まで幅広く、水族館スタッフに必要な知識と技術を学びます。

解剖・観察の週には、ノートを見返し、体のつくりと名称を学習すること。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

前期のまとめ・試験範囲の説明

前期試験

ふりかえり・試験答え合わせ

アユの生物学１（アユの分類）

アユの生物学２（両側回遊の説明ができる）

アユの生物学３（アユの解剖を行い、摂餌器官・消化器官を確認する）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

海洋・水生生物Ⅱ

干潟の魚類（藤前干潟の観察を行いその結果を記録できる）

干潟の魚類　アカオビシマハゼ・イダテンギンポの分類と形態を説明できる

干潟の魚類　トビハゼの生活史（鰓呼吸と皮膚呼吸を理解し説明できる）

浸透圧調整と周縁性淡水魚を説明できる

白井　芳弘

前期
水生生物Ⅱ

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

魚類の生活史、繁殖・回遊・それに伴う浸透圧調整を理解できる

干潟の自然観察を行い。その内容を記録しレポートにまとめることができる

アユの生活史を理解

授業計画・内容

魚類の生活史（繁殖方法、卵生・胎生を理解し該当する種を説明できる）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】教科書のない科目であるが、主に以下の参考資料を元に講義を行います。必要に応じ
てプリントを配布します。
参考資料：イルカ・クジラ学―イルカとクジラの謎に挑む(東海大出版)、鯨類学 (東海大学自然科学叢書) 、海の哺乳
類―FAO種同定ガイド （NTT出版）、【洋書】Encyclopedia of Marine Mammals, Second Edition、Marine Mammal
Biology: An Evolutionary Approach

鯨類の生態について、野生動物としてまた飼育動物として、飼育人としていかに接していくべきか説明できる。
鰭脚類の形態的特徴、生活史の違いや資源の現状について理解し、説明ができる。

鯨類・鰭脚類の生物学（12）ストランディングの種類とその対応について習得、原因・現状を理解する

授業計画・内容

鰭脚類の生物学(4) 生活史 鰭脚類の主に生殖生理(着床遅延など)について

鰭脚類の生物学(5) 生活史 鰭脚類の主に生殖生態(野生下繁殖地など)について

鰭脚類の生物学(6) 感覚器　鰭脚類の感覚器(聴覚と嗅覚)の利用について

鰭脚類の生物学(7) 感覚器　鰭脚類の感覚器(触覚と視覚)の利用について

鰭脚類の生物学(8) 資源量の管理とその対応(保護保全)について習得し、その原因や現状を理解する

鰭脚類の生物学(9) 国内外における鰭脚類の飼育状況について

鰭脚類の生物学(10) 生体観察 動物園にて各種の外形、行動観察を行い経験を通して知識を定着させる

鰭脚類の生物学(11) 生体観察 動物園にて各種の外形、行動観察を行い経験を通して知識を定着させる

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

水族館飼育やｳｵｯﾁﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞにおいて最低限必要とする海の哺乳類(ｸｼﾞﾗ・ｲﾙｶ・ｱｼｶ・ｱｻﾞﾗｼ等)の生物生態の基礎
知識を取り扱います。技術を教える講義内容ではありませんが知識は技術を支えるものであり知識なしには仕事は
できません。知識の定着を目指す講義ですが実際の生体観察を通す事で知的経験を身につけ実務へと繫げます。
講義は前段階の知識がある事を前提で行いますので自己学習を怠らないように。
								

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

試験は知識の定着を目的に行うが、それ以外の講義内における課題に対して一つ一つ
真摯に取り組んでもらいたい。そのため、授業内外における課題の評価に重点を置く。
１．定期試験:(40％)
２．小テスト等 授業内課題:(30％)
３．レポート課題:(30％)
４．課題成果:(30％)  以上の割合で前期評価とします。

講師紹介、講義の内容と成績評価についての説明 校外実習に向けた事前学習

準備学習
時間外学習

本科目内容を充分に理解する為には、前提として1年次に開講する海棲哺乳類Ⅰの知識を必要としま
す。履修前に該当科目のノートをよく復習してください。講義後は、ノートによる復習だけでなく、各種の参
考書籍にて関連項目を熟読することで、知識の定着を促進させること。知識の定着を目指す講義です
が、実際の生体観察を通す事で知的経験を身につけ、実務へと繫げます。

期末試験　ペーパーテストにより前期に習得した知識の確認を行う

期末試験返却　個別に返却し、解答例の説明を行ったあと講評を行い、今後の課題について提言

ドルフィントレーナー、ウォッチングガイドおよび水族館飼育技術者において、海洋哺乳類についての基礎生物学は
必要不可欠な知識である。海洋哺乳類Ⅰにて習学した鯨類の基礎生物学を元に、鰭脚類の基礎生物学と漁業やそ
の他の人間活動との関係についての基本的知識を習得する。＊イルカの音声コミュニケ―ションについて研究、現在
は東海大学海洋学部にて特任助教として勤務。

鰭脚類の生物学(1) 形態と分類1 鰭脚類の動物群分類について 各種の形態的特徴について

鰭脚類の生物学(2) 形態と分類2 鰭脚類の動物群分類について 各種の行動的特徴について

鰭脚類の生物学(3) 生活史　鰭脚類の成熟年齢、繁殖周期、寿命、食性について

開講区分 前期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物Ⅱ
必修
選択

必須 年次 2 担当教員 吉田　弥生

海洋哺乳類Ⅱ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】
・相手の事を考えて、推測し、計画を立てることができる。
・リスクマネジメントの観点を持ち、安全に人を誘導・案内することを実践する。
　＊2005年～2007年　京急油壷マリンパークで飼育部に所属。
　　　海獣飼育員として勤務し、イルカ・アシカショーや給餌解説などを担当。
【到達目標】
・相手の行動を推測し、読み取る力を身に付け、こちらの伝えたいことを伝える計画を立てることができる
・自己表現力を高めることで持っている知識や技術を正しくアウトプット、表現、説明できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分 前期

受講生への
メッセージ

自己表現力を高めること、相手の行動から相手にあった伝え方が何かを考えて、効果的な伝え方を習得
し、伝わる力を身に付ける授業になります。
体調管理に気を付けて、主体的に取り組み、積極的に練習するようにしてください。

前回の発表から計画の修正をすることができる

後期試験：ここまで実施した計画表を課題とし、提出することができる

準備学習
時間外学習

この授業を受けるにあたり、予習として、自分で人の行動を見る機会をつくる必要があります。
実施した内容を何度も復習し、実際に自分の計画を話す、人の計画を聞くことが必要です。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（90％）
５．授業態度と参加度（10％）　　　以上の割合で前期評価とします。

前回の発表から計画の修正をすることができる

オリエンテーション　授業目的・目標について理解し、インタープリテーションの定義を説明できる

企業プロジェクトに関して実際に計画を立てることができる

企業プロジェクトに関して実際に計画を立てることができる

企業プロジェクトに関して実際に計画を立てることができる

実際に立てた計画に対して途中経過の発表をすることができる

実際に立てた計画に対して途中経過の発表をすることができる

計画を立てる４つの意味について理解し、説明することができる

計画を立てる方法１～５について理解し、説明することができる

計画を立てる方法６～１３について理解し、説明することができる

企業プロジェクトに関して実際に計画を立てることができる

企業プロジェクトに関して実際に計画を立てることができる

オリエンテーション　授業目的・目標について理解し、インタープリテーションの定義を説明できる　

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択


必修 年次 2 担当教員 三好　咲衣

インタープリテーション 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(30％)
５．授業態度と参加度(50％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

主役が対相手だと言う事を忘れず、一生に一度しかない瞬間を素敵な思い出になる様にお手伝いをす
る。そう、思う事が相手に伝わり、自然と自分自分が笑顔になると言う事を学習して頂きたく思う。

評価方法

３点セット、器材セッティングの教え方についてQカード作成し実践できる

開講区分 前期

準備学習
時間外学習

Qカードを自宅で作成。
話す練習をクラス、自宅で自主練習。
セッティング練習

①全体の流れを把握し、ゼミ生がしなければいけないことを明確化.全員が把握し実践できる

②全体の流れを把握し、ゼミ生がしなければいけないことを明確化。全員が把握し実践できる

スキンダイビングの指導方法を学習し習得する

コンパスワークの復習をし説明できる

①海洋実習の流れを再確認し、説明できる

②海洋実習の流れを再確認し、実践する

③海洋実習の流れを再確認し、1日１日の目標を達成する

④海洋実習の流れを再確認し、自発的な行動と行動分析が出来るようになる

⑤海洋実習の流れを再確認し、前日出来なかった事は繰り返さず、進化させる

⑥海洋実習を成功させる

海洋実習を振り返り自分の実力を確認することができる

１年生のOW海洋実習のお手伝いをし自ら行動することができる。
お手伝いを通して、人とのコミュニケーションの大切さ、仕事をすると言う事の大切さを取得する。
*1983年から、ダイビングショップの経営、講習及び器材の販売、ツアーの開催等ダイビングに関わる業務を幅広く
行っている。

新しい発想、思い付き、サービス業と言うものを理解し、対相手に対して何が出来るかを考え、行動できるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション。自己紹介を通して今後の授業展開を理解できる

海洋実習の流れを学習し理解できる

【使用教科書・教材・参考書】
PADIオープンウォーターマニュアル、レクレーショナルダイブプラナー、図鑑：日本の海水魚
ログブック

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必須 年次 2 担当教員 ノリス

対相手に対しての”言った”ではなく”伝えた”を学習し実践できる

ゼミ 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

授業計画・内容

2回目課題発表とクラスメイトの評価、見直し効果の確認をする（２グループ目発表）

プログラムデザインの方法の学習と、課題内容からの解説原稿を作成する

ナレーション技術（声・言葉）を身につける

ナレーション技術（ボディランゲージ・小道具・問いかけ）を身につける

課題発表とクラスメイトを評価、課題の見直しをする（１グループ目発表）

課題発表とクラスメイトの評価、課題の見直しをする（２グループ目発表）

課題発表とクラスメイトの評価、課題の見直しをする（３グループ目発表）

課題発表とクラスメイトの評価、課題の見直しをする（４グループ目発表）

評価集計結果に基づく解説原稿の見直しをする

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

実習が中心の授業ですので、積極性をもって臨みましょう。また、チームではなく、各自で課題に取り組む
にあたり、各自のスケジュール管理が重要になってきます。授業目標到達を目指して、欠席をしない様に
してください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(60％)
５．授業態度と参加度(10％)   以上の割合で前期評価とします。

水族館の解説の種類や役割の理解と課題を確認する

ナレーション技術（姿勢・声）を身につける

オリエンテーション　授業目標と授業内容を理解する

準備学習
時間外学習

解説原稿を作成するにあたって、1年生時の講義や研修を復習しておく必要があります。
また、課題を取り組むにあたり、毎回講義の復習が必要です。

2回目課題発表とクラスメイトの評価、見直し効果の確認をする（３グループ目発表）

2回目課題発表とクラスメイトの評価、見直し効果の確認をする（４グループ目発表）

1年生時に習得した飼育や生物についての知識を人に伝えることにより深い知識とし、トレーナーの仕事である、人に
伝える方法を実習をもって習得する。※実務者経験：1996年4月～2001年10月まであわしまマリンパークに所属す
る。主業務は、飼育、ショーやプログラムなどのエデュケイト企画開発・実施、スタッフ教育を行っていた。2003年～専
門学校において、水族館におけるエデュケイトの講師を行い、現在に至る。

ショープログラムを企画し解説原稿を作成することができる。
ナレーション技術（人前で話すにあたって）を理解し課題に合わせた応用ができる。
実習を通して、ナレーション技術を習得する。

開講区分 前期

2回目課題発表とクラスメイトの評価、見直し効果の確認をする（１グループ目発表）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 渋谷　睦美

ゼミ 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

はじめに（授業の目的と意味、養われる力はになにか）を理解し・班編成・飼育当番表作成を実際に行う

ゼミ概論、ゼミの目的、班の中での役割を理解できる

①小学校を訪問し授業依頼をする　②授業の目的から到達すべき目標を定めることができる

②目標に沿い授業内容（項目と順序・教材と副教材）を考え学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをﾁｰﾑで作成することができる

（第１回目）リハーサルを通して実践的な感覚を身に付け、レクチャーを円滑に行うことができる

出前授業のレポートを返却し、振り返ることで採取した生物の魅力をより高度に伝えることができる

（第２回目）リハーサルを通して実践的な感覚を身に付け、レクチャーを円滑に行うことができる

城北小学校出前授業（未定）、本校１年生に対して海の生き物レクチャーを行う

小学校授業を振りかえり、次回に活かすことができるよう、まとめを行うことができる

佐久島生物採集（解説・飼育する生物の自然での様子を観察し、自分で採集し運搬する）

採集生物の観察と調査（教育プログラム作成のための資料収取）

配布プリント、新飼育ハンドブック水族館編　第3集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員

開講区分

白井　芳弘

前期

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（50％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で後期評価とします。

小学校に海の生き物を持ち込み、学生自らが作成した授業内容で自分たちが授業を進める教育実習で
す。　水族館の水槽解説・生き物講座を行う際には必須の知識と技術を磨くチャンスです。

実習に際して、事前にこれまで学んできた知識の復習や当日の動き方の確認が必要。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

飼育飼養管理

授業計画・内容

水族館の教育活動を実践することを目的に行う。　小学校に海の生き物を持ち込み、学生がレクチャーを行い海の生
物の魅力を伝ることができる。

レクチャーする生物が実際に住んでいる様子を観察でき、その生物を採集できる。採集した生物を飼育できる。学習
プログラムをチームで作成できる。班の中で役割を決めその役割を責任持ち行うことができる。レクチャーは笑顔で楽
しく行うことができる。

ゼミ

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

プログラムの考案と作成を行い、説明することができる

反省と内容の改修を考え、自らの意見を説明することができる

レポート提出と内容のふりかえり

次回出前授業の考案（企画の作成と出前授業）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （　2　）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
ダイビング用のマスク・スノーケル・フィン・ブーツ・ゴーグル

開講区分 前期

目標１・２）平行潜水強化のため少し負荷をかけてﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ。平泳ぎﾌｫｰﾑ確認

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ウォ―タ― エクササイズⅡ
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 藤井明子

スイムトレーニングⅡ 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

評価方法

受講生への
メッセージ

週1回だけの水泳の授業だけで体が作れるようにはなりません。
90分の授業で体力が続くように日頃からの基礎体力作りを心掛けてください。
又、柔軟体操を普段から行うことで泳力のフォームやタイムの伸びも変わってきます。
90分の授業をもつ体力と日頃からの柔軟体操を心掛けて実施してください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（30％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(70％)   以上の割合で前期評価とします。

目標１・２）3点ｾｯﾄを使用しての泳力強化とｸﾛｰﾙ・平泳ぎﾌｫｰﾑの繰り返しﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行う

目標１・２）3点ｾｯﾄを使用しての泳力強化とｸﾛｰﾙ・平泳ぎ下半身ﾌｫｰﾑの繰り返しﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行う

目標１・２・３）各種目のﾌｫｰﾑﾁｪｯｸをし自分の泳ぎの癖を知り、きれいなﾌｫｰﾑの再確認を行う

準備学習
時間外学習

水の中で充分に体を動かすには日々の体調管理が大切です。
日頃から基礎体力の強化を心掛けて日常的な運動を心掛けて実施することが大切です。

目標１・２・３）各種目泳力確認とﾌｫｰﾑ確認

実技試験

ダイビングで使用するマスク・スノーケル・フィンを使用して使い方のクリニック・筋力強化・スキルテクニック25ｍプー
ルを利用して実施していく。又、就職試験に出るであろう項目を授業に取り入れ就職試験対策を行う。泳げる学生は
フォームやタイムの強化、泳げない学生が泳げるようにしていく。現在ダイビングインストラクターとしてダイビング
ショップを経営しており、スノーケリングテクニックを強みとしている。

就職試験の実技に受かるためにスキルテクニックを強化する。実技試験がない学生に対しては体力強化を行ってい
く。
目標１）フィンなしで２５ｍ潜水ができるようになる。
目標２）クロール・平泳ぎの自己記録を1年時よりも早いタイムを出す。

授業計画・内容

目標１・２・３）ｸﾛｰﾙでの泳力強化。立ち泳ぎ強化と平泳ぎ強化

目標１・２）3点ｾｯﾄを使用しての泳力強化とｸﾛｰﾙ・平泳ぎﾌｫｰﾑの繰り返しﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行う

目標１・２）瞬発力をつけるための短い時間で早く泳ぐﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを3点セットで実施

目標１・２）瞬発力をつけるための短い時間で早く泳ぐﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを２泳法で実施

目標３）平泳ぎのｽｷﾙ強化と巻き足、平行潜水の姿勢を再確認し実施

目標３）平泳ぎのｽｷﾙ強化と巻き足、平行潜水の姿勢を再確認し実施

目標１・３）持久力UPのための長い距離を同じｽﾋﾟｰﾄﾞで泳ぐﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施

目標１・３）持久力UPのための長い距離を同じｽﾋﾟｰﾄﾞで泳ぐﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ。前回よりも距離を伸ばし実施

目標１・２）平行潜水強化と平泳ぎﾌｫｰﾑ確認



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

水族館で飼育されている生物の飼育方法や生態について学び、幅広く活用できる。
鰭脚、鯨類、魚等、水族館スタッフの各担当者が授業をおこなう。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分 前期

薬の種類、注射等その治療の特徴、必要な道具を知り治療に関わる上での心構え等を理解する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ウォーターエクササイズⅡ
必修
選択

必須 年次 2 担当教員 あわしまマリンパーク

水族館動物飼育 授業
形態

演習

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（40％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(60％)  　以上の割合で前期評価とします。

飼育動物の登録方法・管理体制を学び知る必要のある条件・法律について知り就業理解を深める

ショーのMCへの取り組みを理解し、水族館の解説と解説版について理解する②

就職活動に向け重要な事を理解、どのような事を心掛けて働く事が大切かを理解する

準備学習
時間外学習

インターシップへ行く際は、必ず事前に施設を調べて下さい。（場所や展示生物など）　各園館でトレーニ
ング方法等、様々です。出来る限り、ショーはもちろんトレーニングの様子を見学して下さい。

カワウソの繁殖周期やハズバンダリーの有用性を理解する

振り返りとしてノートを見返し要点をまとめ理解を深める（ノート提出）

カワウソの国内飼育状況や飼育する上での注意点などを理解する

就職に向けて、必要な事、重要な事などを各自がしっかり理解し、心掛けて実践する事ができる。水族館で飼育され
ている生物の飼育方法や生態について幅広く学び、活用することができる。動物の搬入、輸送の手順や注意点を理
解し、説明する事ができる。

淡島水族館で見られる病気の紹介と飼育以外の仕事の可能性について知り理解する

淡島で行われている移動水族館・園内イベント等について学び求められる人材について理解する

海獣類のかかる病気や動物を飼育する上での注意点、予防に関する認識を高め、理解する

ショーのMCへの取り組みを理解し、水族館の解説と解説版について理解する①

鯨類の新規個体の導入について知り畜養と輸送を中心に学び理解する

鯨類のハズバンダリーを含むトレーニング全般を行うメリットを理解する

鰭脚類における採血・検温・採尿・エコートレーニング等のトレーニング技術を学び理解する

鰭脚類における出産・授乳・離乳等を知り、ブリーディングローン、均衡係数回避等を学び理解する



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
生態系とはなにか、生態系の３つの構成要素の物質循環を理解し、
干潟生態系の生物観察を通して、生態系を構成する生物を学び、さらにサンゴ礁生態系の
生産者・消費者・分解者の役割について考察する
*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】
干潟生態系の生産者・消費者・分解者の物質循環を理解できる。
実際に干潟の観察を行い、生物の棲み分け、生息している生物の種名を理解できる。
干潟の甲殻類の体のつくり、呼吸・摂餌・繁殖方法を理解できる。
サンゴ礁生態系の環境がどのように生物と関連しているのかを学び理解できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

ウォーターエクササイズⅡ 白井　芳弘

前期

自然の仕組みを学ぶ授業です。海でも川でも陸でも同じ仕組みで動いている、それが見えてくると自然を
よりおもしろく見ることができます。

授業で用いたノートの見直しが必要。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

授業計画・内容

ビーチロック、サンゴ飼育への応用について学び、説明できる

前期試験

ふりかえり・試験答え合わせ

サンゴ礁における、サンゴの役割を説明できる

ビーチロックとは、その成因について学び、説明できる

干潟の食物連鎖（干潟における生産者はだれかを考え推察する）

配布プリント、新飼育ハンドブック水族館編　第3集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員

開講区分

サンゴ礁における、サンゴの役割を説明できる

サンゴ礁の形態とその名称、サンゴ礁の役割を説明できる。

サンゴ礁は貧栄養海域（冨栄養と貧栄養とはを説明できる）

干潟の生物（甲殻類の体のしくみ・摂餌方法を説明できる）

干潟の生物（カニ類の分類と棲み分けを説明できる）

干潟の生物観察を行う（観察と採集を行い記録・写真撮影を行うことができる）

干潟の生物観察のまとめレポート作成の方法

海洋生態

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

生物圏とは何か、生物圏の構成要素を説明できる

干潟とは（どこにできるのか、干潟の環境を説明できる）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】
デザインやイラストレーションの基礎演習をする事により、卒業後簡単なコミュニケーションツールやPOP等制作の
基礎を習得し、実践できる。

※実務経験：制作プロダクションや広告代理店に勤務し、現在も企画会社でデザインや絵画制作をしている。
【到達目標】
動物の見せ方や描き方を学び ＰＯＰデザインに応用できる。
文字とイラスト等を利用して、簡単なコミュニケーションツールの作成が出来る。
特に前期では、イラストと言葉によるコミュニケーションの基礎を学び、クリエイティブ制作の基礎としての考え方、
描き方を身につける。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分 後期

作画④

授業計画・内容

前期課題説明・オリエンテーション・ミニ課題

企画①（プランニング）

企画②

企画③

物語①（ストーリー）

物語②

物語③

作画①（ドローイング）

作画②

受講生への
メッセージ

例えば水族館では魚の説明看板、ペットショップではPOP等の販促物など、またお手洗いの表示やキャン
ペーンの看板等の制作は、本来業務ではなくても新入社員にまかされる事が多く、その善し悪しは、評判
や売上に影響を及ぼす事が多くあります。基礎的な知識と作業の方法を身につけておきましょう。前期で
は、紙芝居制作を通して、イラストと言葉によるコミュニケーションの基礎を学びます。

作画⑤

提案①（プレゼンテーション）

提案②

提案③

準備学習
時間外学習

身の回りのデザインを意識して生活するようにする。参考になるものは記録する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（50％）
５．授業態度と参加度（50％）

課題ごとのプリントに基づいて演習を行っていきます。本授業では基礎として白黒、手書きで制作していきますので、
鉛筆、消しゴムの他、黒のサインペンや定規などご用意いただきます（オリエンテーションにて説明）

作画③

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 秦　敏信

アニマルアート 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員
名鉄観光サービス

株式会社

国内地理②関西・中国・四国～九州・沖縄　について学び、知識を深めることができる

イベント運営 授業
形態

講義
演習

開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

旅行会社の基本業務の習得と国内地理・海外地理を覚え、ツアーの仕組み（企画・料金値付け・パンフ作成・PRなど）を
学び、ツアー造成並びにプレゼンテーションを行なうことで、論理的な考え方ができ会話能力を高め、新しい視点からア
イディアを提案できる人材を育成する。
(実務経験)現在は名鉄観光サービス（株）にて海外誘客を担当し、国内外の観光事業について広い見識を持つ。

生物・自然を分り易く解説する方法や自己表現方法について学び、他者に伝えることができる。そのための用意として
必要なプランニング、サービス、テクニックを学び、目的達成とゲストの満足度を叶えるツアーやイベントを企画できるよ
うになる。

授業計画・内容

自己紹介・授業内容説明等のオリエンテーション及び旅行会社について本科目の目的を知り、目標設定ができる　

国内地理①北海道～東北・関東～中部　について学び、知識を深めることができる

テスト内容を振り返り、得た知識をより明確なものにできる

海外地理について学び、知識を深めることができる

世界地理について学び、知識を深めることができる

ツアー造成について検証を行い、サービスとプランニングの意図を考え、ツアー造成の知識を深めることができる

ツアー造成① グループに分かれ、ツアー概要を考えツアー行程表を作成する会話能力を高めることができる

ツアー造成② グループに分かれ、ツアー行程表から料金設定を考え会話能力を高めることができる

ツアー造成③ グループに分かれ、パンフレットを完成するための会話能力を高めることができる

ツアー造成④ グループに分かれ、パンフレットを完成するための会話能力を高めることができる

ツアー造成⑤ グループに分かれ、プレゼン資料を作成するための会話能力を高めることができる

ツアー造成⑥ グループに分かれ、プレゼン発表し審査することにより伝える能力を深めることができる

プレゼン総評とテスト前の復習とテスト対策を行い、それまでに得た知識を確認することができる

テスト：学んだ内容の確認を行い、地理とツアー造成の知識を組み合わせられるようになり、リテラシーが高まる

受講生への
メッセージ

旅行業を通じて旅行業的リテラシーを習得し、ツアーを作り上げていくなかで論理的な考えができ相手に伝
わる会話能力が高まるように楽しく学んでいきましょう。

準備学習
時間外学習

・日本地図、世界地図、地球儀等を見ておおまかな感覚を持っておく
・国内、海外旅行企画時に予め旅行会社へ出向き、興味のある方面のツアーパンフレットを収集する

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（40％）
５．授業態度と参加度（20％）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】 担任が配布する資料(適宜)

冬休みの振り返りを行い、残りの学生生活の過ごし方を改めて考えることができる

We areの進捗と課題を確認し、スケジュールの見直しをすることができる

We areの進捗と課題を確認し、スケジュールの見直しをすることができる

We areの進捗と課題を確認し、スケジュールの見直しをすることができる

後期
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分

社会に出るということ、楽しく生き生きと歳を重ねていくということを、一緒に考える時間だと捉え、卒業後の自分につい
て明るく前向きに想像できるようになる。そしてそのために必要な努力は何かを自ら考えられるようになる。
※実務経験：アドベンチャーワールドに8年間勤務し、内5年間は動物飼育管理業務に携わった。その後、IT企業にて
データ分析業務にも従事。高校理科(生物)教員免許を所持。

一般教養を学び、社会人としての常識と、社会人基礎力を身に付けることができる。

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

日々の学校生活がより充実するように、
また、将来を明るく前向きに想像し、創造するための情報やヒントを伝えます。
皆で想いを共有する時間としても大切にしていきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）定期試験を基本100％とするが、講義への姿勢や課題も加味する。

２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（100％）

卒業に向けた後期の過ごし方を考え、今の自分が卒業後の自分にどのようにつながるか意識できる

エコ教養Ⅱ 授業
形態

講義

We areの進捗と課題を確認し、スケジュールの見直しをすることができる

We areの進捗と課題を確認し、スケジュールの見直しをすることができる

We areの進捗と課題を確認し、スケジュールの見直しをすることができる

We areの振り返りを行い、取り組みの成果から学びを得ることができる

冬休みの過ごし方を考え、計画を立てることができる

We areの進捗と課題を確認し、スケジュールの見直しをすることができる

We areの進捗と課題を確認し、スケジュールの見直しをすることができる

We areの進捗と課題を確認し、スケジュールの見直しをすることができる

ライフワークバランスについて考えるきっかけを掴めるようになる

２年間の学校生活を振り返り、今後の自分がどのように年を重ねていきたいか思い描くことができる

準備学習
時間外学習

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 渡部　あずさ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

人と協力して一つの作品を創ることで協調性を学びそれぞれの役割や特性を知る。
人に喜んでもらうには？楽しんでもらうには？何を求められているかニーズを考え想像力を養っていく。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 西原　麻貴

チームで理想の動物園を創ろう！（みんなで制作）/自分の意見とチームの意見をすり合わせる力をつける

クラフトワークⅡ 授業
形態

講義
演習

開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

自分の意見を伝えて相手の意見もちゃんと聞く。コミュニケーションとチームワークを学び理解力と想像力を身につけ
る。

授業計画・内容

この半年（前期）どんなことがあったかをシェアし、お互いの成長に気づく

2年間の学校生活を振り返って 自分の成長や強み、弱みを改めて理解できる

チームで理想の動物園を創ろう！（発表）/色んな人の意見をどうまとめてどう伝えるか

チームで理想の動物園を創ろう！（発表）/他のチームの発表にも興味を持って聞くこと

チームで理想の動物園を創ろう！（発表）/話す力と聞く力を身につける

商品企画とPOPの作成をしてみよう/まずは自分がどんなものに惹かれるか知る

商品企画とPOPの作成をしてみよう/ニーズを考える力を身につける

商品企画とPOPの作成をしてみよう/想像力を養う

商品企画とPOPの作成をしてみよう/自信を持って堂々とプレゼンする力を身につける

チームで番組制作をしてみよう（役割分担を考えて配置する事）

チームで番組制作をしてみよう（発表）/役割分担を考えられるようになる

チームで番組制作をしてみよう（発表）/人を楽しませる力をつける

チームで番組制作をしてみよう（発表）/お互いの個性を活かしあう事ができる

受講生への
メッセージ

自分の事を理解し、相手の意図を理解し、自分の事をちゃんとアピール出来るようになりましょう！

みんなで座談会/相談会/自分を理解して社会に出て自分らしく生きていけるように

準備学習
時間外学習

社会に出て幸せに働くために。協調性、主体性、想像力と理解力を養いながら楽しく創りましょう！

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（20％）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
猫の教科書（ペットライフ社）　　猫を極める本（インターズー）　　愛玩動物飼養管理士2級教本　第２巻
日本と世界の猫のカタログ　成美堂出版　　　　日本と世界の犬のカタログ　　　成美堂出版

開講区分 後期

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で後期評価とします。

受講生への
メッセージ

学校の猫ちゃん達を授業中に紹介し、猫の体の特徴などを説明します。さらに避妊、去勢手術後の様子も
紹介する予定です。猫アレルギーの方は声をかけてください。

猫の繁殖（特に分娩）について犬と比較しながら説明できる

猫の室内飼養を推奨する理由について説明できる

さまざまな猫種について説明できる

期末試験を実施する

試験返却、解説をする

準備学習
時間外学習

授業内に配布するプリントを授業時間内で作成できない場合、自宅での作成となる場合があります。
この場合は次回の授業内で復習を兼ねて説明し作成の確認をします。

猫の繁殖（特に発情）について犬と比較しながら説明できる

猫の歴史・体のしくみ・習性・飼育管理について幅広く学ぶことでキャットグルーミングや飼養管理の説明ができる。

授業計画・内容

猫と人との関わりについて犬と比較しながら説明できる

品種改良によって作出された猫種、犬種の数や種類の違いについて犬猫の特性をふまえて説明できる

猫を飼養するために望ましい飼養環境について説明できる

猫の身体的特徴（舌、歯、ヒゲ）について説明できる

猫の身体的特徴（眼，鼻、耳、皮膚）について説明できる

猫の身体的特徴（肢、爪、肉球、尾）について説明できる

猫の食性について犬と比較しながら歯や舌などの違いを含めて説明できる

猫の新生仔の発育、発達について犬と比較しながら説明できる

猫の新生仔の飼養方法や飼養環境について説明できる

コンパニオンアニマルにとっての望ましい飼養方法や飼養環境について説明できるようになる。さらに猫の身体的特徴
や繁殖、新生仔の育て方を説明できるようになる。
※実務経験：2001年4月から動物看護師として動物病院に勤務。現在に至る。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅱ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 内藤　小洋子

コンパニオンアニマル 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

受講生への
メッセージ

動物園は、自然保護をうたって自己正当化する一方で、生きた動物を閉じ込めて見世物にするというよう
に、本質的に矛盾を内在した存在です。知れば知るほど、考えれば考えるほど、悩ましい。でも、それが動
物園の面白いところです。苦悩と葛藤のその先に、一緒に踏み出しましょう。
授業内容は、受講生からのリクエストに応じて柔軟に変更します。積極的な参加を期待します。

【使用教科書・教材・参考書】
参考書：動物園学入門（朝倉書店）

解説　：本科目の学びをおさらいし、将来の目標ならびに就職についての展望を抱くことができる

準備学習
時間外学習

講義終了時に、次回の講義での討議材料とする課題を出すことがある。真剣に取り組んで準備してほし
い。
非授業日に動物園（日本モンキーセンター：愛知県犬山市を想定）において３コマ連続の集中講義を予定。
普段から積極的に動物園・水族館や動物飼育の現場を訪問し、「見る目」や「考える力」を養っておくこと。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験50％
2、小テスト0％
3、レポート25％
4、課題成果25％
5、授業態度と参加度0％　　以上の割合で後期評価とします。

試験　：自身の理解度を確かめ、その後の学習における課題を見つけることができる

海外と日本の動物園②　：海外の事例から日本の動物園が抱える課題を認識し、議論できるようになる

海外と日本の動物園③　：海外の事例から日本の動物園が抱える課題を認識し、議論できるようになる

博物館としての動物園①　：動物園の在り方について多面的に考えられるようになる

博物館としての動物園②　：動物園の在り方について多面的に考えられるようになる

動物園における栄養管理　：昨今の動物園が抱える課題を認識し、議論できるようになる

動物園と動物観　：国や文化による動物園の意義や動物観の違いを理解し、議論できるようになる

動物の写真撮影法　：写真の意義について理解し、目的に応じた写真を適切に撮影できるようになる

動物園と保全生物学　：動物園のもつ保全という意義について理解し、議論できるようになる

実地研修①　：校外の施設を見学し、ここまでの学習内容を深く定着させることができる

実地研修②　：校外の施設を見学し、ここまでの学習内容を深く定着させることができる

実地研修③　：校外の施設を見学し、ここまでの学習内容を深く定着させることができる

海外と日本の動物園①　：海外の事例から日本の動物園が抱える課題を認識し、議論できるようになる

セミナー 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

日本の動物園が将来にわたって今と同じように平和に存続し続けられるかどうか考えることができるよう、本授業を通
じて、近年の動物園に関わるさまざまな話題を紹介する。受講者は、動物園に存在する課題を認識し、共に議論でき
るようになる。
※実務経験：2012年度より京都大学および日本モンキーセンター（兼任）。2019～20年度は環境省に勤務。獣医師。

これからの動物園に携わるうえで必要な知識を習得するとともに、アクティブ・ラーニング形式により、さまざまな課題に
ついて考え自分の意見を表現できるようになる。

授業計画・内容

イントロダクション　：本科目の目的・目標を理解できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 綿貫 宏史朗



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 （※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具、飼育作業着

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 有限会社ワンラブ

（目標３）生体の魅力の伝え方、提案方法について実践する　

（目標１）ペットショップの運営に係わる数値管理について説明ができる

セミナー 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

ペットショップの運営形態について説明ができる

ペットショップの業務内容について説明ができる

（目標２）生体の種別・ステージ別の管理方法及び注意点について説明ができる

（目標２）販売接客時に必要な技術の実践と知識の習得

（目標３）CS経営について説明ができる

（目標３）店舗・スタッフに求められることを説明できる

（目標３）商品の付加価値について説明できる

ペットショップの業務には、大きく分けて「販売」「ペット管理」「商品・店舗管理」の3つがあります。これら業務全般に
関する授業を通してペットショップについて学びます。

責任感の習得：動物の健康や命に責任をもって世話をできることが何よりも大切。
伝達：お客様に動物の魅力を伝える。
愛情：動物に対しての愛情を持っている必要があります。
接遇：お客様と大切な繫がりを持つ第一歩が接客。（挨拶）

受講生への
メッセージ

動物好きというだけでは、仕事には成り立ちません。ペットショップは大変だけど、とてもやりがいのあ
るお仕事です。ペットショップで働く、楽しさと大変さを理解したうえで始めることで、より充実した経験を
得られると思います。

準備学習
時間外学習

・挨拶は、人と人の繫がりの中で大切なツールです。必ず「挨拶」ができるよう習得していく。
・店舗実習を通して業務内容を確認＆実践を身に付けていく。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）
２．小テスト（50％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（50％）  以上の割合で後期評価とします。

（目標３）商品の提案方法について実践する　

（目標１）顧客管理の重要性について説明ができる

（目標２）ペットショップの業務に必要なスキル・資格の具体例を知る

（目標２）商品の配置・見せ方、商品管理の方法と重要性について説明ができる

（目標２）商品を比較し違いを説明できる①

（目標２）商品を比較し違いを説明できる②



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

牧場実習を通して、日々の作業について発表を行い、家畜飼育について皆が共有した知識を持つ
１．家畜衛生、家畜疾病、環境衛生を習得する
２．家畜の繁殖について習得する

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 土屋　明彦

伴侶動物の衛生管理について説明、理解することができる

セミナー 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

希望する業界別に分かれたセミナーで、各業界の特殊な知識、技術を学び、活用できる

授業計画・内容

豚の衛生管理について説明、理解することができる

牛の衛生管理について説明、理解することができる

特用家畜の衛生管理(イノシシ、シカ、ダチョウ等）について説明、理解することができる

準備学習
時間外学習

休暇を利用しての牧場巡り

展示動物の衛生管理について説明、理解することができる

馬学①について説明、理解することができる

馬学②について説明、理解することができる

繁殖①(生殖器の構造と性細胞）について説明、理解することができる

繁殖②（発情周期）について説明、理解することができる

繁殖③（受精、妊娠、分娩）について説明、理解することができる

繁殖④（人工授精、受精卵移植）について説明、理解することができる

先進牧場視察

先進牧場視察

提出レポートについて発表

提出レポートについて発表

コアカリ動物衛生学　プリント配布

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（７０％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（３０％）

受講生への
メッセージ

ゆったりとした気持ちと自分の健康管理が大切。日常生活のリズムに心がけよう。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

授業計画・内容

日本の動物園が将来にわたって今と同じように平和に存続し続けられるかどうか考えることができるよう、本授業
を通じて、近年の動物園に関わるさまざまな話題を紹介する。受講者は、動物園に存在する課題を認識し、共に議
論できるようになる。
実務経験：2012年度より京都大学および日本モンキーセンター（兼任）。2019～20年度は環境省に勤務。獣医師。

これからの動物園に携わるうえで必要な知識を習得するとともに、アクティブ・ラーニング形式により、さまざまな課
題について考え自分の意見を表現できるようになる。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

【使用教科書・教材・参考書】
参考書：動物園学入門（朝倉書店）

受講生への
メッセージ

これまで何度も見てきた動物園でも「展示を見る」という観点から見学すると、今まで見落として来た事、気付かな
かった事に気付くことが出来ると思います。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

準備学習
時間外学習

動物園における展示を理解するためには様々な動物園を見学し実地に体感することが大きな助けとなります。
地元の動物園に行くのもよし、旅行に行った時に訪ねるのもよし。機会を見つけて様々な動物園を訪問し
自分の眼で展示を見る経験を積極的に持ちましょう。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験0％
2、小テスト0％
3、レポート0％
4、課題成果0％
5、授業態度と参加度100％　　以上の割合で後期評価とします。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

キーパー実習（移動動物園、各種イベント）で飼育作業を実践する。

セミナー 授業
形態

演習

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 綿貫 宏史朗

エコ・コミュニケーション科
開講区分 後期



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

受講生への
メッセージ ゆったりとした気持ちと自分の健康管理が大切。日常生活のリズムに心がけよう。

【使用教科書・教材・参考書】

改良が進んだ家畜も、動物そのものの生理、習性を持っている。

準備学習
時間外学習 休暇を利用しての牧場巡り

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験0％
2、小テスト0％
3、レポート0％
4、課題成果0％
5、授業態度と参加度100％　　以上の割合で後期評価とします。

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

授業計画・内容

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

牧場実習で飼育作業業務を実践する

セミナー 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

改良が進んだ家畜も動物本来の生理、習性を持っており、規模拡大に伴う飼養管理技術の進歩、機械化等々、
今日の畜産は食料工場を理解し、説明できる。また、家畜は動物であり、生命あるものという意識をもって、
飼育管理全般を理解すること。

牛・豚・鶏などの家畜動物の品種、個体生理、繁殖、飼料、病気など飼育管理する上で必要な知識を学び、実務的
な飼養管理技術を習得して実践できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 土屋　明彦



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】

準備学習
時間外学習

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

1、定期試験0％
2、小テスト0％
3、レポート0％
4、課題成果0％
5、授業態度と参加度100％　　以上の割合で後期評価とします。

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

セミナー 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

ペットショップの業務には、大きく分けて「販売」「ペット管理」「商品・店舗管理」の3つがあります。これら業務全般に
関する授業を通してペットショップについて学びます。

責任感の習得：動物の健康や命に責任をもって世話をできることが何よりも大切。
伝達：お客様に動物の魅力を伝える。
愛情：動物に対しての愛情を持っている必要があります。
接遇：お客様と大切な繫がりを持つ第一歩が接客。（挨拶）

授業計画・内容

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

ワンラブ店舗で飼育業務を実践する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アウトドアエクササイズⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 ワンラブ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 未定

名刺の位置づけを理解しながら、名刺交換のマナーを身に着ける

ビジネスマナー 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

他己紹介ワークにより他者を認めること、他者から認められることによる『自己肯定』を理解する

①ビジネスマナーの基本を理解する
②正しいお辞儀や挨拶により、第一印象をよくすることができる
③具体的事例から「働くこと」をイメージすることができる

ビジネスマナーは、相手を思いやり、相手を大切に思う気持ちを「形にする」ためのスキルです。今から少しずつ準備
し素敵な社会人を目指していきます。

※実務経験：企業や団体へマナーやスキルアップの為のセミナーや講座を行っている。

定期試験

お辞儀やあいさつなど初歩的なマナーを理解し、実践できるようにする

金品管理を理解し、商取引に必要な領収証を正確に作成できるようにする

ビジネスに必要な敬語の基本を学ぶ

接遇事例から、接遇の意味を知り大切さに気づく

ビジネス電話応対事例から、正しいビジネス電話応対を理解し実践できるようにする

ビジネスレター（封筒）の書き方基本を理解する

ビジネスに必要な「報告の仕方」を学ぶ

働くために必要な法律（労働法）を学び理解する

社会人に必要なテーブルマナーを理解する

「はがき」の書き方マナーを知り作成できるようにする

企業訪問に必要なビジネスマナーを理解する

受講生への
メッセージ

ビジネスマナーを知ることは、大人として責任のある働く姿勢を身に着けるための第一歩です。
知識を身に着けることはもちろん、『実際にできること』を意識して講義を進めていきます。
楽しくビジネスマナーを身に付けましょう。

振り返り

準備学習
時間外学習

１．毎回正しいビジネスマナーでのご挨拶ができるか確認します。
２．学んだことを意識して少しづ身に着けていくよう努力しましょう。
３．毎回の授業で「課題」を提出していただきます。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(50％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科
目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【到達目標】
飼料及び消化機能の基本的知識を習得し、動物毎の飼料給餌技能を学び、実践できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

鳥類の飼料（新飼育ハンドブック１）について学び、説明できる。

は虫類・両生類の飼料（新飼育ハンドブック１）について学び、説明できる。

肉食獣の飼料（新飼育ハンドブック１）について学び、説明できる。

草食獣の飼料（新飼育ハンドブック１）について学び、説明できる。

雑食獣の飼料（新飼育ハンドブック１）について学び、説明できる。

消化生理について学び、説明できる。

サル類の飼料（新飼育ハンドブック１）について学び、説明できる。

エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分 後期

えづけ～採食の心理について学び、説明できる。

動物の栄養 授業
形態

講義

動物園歴４０年の経験を活かし、特に飼育経験や飼育職員教育の実践を踏まえ、繁殖についての基本的知識と
動物毎の繁殖特性等を習得し、就職後に担当動物の繁殖技能が実践できるようにする。
実務経験：長崎鼻パーキングガーデン7年(1970～1977)獣医師、飼育員として勤務。富士サファリパーク34年
(1979～2013年)飼育業務、獣医業として勤務。

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科
目

公衆衛生・関連法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 片井　信之

飼料について総まとめを行い、理解し説明することができる。

飼料総論（新飼育ハンドブック１）について学び、説明できる。

飼料の調達、管理（新飼育ハンドブック１）について学び、説明できる。

消化器形態について学び、説明できる。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：新飼育ハンドブック動物園篇1（日本動物園水族館協会）
参考書：動物園学入門（朝倉書店）

受講生への
メッセージ 専門学校で学んだ様々な事項につき、今一度飼料をもとにした飼育管理を学ぶ

前期試験

試験の解説

準備学習
時間外学習

授業での受講時に内容の理解に努め、分からない事、疑問に思った事等について、積極的な質問をし
てもらいたい。また現在起きている時事事項について、関心をもって自分で調べる等してもらいたい。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）定期試験を基本100％とするが、講義への姿勢や課題も加味する。

２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

動物とのふれあいについて学び、説明できる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

これまで何度も見てきた動物園でも「展示を見る」、という観点から見学すると、今まで見落として来た事、
気付かなかった事に気付くことが出来ると思います。将来の仕事として積極的に動物園を見学するようにし
てください。また、授業を受けるにあたっては、必ず教科書を忘れず持参し、遅刻をしないように気を付けて
ください。授業中の私語やスマホの使用は厳禁です。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（90％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(10％)   以上の割合で後期評価とします。

後期試験

後期学習内容の総括

準備学習
時間外学習

動物園における環境エンリッチメントを理解するためには様々な動物園を見学し実地に体感することが大き
な助けとなります。地元の動物園に行くのもよし、旅行に行った時に訪ねるのもよし。機会を見つけて様々
な動物園を訪問し自分の眼で展示を見る経験を積極的に持ちましょう。

評価方法

開講区分

衛生動物の誘引と環境エンリッチメントの関連について、その考え方を説明できる

個体の福祉と環境エンリッチメントについて学び、説明できる

動物の生理学的健康と環境エンリッチメントの関連を知り、伝えることができる

閉園時間中の環境エンリッチメントの方法を学び、その実践方法について伝えることができる

飼育環境の改善手法としての環境エンリッチメントを学び、その考え方を説明できる

飼育環境の制約を軽減する手法として学び、それをお客様にいかに伝えるか考えることができる

展示の意味と環境エンリッチメントの意味の整合性を伝えられる工夫を説明できる

環境エンリッチメントと展示効果の対立について説明できる

寝室における環境エンリッチメントの意味について説明できる

混合飼育における事故について説明することができる

給与飼料による健康管理問題への考え方を説明できる

有害植物と環境エンリッチメントの関連について説明することができる

野生動物の「環境エンリッチメント」について詳細に学び、身に付け、自らのスキルとし、学生一人一人が各自オリジナ
ルの環境エンリッチメントに関するアイデアを発想できる。

後期

担当教員は1974年4月から2012年3月まで大阪市天王寺動物園に勤務した。この間得られた経験や知識を活かし、動
物園という博物館相当施設で実施しなければならない多岐に亘る業務の中でも、「環境エンリッチメント」という、飼育
下環境でも野生動物を生理学的のみならず心理学的にも健康に飼育する手法について詳細に教授する。

教科書：新飼育ハンドブック動物園編４（日本動物園水族館協会）
参考書：動物園学入門（朝倉書店）

動物園における環境エンリッチメントという概念を理解し、説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 長瀬　健二郎

動物園研究 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】 新飼育ハンドブック動物園篇（日本動物園水族館協会）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 長谷川　明子

個体維持行動：探索行動を説明でき、代表的な動物の行動が紹介できる

動物行動学 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

哺乳類を中心に動物の行動について、理解します。そして、代表的な動物の特徴的な行動を理解します。
また、動物の行動特性を理解した、理想の動物展示を考えます。

※実務経験：ビオトープ計画管理士1級。尾張西部生態系ネットワーク協議会会長。日本生態系協会評議員。

動物を群れで飼育する上で必要な動物の行動や、集団形成の意義、順位となわばりなど、動物行動の基本概念を学
び、説明・活用することができる。(動物の行動の見方が身につき、代表的な動物の行動特性について人に伝えられる
ようになる。動物の行動を活かした、理想の展示が提案できるようになる。バイオーム展示（生態展示）での問題点に
気づけるようになる。)

授業計画・内容

行動とは何か？　行動の分類、個体識別方法について説明できる

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物の魅力を活かせる理想とする動物展示を検討し、そのアイデアをイラストや文章で説明できる

個体維持行動；採食行動を説明でき、代表的な動物の行動が紹介できる

個体維持行動：休息・護身・攻撃行動を説明でき、代表的な動物の行動が紹介できる

社会行動：集団・社会様式・順位を説明でき、代表的な動物の行動が紹介できる

社会行動：性行動を説明でき、代表的な動物の行動が紹介できる

社会行動：母性・育児行動を説明でき、代表的な動物の行動が紹介できる

異常行動：異常行動が説明でき、代表的な動物の行動が紹介できる

行動と施設・動物の福祉について考え、他者と意見交換できる

代表的肉食動物における特徴的行動が紹介できる

代表的草食動物における特徴的行動が紹介できる

霊長類における特徴的行動が紹介できるようになる

バイオーム展示（生態展示）における見どころと課題について提示できる

受講生への
メッセージ

行動には必ず意味があります。動物の行動の意味を理解し、その魅力が伝えられる人になれるようにてい
きましょう。そして、動物と人とをつなぐ動物の代弁者になれるように一緒に学びましょう！

理想とする動物展示を提案して発表し、他者と意見交換ができる

準備学習
時間外学習

・2回目から講義の初めに毎回3分間の動物の特徴的行動（みどころ）に特化したプレゼンを行います。
・あなたの好きな動物の魅力を伝えられる理想的な動物展示を考えてもらいます。
・普段からどうしたら興味を湧きたてられるか、TVなど参考にして、プレゼンに活かして下さい。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（50％）
４．課題成果（50％）
５．授業態度と参加度（％）



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教材：ノート、筆記用具のみ

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 渡部　あずさ

動物飼育演習Ⅱ 授業
形態

講義 演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

【授業の学習内容】（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育員に必要な観察力、洞察力、思考力を学び実践できるようになる。

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

受講生への
メッセージ

この授業をきっかけに飼育室での改善なども積極的に行い動物を飼育する際に必要な観察力、考える力
を身に付けて下さい。

社会に出るということ、楽しく生き生きと歳を重ねていくということを、一緒に考える時間だと捉え、卒業後の自分につい
て明るく前向きに想像できるようになる。そしてそのために必要な努力は何かを自ら考えられるようになる。
※実務経験：アドベンチャーワールドに8年間勤務し、内5年間は動物飼育管理業務に携わった。その後、IT企業にて
データ分析業務にも従事。高校理科(生物)教員免許を所持。

飼育室の動物を管理を学び実践できる

準備学習
時間外学習

グループワークで発表したことをデータで取りまとめ各班で情報の共有をします。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（100％）   以上の割合で前期評価とします。

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の管理についてグループワークをし学び飼育室動物をより良い環境で飼育できるよう実践する

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる

飼育室の動物を管理を学び実践できる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
各種図鑑を教科書とします。講師作成資料を適宜配布します。映像資料を適宜使用します。

バードウォッチング・アニマルウオッチング・ツリーウオッチング… etc.　自然観察を楽しもう！　

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関連法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 山田　一孝

野生動物管理Ⅱ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

開講区分

試験直前復習、補足講義、出題範囲説明、質疑応答

フィールドサイン（以降 FS と略称）とは何か。足跡・糞・食痕が三大FS。FSを読む。

FSが語る野生動物の生態。ニホンカモシカ調査を例として、何が読み取れるかを解説する。

地元のバードウォッチングスポット「伊良湖岬、秋のタカの渡り」。冬鳥・夏鳥・旅鳥・留鳥とは

足跡の識別。在来種哺乳類及び、類似の外来種哺乳類の識別チャートで足跡の見分けを学ぶ。

糞から分かること。糞の内容物を分析して「食性」を調べる。野外での糞の識別。

食痕を読む。植物に残る植物食動物の食痕、動物食動物は「喰い残し」を残す。その識別。

その他のFS　獣道・ねぐら・巣穴・ため糞・ヌタ場etc.　マーキング・サインポストとしてのFS

野生動物の生息環境を植生＝植物環境から見る。落葉樹・常緑樹・針葉樹・広葉樹の違いと分布

森林と共生する動物。種子を運ぶのは誰か？植生遷移、植物の進化と分類

（野外実習）バードウォッチング、名古屋城お堀のカモ類の観察。

前回の野外実習の成果まとめ。レポート作成。

対象種に応じた手法を適切に選択し、調査計画を立案し実行出来ること。

後期

野生動物の生息地（フィールド）に赴き、野生動物の生態及びその生息環境を、観察・調査・研究する（フィールドワー
ク）事が出来る。知識・技術・安全管理の方法を身につける。
実務経験：林学科森林動物研究室卒、1995年より環境アセスメント業務に従事。専門領域は陸生哺乳類・鳥類・両生
類・爬虫類

受講生への
メッセージ

自然観察は楽しいものです。ぜひ自分の専門技能のひとつとして身につけて、楽しんでください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（50％）　以上の割合で評価とします。

筆記試験

試験の返却と解説。振り返り

準備学習
時間外学習

授業内で扱った生物種や事象について、授業後に検索等で確認しておきましょう。特に姿を画像で確認する
ことは有益です。

評価方法

1



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

プリント等

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 野呂　達哉

③ワニ目の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

両生類・爬虫類研究 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

授業ガイダンスを通して、授業の意図や流れを理解できる。

①ワニ目の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

②ワニ目の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

・両生類、爬虫類に関して、正しい知識を身に付け、適切な飼育管理や情報の伝達ができるようになる。

*2006年から現在に至るまで、大学で講義を行い、2011年からはなごや生物多様性センターで外来種の防除や環境
保全に関わってきた。2021年より四日市大学特任准教授となる。

・２年生では主に爬虫類に関して学び、適切な飼育管理ができるようになる。

準備学習
時間外学習

その週に学んだ単元の復習

①有隣目（トカゲ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

②有隣目（トカゲ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

③有隣目（トカゲ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

①有隣目（ヘビ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

②有隣目（ヘビ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

③有隣目（ヘビ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

両生類・爬虫類の採集方法に関して学び、説明できる。

ワシントン条約について学び、附属書の内容を理解できる。

後期のまとめ・試験範囲の説明

後期テスト

テスト返却・振り返りを通して授業内容の理解を深めることができる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で後期評価とします。

受講生への
メッセージ

両生・爬虫類飼育に関わる問題点を十分に理解し、覚悟と責任感を持って、飼育に臨んでください。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

一般教養を学び、社会人としての常識を身につけ社会人基礎力を身に付ける事ができる。

【到達目標】

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

スケジュール帳、メモ帳、筆記用具

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

２年前の自分を思い返し、この２年間で培ったものを改めて再認識しましょう。
そして、胸を張って社会人になれるよう、残りの学生生活を過ごしてください。

冬休みの振り返り。今後のスケジュールを確認し、理解する。

1年間の振り返りを行い、

今後のスケジュールを確認。各自のスケジュールを立て、目標設定をすることができる。

２年間の振り返り。社会人としての目標設定を行い、計画を立てることができる。

準備学習
時間外学習

We are制作は、プレゼンテーションも大切です。「発表する」練習もしっかり行って下さい。

冬休みの過ごし方について考え、計画することが出来る。

授業計画・内容

前期の振り返りを行い、得た事をもとに今後の目標を立て準備する事ができる。

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況の確認を行い、計画を立てることができる。

マネー講座を受講し、将来の目標、今後のビジョンを描くことができる。①

マネー講座を受講し、将来の目標、今後のビジョンを描くことができる。②

マネー講座を受講し、将来の目標、今後のビジョンを描くことができる。③

We are制作に取り組むことができる。①

We are制作に取り組むことができる。②

We are制作に取り組むことができる。③

スケジュールの確認、就職活動状況を説明することができる。

１年間の振り返りを行い、次に行わなくてはならないことを理解することができる。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 内田　綾

エコ教養Ⅱ 授業
形態

講義 後期
エコ・コミュニケーション科

開講区分



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】

※実務経験：株式会社あわしまマリンパーク５年勤務。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

馴化、感作、古典的条件付け、オペラント条件付けなどの学習理論を理解し、説明できる。

仔犬のトレーニング内容と方法を学び、知識を身に付け、説明することができる。

パピークラスやパピートレーニングの基礎知識を身に付け、説明できる。

年齢別の健康管理、各機能の変化を行動から読み取ることができる。

犬の本能・考え方・行動による意味を理解し、犬の年齢別にしつけ・コントロールができ、飼い主に適切なアドバイス
ができる。

飼い方の基本、正しい手入れ健康管理を年齢別に説明できる。

犬の保定、抱き方、近づき方を理解し、実践できる。

ペットの適性飼育を推進するための必要な対策を説明できる。

年齢別にかかりやすい病気を学び、予防する知識を身に付け、説明できる。

犬種別にかかりやすい病気を学び、予防する知識を身に付け、説明できる。

犬の発育段階の名称・期間及びそれぞれの特徴についての基礎知識を身に付け、説明できる。

評価方法

受講生への
メッセージ

犬と接する際にはまず犬の心や行動学を学び身に付けてください。その上で、卒業後に即戦力となれる
ような知識を身に付けて下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％） 以上の割合で後期評価とします。

犬の扱い方、犬のメンタルトレーニングを行うため必要な事を学び、説明できる。

後期

配布プリント

犬を飼う際に必要な知識、健康な仔犬の見分け方、注意すべきことを理解し、説明できる。

ドッグケア 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

開講区分

試験

試験返却、解説

準備学習
時間外学習 犬のライフステージにおいて、あらゆる環境や病気について学び、授業の復習を行ってください。

授業計画・内容

ライフステージに合った犬の生活環境について学び、説明・指導できるようになる。

犬の補色、排泄、休息、グルーミング行動などの維持行動についての基礎知識を身に付け、説明できる。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 鯉江　千晶



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関連法規
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 髙山　清次

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律を理解し説明できる。

動物関連法規 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

ドッグトレーナーとして必要になると考えられる動物関連法規を学び、理解し他者へ説明できることを目的としている。
※獣医師（獣医学博士）であり、大阪ECO動物海洋専門学校校長、東京コミュニケーションアート専門学校副校長、各
姉妹校への授業において幅広い分野の科目を担当.

ドッグトレーナーとして仕事をしていく上で、かならず必要となる動物関連法規を理解し、実践で活用できるようになる
ことを目的としている。

授業計画・内容

動物業界における関連法規の概略について理解し説明できる。

家畜伝染病予防法の成り立ちについて理解し説明できる。

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（ペットフード安全法）を理解し説明できる。

開講区分 後期

準備学習
時間外学習

学校の図書やインターネットを利用して講義の範囲内を予習・復習する。

狂犬病予防法について理解し説明できる。

身体障害者補助犬法について理解し説明できる。

動物の愛護及び管理に関する法律について理解し説明できる。

獣医師法、獣医療法について理解し説明できる。

特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律について理解し説明できる。

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理解し説明できる。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律について理解し説明できる。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律について理解し説明できる。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）を理解し説明できる。

期末試験を実施する。

試験返却、解説をする。

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

受講生への
メッセージ

動物関連法規は、将来ドッグトレーナーの仕事をする上で、必要な科目なので、しっかりと勉強しましょう。



開講科目 総時間 30

学科 （単位） （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関連法規
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 上野　愼子

④ビタミン：脂溶性ビタミンの特性　/　役割　/　体内の変化　/　多く含む食材

食餌と栄養 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

・犬に必要な６大栄養素について飼い主に説明できるまでの知識を身につける。
・犬のライフステージに合った食事から飼い主に提案できる知識を身につける。

授業計画・内容

オリエンテーション、犬の身体の構造、食べてから排泄までの過程

①炭水化物：消化吸収　/　体内の変化　/　多く含む食材

②たんぱく質：消化吸収の過程　/　体内の変化　/　多く含む食材

③ミネラル：役割　/　特性　/　主なミネラル　/　体内の変化　/　多く含む食材

より高いサービスをおこなうためにペットマッサージについてしっかりとした知識をつける。
飼い主に幅広いアドバイスができるよう知識をつける。
※2007年よりドッグアロマ・ドッグマッサージスクールを運営　大阪コミュニケーションアート専門学校（大阪）、エコー
ペットビジネス総合学院（兵庫）、ルネサンス・ペット・アカデミー（浜松）などで授業をおこなう

⑥脂質：役割　/　分類　/　体内の変化　/　多く含む食材

水、必要なカロリーを計算する（活動時と安静時のカロリー量）

フードについて①　歴史、製造方法、ペットフード安全法　

フードについて②　ラベル表記、フードの選び方　

食餌の種類、それぞれの食餌のメリットデメリット

【使用教科書・教材・参考書】
配布資料

開講区分 後期

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（50％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．実地試験(0％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

栄養学は少し難しい部分があります。しかし、犬の体をつくるために食べ物はとても重要です。この授業を
受けることにより、栄養素が必要であるかを知ることで、個体にあったフードを選ぶ知識を身につけること
ができます。確実に知識を身につけるため毎回授業ごとに前回授業のミニテストを実施します。ノート、筆
記用具は忘れないようにしましょう。

ライフステージごとの栄養管理

病気のときの栄養管理

筆記テスト

振り返り

準備学習
時間外学習

市販されているフードの原材料ラベルをみてどのような材料が使用されているかを各自で調べておきま
しょう。

⑤ビタミン：水溶性ビタミンの特性　/　役割　/　体内の変化　/　多く含む食材



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 トリミングⅠ
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 菅田　一枝

グルーミング技術の基礎である保定のバリエイションを習得できる

グルーミング演習Ⅰ 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

前期で習得した基礎知識を活用し、より犬に負担をかけない保定技術を実践しグルーミングできる。

※名古屋ロイヤルグルーミング学院研究科卒業。ペットマッサージセラピスト資格取得。

モデル犬の個体差を理解しコントロールしながらグルーミングが実践できる。

授業計画・内容

前期までのグルーミング技術の基礎を見直し、実践できる

実技テスト

グルーミング技術の基礎であるダブルコートのブラッシングが実践できる

グルーミング技術の基礎であるベージング技法のレベルアップが実践できる

シニア犬のグルーミング技術が実践できる

基本作業、ドッグマネキンのブラッシングが実践できる

基本作業、ドッグマネキンのブラッシングが実践できる

基本作業、シザーリングのテクニックが習得できる

基本作業、ドッグマネキンのカットが実践できる

基本作業、シザーリングテクニックのレベルアップが実践できる

基本作業、クリッピング技法のレベルアップが実践できる

基本作業、各自でタイムスケジュールを作成し実践できる

指定時間内に仕上げるシュミレーションを実践できる

受講生への
メッセージ

犬と関わり合う仕事をするというプロ意識を持ち、経験を積みましょう。

グルーミング道具、機材一式。

テストの見直し

準備学習
時間外学習

飼育犬、モデル犬の観察、世話、掃除等でコミュニケーション力を上げる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位)

【授業の学習内容】
補助犬の訓練方法を自ら考え、提案することができる。計画、見直し、実践できる。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

リード

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 木村　有希

補助犬トレーニング演習 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

トレーニング計画を習得し、実践できる

授業計画・内容

補助犬（介助犬・聴導犬）の社会科、現状の理解をすすめ、訓練技術の習得を実習を通して習得し、身に付け、実践
できる。また、指示のあった課題を犬が行うだけでなく、実働犬として介助動作として通用するレベルまでトレーニング
することを、視野に入れて訓練方法を設定し、実践できる。

担当犬を決め、後期課題を担当犬の適正能力、経験を踏まえて自ら設定し、実践できる

開講区分 後期

※実務経験：介助犬をそだてる会１年半勤務。日本介助犬トレーニングセンター５年勤務。京都アシスタントドッグ育
成協会に勤務、現在に至る。　　JKC公認訓練士である。

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

受講生への
メッセージ

将来の自分の職業に対して、繋げていけるように取り組んでください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（20％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（80％）　以上の割合で後期評価とします。

テスト

振り返り

準備学習
時間外学習

毎回のトレーニング前に、トレーニングの計画を立てておく。
また、見直しや考察を常に行うこと。

評価方法

トレーニング計画を実践できる

決めた課題のトレーニング方法を考え、最終目標は実際に介助犬として活動・実践できる

決めた課題のトレーニング方法を考え、最終目標は実際に介助犬として活動・実践できる

トレーニングを行いその都度、トレーニング方法を考察し再考を繰り返し、実践できる

トレーニングを行いその都度、トレーニング方法を考察し再考を繰り返し、実践できる

トレーニング計画を実践できる

トレーニング計画を実践できる

トレーニング計画を実践できる

トレーニング計画を実践できる

トレーニング計画を実践できる

トレーニング計画を実践できる

1



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】
病院に来院する実際の飼い主様の現状を伝え、今後トレーナーとしてどのようなアプローチでトレーニングしていくか？
実際の例を考え、より現場で活躍できるようにする。
※実務経験
1994年～現在まで動物病院にて動物看護師として勤務
【到達目標】

トレーナーとして、ケガや病気の際に出来る処置を学び、説明、実践することができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

配布プリント等

開講区分 後期

まちがいさがし　（実際の例をあげる）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅱ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 近藤　千津子

ドッグサポート演習 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

春に向けて役立つこと③混合ワクチンについて学び、説明できる

病院で多い悩み①どのような悩みがあるのかについて学び、説明できる

病院で多い悩み②アプローチの方法（解決法）についてのグループワークを行うことができる

病院で多い悩み③現場でどんな対応をしているかについて学び、説明できる

病院でなぜトレーニングが必要なのか①危険な事とは何かについて学び、説明できる

病院でなぜトレーニングが必要なのか②病院でのトラブルについて学び、説明できる

病院でなぜトレーニングが必要なのか③防ぐ方法はどのようにするのかについて学び、説明できる

病院で困った人がいた時①グループワークについてのグループワークを行うことができる

病院で困った人がいた時②なぜ伝えても伝わらないのかについて学び、説明できる

病院で困った人がいた時③心掛けて良かったことについて学び、説明できる

春に向けて役立つこと①狂犬病について学び、説明できる

春に向けて役立つこと②フィラリアについて学び、説明できる

社会に出て仕事を続けるモチベーションについて学び、説明できる

社会に出て仕事を続けるモチベーションについて学び、説明できる

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

学校で学んだ事を社会で活かせるように。
即戦力となり、活躍できるようになって欲しいです。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(20％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科
目

総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科
目

飼育概論Ⅱ
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 中根　知子

アジリティ演習Ⅱ 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

各自コースを考え組み立て方を習得（作成～設置・計測）→発表→ハンドリングを考え習得し、実践できる

授業計画・内容

アジリティートレーニングを通じ犬とのコミュニケーション上達を図る。また別分野での使い方を考え習得し、実践できる。

犬のレベルに応じたハンドリングを習得し・実走できる

※実務経験：株式会社梅香荘警察犬家庭犬学校で１５年４か月勤務。その後、ドッグスクールワンを設立。
ジャパンケネルクラブ公認訓練士、日本警察犬協会公認訓練士として活躍している。

レベルを考えたコースデザインの作成、説明が出来る。
コースの難易度やハンドラーと犬の技術を考えた上でより良いハンドリングを習得し、実践できる。

開講区分 後期

準備学習
時間外学習

アジリティーハンドリングは犬によって大きく変わり、感覚的なものを養わないと上達しないので、空き
時間に自習として、扱う犬を想像しイメージトレーニングを行ってください。コース図作成は決められた
ルールの中に課題を盛り込み作れるようにしましょう。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

※配布プリント、コース図案用ホワイトボードなど

習得したアジリティー技術を別分野で活かし方を学ぶ

犬のレベルに応じたハンドリングを習得し・実走できる

犬のレベルに応じたハンドリングを習得し・実走できる

犬のレベルに応じたハンドリングを習得し・実走できる

各自コースを考え組み立て方を習得（作成～設置・計測）→発表→ハンドリングを考え習得し、実践できる

各自コースを考え組み立て方を習得（作成～設置・計測）→発表→ハンドリングを考え習得し、実践できる

各自コースを考え組み立て方を習得→発表→ハンドリングを考え習得し、実践できる

各自コースを考え組み立て方を習得（作成～設置・計測）→発表→ハンドリングを考え習得し、実践できる

各自コースを考え組み立て方を習得（作成～設置・計測）→発表→ハンドリングを考え習得し、実践できる

各自コースを考え組み立て方を習得→発表→ハンドリングを考え習得し、実践できる

各自コースを考え組み立て方を習得（作成～設置・計測）→発表→ハンドリングを考え習得し、実践できる

受講生への
メッセージ

ハンドリングをするだけでなく、レベルに応じたコースデザインなど将来的にアジリティーの需要に対し
て幅広い対応力を身に着ける授業を行います。
【持ち物・準備】筆記用具・動きやすい服装・靴・リード・物品

テスト（筆記・実技）

テストの解答合わせ



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】
実際の訓練士のしつけ教室を、身をもって経験出来、即戦力を身につけ、実践できる。
家庭犬として、必要最低限の訓練技術を身につけ、実践できる。
飼い主様とのやり取りを通じて、接客の大切さを学び、実践できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

発表会の通し練習を行い、動作の確認をしながら実習を行う

開講区分 後期

しつけ教室　服従訓練＋発表会の構想を練ることができる

家庭犬しつけ教室 授業
形態

演習

しつけ教室　服従訓練＋発表会部分練習の実習を行う

しつけ教室　アジリティの訓練と発表会の練習の実習を行う

しつけ教室　アジリティの訓練と発表会の練習の実習を行う

発表会の通し練習の実習を行う

発表会の通し練習を行い、修正点と変更点について考えることができる

しつけ教室　服従訓練＋発表会の構想を出し合うことができる

しつけ教室　服従訓練＋発表会構想を実際に練習するため、実習を行う

しつけ教室　服従訓練＋発表会部分練習の実習を行う

しつけ教室　服従訓練＋発表会部分練習の実習を行う

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 垣見　茂美

しつけ教室　服従訓練＋発表会部分練習の実習を行う

一般家庭の愛犬を飼い主様よりお預かりし、家庭犬のしつけ訓練の実習を行う。一年を通して、担当犬を決めてしつ
け訓練をし、飼い主様への報告において、コミュニケーションの取り方を習得し、実践できる。
※実務経験：愛知豊橋警察犬訓練所５年勤務。JKC公認訓練士、日本警察犬協会公認訓練士、DBCA公認ドッグビヘイビアリス
トの資格を持っている。

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

発表会の通し練習を行い、動作の最終確認をしながら実習を行う

リード、配布プリント

受講生への
メッセージ

発表会は飼い主様が見学に授業に参加されます。飼い主様へのご協力を感謝し、成果でお返し出来る様
クラス皆で協力して良いものを作れるように一生懸命取り組みましょう。

後期実技試験

しつけ教室発表会

準備学習
時間外学習 発表会の構想を授業時間外で考え、クラスで話し合いまとめておく

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（10％）
４．課題成果（10％）
５．授業態度と参加度（％）   以上の割合で後期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

前期の振り返り、授業への理解、関心を深めることができる

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

受講生への
メッセージ

プロの指導や方法論を学び、管理するため、生活するために必要なしつけや訓練を学びましょう。
犬のプロになるために頑張ってください。

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

試験

振り返り

準備学習
時間外学習

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．実地試験（40％）   以上の割合で後期評価とします。

中間試験　飼育管理の方法について他者に説明することができる

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

授業計画・内容

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

飼育管理しながら、その方法について意見交換することができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択 年次 2 担当教員 髙津　幸平

犬の飼養管理Ⅱ 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

犬の飼い方の基礎となる飼養管理方法、犬と人が共存するための必要なコミュニケーション方法を身に付け、説明で
きるようになる。

これまで学んできた飼育管理において、その方法を実践することはもちろん、他者と意見交換することやお客様に説
明できるようになることは重要と理解し、実践できる。
※実務経験：小牧警察犬訓練所に４年２か月勤務。その後、Happy　Ｆｌａｔを設立。
ジャパンケネルクラブ公認訓練士、岐阜県動物愛護推進員として活躍している。

開講区分 後期

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 沖田　恭子

自分のことを客観的に見ることが出来るようになる。そのうえで自分のことをアピールできるようになる。就職後お客
様とのコミュニケーションに活かしていけるように実践を交えて学習する。

自己表現力（人前での話し方）プレゼンテーションの方法を養い、人前で話すこと、話をしっかりと聞くことを実践でき
る。また、飼い主様に説明をするときの心構えや話し方をグループワークを通して身に付けていきます。

プレゼンテーション 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

手紙・字のバランス、行間などを理解できる

授業計画・内容

電話対応：名乗りからなど基本的な電話の対応が実践できる

挨拶の仕方：会社訪問にてのマナーを理解できる

挨拶の仕方・・名刺交換、名刺の置き方を理解できる

準備学習
時間外学習

企業へのメールの書き方、注意点を学びビジネスマナーを身に付ける

喜びの認識：人からされて嬉しかったことを共有し考え方、とらえ方の違いを理解する

人への尊敬:影響された人のエピソードを発表（人、内容を細かく記述）尊敬・影響を共有し視野を広げる

クレームへの対応力：されて嫌だった事例を発表。人の事例をもとに対応方法を話しあい共感することが出来る

クレームへの対応力：技術面で失敗してしまった時の対応方法をグループごとに考え対処法を身に付ける

クレームへの対応力：動物へのケガに対する報告・謝罪の仕方を意見交換し相手の気持ちを考える

イレギュラーな事への対応力：動物が熱中症になったっ時の対処法を皆で考え意見をまとめる

イレギュラーな事への対応力：ノミ・ダニを発見した時の対処法を皆で考え意見をまとめる

観察力の強化：隣の人の良いところを発表する。長所を見つけ伝えることで喜びの共有ができる

後期テスト

振り返り

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

自分の考えていることをわかりやすく人に伝えられるように頑張っていきましょう



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

資料配布の場合があります。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 三浦　彩

エコ教養Ⅱ 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

他者のトリミングを一通り見学し、動物の見せ方・視点・ハサミの動きを見学する

担任とクラスメートとのコミュニケーションを図り、社会人となる心構えを学ぶことが出来る。

授業計画・内容

前期の振り返りをし、後期の目標を立てる　

グルーミング検定に向けて確認が出来る

グルーミング検定実施

WeareECOパワーポイントの作成　面談　就職活動の確認

WeareECO発表原稿の作成　（パワーポイントを使用しながらの表現力を実践できる）

WeareECO発表原稿の作成（パワーポイントを使用しながらの表現力を実践できる）

WeareECO発表の役割分担をし練習をする（時間計画ができる）

WeareECO計画から発表までの振り返りを行うことが出来る

受講生への
メッセージ

自分の意見をしっかり持ち、相手の意見を主張出来る様に思いやりを持って授業を受けてください

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びを与えることができるサービスマインドを持てる

準備学習
時間外学習

課題を出す場合があります。クラスメイト同士で相談し合う場合があります、自分の意見をしっかりまとめ
るようにしてください

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

組織の中で働くということの説明と確認をする

１年間の振り返りをし、冬休みの過ごし方確認をする

冬休みの振り返り　今後のスケジュール確認

卒業制作　コラージュ作成

後期の振り返り

２年間の振り返りをし社会人としての目標を再確認する



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 酒井　喜志子

マルチーズグルーミングテクニックペットカットの図解が説明できる

グルーミング理論Ⅱ 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

長毛種を学び、歩様学、ショールール、ハンドリングとショートレーニング、接客、経営、グループコーチング傾聴体
験、プレゼンテーションを行う。トリマーの心得と会話力、しぐさ、クレームへの姿勢と対応ができるようになる
※ワールドグルーマースクールで主任講師を35年を務める。ジャパンケネルクラブ公認　トリマー教士
単犬種審査資格・愛犬飼育飼養管理士取得。名古屋セントラルケネルクラブ代表

ペットドッグ、ショードッグと犬業界の各分野に精通できるように知識を身に付ける。将来に向けて人と犬との豊かな暮
らしを提案して専門知識を生かして愛犬家の方々に感動を与えることが出来る、社会貢献と動物愛護精神を持つこと
ができるようになる

授業計画・内容

犬種学：マルチーズのスタンダードを学び歴史の説明ができる

後期筆記テスト

犬種学：ヨークシャテリアのスタンダードを学び歴史の説明できる

ヨークシャテリアのグルーミングテクニックを学びペットカットを実習で実践できる

犬種学：ポメラニアンのスタンダードを学び歴史の説明ができる

ポメラニアンのグルーミングを学びペットカットの図解が説明できる

犬種学：シーズーのスタンダードを学び歴史の説明できる

シーズーのグルーミングとペットカットの図解が説明できる

グループコーチングプログラム（①POP/DM制・発声とクレーム対応力）効果を実感し人に伝えられる

グループコーチングプログラム（②傾聴体験とミーティング体験）自分の意見が言える

グループコーチングプログラム（③チームエチュード体験）で意見を一つにまとめる事ができる

歩様学とドッグショールールの説明できる

ショードッグトレーニングとハンドリングテクニックの説明できる

受講生への
メッセージ

犬業界へ入るスタート前、最後の座学になります。お客様から信頼されるプロトリマーは答えを出す事が
重要です。犬が好きで自分の仕事が楽しいと思うにはモチベーションも大切です。諦めずにやり遂げるこ
とで自信に繋がります。人財になれるように有能なスタッフでリーダーになれるようセルフプロデュース
行ってください。

JKCスタンダードブック・トリマー教本・ECOトリミングテキスト・欧米専門書

専門的な理論知識を得て知恵を養いプロトリマーとしての意識を向上させていくことができる

準備学習
時間外学習

実技演習中での体験での質疑を座学の授業で確認したり、絵を描くことでカットシルエットを捉え自分の
センスを養いながらイメージを膨らませる、傾聴体験でサロンワークのシュミレーションを行います。各自
斬新なアイディアを共有したりするので自主的に予習を行ってください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関連法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 土屋　美穂

生物学・分類学の基礎を理解し、講義で取り上げる種それぞれの特徴を捉えられるようになる。種ごとの魅力を自ら
の言葉で人に伝えることができるようになる。各種に適した飼育管理の方法を自ら考えられるようになり、提案もでき
る。
※実務経験※本校卒業後、動物園に飼育員として14年2ヶ月勤務。

エキゾチックアニマルへの正しい向き合い方が身に付き、種ごとのよりよい飼育管理の方法を自ら考え、工夫すること
ができる。

エキゾチックアニマル 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

哺乳類編(3)齧歯目①：テンジクネズミ科の体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

授業計画・内容

エキゾチックアニマルをとりまく現状と課題を知り、彼らとどう向き合うべきかを考えることができる

哺乳類編(1)全般：哺乳類の分類と種類、体の特徴を知り、比較から応用する考え方が身に付く

哺乳類編(2)ウサギの種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

準備学習
時間外学習

日頃から動物に関する本やニュースに興味関心を持ち、目を通す習慣をつける。
飼育室管理にて学んだことを主体的に実践する。

哺乳類編(4)齧歯目②：ハムスターの種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類編(5)齧歯目③・有袋目：リス科の体の特徴、飼育、主な疾病について学び、相違点を理解できる

哺乳類編(5)齧歯目④：チンチラなどの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類編(5)偶蹄目：ミニブタの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類編(7)食肉目・霊長目：フェレットなどの体の特徴、飼育について学び、適切に管理できる

哺乳類編(7)ハリネズミ、テンレックの比較を行い、共通項と相違点を理解できる

鳥類編：鳥類の分類、種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

爬虫類、両生類編：カメの分類、種類、体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

爬虫類、両生類編：ヘビ・トカゲの分類、特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

本科目で学んだ内容を確認し、日頃の飼育管理に活かせているか否かを確かめることができる

解答用紙の返却、問題のねらいと模範解答及び解説、科目の総括を行い、課題を見出せる

講師が作成したオリジナルのプリント資料
社団法人日本動物園水族館協会 発行 新飼育ハンドブック動物園編(適宜)

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

動物飼育にマニュアルは無くても、基本はあります。
種が違っても共通すること、応用できることがたくさんあります。
豊かな感性と柔軟な姿勢で個々の動物たちを愛してあげてください。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関連法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 泉　典子

ブリーディング 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

安易な繁殖により不幸な動物を作りださないために遺伝疾患を説明出来る

動物の生態、繁殖を理解する事により正しいブリーデイングを知り健全な犬の育成が出来るようになる

※日本福祉協会師範として活動。台湾でライセンス審査など幅広く活動。メディカルトリマー・インターナショナルグ
ルーマーライセンス、KCJ師範、日本トリマーズ協会Ａ級ライセンス。わんにゃん美容室いずみのオーナートリマー

ペット業界の現場においてプロとしてある程度のブリーデングに対応出来る
犬種独特の遺伝疾患、病気など説明が出来るようになる

授業計画・内容

ブリーダーの仕事内容、目的、システム、動物愛護法と法律について説明が出来る

犬の解剖学、体の仕組を知りる事により繁殖を理解することが出来る

交配の適時、病気の注意点を説明出来る

準備学習
時間外学習

ブリーデングにおいて健全な犬の作出がいかに重要かを知り、将来プロとして業界でたずさわる場合、ア
ドバイスできるように知識を増やしてほしい。

妊娠からお産までの注意点と妊娠犬のトリミング扱いを実践出来る

新生児の対応、病気。子犬の発育、成長による社会化。販売までの流れを説明出来る

毛色の遺伝。流行犬種。毛色などによる遺伝の危険性を説明出来る

犬種による好発疾患。飼育上の管理、注意点を理解し、説明が出来る

猫の生理学。猫のブリーデングを説明出来る

猫のお産から子育て。猫の遺伝疾患、病気、子猫の成長、社会化について説明出来る

血統書の意味、見方、申請法。血統書を理解し説明出来る

自分がブリーダーになったとして、繁殖時の注意点を確認し子犬の血統書申請を実践出来る

ブリーデイングのあり方。犬の未来、ペット保護、ボランティア、私達に出来る事をディスカッション出来る

筆記テスト

ペットとの防災避難、災害時においてペットと安全に避難方法を理解できる

教科書　参考文献　犬のブリーディングテクニック　ペットライフ社　ディーター・ブレイグ著者。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

社会に出て知識が豊富な事は自分への自信とプロとしての助けになります。過度の情報社会において、
トリマーだからトリミングだければ出来ればよいでは、とても狭い世界です。ブリーディングなどの知識など
を知りお客様に的確にアドバイス出来るように身につけましょう。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目 毛質にあったブロー力を強化してシザーリングカット、クリッピングカット仕上げの実習を行う

2回目

3回目 ペットで飼育されているトリミング犬種の伝統的な仕法を軸にアレンジカットを応用実践ができる

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目 お客様の要望を熟知して其々の犬の合わせたカット仕上げを時間内で終えるよう実習を行う

11回目

12回目

13回目

14回目 後期テスト

15回目 二年間で修得した基礎を再確認して犬の美容技術を全体調整し実習を行う

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 トリミングⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 村田　亜侑美

グルーミング演習Ⅳ 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

クリェイテブなデザインクリップのカットの実習を行う

基礎技術をベースに時間配分を自ら行い、犬体其々の個性に合わせたカット力を高めることが出来る。またトリミング
コンテストに向けての技術を強化ができるようになる
※福岡コミュニケーションアート専門学校卒業後、ペットショップにて勤務後、平成１９年より名古屋市内でペットサロン
「ストロベリーキャンディー」のオーナーとして活躍中。

二年間で修得した技術力を生かしトリミングコンテストに向けて技術力を高める。タイムワークをしっかり決めて犬体
の仕上がりをイメージしてカットをしていく犬との美容を楽しみながらコミニュケーション作りと愛情のある扱い方ができ
るようになる

授業計画・内容

仕上がりのイメージトレーニングを行いながらトリミングが実践できる

シザーリング技法・チッピングの実習を行う

指定の時間内の仕上げが出来るよう実習を行う

学校内トリミングコンテストに向けてプードルベアーカットの実践ができる

苦手なポイントを各自が理解して重点的に繰り返し実習を行う

イメージ力、創作力を高めながら時間配分をしっかり意識した実習を行う

トリミングコンテスト全国大会に向けて犬への観察力を強化した実習を行う

受講生への
メッセージ

トリマーとして必要な知識と技術を二年間で修得していきます。それと同時に人としてどう動物に接して愛
護していくかも大切な課題です。プロへの道を志す中で身近な伴侶家族の一員でもある犬猫のコミニケー
ターでもあることを感じ、信頼される人財になれるよう健康管理をしっかりして欠席しないように通学してく
ださい。

美容道具一式、美容機材一式、筆記用具、美容カルテ、カラーリング剤・泥パック　エステ用品、他美品全般

ルーティンワークでブラッシュアップをしながら個々のメソッドをみつけるよう実習を行う

カット技量が自然体にみえるような細部の仕上がり感を客観的にみた実習を行う

準備学習
時間外学習

多くの犬体に触れ多くの犬を観察して犬質を見極める力と犬の持つ可愛らしさをイメージトレーニングしな
がら復習する。犬の絵を描いたり骨格を知りどんな状況の犬にでも愛情をもって接しれるように犬への理
解を高めていく

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目 毛質にあったブロー力を強化してシザーリングカット、クリッピングカット仕上げの実習を行う

2回目

3回目 ペットで飼育されているトリミング犬種の伝統的な仕法を軸にアレンジカットを応用実践ができる

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目 お客様の要望を熟知して其々の犬の合わせたカット仕上げを時間内で終えるよう実習を行う

11回目

12回目

13回目

14回目 後期テスト

15回目 二年間で修得した基礎を再確認して犬の美容技術を全体調整し実習を行う

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 トリミングⅡ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 大橋　真紀

グルーミング演習Ⅳ 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

クリェイテブなデザインクリップのカットの実習を行う

基礎技術をベースに時間配分を自ら行い、犬体其々の個性に合わせたカット力を高めることが出来る。またトリミング
コンテストに向けての技術を強化ができるようになる
※リバティートリミングスクールにて勤務。愛玩動物飼養管理士１級・ペット栄養管理士資格取得。名古屋市内のペッ
トショップにて勤務中

二年間で修得した技術力を生かしトリミングコンテストに向けて技術力を高める。タイムワークをしっかり決めて犬体
の仕上がりをイメージしてカットをしていく犬との美容を楽しみながらコミニュケーション作りと愛情のある扱い方ができ
るようになる

授業計画・内容

仕上がりのイメージトレーニングを行いながらトリミングが実践できる

シザーリング技法・チッピングの実習を行う

指定の時間内の仕上げが出来るよう実習を行う

学校内トリミングコンテストに向けてプードルベアーカットの実践ができる

苦手なポイントを各自が理解して重点的に繰り返し実習を行う

イメージ力、創作力を高めながら時間配分をしっかり意識した実習を行う

トリミングコンテスト全国大会に向けて犬への観察力を強化した実習を行う

受講生への
メッセージ

トリマーとして必要な知識と技術を二年間で修得していきます。それと同時に人としてどう動物に接して愛
護していくかも大切な課題です。プロへの道を志す中で身近な伴侶家族の一員でもある犬猫のコミニケー
ターでもあることを感じ、信頼される人財になれるよう健康管理をしっかりして欠席しないように通学してく
ださい。

美容道具一式、美容機材一式、筆記用具、美容カルテ、カラーリング剤・泥パック　エステ用品、他美品全般

ルーティンワークでブラッシュアップをしながら個々のメソッドをみつけるよう実習を行う

カット技量が自然体にみえるような細部の仕上がり感を客観的にみた実習を行う

準備学習
時間外学習

多くの犬体に触れ多くの犬を観察して犬質を見極める力と犬の持つ可愛らしさをイメージトレーニングしな
がら復習する。犬の絵を描いたり骨格を知りどんな状況の犬にでも愛情をもって接しれるように犬への理
解を高めていく

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目 毛質にあったブロー力を強化してシザーリングカット、クリッピングカット仕上げの実習を行う

2回目

3回目 ペットで飼育されているトリミング犬種の伝統的な仕法を軸にアレンジカットを応用実践ができる

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目 お客様の要望を熟知して其々の犬の合わせたカット仕上げを時間内で終えるよう実習を行う

11回目

12回目

13回目

14回目 後期テスト

15回目 二年間で修得した基礎を再確認して犬の美容技術を全体調整し実習を行う

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

トリマーとして必要な知識と技術を二年間で修得していきます。それと同時に人としてどう動物に接して愛
護していくかも大切な課題です。プロへの道を志す中で身近な伴侶家族の一員でもある犬猫のコミニケー
ターでもあることを感じ、信頼される人財になれるよう健康管理をしっかりして欠席しないように通学してく
ださい。

美容道具一式、美容機材一式、筆記用具、美容カルテ、カラーリング剤・泥パック　エステ用品、他美品全般

ルーティンワークでブラッシュアップをしながら個々のメソッドをみつけるよう実習を行う

カット技量が自然体にみえるような細部の仕上がり感を客観的にみた実習を行う

準備学習
時間外学習

多くの犬体に触れ多くの犬を観察して犬質を見極める力と犬の持つ可愛らしさをイメージトレーニングしな
がら復習する。犬の絵を描いたり骨格を知りどんな状況の犬にでも愛情をもって接しれるように犬への理
解を高めていく

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

クリェイテブなデザインクリップのカットの実習を行う

基礎技術をベースに時間配分を自ら行い、犬体其々の個性に合わせたカット力を高めることが出来る。またトリミング
コンテストに向けての技術を強化ができるようになる
※日本動植物専門学校卒業後、ペットショップで勤務。平成６年愛知県にてペットショップ「ペットパートナー」のオー
ナーとなる。平成１９年より岐阜県に移転営業中。

二年間で修得した技術力を生かしトリミングコンテストに向けて技術力を高める。タイムワークをしっかり決めて犬体
の仕上がりをイメージしてカットをしていく犬との美容を楽しみながらコミニュケーション作りと愛情のある扱い方ができ
るようになる

授業計画・内容

仕上がりのイメージトレーニングを行いながらトリミングが実践できる

シザーリング技法・チッピングの実習を行う

指定の時間内の仕上げが出来るよう実習を行う

学校内トリミングコンテストに向けてプードルベアーカットの実践ができる

苦手なポイントを各自が理解して重点的に繰り返し実習を行う

イメージ力、創作力を高めながら時間配分をしっかり意識した実習を行う

トリミングコンテスト全国大会に向けて犬への観察力を強化した実習を行う

グルーミング演習Ⅴ 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅱ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 森嶋　直人



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目 毛質にあったブロー力を強化してシザーリングカット、クリッピングカット仕上げの実習を行う

2回目

3回目 ペットで飼育されているトリミング犬種の伝統的な仕法を軸にアレンジカットを応用実践ができる

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目 お客様の要望を熟知して其々の犬の合わせたカット仕上げを時間内で終えるよう実習を行う

11回目

12回目

13回目

14回目 後期テスト

15回目 二年間で修得した基礎を再確認して犬の美容技術を全体調整し実習を行う

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物看護Ⅱ
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 菅田　一枝

グルーミング演習Ⅴ 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

クリェイテブなデザインクリップのカットの実習を行う

基礎技術をベースに時間配分を自ら行い、犬体其々の個性に合わせたカット力を高めることが出来る。またトリミング
コンテストに向けての技術を強化ができるようになる
※JKC　B級トリマーライセンスを取得、約３０年出張トリミングの傍から数々のペットサロンやペットショップでカット依
頼を受け活躍中。

二年間で修得した技術力を生かしトリミングコンテストに向けて技術力を高める。タイムワークをしっかり決めて犬体
の仕上がりをイメージしてカットをしていく犬との美容を楽しみながらコミニュケーション作りと愛情のある扱い方ができ
るようになる

授業計画・内容

仕上がりのイメージトレーニングを行いながらトリミングが実践できる

シザーリング技法・チッピングの実習を行う

指定の時間内の仕上げが出来るよう実習を行う

学校内トリミングコンテストに向けてプードルベアーカットの実践ができる

苦手なポイントを各自が理解して重点的に繰り返し実習を行う

イメージ力、創作力を高めながら時間配分をしっかり意識した実習を行う

トリミングコンテスト全国大会に向けて犬への観察力を強化した実習を行う

受講生への
メッセージ

トリマーとして必要な知識と技術を二年間で修得していきます。それと同時に人としてどう動物に接して愛
護していくかも大切な課題です。プロへの道を志す中で身近な伴侶家族の一員でもある犬猫のコミニケー
ターでもあることを感じ、信頼される人財になれるよう健康管理をしっかりして欠席しないように通学してく
ださい。

美容道具一式、美容機材一式、筆記用具、美容カルテ、カラーリング剤・泥パック　エステ用品、他美品全般

ルーティンワークでブラッシュアップをしながら個々のメソッドをみつけるよう実習を行う

カット技量が自然体にみえるような細部の仕上がり感を客観的にみた実習を行う

準備学習
時間外学習

多くの犬体に触れ多くの犬を観察して犬質を見極める力と犬の持つ可愛らしさをイメージトレーニングしな
がら復習する。犬の絵を描いたり骨格を知りどんな状況の犬にでも愛情をもって接しれるように犬への理
解を高めていく

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目 毛質にあったブロー力を強化してシザーリングカット、クリッピングカット仕上げの実習を行う

2回目

3回目 ペットで飼育されているトリミング犬種の伝統的な仕法を軸にアレンジカットを応用実践ができる

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目 お客様の要望を熟知して其々の犬の合わせたカット仕上げを時間内で終えるよう実習を行う

11回目

12回目

13回目

14回目 後期テスト

15回目 二年間で修得した基礎を再確認して犬の美容技術を全体調整し実習を行う

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 伊藤　景子

グルーミング演習Ⅵ 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

ルーティンワークでブラッシュアップをしながら個々のメソッドをみつけるよう実習を行う

基礎技術をベースに時間配分を自ら行い、犬体其々の個性に合わせたカット力を高めることが出来る。またトリミング
コンテストに向けての技術を強化ができるようになる
※専門学校セントラルトリミングスクール卒業後、ペットサロン等で１０年勤務後、名古屋市内にて「ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ
ＭＩＮＴ　ＴＥＡ」を開業。

二年間で修得した技術力を生かしトリミングコンテストに向けて技術力を高める。タイムワークをしっかり決めて犬体
の仕上がりをイメージしてカットをしていく犬との美容を楽しみながらコミニュケーション作りと愛情のある扱い方ができ
るようになる

授業計画・内容

仕上がりのイメージトレーニングを行いながらトリミングが実践できる

シザーリング技法・チッピングの実習を行う

指定の時間内の仕上げが出来るよう実習を行う

学校内トリミングコンテストに向けてプードルベアーカットの実践ができる

苦手なポイントを各自が理解して重点的に繰り返し実習を行う

イメージ力、創作力を高めながら時間配分をしっかり意識した実習を行う

トリミングコンテスト全国大会に向けて犬への観察力を強化した実習を行う

クリェイテブなデザインクリップのカットの実習を行う

受講生への
メッセージ

トリマーとして必要な知識と技術を二年間で修得していきます。それと同時に人としてどう動物に接して愛
護していくかも大切な課題です。プロへの道を志す中で身近な伴侶家族の一員でもある犬猫のコミニケー
ターでもあることを感じ、信頼される人財になれるよう健康管理をしっかりして欠席しないように通学してく
ださい。

美容道具一式、美容機材一式、筆記用具、美容カルテ、カラーリング剤・泥パック　エステ用品、他美品全般

カット技量が自然体にみえるような細部の仕上がり感を客観的にみた実習を行う

準備学習
時間外学習

多くの犬体に触れ多くの犬を観察して犬質を見極める力と犬の持つ可愛らしさをイメージトレーニングしな
がら復習する。犬の絵を描いたり骨格を知りどんな状況の犬にでも愛情をもって接しれるように犬への理
解を高めていく

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目 毛質にあったブロー力を強化してシザーリングカット、クリッピングカット仕上げの実習を行う

2回目

3回目 ペットで飼育されているトリミング犬種の伝統的な仕法を軸にアレンジカットを応用実践ができる

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目 お客様の要望を熟知して其々の犬の合わせたカット仕上げを時間内で終えるよう実習を行う

11回目

12回目

13回目

14回目 後期テスト

15回目 二年間で修得した基礎を再確認して犬の美容技術を全体調整し実習を行う

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 酒井　喜志子

グルーミング演習Ⅵ 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

ルーティンワークでブラッシュアップをしながら個々のメソッドをみつけるよう実習を行う

基礎技術をベースに時間配分を自ら行い、犬体其々の個性に合わせたカット力を高めることが出来る。またトリミング
コンテストに向けての技術を強化ができるようになる
※ワールドグルーマースクールで主任講師を２８年を務める。ジャパンケネルクラブ公認　トリマー講師・
単犬種審査資格・愛犬飼育飼養管理士取得。名古屋セントラルケネルクラブ代表

二年間で修得した技術力を生かしトリミングコンテストに向けて技術力を高める。タイムワークをしっかり決めて犬体
の仕上がりをイメージしてカットをしていく犬との美容を楽しみながらコミニュケーション作りと愛情のある扱い方ができ
るようになる

授業計画・内容

仕上がりのイメージトレーニングを行いながらトリミングが実践できる

シザーリング技法・チッピングの実習を行う

指定の時間内の仕上げが出来るよう実習を行う

学校内トリミングコンテストに向けてプードルベアーカットの実践ができる

苦手なポイントを各自が理解して重点的に繰り返し実習を行う

イメージ力、創作力を高めながら時間配分をしっかり意識した実習を行う

トリミングコンテスト全国大会に向けて犬への観察力を強化した実習を行う

クリェイテブなデザインクリップのカットの実習を行う

受講生への
メッセージ

トリマーとして必要な知識と技術を二年間で修得していきます。それと同時に人としてどう動物に接して愛
護していくかも大切な課題です。プロへの道を志す中で身近な伴侶家族の一員でもある犬猫のコミニケー
ターでもあることを感じ、信頼される人財になれるよう健康管理をしっかりして欠席しないように通学してく
ださい。

美容道具一式、美容機材一式、筆記用具、美容カルテ、カラーリング剤・泥パック　エステ用品、他美品全般

カット技量が自然体にみえるような細部の仕上がり感を客観的にみた実習を行う

準備学習
時間外学習

多くの犬体に触れ多くの犬を観察して犬質を見極める力と犬の持つ可愛らしさをイメージトレーニングしな
がら復習する。犬の絵を描いたり骨格を知りどんな状況の犬にでも愛情をもって接しれるように犬への理
解を高めていく

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

トリマーとして必要な知識と技術を二年間で修得していきます。それと同時に人としてどう動物に接して愛
護していくかも大切な課題です。プロへの道を志す中で身近な伴侶家族の一員でもある犬猫のコミニケー
ターでもあることを感じ、信頼される人財になれるよう健康管理をしっかりして欠席しないように通学してく
ださい。

美容道具一式、美容機材一式、筆記用具、美容カルテ、カラーリング剤・泥パック　エステ用品、他美品全般

準備学習
時間外学習

多くの犬体に触れ多くの犬を観察して犬質を見極める力と犬の持つ可愛らしさをイメージトレーニング
しながら復習する。犬の絵を描いたり骨格を知りどんな状況の犬にでも愛情をもって接しれるように犬へ
の理解を高めていく

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

二年間で修得した基礎を再確認して犬の美容技術を全体調整し実習を行う

シザーリング技法・チッピング力の実習を行う

指定の時間内に確実に仕上げが出来るよう実習を行う

学校内トリミングコンテストに向けてプードルベアーカットの実践ができる

苦手なポイントを各自が理解して重点的に繰り返し実習を行う

イメージ力、創作力を高めながら時間配分をしっかり意識した実習を行う

トリミングコンテスト全国大会に向けて犬への観察力を強化した実習を行う

お客様の要望を熟知して其々の犬の合わせたカット仕上げを時間内で終えるよう実習を行う

クリェイテブなデザインクリップのカットの実習を行う

ルーティンワークでブラッシュアップをしながら個々のメソッドをみつけるよう実習を行う

カット技量が自然体にみえるような細部の仕上がり感を客観的にみた実習を行う

後期テスト

ペットで飼育されているトリミング犬種の伝統的な仕法を軸にアレンジカットを応用実践ができる

グルーミング演習Ⅶ 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

基礎技術をベースに時間配分を自ら行い、犬体其々の個性に合わせたカット力を高めることが出来る。またトリミング
コンテストに向けての技術ができるようになる
※名古屋ロイヤルグルーミング学院研究科卒業。ペットマッサージセラピスト資格取得。

二年間で修得した技術力を生かしトリミングコンテストに向けて技術力を高める。タイムワークをしっかり決めて犬体
の仕上がりをイメージしてカットをしていく犬との美容を楽しみながらコミニュケーション作りと愛情のある扱い方ができ
るようになる

授業計画・内容

毛質にあったブロー力を強化してシザーリングカット、クリッピングカット仕上げの実習を行う

仕上がりのイメージトレーニングを行いながらトリミングが実践できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 吉岡　奈穂子



開講科目 総時間 60

学科 (単位) （4単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 泉　典子

ペットで飼育されているトリミング犬種の伝統的な仕法を軸にアレンジカットを応用実践ができる

グルーミング演習Ⅶ 授業
形態

演習 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

基礎技術をベースに時間配分を自ら行い、犬体其々の個性に合わせたカット力を高めることが出来る。またトリミング
コンテストに向けての技術ができるようになる
※日本福祉協会師範として活動。台湾でライセンス審査など幅広く活動。メディカルトリマー・インターナショナルグ
ルーマーライセンス、KCJ師範、日本トリマーズ協会Ａ級ライセンス。わんにゃん美容室いずみのオーナートリマー

二年間で修得した技術力を生かしトリミングコンテストに向けて技術力を高める。タイムワークをしっかり決めて犬体
の仕上がりをイメージしてカットをしていく犬との美容を楽しみながらコミニュケーション作りと愛情のある扱い方ができ
るようになる

授業計画・内容

毛質にあったブロー力を強化してシザーリングカット、クリッピングカット仕上げの実習を行う

仕上がりのイメージトレーニングを行いながらトリミングが実践できる

二年間で修得した基礎を再確認して犬の美容技術を全体調整し実習を行う

シザーリング技法・チッピング力の実習を行う

指定の時間内に確実に仕上げが出来るよう実習を行う

学校内トリミングコンテストに向けてプードルベアーカットの実践ができる

苦手なポイントを各自が理解して重点的に繰り返し実習を行う

イメージ力、創作力を高めながら時間配分をしっかり意識した実習を行う

トリミングコンテスト全国大会に向けて犬への観察力を強化した実習を行う

お客様の要望を熟知して其々の犬の合わせたカット仕上げを時間内で終えるよう実習を行う

クリェイテブなデザインクリップのカットの実習を行う

ルーティンワークでブラッシュアップをしながら個々のメソッドをみつけるよう実習を行う

カット技量が自然体にみえるような細部の仕上がり感を客観的にみた実習を行う

後期テスト

受講生への
メッセージ

トリマーとして必要な知識と技術を二年間で修得していきます。それと同時に人としてどう動物に接して愛
護していくかも大切な課題です。プロへの道を志す中で身近な伴侶家族の一員でもある犬猫のコミニケー
ターでもあることを感じ、信頼される人財になれるよう健康管理をしっかりして欠席しないように通学してく
ださい。

美容道具一式、美容機材一式、筆記用具、美容カルテ、カラーリング剤・泥パック　エステ用品、他美品全般

準備学習
時間外学習

多くの犬体に触れ多くの犬を観察して犬質を見極める力と犬の持つ可愛らしさをイメージトレーニング
しながら復習する。犬の絵を描いたり骨格を知りどんな状況の犬にでも愛情をもって接しれるように犬へ
の理解を高めていく

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 稲田　恵

犬の消化器系解剖生理ならびに、五大栄養素の体内における働きが理解できる。ライフステージに合わせたフードや
手作り食の提供ができる。疾患に合わせたペットフードが提供できる。
※愛知県内の動物病院で14年の実務経験あり。認定動物看護師として診療補助、手術助手、受付等病院業務全般
に携わる。

犬・猫のライフステージに合わせた栄養・食事管理が理解できる。また飼い主に対しても栄養指導を実践する。また犬
の手作りご飯の調理法を学び、トリマーとして幅広く活躍することができる。

食事と栄養 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

②五大栄養素の体内での働きを説明できる。

授業計画・内容

五大栄養素の種類ならびに、体内での働きが説明できる。

消化管における栄養素の消化吸収の流れを説明できる。

①五大栄養素の体内での働きを説明できる。

準備学習
時間外学習

日頃の飼育管理を丁寧に実施して下さい。
また食事は何をどのように与えているかをよく観察して下さい。

③五大栄養素の体内での働きを説明できる。

④五大栄養素の体内での働きを説明できる。

⑤五大栄養素の体内での働きを説明できる。

①ライフステージに合わせた食事の提供ができる。

②ライフステージに合わせた食事の提供ができる。

①ペットフードラベル表示を解釈できる。

②ペットフードラベル表示を解釈できる。

様々な疾患の発生要因が理解でき、疾患に合わたペットフードを提供できる。

犬猫に与えてはいけない食品を使用することなく、手作り食をつくることができる。

期末試験を実施する。

試験返却、解説をする。

コンパニオンアニマルの健康管理学　浅野妃美、浅野隆司　株式会社インターズー

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

正しい食事をすることで健康な体を維持できますので、動物でも食事管理は重要なことです。
しっかりと学習して下さい。



開講科目 総時間 30 開講区分

学科 (単位) (2) 曜日・時限

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

スケジュール帳、メモ帳、筆記用具

一般教養を学び、社会人としての常識を身につけ社会人基礎力を身に付ける事ができる。

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

株式会社 教育企画センター「新社会人の基礎力」
「サクセスインフォメーションノート」

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（100％） 以上の割合で後期評価とします。

受講生への
メッセージ

２年前の自分を思い返し、この２年間で培ったものを改めて再認識しましょう。
そして、胸を張って社会人になれるよう、残りの学生生活を過ごしてください。

冬休みの振り返り。今後のスケジュールを確認し、理解する。

今後のスケジュールを確認。各自のスケジュールを立て、目標設定をすることができる。

後期の振り返り行い、計画を立てることができる。

２年間の振り返り。社会人としての目標設定を行い、計画を立てることができる。

準備学習
時間外学習

「サクセスインフォメーションノート」、「新社会人の基礎力」を何度も読むようにしてください。
履歴書を何度も書き直し、面接練習も積極的に行ってください。

１年間の振り返りを行い、まとめることができる。

授業計画・内容

前期を振り返り今後の目標を立て、目標を達成する為の理解と意識付けを行い、行動する事ができる。

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況の確認を行い、計画を立てることができる。①

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況の確認を行い、計画を立てることができる。②

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況の確認を行い、計画を立てることができる。③

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況の確認を行い、計画を立てることができる。④

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況の確認を行い、計画を立てることができる。⑤

「新社会人の基礎力１０９」を使用して説明、意味を理解する　「会社に入るということ」

「新社会人の基礎力１０９」を使用して説明、意味を理解する　「組織の中で働くということ」

「新社会人の基礎力１０９」を使用して説明、意味を理解する　「社会人基礎力を高める」

「新社会人の基礎力１０９」を使用して説明、意味を理解する　「社会人としての自分を守り高める」

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必須 年次 ２年 担当教員 鈴木　良芽

エコ教養Ⅱ 授業
形態

講義 後期
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

交渉・説得　交渉の基本プロセス、説得の基本が身に付く。

ビジネスマナー 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

一般的なビジネスマナーを学び、社会人として必要な知識が身につく。座学だけではなく、水族館・アクア業界で発生し
うる状況を想定したロールプレイや実習を行う。就職面接で必要な立ち居振る舞いについても講義の中に取り入れ、
就職活動に役立たせることができる。※厚生労働省愛知労働局・岐阜労働局関連の愛知県シルバー人材センター、
岐阜県シルバー人材センターなどで接遇研修、マナー講習を担当する教員

求職時、就職後に社会人として必要とされるマナーについて学び、TPOに応じた振る舞いができるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション、人間関係を円滑にする表現技術、挨拶、頼み方、断り方ができる。

後期試験　就職活動および就職先で活かすべきスキルが身に付いたかを確認する。

プレゼンの基本　内容の作り方、表現の仕方を学び、プレゼンができる。

アンガーマネジメント　怒りの仕組み、伝え方を知り、感情をコントロールできる。

サービスマインド　サービスの心得を知り、お客様に良いサービスを提供できる。

サービスの基本１　人に関するサービスを知り、顧客の立場に立って主体的に行動できる。

サービスの基本２　環境・プロセスに関するサービスを知り、良い表情態度を身に付け、迅速な対応ができる。

冠婚葬祭、テーブルマナー　社内の付き合い、食作法ができる。

情報を整理する力　　資料から読み取る、資料をまとめることができる。

一般常識（時事、一般常識）　社会人として知っておくべき、ニュース、一般常識が身につく。

仕事におけるお金の流れ　会社の中のお金の動き、会計知識が身につく。

お金の使い方（貯蓄、税金、保険など）　生活する上で最低限知っておくべきお金の知識が身につく。

ビジネススキル、キャリアビジョンを考える　卒業、就職後のキャリアの考え方が身につく。

受講生への
メッセージ

就職活動や社会に出てから必要な知識を学ぶ機会となる。社会人の最低限のマナーやルールをこの授
業を通して学び、今後の社会人生活に役立てようとする意識で講義に臨んでもらいたい。

【教材】コミュニケーションスキルアップ検定テキスト、Success Information Note
【参考書】『図解 ビジネスマナーの基本事典』池田書店編集部

まとめ・自己アピール　これまで学んだことを使って、自己紹介や自己アピールすることができる。

準備学習
時間外学習

・就職活動に役立てるため、講義で学んだことや課題を、履歴書や自己アピールに使えるよう、毎回整理
して保存しておくこと。
・自然に振る舞いが出来るよう、学んだことは普段の生活に取り入れること。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（40％）
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分 後期

Excel2　IF関数が使えるようになる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 浅井　麻衣子

コンピュータ演習Ⅱ 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

後期は、Word、Excel、PowerPointの発展的な操作方法とを中心に授業を進めます。1年生の基本操作を
よく理解しておいてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（60％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(30％)
５．授業態度と参加度(10％) 以上の割合で後期評価とします。

Word2　複雑な表の作成方法を習得する

Word4　企画書作成や差し込み文書を自分で完成させることができる（小テスト）

Word1　企画書を作成する機能を習得する

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○Word　○Excel操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○PowerPoint　発表用のスライドを完成させるためには授業時間だけでは不足します。時間外もスライド
の作成をしてください。

Excel4　基本的な機能,IF関数,VLOOKUP関数を使い,表とグラフを自分で完成させることができる（小テスト）

Word、Excelの機能を復習し、使いこなせるようになる

1年生で行った、Word、Excel、PowerPointの基本操作を2年生では、さらにアプリを活用できるような機能や操作方法
を習得することができるように授業を行います。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などのPCに関係する授業を約15年行う。

○プリントを用意
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

○Word：長文を作成するために必要な機能やWordとExcelを連携させる機能を学び文書を作成することができる。
○Excel：事務処理でよく使われる関数を習得し、顧客管理などをすることができるようになる。
○PowerPoint：マスタースライドの操作方法を習得しカスタマイズができるようになる。またPRスライドを作成することができる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋５以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Excel3　VLOOKUP関数が使えるようになる

Word3　Excelとの連携方法（差し込み文書）を習得する

PowerPoint1　マスターテンプレートの変更方法を習得する　効果的なプレゼン方法を習得する

PowerPoint2　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint3　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint4　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint5　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint6　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）プレゼンテーションスライドを提出できる

Excel1　基本的な機能を全て習得できる（1年生の復習）

授業計画・内容



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
教科書：なし

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度（0％） 以上の割合で評価とします。

受講生への
メッセージ

ズーノーシスは、動物関係の仕事をする上で重要なことなので、しっかりと勉強しましょう。

準備学習
時間外学習

学校の図書やインターネットを利用して講義の範囲内を予習・復習する。

ウサギのズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる。

ハムスターのズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる。

モルモットのズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる。

トリのズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる①。

トリのズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる②。

爬虫類のズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる①。

爬虫類のズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる②。

狂犬病の症状・予防法・対策法について理解し説明できる。

家畜・家禽のズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる。

期末試験を実施する。

試験返却、解説をする。

ネコのズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる②。

ズーノーシス 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

動物関係の仕事に就く場合、必要とされるズーノーシス（人獣共通感染症）の原因・予防・対策について修得する。
※獣医師（獣医学博士）であり、大阪ECO動物海洋専門学校校長、東京コミュニケーションアート専門学校副校長、各
姉妹校への授業において幅広い分野の科目を担当.

動物の病気を中心に人畜共通感染症について学び、より良い動物の管理方法や動物との生活の仕方を考え、実践で
きる。

授業計画・内容

イヌのズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる①。

イヌのズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる②。

ネコのズーノーシスの予防法・対策法について理解し説明できる①。

開講区分 後期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関係法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 髙山　清次



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

目前に迫っている社会人への1歩として、就職活動や実社会への準備を行います。
グループワークを中心とした講義ですから企業や社会といった堅苦しいイメージを持たずに取り組みましょ
う。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

ビジネスマナー

企業研究・業界研究をすることにより企業の社会での役割や目的を理解し、企業が求める人材像や必要とされる力に
ついて熟考することにより、実際にその業界に入ってから自分がどのようにキャリアを形成するかを具体的に把握し説
明できるようになる。また、その前段階である就職活動に向けた諸準備や社会人として必要な力を習得し、実践でき
る。

社会に関わる様々なものの理解を深め、活用できる。

授業計画・内容

企業研究

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

新・社会人の基礎力⑩（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる。）

新・社会人の基礎力⑪（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる。）

新・社会人の基礎力⑫（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる。）

評価（選択・記述・論文形式）

総括（ テスト返却（内容の再確認）１分スピーチ）

新・社会人の基礎力⑤（労働法規について社会に属する上での基礎知識を理解し、実行できる。）

持参物：サクセスノート

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員 清水先生

グループ内での発表課題が授業時間内でできなかった分に関してのみ、各々準備を要する。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

新・社会人の基礎力⑨（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる。）

ガイダンス（授業の目的、目標を理解し、授業に取り組む意欲を高めることができる。）

新・社会人の基礎力①（法人・会社組織について社会に属する上での基礎知識を理解し、実行できる。）

新・社会人の基礎力②（社会保障について社会に属する上での知識を理解し、実行できる。）

新・社会人の基礎力③（社会保障について社会に属する上での知識を理解し、実行できる。）

新・社会人の基礎力④（社会保障について社会に属する上での知識を理解し、実行できる。）

開講区分 後期

新・社会人の基礎力⑥（労働法規について社会に属する上での基礎知識を理解し、実行できる。）

新・社会人の基礎力⑦（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる。）

新・社会人の基礎力⑧（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる。）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2）

【授業の学習内容】
魚の感染症と流行、　魚病の診断、治療および防疫について理解し説明できる。
※実家が淡水魚養殖と加工販売。大阪の専門学校で１０年間専任教員を勤める。
　　その後、岡山の大学と専門学校で１３年間非常勤講師を勤める。

【到達目標】
魚の感染症と流行について理解し説明できる。
魚病の診断と治療および薬剤の投与法について理解し説明できる。
魚類の防疫対策と魚病ワクチンについて理解し説明できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

参考書　　　新版魚病学概論　　　　小川和夫・飯田貴次編　　　　　恒星社厚生閣

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分

薬剤の投与法　　　　　①　経口投与法について理解し説明できる。

薬剤の投与法　　　　　②　薬浴法　と　③　散布法　と　④注射法　について理解し説明できる。

投薬量の算出法について理解し説明できる。

授業計画・内容

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育概論Ⅱ
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 菱田　治男

魚病学Ⅱ 授業
形態

演習

魚病の診断　　　　　　　①　健康度チェック、飼育管理日誌について理解し説明できる。

魚病の診断　　　　　　　②　魚病診断技術について理解し説明できる。

魚病の診断　　　　　　　③　魚病診断の手順について理解し説明できる。

ここまでの講義の小テスト（中間試験）を実施する。

小テストの返却と解説をする。　　　魚病の治療について理解し説明できる。

後期

受講生への
メッセージ

魚を飼育する上で、病気は避けて通れない問題であり、魚病学は重要な科目です。しっかり学びましょう。

魚病ワクチンについて理解し説明できる。

期末試験を実施する。

期末試験の返却と解説をする。

準備学習
時間外学習

学校の図書や参考書およびインターネットを利用して講義の範囲内を予習・復習する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度
（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(１0％)   以上の割合で後期評価とします。

魚類の防疫対策について理解し説明できる。

魚の感染症と流行　　　①　感染、感染経路、感染門戸について理解し説明できる。

魚の感染症と流行　　　②　感染と発病、不顕性感染などについて理解し説明できる。

魚の感染症と流行　　　③　流行について理解し説明できる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

プリント等

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 野呂　達哉

③ワニ目の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

両生類・爬虫類研究 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

授業ガイダンスを通して、授業の意図や流れを理解できる。

①ワニ目の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

②ワニ目の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

・両生類、爬虫類に関して、正しい知識を身に付け、適切な飼育管理や情報の伝達ができるようになる。

*2006年から現在に至るまで、大学で講義を行い、2011年からはなごや生物多様性センターで外来種の防除や環境保
全に関わってきた。2021年より四日市大学特任准教授となる。

・２年生では主に爬虫類に関して学び、適切な飼育管理ができるようになる。

準備学習
時間外学習

その週に学んだ単元の復習

①有隣目（トカゲ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

②有隣目（トカゲ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

③有隣目（トカゲ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

①有隣目（ヘビ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

②有隣目（ヘビ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

③有隣目（ヘビ類）の特徴、生理、生態に関して学び、説明できる。

両生類・爬虫類の採集方法に関して学び、説明できる。

ワシントン条約について学び、附属書の内容を理解できる。

後期のまとめ・試験範囲の説明

後期テスト

テスト返却・振り返りを通して授業内容の理解を深めることができる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

両生・爬虫類飼育に関わる問題点を十分に理解し、覚悟と責任感を持って、飼育に臨んでください。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習
時間外学習 １年生時の授業の後半となる為、復習をしておくことが必要です。

後期授業内容の理解度を筆記試験で確認することができる

後期の授業内容を、前回の筆記試験結果を使用し、重要な点を再確認することができる

（トレーニングゲーム実践）陽性強化でのトレーニングを各自考え実践、トレーニングについて理解を深め、説明する
事が出来る

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（40％）　　　　　以上の割合で後期評価とします。

動物全般の基本的行動の定義と特性について理解、説明する事が出来る

レスポンデント条件付けの定義と時間的関係による条件付けの利点を理解、説明する事が出来る

後期の授業目的と授業内容を把握し、トレーニングの必要性について理解、説明する事が出来る

馴化の定義と特性について理解、説明する事が出来る

分化条件付けと区別する刺激の要因を理解、消去の手続きと消去が完全に出来ない理由について理解、説明する
事が出来る

オペラント条件付け①　オペラント条件付けの定義を理解、説明する事が出来る

オペラント条件付け②　強化と罰の種類を理解、説明する事が出来る

オペラント条件付け③　シェイピングの種類と各特性、連続強化と部分強化の種類と各特性について理解、説明す
る事が出来る

シェイピングを行う際での注意点を理解、説明する事が出来る

行動の随伴性、強化と罰の種類を視覚教材にて確認、理解し、説明する事が出来る

問題行動の対処法、行動療法について理解、説明する事が出来る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 渋谷　睦美

・海洋哺乳類の収集方法から初期トレーニングを理解、説明する事が出来る。
・生物の行動の種類を理解、説明する事が出来る。
・生物の行動の種類・学習の原理/基本法則を知り、説明する事が出来る。
・古典的条件づけとオペラント条件づけの区別ができ、説明する事が出来る。・シェイピングを行う注意点を考慮し、ト

【使用教科書・教材・参考書】
社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第１・４・５集

開講区分 後期

水族館でのトレーニングを見学、トレーニングの必要性と活用法を理解、説明する事が出来る

動物行動学 授業
形態

講義
演習

動物のトレーニングの背景にある原理と基本法則を学び、これを活用し実際にトレーニングを行う方法を身に付け、説
明をする事が出来る。※1996年4月～2001年10月まであわしまマリンパークに所属。主業務は、海洋哺乳類の飼育、
ショーやプログラムなどのエデュケイト企画開発・実施、スタッフ教育を行う。

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ 1年生時の授業の後半から、動物飼育に関わる仕事すべてに必要なトレーニングの知識を学びます。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
生態系とはなにか、生態系の３つの構成要素の物質循環を学習し、飼育管理に活用できる。
また、生体の解剖観察を行い、その生態系で生活するために適応した体のつくりを観察し、説明できる。

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】
干潟生態系の生産者・消費者・分解者の物質循環を理解できる。
実際に干潟の観察を行い、生物の棲み分け、生息している生物の種名を理解できる。
干潟の甲殻類の体のつくり、呼吸・摂餌・繁殖方法を理解できる。
調査目的に沿った方法とその結果とそこから考察を導くことができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

マアナゴの解剖を実施して学び、体の構造を説明できる。

①日本のカキの種類について学び、名前をいうことができる。

②日本のカキの種類について学び、名前をいうことができる。

マガキの解剖を実施して学び、構造を理解できる。

マハゼの生活史について学び、説明できる。

マハゼの生息環境を理解して、釣りで採集することができる

①マハゼの解剖を実施して学び、胃内容物を調べることができる。

②マハゼの解剖を実施して学び、胃内容物を調べることができる。

ウナギの種類と飼育について学び、ウナギの名前を言うことができる。

配布プリント

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員

開講区分

白井　芳弘

後期

海岸に波が打ち寄せています。その光景を眺めて、それを解説できますか。　冬は海が澄み、夏は濁りま
す。なぜでしょう。　この授業ではそんな自然が持っているメッセージを翻訳できる技術と知識の習得を目
指します。

調査の目的・方法を理解し、データをまとめ図表の作成を行う

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

エコロジー概論

授業計画・内容

海洋生態

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

ホヤの生物学について学び、説明できる。

マボヤの解剖を実施して学び、構造を理解できる。

後期の復習と試験の解説を聞き、これまでの授業内容を説明できる。

後期試験

振り返り

ウナギの生活史について学び、説明できる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物学
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 佐藤　達也

日本の漁業権と様々な漁法や野外採集時、購入時の注意を学び、説明できる。

魚類研究 授業
形態

講義
演習

開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

・より具体的な調査や撮影の方法、フィールドワークに必要なロープワークや標本作成技術を習得し、実践できる。
・日本の漁業権や、さまざまな漁法についても解説できるようになる。
*2012年～2014年　海の博物館にて勤務し、その後はフリーランスの学芸員、海洋生物学の研究者として、論文の発表や
国内主要大学との共同研究に携わる。

・「魚」とは、どのような生きものか？ということについて自分の言葉で説明することができる。
・2年生では、海と親しみ、海を知り、海を利用するために、それぞれどのような知識や技術、経験が必要であるかという点
について説明できる。
・さまざまな現場で必要となる最低限のロープワークや、骨格標本の作製、スケッチの技術を習得し、実践できる。

授業計画・内容

ガイダンス（講義の進め方、試験内容、前期の復習等）を通して授業展開を具体的にイメージできる。

後期試験

①編網の基礎について学び、実践し、目的を説明できる。

②編網の応用について学び、実践し、目的を説明できる。

①投網の扱いや投げ方について学び習得し，使い方を説明できる。

②投網を実際に投げ，練習し体の使い方を習得できる。

③投網の投げ方，扱い方を教員の指示がなくても自ら実践できるよう習得できる。

①骨格標本作成　～座学（魚類の骨格）～について学び、説明できる。

②骨格標本作成　～練習（肉抜き；主に筋肉）～を行い、実践できる。

③骨格標本作成　～練習（肉抜き；腱や軟骨は温存し、血管や神経だけ除去）～を行い、実践できる。

④骨格標本作成　～練習（肉抜き；腱や軟骨は温存し、血管や神経だけ除去）～を行い、実践できる。

⑤骨格標本作成　～乾燥・完成（骨格図との比較）～を行い、実践できる。

後期の復習と試験の解説（試験内容の公開）を通して、内容を落とし込み説明できる。

受講生への
メッセージ

中学校理科のおさらいの様な初歩的なものから、一部は大学での講義レベルの内容も含まれます。少しでも
不安、疑問、気になったと思う点についてはちょっと待ったと声をかけてください。逆に皆さんの理解度を測るた
めに、問いかけも多くなりますので、ノートを書くことばかりに集中しないようにしてください。何より1年生の時よ
りも体を使ったり、実践も多くなりますので、メモの取り方などについても工夫して適宜行ってください。

講義のなかで適宜紹介

試験返却と試験直し

準備学習
時間外学習

2年生では実技による試験が加わりますので、自宅でもぜひ練習を心掛けてください。特に結束方法について
は、体が覚えていないと実践できませんので、繰り返しこなすことで身に付けることを心がけましょう。

評価方法

１．定期試験（％）

２．小テスト（％）

３．レポート（％）

４．課題成果（％）

５．授業態度と参加度

評価方法はＧＰＡ制度となりま

す

１００～９０点　Ｓ

８９～８０点　　Ａ

７９～７０点　　Ｂ

６９～６０点　　Ｃ

５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）

２．小テスト（0％）

３．レポート（20％）

４．課題成果(0％)

５．授業態度と参加度（30％）  以上の割合で後期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】　　

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教科書は特にありません。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 橋本　禅

器具Ⅱ-②(水槽台について種類や特性、仕様、使い方を知り、説明できる。)

水生生物飼育管理Ⅱ 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

授業計画・内容

器具Ⅰ-１(熱帯魚/水草の一般的な飼育器具について知り、説明できる。)

器具Ⅰ(海水魚/サンゴの一般的な飼育器具について知り、説明できる。)

器具Ⅱ-①(水槽について種類や特性、仕様を知り、説明できる。)

水生生物に携わる職業人として、より深く水生生物飼育に関する知識を習得すること、より専門的な機材を理解し使用
できるようになること、理解した知識を 人に説明（アウトプット）出来るようになる。

*2001年～2004年、水族館に務め、2004年からは水槽のメンテナンス、リース会社であるAPNに勤務し現在に至る。

後期開講区分

水生生物を飼育する上で必要な器材のメンテナンスおよびレイアウトについて学び、メンテナンスや水槽のレイアウト
を組むことができる。

準備学習
時間外学習

主に器具類について学習していきます。講義後アクア室にある器具のメンテナンスや調整を是非行ってほ
しいと思います。またアクア室の管理当番が一週間交替となりますが、添加剤などの添加前や添加後の
違いなどは継続観察が必要になります。当番以外でも興味をもって水槽の様子を見てもらいたいと思いま
す。

器具Ⅱ-③(ろ過器について種類や特性、仕様、使い方を知り、説明できる。)

器具Ⅱ-④(クーラーやファン、ヒーター、サーモスタットについて特性、仕様、使い方を知り、説明できる。)

器具Ⅱ-⑤(照明器具の種類、特性を知りシーンに合った器具を選ぶことが出来る。)

器具Ⅱ-⑥(プロテインスキマーの構造を理解し、メンテナンスの方法などを考えることができる。)

器具Ⅱ-⑦(カルシウムリアクターの構造を理解し、メンテナンスの方法などを習得できる。)

器具Ⅱ-⑧(RO水浄水器の構造を理解し、フィルター交換の方法などを習得できる。)

器具Ⅱ-⑨(CO2添加器具の構造を理解し、ボンベの交換の方法などを習得できる。)

テスト対策(後期の内容を復習し説明できる。)

テスト

テスト返却/見直し

総括(１年で学習したことを振り返り自身の実力を確認できる。)

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（95％）
２．小テスト（5％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

器具の特性、目的、扱い方など細かな話が多くなります。しかし特殊な器具類については個人では購入で
きなかったり分解したくても出来ない状況が多いと思いますので、アクア室などの教材等積極的に分解や
調整を行って技能を身に着けてほしいと思います。またアクア室の管理を一年生に引き継ぐ時期も近づい
てくるため、学んだ知識や技能を上手に伝える方法を模索してほしいと思います。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2）

【授業の学習内容】
デザインやイラストレーションの基礎演習をする事により、卒業後簡単なコミュニケーションツールやPOP等制作の
基礎を習得し実践する
*講師は広告制作プロダクションや広告代理店に勤務し、現在も企画会社でデザインや絵画、イラストの
制作をしている。
【到達目標】
動物の見せ方や描き方を学び
ＰＯＰデザインに応用できる。
文字とイラスト等を利用して、簡単なコミュニケーションツールの作成が出来る。
特に前期では、イラストと言葉によるコミュニケーションの基礎を学び、クリエイティブ制作の基礎としての考え方、
描き方を身につける。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分 後期

応用制作課題④

授業計画・内容

前期課題説明・オリエンテーション・ミニ課題

基礎制作課題①

基礎制作課題②

基礎制作課題③

基礎制作課題④

基礎制作課題⑤

美術館研修（予定）

応用制作課題①

応用制作課題②

受講生への
メッセージ

例えば水族館では魚の説明看板、ペットショップではPOP等の販促物など、またお手洗いの表示やキャン
ペーンの看板等の制作は、本来業務ではなくても新入社員にまかされる事が多く、その善し悪しは、評判
や売上に影響を及ぼす事が多くあります。基礎的な知識と作業の方法を身につけておきましょう。

応用制作課題⑤

前期終了制作課題①

前期終了制作課題②

前期終了制作課題③

準備学習
時間外学習

特になし

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度（50％）  以上の割合で後期評価とします。

課題ごとのプリントに基づいて演習を行っていきます。本授業では基礎として白黒、手書きで制作していきますので、鉛
筆、消しゴムの他、黒のサインペンや定規などご用意いただきます（オリエンテーションにて説明）

応用制作課題③

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 秦　敏信

アニマルクラフト 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

他所論文、報告など時事的内容のコピー

受講生への
メッセージ

インタープリテーションは、自然系の職種以外でも重要なスキルです。また、指導者に求められる資質は
社会人の資質そのモノです。積極的に授業に参加し、スキルと資質を養ってください。授業内では、社会
問題やSDGs等の時事的内容を踏まえ環境教育の視点から解説と発問をします。そのため、授業内容が
前後することがあります。自身を取り巻く環境を意識し、楽しみながらアクティブな姿勢で学んでください。

これまでの全ての授業を振り返り、自身が習得できたもの・今後の課題を見つけることができる。

準備学習
時間外学習

予習：新聞等により環境や社会情勢の情報を集め個人として意見を持つ練習を行う。復習、授業内内容
をノートに書き留める。そのうえで、配布資料等を再確認するとともに授業で扱った内容について他者の
意見も踏まえ考察する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）、２．小テスト（％）、３．レポート（％）、４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（100％）出席率55％、授業態度20％、グループ討議等
での他者との協調性を含めた取り組み姿勢20％。授業準備（授業内質疑応答
への参加）5％。

質問づくりの実践。議論の可視化と課題の共有の必要性を知り、課題解決等で手法を活用できる。

アイスブレイク。アイスブレイクを目的を理解して活用できる。

コミュニケーション①。グループワークトレーニング（ＧＷＴ）の体験。自身のコミュニケーションの癖を意識
し、対人能力の向上を図ることができる。

マインドマップ。マインドマップの手法を活用し、物事を関連して捉え認識できる。

コミュニケーション②。指導で求められる社会心理学的視点について簡単に説明できる。

コミュニケーション③。非構成的場面での対応力の養成にインプロビゼーション（即興劇）トレーニングが
有効であることを簡単に説明できる。

科学コミュニケーション。指導者に求められるリテラシーについて説明できる。

リスクマネジメント。リスクマネジメントを説明できるとともに安全に配慮して基礎的な活動が展開できる。

プログラム体験①。自然学校で提供される簡単なアクテビティを指導できる。

プログラム体験②。自然学校で提供される簡単なアクテビティを指導できる。

KJ法を用いた課題抽出の体験。KJ法を活用しができる。

ＫＰ（紙芝居プレゼンテーション）法。ＫＰ法の手法を理解し、活用法等について簡単に説明できる。

インタープリテーション概論。IPの歴史や使用されている場所、種類を説明できる。

インタープリテーション 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

自然体験を主に行う現場での活躍を念頭に、スタッフ養成として授業を展開する。インタープリテーションスキルを学
ぶだけでなく、様々な事例を通じてインタープリター（インタープリテーションを活用できる自然系専門職の総称）として
の資質を養うとともに、求められるスキル（技術と知識）を身に付ける。なお、授業は主体的な人材を育成するために
対話を重視したワークショップ形式で実施する。

【到達目標】
インタープリテーションという解説対象と参加者を結びつけるための対話教育的な手法を学び、自ら工夫し、レク
チャーやガイドを実践できるようになる。また、施設スタッフに求められる基礎的なスキルと姿勢を身に付ける。

授業計画・内容

インタープリテーション（以下、IP）概論。各自のインタープリテーションのイメージを整理し説明できる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 後藤　清史



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

水景づくりの参考になるような資料 など..

水槽の管理を通して、作業のスケジュールや段取りを行う力を身につけ実践できる。またチームワークおよびチームに
おける意見交換を行うことができる。消耗品・道具の在庫管理を行うことでより良い飼育管理を提案し、実践できる。

アクア室の所定の水槽の組込・試運転・立ち上げ・レイアウト・継続管理（撤収等）を行い、実践できる。また、チームを
組んで作業を行うか組まずに管理していくかも話し合うことで、グループでの活動もできるようになる。

*2001年～2004年、水族館に務め、2004年からは水槽のメンテナンス、リース会社であるAPNに勤務し現在に至る。

ゼミ 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

開講区分 後期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 橋本　禅

③水槽管理/各チーム 立上げ中の水質を測定し考察。生体の投入などができる。

各チームごとに解体作業を行うことができる（空状態にする）。

進捗確認　/各チームごとに新規水槽の立上げ作業ができる（設備設置～レイアウト）。

①水槽管理/各チーム 立上げ中の水質を測定し考察。生体の投入などができる。

②水槽管理/各チーム 立上げ中の水質を測定し考察。生体の投入などができる。

進捗確認　/各チームごとに新規水槽の立上げを作業ができる（レイアウト～水入れ～試運転調整）。

水槽管理/各チーム 立上げ中の水質を測定し考察。生体の投入などができる。

水槽管理・生体投入等/在庫の管理ができる。

授業計画・内容

受講生への
メッセージ

水景を作り維持するということ、何より「美しい水景を作る」ことで来訪者に喜んでもらえる、興味を持っても
らえる水槽造りの時間にしていきたいと考えています。まずは所定の水槽からですが、広く視野をもってア
クア室の水槽に関してもゼミ生から良くするための提案がたくさん生まれ、「NECOの学生さんすごいね」と
いってもらえるようにサポートしたいと思います。

水槽管理/一眼レフカメラを使って水景や生体の撮影について説明できる。(各自被写体を決めて撮影)

スケジュールと段取りから新規立ち上げ、水質、経過管理、生体特徴のまとめ（考察レポートの作成）。

水槽管理/レポートの発表、提出を通して、これまでの授業の内容を理解できる。

準備学習
時間外学習

管理時間があまり取れなかった場合・夏/冬休暇時の管理方法についてしっかりと管理できるようにリー
ダー・サブリーダー（各代理）による管理指導をお願いします。水槽の立ち上げを行っていくにあたって完
成イメージとなる目標水槽や水景をイメージできるよう、雑誌やショップなどで自分の理想を探すように努
めてください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（90％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(10％)   以上の割合で前期評価とします。

④水槽管理/各チーム 立上げ中の水質を測定し考察。生体の投入などができる。

故障/破損している商材の廃棄の検討、在庫チェック方法、発注方法を話し合い実践できる。

リセットの概要説明。チーム分け。工程表作成ができる。

チームごとに工程表の作成、発表を行い、在庫管理ができる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

中学校出前授業について【導入】を通して、授業の組み立てを考えることができる。

班活動【①小学校授業を振り返り修正カ所　②授業の担当を決める】を通してグループ活動ができる。

①班活動【①小学校授業観察ノート作成　②授業テキスト（案）作成】を通してグループ活動ができる。

②班活動【①小学校授業観察ノート作成　②授業テキスト（案）作成】を通してグループ活動ができる。

小学校授業事前準備・観察ノート印刷・生物輸送準備を通して計画的に行動できる。

1年間のまとめ、振り返りを行い、これまでの授業内容を理解できる。

校外実習　【味鋺小学校出前】を通して、一般の方にレクチャーができる。

①中学校授業リハーサルを行い、段取り良くレクチャーができる。

②中学校授業リハーサルを行い、段取り良くレクチャーができる。

校外実習　【聖霊中学出前授業】を通して、一般の方にレクチャーができる。

授業報告書を作成し、実習を振り返ることができる。

配布プリント、新飼育ハンドブック水族館編　第3集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員

開講区分

白井　芳弘

後期

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（50％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で後期評価とします。

小学校に海の生き物を持ち込み、学生自らが作成した授業内容で自分たちが授業を進める教育実習で
す。　水族館の水槽解説・生き物講座を行う際には必須の知識と技術を磨くチャンスです。

実習に際して、事前にこれまで学んできた知識の復習や当日の動き方の確認が必要。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

飼育飼養管理

授業計画・内容

水族館の教育活動を実践することを目的に行う。　小学校に海の生き物を持ち込み、学生がレクチャーを行い海の生
物の魅力を伝ることができる。

レクチャーする生物が実際に住んでいる様子を観察でき、その生物を採集できる。採集した生物を飼育できる。学習プ
ログラムをチームで作成できる。班の中で役割を決めその役割を責任持ち行うことができる。レクチャーは笑顔で楽しく
行うことができる。

ゼミ

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

①近隣小学校への授業のお願い訪問をし、言葉遣いや挨拶などの常識を理解できる。

②近隣小学校への授業のお願い訪問をし、言葉遣いや挨拶などの常識を理解できる。

①生徒からの質問への回答を作成し、自分たちのレクチャーを振り返り、改善できる。

②生徒からの質問への回答を作成し、自分たちのレクチャーを振り返り、改善できる。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 ノリス

海洋実習の振り返り　及び　資料作り

ゼミ 授業
形態

講義
演習

開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

海の近くで働くにあたっての「目配り、気配り、思いやり」を学ぶ。
海況判断、天気図の読み方、予測の仕方。
サービス業の基本。礼儀、作法を学ぶことが出来る。「安全管理」とは何かを学ぶ。
*1983年からダイビングショップ経営、講習及び器材の販売、ツアーの開催等ダイビングに関わる業務を幅広く行う。

「想像力」を身につける。

授業計画・内容

オリエンテーション。自己紹介を通して今後の授業展開を理解できる。

ダイビングのブリーフィングを行う。

海洋実習の振り返り　及び　資料作り

海洋実習の振り返り　及び　資料作り

海洋実習の振り返り　及び　資料作り

天気図を見て「台風」「熱帯低気圧」「高気圧」の動きから海況を予測する。

相手がどう思っているのかを考え、相手の為に行動してみる。

会話の続け方を勉強する。

実際に社会人（ノリススタッフ）と会話の受け答えをしてみる。

自分自身が行っていたい「海」のプレゼンテーションを行う。

前回発表された内容をブラッシュアップし、全員が行きたいと思うような「伝え方」に変える。

初めてダイビングを行う方へ（ノンダイバー役）、ダイビングの「良さ」を説明する。

ダイビングのブリーフィングを行う為の準備をする。

受講生への
メッセージ

すでに社会人に半分入り込んでいることを意識して欲しい。今日から「社会人」と言う
肩書だけでは「社会人」にはなれない。前準備をするという事がどんなことなのか
身に着けて社会に役立つ人間になってほしい。

【使用教科書・教材・参考書】
Windy、潮汐なび、tenki.jp、yahoo天気、しおさいS（アプリ）、ダイビングと海の総合サイト・オーシャナ

1年を通しての振り返りを行う。

準備学習
時間外学習

海の情報収集

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
株式会社 教育企画センター「新社会人の基礎力」

開講区分

今後のスケジュールを確認　各自スケジュールを立て、目標設定ができる

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況を説明する事ができる②

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況を説明する事ができる④

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況を説明する事ができる⑤

「新社会人の基礎力１０９」を使用して説明、意味を理解する　「会社に入るということ」

「新社会人の基礎力１０９」を使用して説明、意味を理解する　「組織の中で働くということ」

「新社会人の基礎力１０９」を使用して説明、意味を理解する　「社会人基礎力を高める」

「新社会人の基礎力１０９」を使用して説明、意味を理解する　「社会人としての自分を守り高める」

１年間の振り返り　各自がきちんと振り返る事ができる

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

学生生活最後になると思います。改めて、社会に出る為の心構えをしっかり持って臨んで下さい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(100％)   以上の割合で前期評価とします。

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況を説明する事ができる①

今後のスケジュールを確認。個人面談を実施、就活状況を説明する事ができる③

前期の振り返りを行い、今後の目標を立て、目標を達成する為の理解と意識付けができる

準備学習
時間外学習

「新社会人の基礎力１０９」を使用した際は、授業の中で行った以外の箇所も大切です。必ず目を通して下
さい。

後期の振り返り　各自がきちんと振り返る事ができる

２年間の振り返り　社会人としての目標設定ができる

一般教養を学び、社会人としての常識を身につけ社会人基礎力を身につける事ができる。

社会人としてのマナーやルールを身につける。お客様に喜びと感動を与える事ができるサービスマインドを持つ。

後期

冬休みの振り返り　今後のスケジュールを確認、目標を立てることができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 北浦 　惇貴

エコ教養Ⅱ 授業
形態

講義

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

交渉・説得　交渉の基本プロセス、説得の基本が身に付く

ビジネスマナー 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

一般的なビジネスマナーを学び、社会人として必要な知識が身につく。座学だけではなく、水族館・アクア業界で発生し
うる状況を想定したロールプレイや実習を行う。就職面接で必要な立ち居振る舞いについても講義の中に取り入れ、就
職活動に役立たせることができる。※厚生労働省愛知労働局・岐阜労働局関連の愛知県シルバー人材センター、岐阜
県シルバー人材センターなどで接遇研修、マナー講習を担当する教員

求職時、就職後に社会人として必要とされるマナーについて学び、TPOに応じた振る舞いができるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション、人間関係を円滑にする表現技術、挨拶、頼み方、断り方ができる

後期試験　就職活動および就職先で活かすべきスキルが身に付いたかを確認する

プレゼンの基本　内容の作り方、表現の仕方を学び、プレゼンができる

アンガーマネジメント　怒りの仕組み、伝え方を知り、感情をコントロールできる

サービスマインド　サービスの心得を知り、お客様に良いサービスを提供できる

サービスの基本１　人に関するサービスを知り、顧客の立場に立って主体的に行動できる

サービスの基本２環境・プロセスに関するサービスを知り、良い表情態度を身に付け、迅速な対応ができる

冠婚葬祭、テーブルマナー　社内の付き合い、食作法ができる

情報を整理する力　　資料から読み取る、資料をまとめることができる

一般常識（時事、一般常識）　社会人として知っておくべき、ニュース、一般常識が身につく

仕事におけるお金の流れ　会社の中のお金の動き、会計知識が身につく

お金の使い方（貯蓄、税金、保険など）　生活する上で最低限知っておくべきお金の知識が身につく

ビジネススキル、キャリアビジョンを考える　卒業、就職後のキャリアの考え方が身につく

受講生への
メッセージ

就職活動や社会に出てから必要な知識を学ぶ機会となる。社会人の最低限のマナーやルールをこの授業
を通して学び、今後の社会人生活に役立てようとする意識で講義に臨んでもらいたい。

【教材】コミュニケーションスキルアップ検定テキスト、Success Information Note
【参考書】『図解 ビジネスマナーの基本事典』池田書店編集部

まとめ・自己アピール　これまで学んだことを使って、自己紹介や自己アピールすることができる

準備学習
時間外学習

・就職活動に役立てるため、講義で学んだことや課題を、履歴書や自己アピールに使えるよう、毎回整理
して保存しておくこと。
・自然に振る舞いが出来るよう、学んだことは普段の生活に取り入れること。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（40％）
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

○プリントを用意
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

○Word：長文を作成するために必要な機能やWordとExcelを連携させる機能を学び文書を作成することができる。
○Excel：事務処理でよく使われる関数を習得し、顧客管理などをすることができるようになる。
○PowerPoint：マスタースライドの操作方法を習得しカスタマイズができるようになる。またPRスライドを作成することができる。
○タイピング練習：タイピングのスコアが最初よりも＋５以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

Excel3　VLOOKUP関数が使えるようになる

Word3　Excelとの連携方法（差し込み文書）を習得する

PowerPoint1　マスターテンプレートの変更方法を習得する　効果的なプレゼン方法を習得する

PowerPoint2　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint3　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint4　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint5　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）

PowerPoint6　グループ発表のプレゼンテーションを作成できる（卒業発表準備）プレゼンテーションスライドを提出できる

Excel1　基本的な機能を全て習得できる（1年生の復習）

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

後期は、Word、Excel、PowerPointの発展的な操作方法とを中心に授業を進めます。1年生の基本操作を
よく理解しておいてください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（60％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(30％)
５．授業態度と参加度(10％) 以上の割合で後期評価とします。

Word2　複雑な表の作成方法を習得する

Word4　企画書作成や差し込み文書を自分で完成させることができる（小テスト）

Word1　企画書を作成する機能を習得する

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。
○Word　○Excel操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○PowerPoint　発表用のスライドを完成させるためには授業時間だけでは不足します。時間外もスライド
の作成をしてください。

Excel4　基本的な機能,IF関数,VLOOKUP関数を使い,表とグラフを自分で完成させることができる（小テスト）

Word、Excelの機能を復習し、使いこなせるようになる

1年生で行った、Word、Excel、PowerPointの基本操作を2年生では、さらにアプリを活用できるような機能や操作方法
を習得することができるように授業を行います。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などのPCに関係する授業を約15年行う。

開講区分 後期

Excel2　IF関数が使えるようになる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 ビジネスマナー
必修
選択

選択
必修

年次 2 担当教員 浅井　麻衣子

コンピュータ演習Ⅱ 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

本講義で学習する内容は、社会人が身に付けておくべき一般教養・一般常識である。社会の動きや社会
人として恥ずかしくない一般教養を身に付けられるよう、普段の生活の中でもニュースや書籍、雑誌など
で学ぶ姿勢を持つことを期待する。

【参考書】
『ドリル式 SPI問題集』(NAGAOKA就職シリーズ)
『漢検試験問題集 3級』（旺文社）

まとめ、学んだことを振り返り、基礎的な教養を社会に出てから活かせる

準備学習
時間外学習

・新聞やニュースに興味を持ち、普段から時事ニュースに接する機会を作ること。
・講義で学習した内容は、就職試験で解答できるよう、復習して身に付けていくこと。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（40％）
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で評価とします。

後期試験：社会人としての教養が身に付いたかを確認する

ものの値段と個数への基礎的な理解を深めることができる

定価・原価・利益への基礎的な理解を深めることができる

割合と値段への基礎的な理解を深めることができる

仕事算への基礎的な理解を深めることができる

表の読み取りへの基礎的な理解を深めることができる

資料の読み取りへの基礎的な理解を深めることができる

順列・組み合わせへの基礎的な理解を深めることができる

確率の捉え方への基礎的な理解を深めることができる

集合への基礎的な理解を深めることができる

推論への基礎的な理解を深めることができる

ものの流れと比率への基礎的な理解を深めることができる

速さ・距離・時間への基礎的な理解を深めることができる

一般教養 授業
形態

講義 開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

・社会人として最低限知っていてもらいたい一般常識を学び、就職試験（SPI）で解答できる力を付ける。
・文章を書き、発表しながら、自分の考えをまとめ、人に伝える力を身に付け、就職活動で活かせるようにする。
・講義の中では、時事問題やニュースなどについて取り上げ、時事問題への対策も行う。
※大学キャリアセンターでキャリア形成の支援、SPI試験対策を担当する教員

社会人として持つべき知識や技能を学ぶとともに、学生のうちに習得しておくべき教養が身についているかをおさらい
し、就職試験ならびに就職後に対する自信が持てるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション、濃度への基礎的な理解を深めることができる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 公衆衛生・関連法規
必修
選択

必修 年次 2 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分 後期

新・社会人の基礎力⑥（労働法規について社会に属する上での基礎知識を理解し、実行できる）

新・社会人の基礎力⑦（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる）

新・社会人の基礎力⑧（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる）

新・社会人の基礎力⑨（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる）

ガイダンス（授業の目的、目標を理解し、授業に取り組む意欲を高めることができる）

新・社会人の基礎力①（法人・会社組織について社会に属する上での基礎知識を理解し、実行できる。）

新・社会人の基礎力②（社会保障について社会に属する上での知識を理解し、実行できる）

新・社会人の基礎力③（社会保障について社会に属する上での知識を理解し、実行できる）

新・社会人の基礎力④（社会保障について社会に属する上での知識を理解し、実行できる）

持参物：サクセスノート

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員 清水先生

グループ内での発表課題が授業時間内でできなかった分に関してのみ、各々準備を要する。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度（0％）   以上の割合で前期評価とします。

目前に迫っている社会人への1歩として、就職活動や実社会への準備を行います。
グループワークを中心とした講義ですから企業や社会といった堅苦しいイメージを持たずに取り組みま
しょう。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

公衆衛生・関連法規

企業研究・業界研究をすることにより企業の社会での役割や目的を理解し、企業が求める人材像や必要とされる力
について熟考することにより、実際にその業界に入ってから自分がどのようにキャリアを形成するかを具体的に把握
し説明できるようになる。また、その前段階である就職活動に向けた諸準備や社会人として必要な力を習得し、実践
できる。

社会に関わる様々なものの理解を深め、活用できる。

授業計画・内容

企業研究

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

新・社会人の基礎力⑩（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる）

新・社会人の基礎力⑪（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる）

新・社会人の基礎力⑫（社会、会社に属する上での基礎知識を理解し、実行できる）

評価（選択・記述・論文形式）

総括（ テスト返却（内容の再確認）１分スピーチ）

新・社会人の基礎力⑤（労働法規について社会に属する上での基礎知識を理解し、実行できる）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
動物を飼育する際に必要となるトレーニングの背景にある原理と基本法則を学び、
これを活用して実際のトレーニングを行う方法を習得し、説明することができる。
※1996年4月～2001年10月まであわしまマリンパークに所属。
主業務は、海洋哺乳類の飼育、ショーやプログラムなどのエデュケイト企画開発・実施、スタッフ教育を行う。
【到達目標】
・海洋哺乳類の収集方法から初期トレーニングの方法を説明できる。　
・生物の行動の種類を説明できる。
・シェイピングを行う注意点を考慮し、トレーニングが出来、説明が出来る。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第５集

ｼｪｲﾋﾟﾝｸﾞと問題行動の対処法を視覚教材にて確認、復習、説明が出来る

ｵﾍﾟﾗﾝ条件付け③　ｼｪｲﾋﾟﾝｸﾞの種類と各特性について理解し説明が出来る

ｼｪｲﾋﾟﾝｸﾞを行う際での注意点を理解し説明が出来る

行動の随伴性について理解し説明が出来る

強化と罰の種類を視覚教材にて確認、後期の前半を復習、説明が出来る

問題行動の対処法、行動療法について理解し、説明が出来る

水族館でのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを見学、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの必要性と活用法を理解し、説明が出来る

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｹﾞｰﾑ実践①　陽性強化でのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを各自考えて実践し、理解を深め説明が出来る

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｹﾞｰﾑ実践②　陽性強化でのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを各自考えて実践し、理解を深め説明が出来る

評価方法

受講生への
メッセージ

動物の行動の原因を分析し対応できる飼育係、トレーナーを目指して授業を行います。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（30％）　　　　　以上の割合で前期評価とします。

ｵﾍﾟﾗﾝ条件付け②　強化と罰の種類を理解、説明が出来る

ｵﾍﾟﾗﾝ条件付け④　連続強化と部分強化の種類と各特性について理解し説明が出来る

ｵﾍﾟﾗﾝﾄ条件付け①　ｵﾍﾟﾗﾝﾄ条件付けの定義を理解し、説明が出来る

準備学習
時間外学習

1年生時の復習をしておくことが必要です。

後期授業内容の理解度を筆記試験で確認することが出来る

後期の授業内容を、前回の筆記試験結果を使用し、重要な点を再確認することが出来る

後期

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｹﾞｰﾑ実践③　陽性強化でのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを各自考えて実践し、理解を深め説明が出来る

ドルフィントレーニングⅡ 授業
形態

講義

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科
開講区分

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 渋谷　睦美



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】　特になし。必要に応じ参考文献などについて学生に案内をする。

開講区分 後期

遊びの定義,事例,機能について学び,飼育動物に遊びの機会を設ける事の重要性を理解,説明が出来る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 動物行動学
必修
選択

必須 年次 2 担当教員 山本　聡

動物行動学 授業
形態

講義
演習エコ・コミュニケーション科

評価方法

受講生への
メッセージ

この授業で学ぶ事は現時点のﾍﾞｽﾄな理論と技術である。これらを正確に理解すれば世界のどこでも優れたﾄﾚｰﾅｰと
して活躍できるようになるのだということを信じて学んでもらいたい。また動物の飼育,ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞはﾁｰﾑﾜｰｸである。授
業においても積極的に質問してもらいたいが,授業後に個別に質問に来るのではなく,授業の始めや授業中に質問し
てもらいたい。また試験勉強などもｸﾞﾙｰﾌﾟ単位で勉強するなどして,ｸﾗｽとして結果を出すようにしてもらいたい。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）　以上の割合で後期評価とします。

ﾀｲﾑｱｳﾄとﾘｺｰﾙの適切な用い方、用いるうえでの注意点について学び、説明する事が出来る

(動物の移動Ⅰ)ｹﾞｰﾄのﾃﾞｻﾞｲﾝ,ｹﾞｰﾃィﾝｸﾞのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ法,ﾀｹﾞｰﾃィﾝｸﾞの維持,仕方を理解,説明が出来る

問題行動に対する4つの基本的対処法を理解,説明が出来る,DRI.DRL.DRO.LRSを対比理解,説明が出来る

準備学習
時間外学習

準備学習については次週までに調べておくようにと指定した事項についてインターネット等で調べる。イン
ターネットで調べた事についてはサイトのURLを記録しておく。時間外学習については、その日の授業で
取ったノートを見返し授業を振り返り、自分で一番興味を持った事、良くわからなかった事、疑問に思った
事について調べる。そして授業のノートと自分で調べた事を元に自分なりの授業のまとめノートを作成す

後期試験

後期試験結果の講評および正答解説から再度、基本的な理論の理解を深める事が出来る

【授業の学習内容】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞにおいて直面する様々な問題の対処方法,回避方法,より高度な動物のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞについて学びながらﾄﾚｰﾅｰ
としてあるべき態度、考え方を認識し説明をする事が出来るようになる。＊ﾊﾜｲ大学大学院卒。鯨類の認知能力など
を研究すると同時に海洋哺乳類のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞについて学ぶ。日本ではOMRC等で,動物のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞや健康管理・治療な
どに携わり,国際的に最も権威があるInternational Marine Animal Trainers Association（IMATA）のｼﾆｱﾒﾝﾊﾞｰでもある
【到達目標】
①動物の問題行動への対処法、行動の制御方法を理解、説明する事が出来る。②インターアクティヴ・プログラムに
ついて理解、説明する事が出来る。③飼育動物の生活をより豊かなものにする為、飼育、トレーニングを改善する為
に必要ないくつかの動物の認知能力（模倣・道具の使用・遊び）について理解、説明する事が出来る。

授業計画・内容

動物の言語能力の研究,ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの試みについて学び,応用展開の重要性を理解,説明が出来る

ﾀｲﾑｱｳﾄと強化・罰、ﾘｺｰﾙと強化について理解し、説明する事が出来る

(Ⅱ)A-Bﾄﾚｰﾆﾝｸﾞのやり方と活用法について理解し、説明する事が出来る

(Ⅱ)A-Bﾄﾚｰﾆﾝｸﾞのやり方と活用法、様々なﾀｹﾞｰﾃィﾝｸﾞについて理解、説明する事が出来る

ふれあいﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを行う施設のﾃﾞｻﾞｲﾝ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄにおけるﾎﾟｲﾝﾄについて理解,説明が出来る

(模倣学習Ⅰ)真の模倣学習とはどのような学習能力か基盤となるものを理解,説明が出来る

(Ⅱ)刺激協調、伝染、社会的促進、エミュレーションについて理解し、説明する事が出来る

(道具の使用Ⅰ)道具の使用の事例,使用の定義,使用と学習・推理の関係について理解,説明が出来る

(Ⅱ)環境の影響,ﾋﾄ以外の動物について学び認知的ｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄとしての道具の使用の重要性認識,説明が出来る



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
魚類の生活史を学び、繁殖方法・回遊の形態を学びます。干潟での魚類採集を行い標本作製、ノギスを用いての
測定を行う。またf魚類解剖を行い肝臓の役割・消化器系の違いを観察、さらに胃内容物を調べ食性を推察する。

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】

アユの解剖を行い摂餌方法の特殊化により変化した歯・内臓器官を観察し、構造が理解できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

海洋・水生生物学

①ニジマスの解剖を実施して学び、体の構造を説明できる

②サケの繁殖戦略について学び、説明できる

①サケの繁殖戦略について学び、説明できる

サケの回遊経路について学び、説明できる

白井　芳弘

後期
水生生物Ⅱ

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

魚類の生活史、繁殖・回遊・それに伴う浸透圧調整を理解できる

干潟の自然観察を行い。その内容を記録しレポートにまとめることができる

アユの生活史を理解

授業計画・内容

ウナギの現状と課題について学び、説明できる

アナゴの解剖を実施し、体の構造を説明できる

水族館の展示・生物飼育から魚病の発見まで幅広く、水族館スタッフに必要な知識と技術を学びます。

解剖・観察の週には、ノートを見返し、体のつくりと名称を学習すること。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

後期の復習と試験の解説を聞き、これまでの授業内容を説明できる

後期試験

振り返り

クニマスの絶滅と再発見について学び、説明できる

マグロの種類について学び、マグロの名前を言うことができる

マグロの生活史について学び、説明することができる

社団法人　日本動物園水族館協会発行　新飼育ハンドブック　水族館編　第3集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員

開講区分

資源管理の効果について学び、説明することができる

サケ科の魚類について学び、サケ科の名前を言うことができる

②ニジマスの解剖を実施して学び、体の構造を説明できる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2）

【授業の学習内容】

【到達目標】
鰭脚類の資源管理を理解する。海牛類およびその他の海洋哺乳類の生物学を理解する。生態系の中での
海洋哺乳類の位置づけを理解し、説明ができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】 参考資料：イルカ・クジラ学―イルカとクジラの謎に挑む(東海大出版)、鯨類学 (東海
大学自然科学叢書) 、海の哺乳類―FAO種同定ガイド （NTT出版）

【洋書】Encyclopedia of Marine Mammals, Second Edition、Marine Mammal Biology: An Evolutionary Approach

（5）地球の作りと海洋環境の関係、また生物の分布との関係について総合的に理解する

（2）ジュゴンの生活史、特に成熟年齢，繁殖周期，寿命,食性,資源量について理解する

（4）海牛類の保全について理解し、人間活動との関わりを説明できる

ラッコの生物学(1) ラッコの分類と形態，分布，生活史，生息数と保護の現状について理解する

(2) 生物学的特徴と共に、キーストーンとしての生態系内での役割について理解する

ホッキョクグマの生物学　特徴を理解し生態系内での役割、棲息地環境について説明できる

海洋哺乳類学（1）生態的「ニッチ」の意味と他の生物との関わりについて「海洋の食物連鎖」を説明できる

（2）海洋環境保全と管理について理解し、生物多様性の必要性と海洋哺乳類のニッチを説明できる

（3）日本近海に生息する海棲哺乳類の飼育管理および野生動物の保護について理解する

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

本科目は、水族館飼育やウォッチングガイドにおいて最低限必要とされる、海の哺乳類(クジラ・イルカ・ア
シカ・アザラシ等)の生物生態の基礎知識を取り扱います。技術を教える講義内容ではありませんが、知
識は技術を支えるものであり、知識なしには仕事はできません。講義は前段階の知識があることを前提
で行いますので、自己学習を怠らないようにしてください。								

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（30％）
３．レポート（30％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

海牛類の生物学（1） 海牛類の分類と外部形態の特徴，分布域の違いを理解する

（3）マナティの生活史、特に成熟年齢，繁殖周期，寿命,食性,資源量について理解する

講義の内容と成績評価について説明、前期の復習および後期の内容について予習を行う

準備学習
時間外学習

本科目内容を充分に理解する為には、前提として1年次に開講する海棲哺乳類Ⅰの知識を必要としま
す。履修前に該当科目のノートをよく復習してください。講義後は、ノートによる復習だけでなく、各種の参
考書籍にて関連項目を熟読することで、知識の定着を促進させること。後半には生態学を交えた総合的
な海棲哺乳類学となります。

後期試験　ペーパーテストにより後期に習得した知識の確認を行う

解答例の説明、講評。海洋哺乳類学全体の内容を復習、今後の課題について提言する

海洋哺乳類とくに鯨類を扱うドルフィントレーナー、ウオッチングガイドおよび水族館飼育技術者として必要な海洋哺
乳類（鰭脚類・海牛類など）の基礎生物学と漁業やその他の人間活動との関係についての基本的知識を習得する。
＊イルカの音声コミュニケ―ションについて研究、現在は東海大学海洋学部にて特任助教として勤務。

開講区分 後期

（4）日本近海に生息するヒゲクジラ亜目について野生下生息数・分布について説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 海洋・水生生物Ⅱ
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 吉田　弥生

海洋哺乳類Ⅱ 授業
形態

講義



科目名 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】
・伝える上で必要な要素（見た目・声・言葉）について理解し、どのような姿勢で伝えるか理解し、実践する。
・実際に伝える分の構成・表現方法の練習をして、実践する。
　＊2005年～2007年　京急油壷マリンパークで飼育部に所属。
　　　海獣飼育員として勤務し、イルカ・アシカショーや給餌解説などを担当。
【到達目標】
・人に自然や動物のことを伝えるとはどういうことか理解し、より効果的な伝え方を習得する。
・自己表現力を高めることで持っている知識や技術を正しくアウトプット、表現、説明できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教科書：社団法人　日本動物園水族館協会発行　　新飼育ハンドブック　水族館編　第４集

開講区分 後期

オリエンテーション　授業目的・目標について理解し、インタープリテーションの定義を説明できる　

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必須 年次 2 担当教員 三好　咲衣

インタープリテーション
 授業
形態

演習
エコ・コミュニケーション科

授業計画・内容

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

自分が相手の立場ならどのような人の話を聞きたいか、説明することができる

自分がどのような人か自己分析し、時間を図って時間感覚を身に付ける

３分　学校・自身の専攻・ここまでの取り組みについてポイント①～⑤をもとに発表することができる

実際に『３分　学校・自身の専攻・ここまでの取り組み』について項目を作ることができる

課題：自分で振り返り、改善点・改善方法を考え、どのように取り組むべきか決めることができる

伝えるためのポイント①見た目について考え、クラス内発表することができる

伝えるためのポイント②聞く③話すについて考え、クラス内発表することができる

伝えるためのポイント④触れる⑤嗅ぐについて考え、クラス内発表することができる

伝えるために必要な項目作り、自分が何を気を付けるかを決めることができる

練習の方法①～③を学び、練習の重要性から実践することができる

受講生への
メッセージ

自己表現力を高めること、人に自然や動物のことを伝えるとはどういうことか理解し、より効果的な伝え方
を習得する力を身に付ける授業になります。
体調管理に気を付けて、主体的に取り組み、積極的に練習するようにしてください。

３分　学校・自身の専攻・ここまでの取り組みについてポイント①～⑤をもとに発表することができる

実際に自分の興味があることについて考えて文章を発表することができる

実際に自分の興味があることについて考えて文章を発表することができる

準備学習
時間外学習

この授業を受けるにあたり、文の大枠となる構成を考えておく予習が必要です。
さらに復習として実施した内容を何度も復習し、実際に家族や友人の前で話す練習をすること必要です。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(10％)
５．授業態度と参加度(90％)   以上の割合で前期評価とします。

必要な要素①～⑤を含め、実際に自分の興味があることについて考えて文章を作ることができる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択 必修 年次 2 担当教員 ノリス

海洋実習の振り返り　及び　資料作り

ゼミ 授業
形態

講義
演習

開講区分 後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

海の近くで働くにあたっての「目配り、気配り、思いやり」を学ぶ。
海況判断、天気図の読み方、予測の仕方。
サービス業の基本。礼儀、作法を学ぶことが出来る。「安全管理」とは何かを学ぶ。
*1983年からダイビングショップ経営、講習及び器材の販売、ツアーの開催等ダイビングに関わる業務を幅広く行う。

「想像力」を身につける。

授業計画・内容

オリエンテーション。自己紹介を通して今後の授業展開を理解できる

ダイビングのブリーフィングを行う

海洋実習の振り返り　及び　資料作り

海洋実習の振り返り　及び　資料作り

海洋実習の振り返り　及び　資料作り

天気図を見て「台風」「熱帯低気圧」「高気圧」の動きから海況を予測する

相手がどう思っているのかを考え、相手の為に行動してみる

会話の続け方を勉強する

実際に社会人（ノリススタッフ）と会話の受け答えをしてみる

自分自身が行っていたい「海」のプレゼンテーションを行う

前回発表された内容をブラッシュアップし、全員が行きたいと思うような「伝え方」に変える

初めてダイビングを行う方へ（ノンダイバー役）、ダイビングの「良さ」を説明する

ダイビングのブリーフィングを行う為の準備をする

受講生への
メッセージ

すでに社会人に半分入り込んでいることを意識して欲しい。今日から「社会人」と言う
肩書だけでは「社会人」にはなれない。前準備をするという事がどんなことなのか
身に着けて社会に役立つ人間になってほしい。

【使用教科書・教材・参考書】
Windy、潮汐なび、tenki.jp、yahoo天気、しおさいS（アプリ）、ダイビングと海の総合サイト・オーシャナ

1年を通しての振り返りを行う

準備学習
時間外学習

海の情報収集

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
1年生時に習得した飼育や生物についての知識を人に伝えることにより深い知識とし、
トレーナーの仕事である、人に伝える方法を実習をもって習得して、実践することができる。
※1996年4月～2001年10月まであわしまマリンパークに所属。
主業務は、海洋哺乳類の飼育、ショーやプログラムなどのエデュケイト企画開発・実施、スタッフ教育を行う。
【到達目標】
・ショープログラムの構成が出来るようになり、実践する事が出来る。
・ナレーション技術（人前で話すにあたって）を学び、実践する事が出来る
・ショーのナレーションを実践する事が出来る。
・プログラムを作成、実践する事が出来る。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】 特に必要なし。必要に応じてプリント資料を配布

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 渋谷　睦美

受講生への
メッセージ

実習が中心の授業ですので、積極性をもって臨みましょう。また、チームではなく、各自で課題に取り組む
にあたり、各自のスケジュール管理が重要になってきます。授業目標到達を目指して、欠席をしない様に
してください。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果（60％）
５．授業態度と参加度（20％）　　　　　以上の割合で前期評価とします。

準備学習
時間外学習

解説原稿を作成するにあたって、1年生時の講義や研修を復習しておく必要があります。
また、課題を取り組むにあたり、毎回講義の復習が必要です。

クラスメイトのガイド内容（一部）を編集したティーチャーズガイドを作成、説明ができる

クラスメイトのガイド内容（一部）を編集したティーチャーズガイドを作成、説明ができる

評価方法

受講者のアンケート評価の集計と自己評価を行い、改善策を考え説明ができる

前回の調査を基に各自コースを考えガイドツアーの概要について話し合い、意見をまとめ説明ができる

ガイドツアーの各場所ごとの内容を原稿にし、説明ができる

ガイドツアーの各場所ごとの内容を原稿にし、案内・アンケートの内容を用紙に作成、説明ができる

各場所ごとのガイド内容を各自実践、再構成が必要な場合は再構成を行い、実践する事ができる

当日参加者に配布するガイドツアー冊子の作成を行い、内容の説明ができる

当日の時間配分で内容・時間・展示の確認を行い、ガイドの実践をする事ができる

リハーサルを基に必要な場合は再構成また実践練習ガイドツアー冊子の作成をし実践する事ができる

実践練習を行い、クラスメイトの評価を受け、修正点の最終確認を行い、実践する事ができる

ガイドツアー実施に向け、実施場所の展示を把握し、説明する事ができる

各自コース決定後ガイド内容を考え受講者へのアンケート内容について話合い意見をまとめ説明ができる

後期の授業目的と授業内容を把握し、説明する事ができる

後期

ガイドツアー実践：各自考えた内容でのガイドツアーを実践する事ができる

ゼミ 授業
形態

講義
演習

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科
開講区分



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（50％）
４．課題成果(20％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で後期評価とします。

小学校に海の生き物を持ち込み、学生自らが作成した授業内容で自分たちが授業を進める教育実習で
す。　水族館の水槽解説・生き物講座を行う際には必須の知識と技術を磨くチャンスです。

実習に際して、事前にこれまで学んできた知識の復習や当日の動き方の確認が必要。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

飼育飼養管理

授業計画・内容

水族館の教育活動を実践することを目的に行う。　小学校に海の生き物を持ち込み、学生がレクチャーを行い海の生
物の魅力を伝ることができる。

レクチャーする生物が実際に住んでいる様子を観察でき、その生物を採集できる。採集した生物を飼育できる。学習
プログラムをチームで作成できる。班の中で役割を決めその役割を責任持ち行うことができる。レクチャーは笑顔で楽
しく行うことができる。

ゼミ

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

①近隣小学校への授業のお願い訪問をし、言葉遣いや挨拶などの常識を理解できる

②近隣小学校への授業のお願い訪問をし、言葉遣いや挨拶などの常識を理解できる

①生徒からの質問への回答を作成し、自分たちのレクチャーを振り返り、改善できる

②生徒からの質問への回答を作成し、自分たちのレクチャーを振り返り、改善できる

配布プリント、新飼育ハンドブック水族館編　第3集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義
演習

年次 2 担当教員

開講区分

白井　芳弘

後期

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

1年間のまとめ、振り返りを行い、これまでの授業内容を理解できる

校外実習　【味鋺小学校出前】を通して、一般の方にレクチャーができる

①中学校授業リハーサルを行い、段取り良くレクチャーができる

②中学校授業リハーサルを行い、段取り良くレクチャーができる

校外実習　【聖霊中学出前授業】を通して、一般の方にレクチャーができる

授業報告書を作成し、実習を振り返ることができる

中学校出前授業について【導入】を通して、授業の組み立てを考えることができる

班活動【①小学校授業を振り返り修正カ所　②授業の担当を決める】を通してグループ活動ができる

①班活動【①小学校授業観察ノート作成　②授業テキスト（案）作成】を通してグループ活動ができる

②班活動【①小学校授業観察ノート作成　②授業テキスト（案）作成】を通してグループ活動ができる

小学校授業事前準備・観察ノート印刷・生物輸送準備を通して計画的に行動できる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】
デザインやイラストレーションの基礎演習をする事により、卒業後簡単なコミュニケーションツールやPOP等制作の
基礎を習得し実践する
*講師は広告制作プロダクションや広告代理店に勤務し、現在も企画会社でデザインや絵画、イラストの
制作をしている。
【到達目標】
動物の見せ方や描き方を学び
ＰＯＰデザインに応用できる。
文字とイラスト等を利用して、簡単なコミュニケーションツールの作成が出来る。
特に前期では、イラストと言葉によるコミュニケーションの基礎を学び、クリエイティブ制作の基礎としての考え方、
描き方を身につける。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

開講区分 後期

応用制作課題④

授業計画・内容

前期課題説明・オリエンテーション・ミニ課題

基礎制作課題①

基礎制作課題②

基礎制作課題③

基礎制作課題④

基礎制作課題⑤

美術館研修（予定）

応用制作課題①

応用制作課題②

受講生への
メッセージ

例えば水族館では魚の説明看板、ペットショップではPOP等の販促物など、またお手洗いの表示やキャン
ペーンの看板等の制作は、本来業務ではなくても新入社員にまかされる事が多く、その善し悪しは、評判
や売上に影響を及ぼす事が多くあります。基礎的な知識と作業の方法を身につけておきましょう。

応用制作課題⑤

前期終了制作課題①

前期終了制作課題②

前期終了制作課題③

準備学習
時間外学習

特になし

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(50％)
５．授業態度と参加度（50％）  以上の割合で後期評価とします。

課題ごとのプリントに基づいて演習を行っていきます。本授業では基礎として白黒、手書きで制作していきますので、
鉛筆、消しゴムの他、黒のサインペンや定規などご用意いただきます（オリエンテーションにて説明）

応用制作課題③

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 飼育飼養管理
必修
選択

選択
必須

年次 2 担当教員 秦　敏信

アニマルクラフト 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】
生態系とはなにか、生態系の３つの構成要素の物質循環を理解し、
干潟生態系の生物観察を通して、生態系を構成する生物を学び、さらにサンゴ礁生態系の
生産者・消費者・分解者の役割について考察する
*1988年～2003年　あわしまマリンパークにて勤務。館長も務め、現在は飼育顧問として関わっている。
【到達目標】
干潟生態系の生産者・消費者・分解者の物質循環を理解できる。
実際に干潟の観察を行い、生物の棲み分け、生息している生物の種名を理解できる。
干潟の甲殻類の体のつくり、呼吸・摂餌・繁殖方法を理解できる。
サンゴ礁生態系の環境がどのように生物と関連しているのかを学び理解できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

②水質データの種類について学び、説明できる

③水質データの種類について学び、説明できる

①カキの種類と生息環境・潮間帯の構造について学び、説明できる

②カキの種類と生息環境・潮間帯の構造について学び、説明できる

海洋生態

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

①藤前干潟の自然について学び、説明できる

②藤前干潟の自然について学び、説明できる

配布プリント、新飼育ハンドブック水族館編　第3集

授業科目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

必修
選択

授業
形態

必修

講義

年次 2 担当教員

開講区分

カキの解剖を実施し、体の構造を説明できる

①万石裏のアマモ場の水質とカキの繁殖について学び、説明できる

②万石裏のアマモ場の水質とカキの繁殖について学び、説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

ウォーターエクササイズⅡ 白井　芳弘

後期

自然の仕組みを学ぶ授業です。海でも川でも陸でも同じ仕組みで動いている、それが見えてくると自然を
よりおもしろく見ることができます。

授業で用いたノートの見直しが必要。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（20％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で後期評価とします。

授業計画・内容

後期の復習と試験の解説を聞き、これまでの授業内容を説明できる

後期試験

振り返り

①アマモの生活史について学び、説明できる

②アマモの生活史について学び、説明できる

①水質データの種類について学び、説明できる



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4)

【授業の学習内容】 （※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
「背骨コンディショニング協会」各種教本

開講区分 前期・後期

背骨体操と筋肉トレーニング実践⑪

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルべーシック
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 里　昭範

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

評価方法

受講生への
メッセージ

姿勢が変われば「思考」が変わり、「行動（生き方）」が変わります。
一緒に楽しく身体を動かしていきましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(10％)
５．授業態度と参加度(90％)   以上の割合で前期評価とします。

背骨体操と筋肉トレーニング実践①

背骨体操と筋肉トレーニング実践③

オリエンテーション（目標と目的の理解をする）

準備学習
時間外学習

1週間に1度の授業の他に、自宅での「体操」を２～３日、「筋肉トレーニング」を１回行う事が理想的。

テスト

まとめ

◇姿勢を整え身体の機能と心の機能を高めていく。症状の改善と共に最大のパフォーマンスを生み出す力をつける。
各関節の可動域を広げ、解剖学上背骨を真っ直ぐに矯正し、筋肉を鍛えていく（維持する力をつける）。
＊１９９４年～「自分らしさ（元気）」をテーマに、心理カウンセリング、各種セラピー、ボディワークなどを学生、一般の
方々に行う。　あん摩指圧マッサージ師・背骨コンディショニング協会スペシャリスト。

①身体の不調がある場合はその改善。
②姿勢改善。
③心身のセルフケア方法を身につける。

授業計画・内容

背骨体操と筋肉トレーニング実践⑫

背骨体操と筋肉トレーニング実践②

背骨体操と筋肉トレーニング実践④

背骨体操と筋肉トレーニング実践⑤

背骨体操と筋肉トレーニング実践⑥

背骨体操と筋肉トレーニング実践⑦

背骨体操と筋肉トレーニング実践⑧

背骨体操と筋肉トレーニング実践⑨

背骨体操と筋肉トレーニング実践⑩



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

・水族館などでよく見られる種類（ペンギン）が見分けられるようになる。
・アシカとアザラシの違いが分かり、見分けられるようになる。
・イルカ（ハンドウ）オスとメスの違いが分かり、見分けられるようになる。

これまでの復習

ペンギン③　ペンギンの生態について理解する

鯨類①　分類と種類、ハクジラ亜目とヒゲクジラ亜目の違いを理解、説明ができる

鯨類②　体の仕組み、オスとメス（ハンドウイルカ）の違いを理解し、説明ができる

鯨類③　水族館で見られる種類、特徴を理解し、説明ができる

鯨類④　ストランディングについて理解、飼育下での輸送について理解する

鰭脚類①　分類と種類、違いを理解し、見分けることができる

鰭脚類②　体のしくみ、アシカとアザラシの違いを理解、見分けることができる

鰭脚類③　飼育下でのアシカ、アザラシ、セイウチの飼育について注意することを理解する

授業計画・内容

エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

水族館や動物園へ行った時、少しでも種類が分かったり、見分ける事が出来れば、今までと見方が変わ
ると思います。新しい発見を見つけ、この授業を通して視野を広げてほしいです。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（40％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(40％)   以上の割合で前期評価とします。

ペンギン②　ペンギンの体の仕組みを理解、体の各部名称を理解する

ペンギン④　水族館でのペンギンの飼育方法を理解、飼育している園館を知る

ペンギン①　ペンギン１８種類を６属に分け、違いと見分け方を理解、違いを説明する事ができる

準備学習
時間外学習

機会があったら水族館や動物園へ行き、アシカ・アザラシ・ペンギンを観察。授業で学んだ事を思い出し
観察。　　　　　　　　　　　　毎回の授業後に復習。

試験

試験返却、振り返り

水族館や動物園へ行った際、ペンギンの種類が分かる、アシカやアザラシを見分ける事ができる。
海棲哺乳類と陸上の動物や犬、猫等、普段関わる機会の多い生き物との違いを知り、視野を広げる。
＊水族館（二見シーパラダイス 現 伊勢シーパラダイス）で10年勤務、イルカをはじめトド、セイウチ、ゾウアザラシなど
の海獣類を飼育、トレーニング、ショーなどを担当。

【使用教科書・教材・参考書】
特にありません。必要に応じてプリント資料を配布します。

開講区分 前期・後期

鰭脚類④　飼育下でのアシカ、アザラシ、セイウチの健康管理、トレーニングについて理解する

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 楠本　真紀

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】
犬に対してリスクを考えながら発想が出来る。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

軍手,歯磨きｳｴｯﾄ,歯ﾌﾞﾗｼ,歯磨きｼﾞｪﾙやﾏｳｽｽﾌﾟﾚｲ,ﾚｼﾞﾝ液(ｸﾘｱ,黒)照射器,UVﾚｼﾞﾝ用ｼﾘｺﾝﾓｰﾙﾄﾞ他

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

選択 年次 1・2 担当教員 吉岡　奈穂子

犬の歯磨きを実践できる

Wメジャーカリキュラム 授業
形態

演習 開講区分 前期・後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

パピー犬からシニア犬のサポートの提案が出来る。また、飼い主様にアドバイスが出来る。

授業計画・内容

授業説明。犬の生体・特徴について説明ができる（犬について）

犬の歯について理解し、また予防方法の説明が出来る（歯について、おもちゃ作り）

振り返り

季節に合ったリボンを製作出来る

犬種の特徴を理解し、リボン付けが出来る

腹巻を作製

食事介助と基本的な方法を理解することが出来る（クッキー・スープつくりの説明）

簡易的な食事を実践し、提案することが出来る（クッキーつくり）

簡易的な食事を実践し、提案することが出来る（スープつくり）

イベントのノベルティを提案することが出来る（レジン説明）

ノベルティ製作を実践できる（レジン）

ノベルティ製作を実践できる（レジン）

季節に合ったリボンを製作出来る

テスト

受講生への
メッセージ

医療の発達から飼育動物の高齢化や未成熟な個体も助けられることが増え、個体差を考えた飼育が必
要になります。よりストレスの少ない飼育ができるよう経験を積みましょう。

準備学習
時間外学習

動物とより多くの関わり合いを持ち個体差を考えた接し方コミュニケーションの取り方を理解しよう。料理
等の生活力をつけよう。

評価方法

１．定期試験（70％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(３0％)
５．実地試験(0％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．実地試験(0％)   以上の割合で前期評価とします。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

資料など、授業内で逐次提供します。

受講生への
メッセージ

耳の聞こえない人と出会ったことはありますか？街中で、手話でお話している人を見かけたことはありま
すか？もし、お客様で耳の聞こえない人がやってきたら、どのように対応しますか？そんな時、筆談や何
となくのジェスチャーではなく、「目を見て笑顔で対応」出来たら、きっと喜ばれるはず。
「声」に頼らない授業進行です。その世界に一歩踏み込んでみてください。

振り返り

準備学習
時間外学習

手話は言語であり、積み重ねによって徐々に身についてきます。授業内だけでなく、その後積極的に復習
を行うことで、より確実に身に付いていきます。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（0％）   以上の割合で前期評価とします。

テスト

自己紹介③　誕生日、年齢など、数字を使った表現を行うことが出来る

自己紹介④　家族のこと、家の場所など、より詳しく自分のことを話すことが出来る

自己紹介⑤　趣味や仕事など、自分や相手の中身について、話すことが出来る

自己紹介⑥　好きな食べ物、嫌いな食べ物など、自分や相手の中身について話すことが出来る

自己紹介⑦　得意なこと、苦手なことなど、自分や相手の中身について話すことが出来る

日常会話①　天気、気温、季節など、日常会話の１シーンで会話することが出来る

日常会話②　「何？誰？いつ？」など、自ら質問をすることが出来る

日常会話③　嬉しい・楽しい・悲しいなど、感情を表現することが出来る

日常会話④　歩く、走る、遊ぶなど、様々な行動に関する表現をすることが出来る

日常会話⑤　多い、少ない、重い、軽いなど、程度に関する会話をすることが出来る

日住会話⑥　挨拶に始まり、天気や体調について、会話することが出来る

自己紹介②　基本的な挨拶表現を行うことが出来る

Wメジャーカリキュラム 授業
形態

講義
演習

開講区分 前期・後期
エコ・コミュニケーション科

仕事現場では多くの方と触れ合う機会があり、様々なコミュニケーション能力が必要とされます。また障害を持った方
に対しても自信を持って対応できるスキルを身につけることが大切です。
「手話初級」では、基礎的な手話を学びながら、コミュニケーション能力を高め、挨拶・自己紹介などの基本的な手話
を実習、習得します。

日常の挨拶、自己紹介、簡単な会話が手話で話せるようになる。
「聞こえない世界」に触れる中で、障害に対する理解を深め、積極的なコミュニケーションを取るようになる。

授業計画・内容

自己紹介①　自分の名前、相手の名前を表現することが出来る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

選択 年次 1・2 担当教員 高橋　みつる



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

手話のコミュニケーションは、手の動きだけでなく、身体の動きや豊かな表情も大切なポイントで、覚えれ
ば覚えるほど楽しくなるし、伝われば伝わるほど相手も自分も嬉しくなります。耳の聞こえないお客様と出
会った時に、豊かなコミュニケーションが少しでもとれる状態になるように、しっかりとお話します。「声」に頼
らず、「全身」で表現していきましょう！

振り返り

準備学習
時間外学習

手話は言語であり、積み重ねによって徐々に身についてきます。授業内だけでなく、その後積極的に復習
を行うことで、より確実に身に付いていきます。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（0％）   以上の割合で前期評価とします。

前期テスト

移動に関する表現　家から学校までの道のりを、しっかりと伝えることが出来る

趣味に関する表現　自分の趣味を深くまで表現し、相手に伝えることが出来る

「聞こえない」とはどういうことか、そのために何が必要か、理解し説明が出来る

空間を利用した表現を中心に学び、より豊かな表現について習得する

頭の中で描いた映像を、しっかりと手話で相手に伝えることが出来る

接客に関する手話を中心に学び、実践的に使用できるようにする

道案内　平面的な地図を、立体的に表現し、相手に伝えることが出来る

昔の出来事など、自らの体験を中心に、イメージを相手にしっかり伝えることが出来る

話題表現　最近の話題を取り上げ、自分なりの意見を表現することが出来る

積極的な会話　相手の意見を聞いて、自分の意見を述べることが出来る

積極的な会話　自ら話を構成し、伝いたい内容をしっかりと表現することが出来る

他己紹介　相手の話を聞きだし、それをまた他の相手に伝えることが出来る

Wメジャーカリキュラム 授業
形態

講義
演習

開講区分 前期・後期
エコ・コミュニケーション科

この授業は、以前に「手話初級」を受講したことがある人、または手話で挨拶や簡単な自己紹介が出来る人を対象にし
たステップアップの内容です。仕事現場では多くの方と触れ合う機会があり、様々なコミュニケーション能力が必要とさ
れます。また障害を持った方に対しても自信を持って対応できるスキルを身につけることが大切です。「手話中級」で
は、基礎的な手話を踏まえた発展として実践的な会話を中心に行いより豊かな表現とスムーズな手話を習得します。

日常会話はもとより、接客でも使える手話や、手話で道案内など、より豊かな表現を身につける。
「聞こえない世界」に触れる中で、障害に対する理解を深め、積極的なコミュニケーションを取るようになる。

授業計画・内容

自己紹介　自分の名前や相手の名前、挨拶などの基本的な手話の言葉を確認し、表現することが出来る

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

選択 年次 1・2 担当教員 高橋　みつる



資料など、授業内で逐次提供します。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

開講区分 後期

過去問　２年前の前期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 須崎　貴善　

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

評価方法

受講生への
メッセージ

全員が合格できるように、出来るだけ多くの過去問題に取り組んで下さい。
分からないことは後回しにせず聞く癖をつけること。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（ ％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（80％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(20％)   以上の割合で前期評価とします。

実際に潜水業務問題集を解き、さらに理解できる(問題集の解答と解説)

実際に送気、潜降及び浮上問題集をとき、さらに理解できる(問題集の解答と解説)

第１編　潜水業務について理解できる(第１編　解説)

準備学習
時間外学習

その週に実施した内容の振り返り

過去問　昨年の前期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

過去問　昨年の後期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

テキストによる学習と過去問を解くことで、潜水士の資格試験に合格できるようになる。＊ダイビングインストラクター
としてダイビングショップで勤務したのち、独立。専門学校等で潜水士資格の取得を目指す講義をおこなっている。

・国家資格である、潜水士免許を取得し、実務に活かすことができる。

授業計画・内容

【使用教科書・教材・参考書】
・潜水士テキスト 送気調節業務特別教育用テキスト/中央労働災害防止協会
・国家試験　潜水士対策問題集

過去問　２年前の後期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)

第２編　送気、潜降及び浮上について理解できる(第２編　解説)

第３編　高気圧障害について理解できる(第３編　解説)

実際に高気圧障害問題集を解き、さらに理解できる(問題集の解答と解説)

第４編　関係法令について理解できる(第４編　解説)

実際に関係法令問題集を解き、さらに理解できる(問題の解答と解説)

過去問　３年前の前期①を解き実力を確認できる(問題の解説　申請書の記入)

過去問　３年前の前期②を解き実力を確認できる(問題の解説　申請書の記入)

過去問　３年前の後期を解き実力を確認できる(過去問題の解答と解説)



開講科目 総時間 60

学科 (単位) (4)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

３回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

授業計画・内容

グループワークにより目的とする体力向上のレクリエーションをプログラミング・指導ができる③

筋力の必要性を理解し、向上させるレクリエーションが行える①

コーディネーション能力の必要性を理解し、向上させるレクリエーションが行える①

柔軟性の必要性を理解し、向上させるレクリエーションが行える②

筋力の必要性を理解し、向上させるレクリエーションが行える②

反応能力の必要性を理解し、向上させるレクリエーションが行える③

コーディネーション能力の必要性を理解し、向上させるレクリエーションが行える②

コーディネーション能力の必要性を理解し、向上させるレクリエーションが行える③

グループワークにより目的とする体力向上のレクリエーションをプログラミング・指導ができる①

エコ・コミュニケーション科

評価方法

受講生への
メッセージ

授業では、積極的に実技に参加をすると共に各受講者とコミュニケーションを多く取り、協力をしながら行
うよう努める事。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（0％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（70％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(30％)   以上の割合で前期評価とします。

柔軟性の必要性を理解し、向上させるレクリエーションが行える①

反応能力の必要性を理解し、向上させるレクリエーションが行える①

体力テストにより自身の体力レベルを理解できる

準備学習
時間外学習

授業は実技で行われる為、体調の管理をしっかりと行い万全の状態で授業に臨めるように準備をする
事。

グループワークにより目的とする体力向上のレクリエーションをプログラミング・指導ができる④

体力テストにより事後評価ができる

これまでに運動指導者として様々な対象者に健康増進・体力向上の運動指導を行ってきた教員が各体力要素向上
への運動を行う。授業の基本はレクリエーションで行われ、専門職として必要となる各体力要素の向上を目的とした
運動を行う。＊2007年にNSCA-CPT、2008年にCSCSを取得し大手フィットネスクラブでインストラクター、パーソナルト
レーナーとして指導に当たると共にクラブチームや高等学校・大学クラブへストレングスコーチとしてチーム指導に当

本授業において自身の体力レベルを理解し、体力の維持・向上、すなわち専門職として必要となる体力の獲得を目標
とする。

【使用教科書・教材・参考書】
ストレングストレーニング＆コンディショニングNSCA決定版第3版（ブックハウスHD、2010）

開講区分 前期・後期

グループワークにより目的とする体力向上のレクリエーションをプログラミング・指導ができる②

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

必修 年次 1年 担当教員 荒牧　友宏

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

なし

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

必須 年次 １・２ 担当教員 株式会社ファミリ

アイスブレイクを実践し、人と人が協調するにはどのような工夫や段階が必要かが理解できる

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義 開講区分 前期・後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

自分自身の遊び、レジャーのときだけでなく、災害時、避難生活、また就職先でもお客様を楽しませることができるよ
うな知識技術を体験し、身につけます。
※実務者経験：毎年約１００００人ほどの子どもたちと日帰り・宿泊などのキャンプを行う。また小学校とタイアップし、
約５０校の園児・小・中学生の自然教室のカウンセラーを行う。

自然の中で楽しむための知識や技術を学び、自然の素材で工作をしたり、屋外でも簡単なお菓子作りができるように
なる。
子供も大人も楽しめる野外活動のコツを習得し、自らも率先して楽しみ、仲間と共有することができる。

授業計画・内容

オリエンテーションにて授業内容と本科目に必要な考え方を理解できる

アウトドアクッキング②屋外での調理における注意点や工夫を知り、実践できるようになる

ウォークラリー①野外で開催され、グループ単位で参加するレクリエーションゲームを知り、意図を理解できる

ウォークラリー②実践を通じて、その面白さを捉え、自ら工夫できるようになる

テント設営に関する知識が身に付き、自ら実践できるようになる

ネイチャークラフト①自然の中にある物を素材として用い、季節感あふれるクラフト作品が作れるようになる

アウトドアクッキング①屋外での調理における注意点や工夫を知り、実践できるようになる

ロープワークに関する知識が身に付き、自ら実践できるようになる

リスクマネジメントについて考え、屋外でのアクティビティにおける様々な危険を予測できるようになる

エコクラフトとして使われる素材を知り、自ら工夫して作品を完成させることができる

ネイチャークラフト②自然の中にある物を素材として用い、季節感あふれるクラフト作品が作れるようになる

屋外ならびに屋内における防災スキルを身に付け、様々な不測の事態に対し柔軟に考えられるようになる

子どものアクティビティを学び、自らが指導したり、ともに楽しむためのアイデアを出せるようになる

受講生への
メッセージ

まずは自分が楽しんでみて、いつかその内容をお客様にも提供できるようになって欲しいです。

アウトドアにおける科学について考え、自然の中では様々な発見と感動があることが理解できる

準備学習
時間外学習

筆記用具

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（50％）
５．授業態度と参加度（50％）   以上の割合で前期評価とします。



学科 総時間 30

コース (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

科目名
(英)

アニマルベーシック
必修
選択

選択 年次 １・２ 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

「第２編　少額短期保険業」の学習で理解を深めることができる

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義 開講区分 前期・後期
Wメジャー　全専攻対象

保険の仕組みと役割を理解し、ペット保険の必要性を理解することができる。
ペット保険募集人（少額短期保険募集人）に合格することができる。

授業計画・内容

オリエンテーション、ペット保険募集人についての全体像を学ぶことができる

保険業についての仕組みを知り、グループワークなどを通じて考えてみることで学習の事前準備ができる

「第１編　保険の基礎知識」の学習で理解を深めることができる

・保険業、ペット保険（少額短期保険）についての知識を身につけることができる。
・ペットショップなどでの活用方法を知ることができる。
・ペット保険（少額短期保険）の学習を通して顧客満足について考えることができる。
※大学キャリアセンターでキャリア形式の支援、SPI対策、資格試験対策を担当する教員

準備学習
時間外学習

講義での理解度を高めるための予習と講義後の復習をすること。
ペット保険の実状など興味のあることを自身で調べたり、まとめたりすること。

「第３編　コンプライアンス」第１章の学習で理解を深めることができる

「第３編　コンプライアンス」第２章の学習で理解を深めることができる

「第３編　コンプライアンス」第３章の学習で理解を深めることができる

「第３編　コンプライアンス」第４章の学習で理解を深めることができる

第１～３編の理解度テストで少額短期保険募集人の試験合格に必要な知識を身につけることができる

「第４編　保険商品の概要」の学習で理解を深めることができる

「第５編　保険の周辺知識」の学習で理解を深めることができる

試験対策１を行うことで合格することができるスキルを身につける

試験対策１を行うことで合格することができるスキルを身につける

定期試験を実施し、ペット保険募集人の範囲が身に付いたか確認する。

まとめを行い、講義で学習した内容が実践で使えるようになる。

『ペット保険募集人講座　テキスト』
『ペット保険募集人講座　問題集』　2点セットで1,500円（税込）

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(40％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で評価とします。

受講生への
メッセージ

近年、飼育環境や医療技術の発展などにより、ペットの長寿化、高齢化が進んでいる。人間と同様に加齢
に伴って、病気や怪我になるリスクもその分高くなり、ペット保険のニーズが徐々に高まってきている。複雑
な顧客ニーズに対応出来るようにするためにもしっかりと仕組みを理解してもらいたいと考えています。



学科 総時間 30

コース (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】
『環境社会検定試験（eco検定）公式テキスト』　2,860円（税込）
『環境社会検定試験（eco検定）公式過去・模擬問題集』　2,200円（税込）

オリエンテーション、勉強方法とeco検定について知ることができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

科目名
(英)

アニマルベーシック
必修
選択

選択 年次 １・２ 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義
Wメジャー　全専攻対象

授業計画・内容

開講区分

CSR、個人の取り組みについて調べてグループワークを行い実践的に学ぶことができる。

「第１章　持続可能な社会に向けて」について理解を深めることができる。

SDGsの17の目標と、その事例を調べ、発表することで実践的に学ぶことができる。

「第２章　地球を知る」について理解を深めることができる。

生態系、環境、食料自給、貧困について調べてグループワークを行い実践的に学ぶことができる。

「第３章　環境問題を知る（前半）」について理解を深めることができる。

再生可能エネルギーについて調べて発表することで実践的に学ぶことができる。

「第３章　環境問題を知る（後半）」について理解を深めることができる。

土壌汚染、水質汚染、環境問題、放射線について調べてグループワークを行い実践的に学ぶことができる。

「第４章　持続可能な社会に向けたアプローチ」について理解を深めることができる。

環境保全、国際社会における日本の立場・役割について調べて発表することで実践的に学ぶことができる。

「第５章　各主体の役割・活動」「第６章　エコピープルへのメッセージ」について理解を深めることができる。

環境意識の高まりにともない、ビジネスと環境の相関を的確に説明する力が身に付く。環境意識、環境に配慮した商品
やサービスの知識、SDGｓの知識を身につけることができる。eco検定に合格することができる。

前期・後期

・商工会議所が展開するビジネスに活かせる資格の一つ「eco検定（環境社会検定）」の合格を目指します。
・SDGsの知識、多様化する環境問題を幅広く学べる検定であり、社会人としての一般常識も身につきます。

※大学キャリアセンターでキャリア形式の支援、SPI対策、資格試験対策を担当する教員

定期試験を実施し、eco検定試験の範囲が身に付いたかを確認する。

まとめを行い、講義で学習した内容が実践で使えるようになる。

準備学習
時間外学習

・環境社会を学ぶために様々な言葉を知ることが必要であるため、復習を必ず行い、自宅学習する時間を
作ること。

評価方法

受講生への
メッセージ

SGDｓ（持続可能な開発目標）が注目されている。各大学ではSDGｓサークルが立ち上がっており、地域との
連携の取り組みや、環境問題の調査をする取り組みが増えてきている。eco検定で学んだことは、We Areで
の発表や学園祭での展示などで、すぐに活かすことが出来ることや時事対策にもつながる。検定合格に向
けて頑張る姿勢を期待する。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(40％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で評価とします。



学科 総時間 30

コース (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

独立したい、ショップを持ちたいという学生にはお金の知識が必須である。一つずつコツコツと確実に
学習をすれば、簿記検定初級に合格するレベルに到達するように講義を組み立てている。検定に合
格すれば履歴書にも記載でき、自信にもつながる。また、本講義を通して、勉強の仕方が身につくの
で、社会に出てからも役立つ能力となる。検定合格に向けて頑張る姿勢を期待する。

【教材】
・『オリジナルテキスト、問題集一式』　2,500円（税込）初回販売する。
※電卓（10桁以上表示。1000円程度）が必要です。オリエンテーション時に紹介します。

準備学習
時間外学習

・簿記を身に付けるには自宅学習が必須なため、復習を必ず行い、毎回確実に身に付けていくよう努
力すること。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（40％）
５．授業態度と参加度（0％)   以上の割合で評価とします。

検定直前対策を行い、簿記初級の範囲が身に付いたかを確認する。

第3章　商品売買の基礎的な理解を深めることができる。

第4章　手形と電子記録債権の基礎的な理解を深めることができる。

第5章　貸付金、借入金の基礎的な理解を深めることができる。

第6章　その他の取引（１）の基礎的な理解を深めることができる。

第7章　固定資産の基礎的な理解を深めることができる。

第8章　試算表の基礎的な理解を深めることができる。

第9章　その他の取引（２）の基礎的な理解を深めることができる。

第10章　租税公課、消費税の基礎的な理解を深めることができる。

第11章　資本金の基礎的な理解を深めることができる。

第12章　現金預金（２）、第13章　その他の取引（３）の基礎的な理解を深めることができる。

前期試験で、簿記初級の範囲が身に付いたかを確認する。

第2章　現金預金(1)の基礎的な理解を深めることができる。

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義 開講区分 前期・後期
Wメジャー　全専攻対象

・お金の使い方を学び、トラブルに巻き込まれない知識を身に付ける。
・基本的な経理事務処理を身に付け、日商簿記検定初級に合格できる知識を身に付ける。簿記の学習はパズ
ル、ゲーム感覚で行う。
※大学キャリアセンターでキャリア形成の支援、SPI試験対策、資格試験対策を担当する教員

お金に関するトラブルに巻き込まれない知識が身に付く。いかなる業種であっても知っておいて損は無い、会社
の中でのお金の流れを理解し、会計・経理業務に関する基礎的な知識が身に付く。受講後には日商簿記初級
の試験に合格する。

授業計画・内容

オリエンテーション、電卓の使い方、お金の使い方について、基礎的な理解を深めることができる。

第1章　簿記の基礎、の基礎的な理解を深めることができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

科目名
(英)

アニマルベーシック
必修
選択

選択 年次 １・２ 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ



学科 総時間 30

コース (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生へ
の

メッセー
ジ

中学・高校レベルの復習から始めるので、基礎力に不安のある学生に最適である。本講義で学習する
内容は、就職筆記試験において身に付けておくべきレベルである。学生が苦手とするSPI非言語を中心
に学習する。また、並行して、グループワークを通じて、就活で活用できる成果物を形にしていく。

『最新！ＳＰＩ３完全版』（高橋書店）　1,485円（税込）

まとめを行い、講義で学習した内容が実践で使えるようになる。

準備学習
時間外学

習

・成果物の作成の予習及び復習をすること。
・講義で学習した内容は、就職試験で解答できるよう、復習して身に付けていくこと。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(40％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で評価とします。

前期試験を実施して、就職活動で必要な知識や準備について確認する。

自己分析、自己PR、SPI非言語の基礎的な理解を深めることができる。

職種と業種の基礎的な理解を深めることができる。

ライフプランニング、SPI非言語の基礎的な理解を深めることができる。

公務員試験について基本的な理解を深めることができる。

目標とする企業の試験について調べて理解をすることができる。

現代社会の理解（金銭感覚）、SPI非言語の基礎的な理解を深めることができる。

現代社会の理解（生涯年収、年金）の基礎的な理解を深めることができる。

現代社会の理解（社会の流れ）、SPI非言語の基礎的な理解を深めることができる。

求められる人材（企業が求めるもの）の基礎的な理解を深めることができる。

求められる人材（コミュニケーション能力）、SPI非言語の基礎的な理解を深めることができる。

履歴書・エントリーシートを作成して、就職活動に必要なものを身に付けることができる。

キャリアデザイン、コミュニケーションの基礎的な理解を深めることができる。

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義 開講区分 前期
Ｗメジャー　全専攻対象

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

SPI実践編。グループワークを通じ、就活時に必要となる自分史の整理や、自己PRの整理を行う。毎回講義の中では、成果
物の作成を行う。その成果物は、最終的に就活の時に活用できる内容とする。
社会人として最低限知っていてもらいたい一般常識を学び、就職試験で解答できる力を付ける。文章を書き、発表しながら、
自分の考えをまとめ、人に伝える力を身に付け、就職活動で活かせるようにする。
※大学キャリアセンターでキャリア形成の支援、SPI試験対策、資格試験対策を担当する教員

社会人として持つべき知識や技能を学ぶとともに、学生のうちに習得しておくべき教養が身につけられるようにし、
就職活動における差別化を図り、希望する企業への就職を可能にする。

授業計画・内容

オリエンテーション、キャリアデザインとSPI対策についての理解を深めることができる。

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

科目名
(英)

アニマルベーシック
必修
選択

選択 年次 2 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ



学科 総時間 30

コース (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】
SPI＆筆記試験の対策をして基礎力アップを図ることができる。
就職したい企業と身につけなければいけない事をまとめることができる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

近年、多くの企業で就職採用試験においてSPIを導入することが多く見られます。行きたいと思う企業が
あってもSPIなどの筆記試験があることで諦めるのではなく、実力をつけて挑んでいって欲しいと考えて
います。この授業でしっかりと準備をして自身の納得のいく就職先を見つけ、採用を掴み取ってもらいた
いと思います。

【教材】
『ドリル式　SPI問題集』（永岡書店）　1,100円（税込）
【参考書】
『最新!SPI3完全版』（高橋書店）

まとめを行い、就職活動への流れも確認して希望する進路を決めることができる。

準備学習
時間外学習

授業で学習した範囲をしっかりと復習すること。
各自、目標とする就職先や就職活動で必要とすることをまとめること。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(40％)
５．授業態度と参加度(0％)   以上の割合で評価とします。

定期試験を実施し、SPIの習得度を確認する。

割合と値段について学び、解き方を習得することができる。

仕事算について学び、解き方を習得することができる。

表の読み取りについて学び、解き方を習得することができる。

資料の読み取りについて学び、解き方を習得することができる。

順列・組み合わせについて学び、解き方を習得することができる。

確率のとらえ方について学び、解き方を習得することができる。

推論について学び、解き方を習得することができる。

ものの流れと比率について学び、解き方を習得することができる。

ブラックボックスについて学び、解き方を習得することができる。

グラフの領域について学び、解き方を習得することができる。

立体の展開図・断面について学び、解き方を習得することができる。

・SPI基礎編。SPIを徹底的に学ぶことで就職先の幅を広げることができる。
・社会の一般的な常識を掴み、社会人力をつけることができる。
・目標とする就職先から求められているものを知り、対策することができる。
※大学キャリアセンターでキャリア形成の支援、SPI対策、資格試験対策を担当する教員

授業計画・内容

オリエンテーション、SPIについての全体像を学ぶことができる。

定価・原価・利益の計算について学び、解き方を習得することができる。

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義 開講区分 後期
Ｗメジャー　全専攻対象

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

科目名
(英)

アニマルベーシック
必修
選択

選択 年次 1 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ



学科 総時間 30

コース (単位) (2単位)

【授業の学習内容】 　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

危険物取扱者丙種試験に合格し、乙４取得に向けた準備ができる。

Ｗメジャーカリキュラム

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

科目名
(英)

アニマルベーシック
必修
選択

選択 年次 １・２ 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

授業
形態

講義
Wメジャー　全専攻対象

・危険物を取り扱う上での注意事項や基礎知識を習得する。
・危険物取扱者乙4取得に向けてのステップアップとする。講義は乙４のテキストで進める。
・危険物の種類と取り扱い方法、危険物に関する法令を理解する。
※大学キャリアセンターでキャリア形成の支援、SPI試験対策、資格試験対策を担当する教員

開講区分 前期・後期

危険物の管理等の基礎的な理解を深めることができる。

模擬試験を実施し、危険物試験の範囲が身に付いたかを確認する。

定期試験を実施し、危険物試験の範囲が身に付いたかを確認する。

製造所等の区分と位置・構造・設備の基準の基礎的な理解を深めることができる。

授業計画・内容

オリエンテーション、危険物取扱者について、試験の全体像の基礎的な理解を深めることができる。

物理の基礎的な知識の基礎的な理解を深めることができる。

化学の基礎的な知識の基礎的な理解を深めることができる。

燃焼、消火に関する基礎的な知識の基礎的な理解を深めることができる。

危険物の分類の基礎的な理解を深めることができる。

乙種第４類危険物の性質の基礎的な理解を深めることができる。

事故例の基礎的な理解を深めることができる。

危険物と指定数量の基礎的な理解を深めることができる。

保安制度の基礎的な理解を深めることができる。

危険物取扱者と保安講習の基礎的な理解を深めることができる。

直前対策を実施し、危険物試験の範囲が身に付いたかを確認する。

準備学習
時間外学習

・用語や数字など覚える内容が多いため、コツコツと学習することが必要である。毎回の講義内容につ
いては、復習と問題演習を確実に行うこと。

【教材】
『チャレンジライセンス 乙種4類危険物取扱者テキスト』実教出版（858円税込）

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（60％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（40％）
５．授業態度と参加度（0％)   以上の割合で評価とします。

受講生への
メッセージ

ガソリンスタンドや街中の危険物運搬車両、消火器・消火設備など、普段の生活の中でも、本講義で
学習することに接する機会は意外と多い。学習したことを意識して生活し、学んだことがどのように活
かせるのかを考えて取り組んで欲しい。



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

動物飼育にマニュアルは無くても、基本はあります。
種が違っても共通すること、応用できることがたくさんあります。
豊かな感性と柔軟な姿勢で個々の動物たちを愛してあげてください。

講師が作成したオリジナルのプリント資料
社団法人日本動物園水族館協会 発行 新飼育ハンドブック動物園編(適宜)

試験問題のねらいと模範解答及び解説、科目の総括を行い、課題を見出せる

準備学習
時間外学習

日頃から動物に関する本やニュースに興味関心を持ち、目を通す習慣をつける。
飼育室管理にて学んだことを主体的に実践する。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（100％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(％)   以上の割合で前期評価とします。

期末試験にて学んだ内容を確認し、日頃の飼育管理に活かせているか否かを確かめることができる

哺乳類(1)全般：哺乳類の分類と種類、体の特徴を知り、比較から応用する考え方が身に付く

哺乳類(2)ウサギの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(3)テンジクネズミ科の体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(4)フェレット・ミーアキャット・リスザルの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(5)テンレック・ハリネズミの比較を行い、共通項と相違点を理解できる

哺乳類(6)リス科の体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

哺乳類(7)ハムスター・スナネズミの体の特徴、飼育、疾病について学び、適切に管理できる。

哺乳類(8)デグー・チンチラ・フクロモモンガの体の特徴、飼育、主な疾病について学び、適切に管理できる

鳥類の分類と種類、体の特徴、飼育、疾病について学び、哺乳類との相違点を理解できる

カメの分類と種類、体の特徴、飼育を学び、哺乳類・鳥類との共通項と相違点を理解できる

トカゲ・ヘビの分類と種類、体の特徴、飼育を学び、哺乳類・鳥類との共通項と相違点を理解できる

エキゾチックアニマルをとりまく現状と課題を知り、彼らとどう向き合うべきかを考えることができる

Wメジャーカリキュラム 授業
形態

講義 開講区分 前期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

生物学・分類学の基礎を理解し、講義で取り上げる種それぞれの特徴を捉えられるようになる。種ごとの魅力を自ら
の言葉で人に伝えることができるようになる。各種に適した飼育管理の方法を自ら考えられるようになり、提案もでき
る。
※実務経験：本校卒業後、五桂池ふるさと村にて14年2ヶ月勤務し、「花と動物ふれあい広場」にて飼育員を務めた。

エキゾチックアニマルへの正しい向き合い方が身に付き、種ごとのよりよい飼育管理の方法を自ら考え、工夫すること
ができる。

授業計画・内容

講師自己紹介、本講義の内容・意義、評価方法について説明を聞き、本科目の概要を理解できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

選択
必修

年次 1 担当教員 土屋　美穂



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

特定の教科書はありませんので、過去問等をこちらから配布します。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(50％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

この検定の主眼は、野外での野生生物の種の識別能力です。
受験勉強を通してそれを身に着けましょう。

準備学習
時間外学習

日々のニュース報道などに関心を持ち、野生動物や自然環境に今なにが起きているのか、情報収集を欠
かさないこと。

植物界の各分野（植物は分類単位よりも形態・生態による便宜的仕分けが主）を理解できる

菌界・原生生物界・モネラ（原核生物）界、各群の解説を聞き生態系における役割を理解できる

過去問検討：Ⅰ章　形態の問題①に取り組み、自らの力で解くことができる

過去問検討：Ⅰ章　形態の問題②に取り組み、自らの力で解くことができる

過去問検討：Ⅰ章　形態の問題③に取り組み、自らの力で解くことができる

過去問検討：Ⅱ章　生態の問題①に取り組み、自らの力で解くことができる

過去問検討：Ⅱ章　生態の問題②に取り組み、自らの力で解くことができる

過去問検討：Ⅲ章　一般問題に取り組み、合格に向けて学ぶことができる

過去問検討：Ⅳ章　実物問題　科学スケッチの描き方・”縮尺” の計算法、スケッチを実践できる

筆記試験　前期で学んだ内容がどれだけ定着したかを確かめることができる

試験のふり返りをおこない、理解できていなかった内容を見直すことができる

動物界の各門の解説・実例・それを題材とした例題の紹介を聞き、過去問を解くことができる

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

生物分類技能検定を目指した勉強を通して、生き物の ”分類” の基礎を学ぶ。また分類と進化が不可分のものであ
ることに気づき、生物を見る目を養う。
※農学部林学科卒、森林動物の食害防除専攻。現在は自然環境調査、環境アセスメント調査に従事し主に鳥獣の生
態調査を行う。生物分類技能検定 2 級 動物部門資格を有する。

動植物の生態・形態を通じて生物分類の知識・技術を学び、生物分類技能検定４級合格を目指すとともに、業務向け
資格である2級・1級取得を将来の目標とする。またそれらを通して野外での種の識別能力を身につける。

授業計画・内容

どんな検定か、何の役に立つ資格なのか、出題内容と問題の組み立てを理解できる

過去問冊子のⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ各章の説明と、分類分野ごとの各ピックアップ問題を解説を聞き理解できる

生物の系統分類を基礎、五界説・七階層と学名の関係、図鑑の配列の基準を理解できる

開講区分 前期・後期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

必修 年次 １・２ 担当教員 山田　一孝



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

教科書は特に指定しません。プリントを随時配布します。また、参考図書などはその都度紹介します。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（50％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果(0％)
５．授業態度と参加度(50％)   以上の割合で前期評価とします。

受講生への
メッセージ

将来、野生動物保護を仕事にしたいと志す人もいると思います。それが出来るか勉強してみましょう。

準備学習
時間外学習

野生動物保護は、社会的・時事的問題です。関連ニュース・報道などに常に目を通して下さい。

傷病野生動物救護④　「救護から予防・共存へ」エコロードとは何かを知り、自らの考えを発言できる

飼育と人工繁殖・野生復帰による保護　「トキとコウノトリ」絶滅した種を本当に復活したのか？

飼育と人工繁殖・野生復帰による保護　「放鳥のための生息環境整備」野生動物が帰る場所を創る

野生群を人が見守る保護　「アホウドリ」絶滅寸前に至った原因を考える

野生群を人が見守る保護　「種の習性に沿った保護計画」どんな工夫がされたのか

種の絶滅の概念を改めて考える。生物進化上すべての種は絶滅する。人為的絶滅との違いは？

野生動物保護の歴史　公害反対運動・学術的に貴重な自然環境の保護運動・南方熊楠の主張、他

社会的・政治的運動としての環境保護・自然保護・野生動物保護。愛護との違いと共通点。

「野生動物問題」農林業被害・外来種問題・野生動物の餌付け等、ヒトと自然の関係性を考える。

筆記試験　後期で学んだ内容がどれだけ定着したかを確かめることができる

試験のふり返りをおこない、理解できていなかった内容を見直すことができる

傷病野生動物救護③　「ボランティアの役割」を知り、なにができるか、自らの考えを発言できる

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

野生動物保護の定義、その実例と歴史、野生動物保護を含めた自然保護・地球環境保全の実例と歴史を知り、その
方法を考えられるようになる。
※農学部林学科卒、森林動物の食害防除専攻。現在は自然環境調査、環境アセスメント調査に従事し主に鳥獣の生
態調査を行う。

野生動物を保護することの意味を考え、保護に対する自分なりの考えを育てる。

授業計画・内容

なぜ野生動物を保護するのか、その考え方を知り、情緒的理由と合理的理由を述べられる

傷病野生動物救護①　「ヨーロッパのアザラシ病院」他、実例に対し自らの考えを発言できる

傷病野生動物救護②　「公共の野生鳥獣保護センター」その仕組み等に対し自らの考えを発言できる

開講区分 前期・後期

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

必修 年次 １・２ 担当教員 山田　一孝



開講科目 総時間 30

学科 (単位) （2単位）

【授業の学習内容】

※実務経験：一般社団法人 中部アニマルセラピー協会 代表理事、有限会社ベストフレンド 代表取締役
【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）
アニマルセラピーとは何か。その内容と効果を理解する。
毎回授業のテーマに沿った資料を提示して授業を進める。DVD等の映像や実際にセラピーに使用している動物に触
れあいながら癒しを実体験する。

後期

受講生への
メッセージ

現代の社会問題や捨てられた動物たちに目を向け、動物たちが次に生きる場所を見付けてあげれるよう
にいろいろと考えて行きましょう。

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（90％）
２．小テスト（0％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（10％）
５．授業態度と参加度（0％）　以上の割合で前期評価とします。

テスト

テスト返却

準備学習
時間外学習

授業終了前に次回飼養のプリントを配布するので、これを理解し次回の授業に備える。

評価方法

犬を通して人に癒しを与え、生活環境の充実を図るための知識を学び実践できるようになる。

プリズンドックプログラム（DVD)小児ケアについて学び、説明できる

アニマルセラピーとは、アニマルセラピーの分類について学び、説明できる

プリズンドックプログラム（DVD)緩和ケアについて学び、説明できる

飼養動物の飼育・管理方法　１犬について学び、説明できる

飼養動物の飼育・管理方法　２その他の小動物について学び、説明できる

高齢者施設でのアニマルセラピー（DVD)について学び、説明できる

動物介在療法（病院編）（小児科病棟・ホスピス病棟）について学び、説明できる

動物介在活動（高齢者施設）について学び、説明できる

授業計画・内容

動物介在活動（障害者施設）について学び、説明できる

動物介在活動（児童施設）について学び、説明できる

動物介在教育（児童施設）について学び、説明できる

動物介在教育（DVD)について学び、説明できる

開講区分

配布プリント

自己紹介・授業の説明・動物の触り方について学び、説明できる

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 青木　健

Wメジャーカリキュラム 授業
形態

講義
エコ・コミュニケーション科



開講科目 総時間 30

学科 (単位) (2単位)

【授業の学習内容】

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校　　2022年度　シラバス

授業科目 アニマルベーシック
必修
選択

選択 年次 １・２ 担当教員
有限会社

K2Tｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

シニア期の基礎知識①　動物の高齢化、愛犬の老化について学び、他者に説明できるようになる

Ｗメジャーカリキュラム 授業
形態

講義
実習

開講区分 前期・後期
エコ・コミュニケーション科

　（※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）
犬や猫は、人間の４倍の速さで年老いていく動物であり、老化に伴って現れる身体の変化など、あらゆる『老化のサイン』を早く
キャッチできるための基礎知識を学ぶ。そして、将来オーナー様に適切なアドバイスができるように習得する。身体の不自由さを
人間の福祉用具を使い体験し、不自由を抱えた人が老齢動物と暮らす際の問題点を推察できるようになる。
※実務経験※　人の福祉に長年携わり、福祉用品の貸与を中心とした福祉サービスに従事している

老犬と暮らす上で起こり得る様々なトラブルとその解決策について学び、愛犬がいつまでも穏やかな生活ができるようにする。ま
た、オーナー様へのアドバイスができるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーションにて授業内容を知り、自己分析（エゴグラム）を行うことで本科目の課題との向き合い方が分かる

定期試験に取り組むことで、習得した知識を確認し、課題や目標を見出すことができる

シニア期の基礎知識②　老犬生活のカギとなる「気づき」について学び、他者と共有できるようになる

シニア期の基礎知識③　勘違いの老犬生活について事例を知り、対策を考えられるようになる

シニア期の介護マニュアル①　愛犬のための健康長寿ガイドについて学び、他者に説明できるようになる

シニア期の介護マニュアル②　介護に重要な「がんばり過ぎない」ための心がけを、他者と共有できるようになる

シニア期の介護マニュアル③　老犬がかかりやすい病気について事例を知り、対策を考えられるようになる

老犬の介護用品を紹介し、老犬介護用品や新規ビジネスアイデア案について自らの意見を述べられるようになる

「ペットロス症候群」「お別れのとき」について事例を知り、他者の痛みを想像することができるようになる

インスタントシニア（高齢者疑似体験）を実践し、「不自由さ」による行動の不便さを体験する。

老犬介護施設について　施設のスタイル・料金設定・コンセプトについて知り、自らの意見を述べられるようになる

老犬ホームを見学し、実際に起きている問題点を知ることで自らの意見を述べられるようになる

講座での疑問を解決し、今後の老犬にかかわることのできる行動や考え方を述べられるようになる。

受講生への
メッセージ

自分の身体が動かなくなったり、元気なペットが老化することなんて若い頃には「想像できない」ことではあっても、年
月とともに老化は必ず訪れます。すぐに役立つ事では無く、これから市場も大きくなり情報も増える内容なので、でき
る限り新しい情報を入れて講義に生かします。受講者には、思ったことや感じたことを柔軟かつ積極的に話していた
だきたいと思います。

【使用教科書】  老犬生活　完全ガイド　高橋書店　1，４３０円（税込）　978-4-471-08155-3　（初回販売する）
【使用教材】  人用介護用品（車いす）、ゴム手袋、テーピング、高齢者疑似体験セット、犬の看護・介護・お手入れDVD
【参考書】  動物介護士＆動物介護ホーム施設責任者資格（民間資格）取得講座学習資料

試験の振り返りを行い、これまでの学習内容について他者と意見交換ができるようになる

準備学習
時間外学習

将来を想像し、実際のペットが「老化」し生活が不自由になった場合を考える。
ペットショップなどで「販売している介護用品」を見てみる。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．授業態度と参加度（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

１．定期試験（70％）
２．小テスト（30％）
３．レポート（0％）
４．課題成果（0％）
５．授業態度と参加度（0％）  　　受講態度なども考慮して評価する。
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