
 ２０２２年度　シラバス

( Carrier planning-Ⅱ ) 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 （2） 曜日・時限 火曜日3時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
１．【チームマネジメント（協働作業）】　集団（クラス）での役割の理解と実践　（３０％）
２．【セルフマネジメント（自己理解・管理）】　各種レポート、その他提出を求めるもの    （５０％）
３．【セルフマネジメント（自己理解・管理）】　出席　（２０％）

　【使用教科書・教材・参考書】　 

オリジナルテキスト、プリント

キャリアデザイン / 夏季休暇に向けて②　インターンシップ・就職活動における姿勢

キャリアデザイン / 夏季休暇に向けて③　インターンシップ・就職活動における姿勢

キャリアデザイン / 夏季休暇振り返り　活動報告(インターンシップ・就職活動情報共有)

チームマネジメント / スポーツフェスタイベント内容の話し合い（ホスピタリティマインドを学び、チーム力を養う）

キャリアデザイン /前期振り返り　就職活動状況の確認・活動方針の調整

事前課題や調べ学習を行い、授業に臨む。

キャリアデザイン / 夏季休暇に向けて①　インターンシップ・就職活動における姿勢

■業界に出て即戦力となり得る一般教養を身に付けることが出来る。
■自立型協働社会人として、自ら考え行動し、周りを巻き込むことが出来る。

授　業　計　画　　・　　内　容

キャリアデザイン / 春季インターンシップ振り返り、チームマネジメント

社会人基礎力 / 求人票の見方・内容解説①

社会人基礎力/ 求人票の見方・内容解説②

業界研究 / 研修前オリエンテーション/施設理解①、社会人基礎力/各種保険・年金

業界研究 / 研修前オリエンテーション/施設理解②、社会人基礎力/生活における各種手続き

業界研究 / 研修前オリエンテーション/施設理解③、チームマネジメント/学園祭について①

キャリアデザイン / 合同企業説明会に向けて、チームマネジメント/学園祭について②

キャリアデザイン / 合同企業説明会振り返り、チームマネジメント/学園祭について③

業界研究 / 研修後振り返り

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

キャリアプランニングⅡ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 矢作　友規

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

将来のキャリア設計を行うと共に、社会人として必要な社会常識や、気構え・身構え・心構えなどを発揮出来る様になる。



 ２０２２年度　シラバス

( Carrier planning-Ⅱ ) 授業形態 講義 30 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 （2） 曜日・時限 火曜日3時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
１．【チームマネジメント（協働作業）】　集団（クラス）での役割の理解と実践　（３０％）
２．【セルフマネジメント（自己理解・管理）】　各種レポート、その他提出を求めるもの    （５０％）
３．【セルフマネジメント（自己理解・管理）】　出席　（２０％）

　【使用教科書・教材・参考書】　 

オリジナルテキスト、プリント

チームマネジメント / 卒業課題発表：評価・振り返り①

チームマネジメント / 卒業課題発表：評価・振り返り②、We are ECO⑤

セルフマネジメント / 2021年振り返り及び、2022年活動方針確認

セルフマネジメント / 2年間振り返り①

2年間振り返り②

事前課題や調べ学習を行い、授業に臨む。

チームマネジメント / 卒業課題制作⑤、We are ECO⑤

■業界に出て即戦力となり得る一般教養を身に付けることが出来る。
■自立型協働社会人として、自ら考え行動し、周りを巻き込むことが出来る。

授　業　計　画　　・　　内　容

キャリアデザイン / 就職活動基本姿勢の確認

キャリアデザイン/社会人基礎力①

キャリアデザイン/社会人基礎力②

キャリアデザイン/社会人基礎力③

キャリアデザイン/社会人基礎力④

チームマネジメント / 卒業課題制作①、We are ECO①

チームマネジメント / 卒業課題制作②、We are ECO②

チームマネジメント / 卒業課題制作③、We are ECO③

チームマネジメント / 卒業課題制作④、We are ECO④

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

キャリアプランニングⅡ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 矢作　友規

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

将来のキャリア設計を行うと共に、社会人として必要な社会常識や、気構え・身構え・心構えなどを発揮出来る様になる。



 ２０２２年度　シラバス

（　 Presentation Ⅱ　） 授業形態 演習 30 開講区分 前期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 木曜日 3時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
・プレゼン力：30％
・傾聴力：30％
・筆記試験：40％

　【使用教科書・教材・参考書】

講師オリジナルテキスト
予習・復習参考書：一緒にいると楽しい人、疲れる人（PHP研究所）、　社会人基礎力講座　(日経BP社)、社会人基礎力(誠信書房)、まんがでわかる超一流
の雑談力（宝島社）、最短で目標を達成する！PDCAノート（フォレスト出版）、まんがでわかる7つの習慣（宝島社）

「柔軟性」とは　9人のポジション

「働きかけ力」とは　　社会人としての役割を知る

「主体性」とは　前期を振り返り自分の成長をプレゼンテーション

前期評価テスト

半年間のまとめ　

課題により準備学習あり。また、少しずつ知識を積み重ねてできる自分を確信するために、毎時間最初の時間を使って今までの前回までの
学習の復習問題を発表。
そのために毎回の事前学習、事後復習を必須とする。

「実行力」とは　マンパワーワーク

・社会人として必要な知識やスキル、コミュニケーション技術などを身に付ける。
・社会人基礎力の習得をする。
・復習力や学習力を徹底して身につけ、仕事遂行能力向上につなげる。

授　業　計　画　　・　　内　容

オリエンテーション　「社会人基礎力とは」

「規律性」とは　　ビジネスマナー

「課題発見力」とは　　個人ワーク・グループワーク

「状況把握力」とは　提案力、改善案スピーチ

「計画力」とは　優先順位のつけ方、PDCAサイクルについて

面接に向けての自己分析

面接練習（自己評価）

面接練習（他者評価）

面接練習（他者評価）

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

プレゼンテーションⅡ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 田代　マキ

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

社会人として基本を身に着け、社会人基礎力の向上を目指す。
ワークを通して、自己肯定感・他者肯定感を高め問題解決能力を磨く。

※担当教員：キャリアカウンセラー（技能士2級）、精神保健福祉士、公認心理士。学校関係へのキャリア教育や企業研修を通して社会人基礎力の授業や
　　　　　　　　管理職研修を行い、就職支援からリーダーシップの在り方まで、働く人の心と職場の環境を整える活動を展開している。



 ２０２２年度　シラバス

（　 Presentation Ⅱ　） 授業形態 演習 30 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 ( 2 ) 曜日・時限 木曜日 3時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
・プレゼン力：40％
・傾聴力：30％
・筆記試験：30％

　【使用教科書・教材・参考書】

講師オリジナルテキスト
予習・復習参考書：一緒にいると楽しい人、疲れる人（PHP研究所）、　社会人基礎力講座　(日経BP社)、社会人基礎力(誠信書房)、まんがでわかる超一流
の雑談力（宝島社）、最短で目標を達成する！PDCAノート（フォレスト出版）、まんがでわかる7つの習慣（宝島社）

グループディスカッションと発表（課題解決）

一年の成長を振り返る、好きなものプレゼンテーション①

一年の成長を振り返る、好きなものプレゼンテーション②

後期評価テスト

試験返却＆内容確認、自己表現実践、一年の振り返り

課題により準備学習あり。また、少しずつ知識を積み重ねてできる自分を確信するために、毎時間最初の時間を使って今までの前回までの
学習の復習問題を発表。
そのために毎回の事前学習、事後復習を必須とする。

敬語確認ワーク、グループディスカッションと発表（意見とアイデア）

・グループの中の個の役割を果たす努力をすることが出来る。
・どうすれば達成可能なのかを考え実行することが出来る。
・社会で必要なマナーや一般常識を身に付ける。
・会話力やプレゼンテーション力を磨き、現状の自分を知り、自信をもって主体的に人と関わっていけるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

後期の抱負、漢字一文字でプレゼンテーション

ストレス発散と緊張緩和について、性格の作られ方

効果的な質問の仕方、他己紹介準備

他己紹介

バーバルコミュニケーションとグループワーク

ノンバーバルコミュニケーションとグループワーク

中間評価、自己分析

一般常識、ペアワークとグループ協力ワーク（協力して考え行動する）、PREP法でのプレゼンテーション

リフレーミングとポジティブシンキング

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

プレゼンテーションⅡ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 田代　マキ

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

社会人としての基本【挨拶】【表情】【身だしなみ】【言葉遣い】【態度】などを身につけて、社会人基礎力の向上を目指すと共に、自分の意見の伝え方、会話
力、プレゼンテーション力など、自己表現力も磨く。

※担当教員：キャリアカウンセラー（技能士2級）、精神保健福祉士、公認心理士。学校関係へのキャリア教育や企業研修を通して社会人基礎力の授業や
　　　　　　　　管理職研修を行い、就職支援からリーダーシップの在り方まで、働く人の心と職場の環境を整える活動を展開している。



 ２０２２年度　シラバス

（ Marine Mammal Science Ⅱ） 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 金曜日2時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
記述試験　８０％
授業姿勢　２０％

【使用教科書・教材・参考書】　

配布プリント

海牛目　体の仕組み③

海牛目　体の仕組み④

海牛目　飼育

前期評価及び振り返り

まとめ

授業毎の単元にリンクするよう、関連図書・ネット掲載情報をまとめる。
各水族館施設で飼育管理をされている生体に関して調べ、管理方法を知る。

海牛目　体の仕組み②

分類から、行動・生態に繋げ、人に伝えることが出来る様になる。

授　業　計　画　　・　　内　容

ペンギン　進化・分類

鳥類

ペンギン　体の仕組み①

ペンギン　体の仕組み②

ペンギン　体の仕組み③

ペンギン　体の仕組み④

ペンギン　飼育

海牛目　進化・分類

海牛目　体の仕組み①

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

海洋哺乳類 Ⅱ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 岩田　陽子

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

鯨類・鰭脚類を中心に海洋哺乳類の分類、行動、生態などについての知識理解を深める。

※担当教員実務経験：株式会社海の中道海洋生態科学館マリンワールドにて飼育スタッフとして、海獣課ドルフィントレーナー11年・魚類課2年従事。



 ２０２２年度　シラバス

（ Marine Mammal Science Ⅱ） 授業形態 講義 30 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 金曜日2時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
記述試験　８０％
授業姿勢　２０％

【使用教科書・教材・参考書】　

配布プリント

代表的なヒゲ鯨②

代表的なヒゲ鯨③

代表的なヒゲ鯨④

後期評価及び振り返り

まとめ

授業毎の単元にリンクするよう、関連図書・ネット掲載情報をまとめる。
各水族館施設で飼育管理をされている生体に関して調べ、管理方法を知る。

代表的なヒゲ鯨①

分類から、行動・生態に繋げ、人に伝えることが出来る様になる。

授　業　計　画　　・　　内　容

カワウソ　進化・分類

カワウソの体の仕組み①

カワウソの体の仕組み②

カワウソの体の仕組み③

カワウソの体の仕組み④

ホッキョクグマ　進化・分類

ホッキョクグマの体の仕組み①

ホッキョクグマの体の仕組み②

ホッキョクグマの体の仕組み③

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

海洋哺乳類 Ⅱ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 岩田　陽子

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

鯨類・鰭脚類を中心に海洋哺乳類の分類、行動、生態などについての知識理解を深める。

※担当教員実務経験：株式会社海の中道海洋生態科学館マリンワールドにて飼育スタッフとして、海獣課ドルフィントレーナー11年・魚類課2年従事。



 ２０２２年度　シラバス

( Aquatic　Biology ) 授業形態 演習 30 開講区分 前期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 金曜日3時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
●中間試験　　　25％
●期末試験　　　25％
●ノート点　　　　50％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

レジュメおよび資料を配布。

①②③　淡水二枚貝　　（シジミ類・ドブカイ）

①②③　淡水巻貝　　（タニシ類・カワニナ・スクミリンゴガイ）

①②③　淡水の節足・軟体動物門のまとめ

■評価試験および振り返り

ここまでの生物の学生リクエストテーマ⇒希望種を採集しテーマとする

参考書：フィールド総合図鑑　川の生物　　山海堂
参考図鑑：日本産水生昆虫図説　　東海大学出版会
参考図鑑：世界大博物大辞典　別巻２　水生無脊椎動物　　平凡社
生物の範囲が広いので本校図書館の書籍・雑誌を乱読のこと。

①②③クラゲ　１　（ミズクラゲ・アカクラゲ）

①無脊椎動物の大まかな（門・目レベル）分類ができる。
②生体スケッチによってその形に興味が持てるようになる。
③採集地データから生息環境がイメージできる。
④世の中の流れ（水生生物の時事ネタ）に関して、自分の意見が言える。

授　業　計　画　　・　　内　容

①②③河川水生昆虫類　１（カゲロウ・カワゲラ）

①②③河川水生昆虫類　２（トンボ・その他）

①②③淡水エビ・カニ類　１　（ヌマエビ類・テナガエビ類）

①②③淡水エビ・カニ類　２　（サワガニ・モクズガニ）　④時事ネタ　１

①②③水中カメムシ類　　（タイコウチ・オオアメンボ）

①②③水生甲虫類　（ゲンゴロウ・ガムシ・ミズスマシ・ヒメドロムシ）

■評価試験および振り返り

①②③圃場の三大生きた化石　１　（ホウネンエビ）　④時事ネタ　２

①②③圃場の三大生きた化石　２　（カブトエビ・カイエビ）　④時事ネタ　３

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

水生生物研究
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 渕上　信好

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

福岡県内で採集した無脊椎動物生体（実物)を材料として、その生物がなんでその形になっているのか？生き物が織りなす形は、意味があってその形に
なっているという考え方でスケッチをする。そこから、大まかな分類（グループ分け）や、生息地の条件など基礎的な知識を学ぶ。
また、記録を残す習慣を付けたいので、配布したスケッチブックの講師チェックは評価対象とする。前期は主として河川生物中心で解剖は少なめにす
る。

※担当教員実務経験：国土交通省遠賀川河川環境保全モニター（審議会・検討会・現場指導）：1995年～現在継続中。
　　　　　　　　　　　　　　NPO直方川づくりの会：2006年～現在継続中。



 ２０２２年度　シラバス

( Aquatic  Biology ) 授業形態 演習 30 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 金曜日3時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
●中間試験　25％
●期末試験　25%
●ノート　50％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

レジュメおよび資料を配布。

③苔類

①④海岸打ち上げ生物　総合分類　（海藻をメインに）

④福岡県侵略的外来種の講師フィールド調査報告　（コウガイセキショウモ・ウォーターマッシュルーム類）

■評価試験および振り返り

①②③④⑤本年度の特筆採集生物のまとめ

参考図巻：日本産水生昆虫図説　東海大学出版会
参考書：フィールド総合図鑑　川の生物　山海堂
参考図鑑：世界大博物図鑑　別巻２　水生無脊椎動物　平凡社
その他、生物の範囲が広いので本校図書館の書籍・雑誌を乱読のこと。

①②③海岸打ち上げ生物　ピンポイント解説

①自分の興味のある水生生物（２種でよい）について、人が食い付く話ができる。
②無脊椎動物の大まかな分類ができる。
③対象生物の生息場所・採集方法・運搬方法が８割程度は分かる。
④生物種に応じた標本の作り方・危険な薬品等の知識が分かっている。
⑤授業ノートが習慣になっている。

授　業　計　画　　・　　内　容

①イカ・タコ類　　１　（基礎編）　●濃度計算（水族館採用試験対策）

①イカ・タコ類　　２　（解剖・雑学・利用）　●濃度計算（水族館採用試験対策）

①②④クラゲ　２　　（展開）

②③④漁港ロープ付着生物　総合分類　１　　（奈多漁港・ロープ付着生物）

①②④タイドプールの棘皮動物　（ウニ・ヒトデ・ナマコ）

①両生類　（アカハライモリ・カスミサンショウウオ）

■評価試験および振り返り

②③④漁港ロープ付着生物　総合分類　２　　（奈多漁港）　●環境数学（水族館採用試験対策）

①④寄生虫（アニサキス・ニベリン条虫）

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

水生生物研究
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 渕上　信好

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

対象無脊椎動物を淡水産から海水産の割合を多くして、総合的な分類と生息環境および生態系の位置へと導く。
また、水族館の海獣類の餌や人の食糧となる無脊椎動物は、寄生虫・濃縮毒性等、食用安全性に至る実験も実施。
一方、両生類やコケ植物等のAQAペットショップの商品となっている生物も採集可能な範囲で取り上げる。

※担当教員実務経験：国土交通省遠賀川河川環境保全モニター（審議会・検討会・現場指導）：1995年～現在継続中。
　　　　　　　　　　　　　　NPO直方川づくりの会：2006年～現在継続中。



 ２０２２年度　シラバス

( Laboratory of Fishes ) 授業形態 演習 60 開講区分 前期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (4) 曜日・時限 金曜日4・5時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
●中間試験　　 25％
●期末試験　 　25％
●ノート点　　 　50％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

レジュメおよび資料を配布。

②③後期に向けた魚類アート入門（魚拓、毛筆画、アクリルペイント、米粉粘土）

①河川地点採集サンプル総合分類　２　河口域　（魚類生息環境・出現種一覧表）

②④大型魚類胃内容分析

■期末試験　+　ここまでの補足作業

学生希望テーマ授業

参考図書：日本産魚類検索　ー全種の同定ー　東海大学出版会
その他、本校図書館の魚類関連図書・雑誌を乱読しておくこと。
また、最新情報としてネット情報も活用すること。

②水産食品加工　（保存食品の条件⇒水分・塩分・油分・ｐH・脱酸素）

①魚類検索図鑑を７割程度使いこなすことができる。
②授業後の片付けの重要性が分かり、作業工程を逆算して考える事ができる。
③実験や作業で使う道具は、必要に応じて自分で考案・制作する意識を持つ事ができる。
④目的に応じた解剖の段取りができる。
⑤目的・対象魚類に適合した標本作りが６割程度説明できる。

授　業　計　画　　・　　内　容

①魚類検索スケッチ中級　その１　（プロポーションと部位計測）　③竹ピンセットの作成（金属ピンセットとの用途差異）　　　⇒２グループ同
時進行

①魚類検索スケッチ中級　その２　（細部スケッチ・計数データ記入）　③竹ピンセットの作成（金属ピンセットとの用途差異）　　　⇒２グルー
プ同時進行

②④⑤透明骨格標本　その１（理論・行程・薬品解説）　　＋　　「１・２回目」の仕上げ

②④魚類解剖の基本　その１　（主目的を絞る⇒準備⇒実施⇒修正⇒まとめ⇒片付け）　■⑤透明骨格標本作業継続

③②④骨格図の模写と魚類の重要な骨摘出（耳石・肩甲骨・烏口骨）　■⑤透明骨格標本作業継続

①河川地点採集サンプル総合分類河川中上流　その１　（魚類生息環境・出現種一覧表）　　■⑤透明骨格標本作業継続

■評価試験および振り返り　＋　ここまでの中途作業の仕上げ

②③博多湾・博多埠頭での釣り実習　その１（イベント企画者の立場　+　現場ロープワーク）

⑤魚類剥製　（概説・作業）　　＋　①検索用サンプルの展翅（ホルマリン標本用として）

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

魚類学実験
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 渕上　信好

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

実習は人数が多いので、同一テーマの一括作業が困難な場合は、別テーマでの同時進行とする。また、２コマでは完成しない学生やさらに高いクオリ
ティでないと納得できない学生対応として、半コマ程度の時間枠で個人作業を継続。中途半端で終わらせないコトを目指す。学生の行動が落ち着いた
時点（安全性）で、徒歩で行ける博多湾にて野外実習を行う。授業テ－マは1年次の「魚類研究」の展開。室内中心ですが体験・作業を重視する。一方、
「水生生物研究」と同様に実施メモの習慣を付けさせたいため、ノートチェックは基本的に毎回実施。

※担当教員実務経験：国土交通省遠賀川河川環境保全モニター（審議会・検討会・現場指導）：1995年～現在継続中。
　　　　　　　　　　　　　　NPO直方川づくりの会：2006年～現在継続中。



 ２０２２年度　シラバス

( Laboratory of Fishes ) 授業形態 演習 60 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (4) 曜日・時限 金曜日4・5時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
●作品提出　５０％
●ノート点　５０％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

レジュメおよび資料を配布。

①②③④魚類注連縄づくり　（圃場生物環境・藁素材・伝統文化）　■ルアー製作　継続

①②④UVレジン　（　義眼・魚類部位を封入したアクセサリー）と剥製

■作品提出　追い込み　（間に合いそうにない学生の分まで協力して作成）

■作品提出　受付締め切り　（早期就職の学生の分まで協力して作成）

学校備品の修理と教室の大掃除　　（感謝をこめて楽しそうに掃除をする）

参考図書：日本産魚類検索　ー全種の同定ー　　東海大学出版会
その他、本校図書館の魚類関連図書・雑誌を乱読しておくこと。
また、最新情報としてネット情報も活用すること。

①②④魚類デザインのパンケーキ　　（食育イベントのバリエーションとして）+　燻製（キャンプメニューとして）　■ルアー製作　継続

①魚類から派生する作業について「知っている」ではなく「やったコトがある」で話すことができる。
②実験等において「段取り力」が一定のレベルに達している。
③様々な製品を見て「用」「強」「美」の観点で評価できるようになる。
④この授業を通して様々な視点から魚類を語る事ができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

①②魚類麻酔薬・魚病薬の研究　（市販薬品の検討と個人用自作）

④果物アート　（雨プログラムの組み方）　■米粉粘土アート　継続

①アクリル加工　（透明骨格標本・剥製ケース・野外観察写真撮影用ケースおよび小型水槽）　■米粉粘土アート　継続

①透明骨格標本　２　（継続作業のまとめとして）

①②③塗装の基本知識と実践作業　（水性・油性・漆）　■米粉粘土アート　継続

①②④秋の釣り大会　in  博多埠頭　（学生企画）

①④発泡スチロール加工　（多用途）+　竹素材の魚類ハンドリング用品加工（小型のタモ網ほか）

①魚類地点調査サンプル総合分類（１年次の「魚類研究」総まとめ）

①④ルアー製作　■米粉粘土アート　継続

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

魚類学実験
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 渕上　信好

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

後期は、作業のウエイトを大きくする。その回の作業テーマの意味と基本作業を講師がデモし、グループおよび個人単位で実施。同じ場所での別作業
のため、時間設定、道具の使い回し、人の導線など「段取力」が必要。また、正しい失敗を繰り返しながら最後まで仕上げる事を目標とする。魚類から派
生する「モノづくり」。将来、職場での魚介類系のイベント等における発想・企画・経費計算などに役立てたい。研修・早期就職で授業参加困難な学生で
も、計画を立てて作品提出へと指導して行く。本年度の重点継続作業は「米粉粘土アート」。

※担当教員実務経験：国土交通省遠賀川河川環境保全モニター（審議会・検討会・現場指導）：1995年～現在継続中。
　　　　　　　　　　　　　　NPO直方川づくりの会：2006年～現在継続中。



 ２０２２年度　シラバス

（Marine Ecology） 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 火曜日4時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

海洋生態
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 児玉　建

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

生態学の基礎を習得するとともに、生物間の相互作用について理解を深める。
特に、海洋の物理的・化学的特性を知り、海洋環境と生物の関係、海洋動物における個体間の相互関係などを学ぶ。

底生生態系② - サンゴ礁 / サンゴ礁にすむ生物

生態学の基礎的な考え方を習得する。また用語を理解する。海洋環境・生物の関わりを科学的に説明ができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

オリエンテーション - 生態学とは

海洋生態学の入口 - 海と陸の違い / 生物の分類 / 海洋環境

海洋生物の食物関係 - 食物連鎖 / 栄養段階 / 物質循環・エネルギー流						

漂泳生態系① - 植物プランクトン / 一次生産

漂泳生態系② - 動物プランクトン / 日周鉛直移動

漂泳生態系③ - ネクトン

中間試験 - 前半のまとめ

中間試験解説 - 前半のまとめ

底生生態系① - ベントス / 生物の分類 / 帯状分布

■中間試験45％, 期末試験45%, レポート10%

　【使用教科書・教材・参考書】

オリジナル配布資料と映像
授業内容についてさらに深く知りたいときに役立つ参考書：
生物海洋学入門（C.M. Lalliら）、海洋生態学（日本生態学会）、行動生態学入門（粕谷英一）、海洋保全生態学（白山義久ら）

深海 - 深海の環境 / 深海にすむ生物 / 深海の生態系						

統計学に慣れる① - グラフの読み方・表し方

統計学に慣れる② - 統計学的バイアス / 比較の仕方

期末試験 - 前期のまとめ

期末試験解説 - 前期のまとめ

授業後の小テスト実施。
配布資料の復習とまとめを行うこと。



 ２０２２年度　シラバス

（Marine Ecology） 授業形態 講義 30 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 火曜日4時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

海洋生態
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 児玉　建

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

前期の講義を踏まえ、進化の原理や行動生態学な考え方を習得し、生物間の相互作用について理解を深める。

性淘汰② - 性的対立 / 配偶システム

生態学の基礎的な考え方を習得する。また用語を理解する。海洋環境・生物の関わりを科学的に説明ができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

オリエンテーション - 進化とは

進化① - 適応度 / 自然淘汰

進化② - 種分化

種間競争 - 捕食-被食関係 / ロトカ・ヴォルテラの競争式

資源をめぐる競争 - タカハトゲーム

共進化 - 共生 / 寄生

中間試験 - 前半のまとめ

中間試験解説 - 前半のまとめ

性淘汰① - 同性間競争 / 配偶者選択

■中間試験45％, 期末試験45%, レポート10%

　【使用教科書・教材・参考書】

オリジナルの講義資料・配布資料
授業内容についてさらに深く知りたいときに役立つ参考書：
生物海洋学入門（C.M. Lalliら）、海洋生態学（日本生態学会）、行動生態学入門（粕谷英一）、海洋保全生態学（白山義久ら）

社会行動 - 利他的行動 / 血縁選択

コミュニケーション - 信号の種類 / 正直な信号 / 騙しの信号

1年間の振り返り - レポート作成

期末試験 - 1年間のまとめ

期末試験解説 - 1年間のまとめ

授業後の小テスト実施。
配布資料の復習とまとめを行うこと。



 ２０２２年度　シラバス

( Fish Pathology ) 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 木曜日2時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法 定期試験の結果（80％）に、授業態度と参加度（20％）を加味して評価する。

【使用教科書・教材・参考書】　

学校図書
インターネット

観賞魚の疾病の分類について理解できる。

観賞魚用医薬品の成分について理解できる。

観賞魚用医薬品による治療方法について理解できる。

期末評価及び振り返り

まとめ

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・復習すること。

pHと水換えの関係性を理解できる。

ウイルス性・細菌性・寄生虫病などによる魚病の症状の予防、治療方法を実践することができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

魚病学の概要を理解できる。

疾病の発生原因を理解できる。

疾病を予防する上で必要なことを理解できる。

水温と魚類の関係について、理解できる。

急激な温度変化による魚類への影響について理解できる。

観賞魚の皮膚の構造について理解できる。

中間評価及び振り返り

観賞魚の酸素必要量・酸素供給量について理解できる。

水槽内での窒素循環・硝化細菌の定着について理解できる。

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

魚病学
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 髙山　清次

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

ウイルス性・細菌性・寄生虫病など魚類に多くみられる疾病の予防、治療方法を理解することを目的とする。

※担当教員：麻布大学獣医学部博士課程修了（獣医学博士）



 ２０２２年度　シラバス

( Introduction of Nutrition for Animals ) 授業形態 講義 30 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 木曜日2時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法 定期試験の結果（80％）に、授業態度と参加度（20％）を加味して評価する。

【使用教科書・教材・参考書】　

学校図書やインターネット等を利用する。

家庭用食材からのペットフードの作り方を理解できる。

動物にとっての魚肉、乳製品、玉ねぎの害について理解できる。

動物にとっての玉ねぎ中毒・チョコレート中毒について理解できる。

期末評価及び振り返り

まとめ

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。

ペットフードの目的別分類が実践できる。

動物の食餌に必要な栄養素とその働きについて理解を深め、飼料の種類・給餌方法を適切に判断し、実践することを目的とする。

授　業　計　画　　・　　内　容

栄養と栄養素の説明ができる。

エネルギー栄養素の説明ができる。

脂肪・タンパク質の働きが理解できる。

ビタミンの働きが説明できる。

ビタミンA・D（脂溶性ビタミン）の説明ができる。

ビタミンB・C群(水溶性ビタミン）、ミネラルの説明ができる。

ペットフードの歴史が説明できる。

中間評価及び振り返り

ペットフードの種類を説明できる。

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

動物栄養学概論
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 髙山　清次

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

動物の食餌に必要な栄養素とその働きについて学ぶとともに、飼料の種類・給餌方法などを理解することを目的とする。

※担当教員：麻布大学獣医学部博士課程修了（獣医学博士）



 ２０２２年度　シラバス

（ Life Saving ） 授業形態 演習 30 開講区分 前期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 金曜日1時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法 筆記試験　７０％　実技評価　20％　出席評価　10％

　【使用教科書・教材・参考書】

PADI　EFRテキスト、EFR　DVD

二次ケアー　怪我や病気の評価

二次ケアー　包帯、副木、三角巾の使用方法

一次ケアー、二次ケアー　知識の復讐

期末評価

前期の復習

緊急事態の時に、素早く対応出来る様に、PADI　EFR　テキストを使いスキルの復習が必要。

一次ケアー　酸素呼吸装置の使用方法

PADI　EFR（エマージェンシィーレスポンダー）資格取得を目指し、陸や海での緊急事態に素早く対処出来る様になる。

授　業　計　画　　・　　内　容

オーリエンテーション/アンケート/ライフセービング資格説明

一次ケアー　知識の予習

一次ケアー　現場の評価・バリアの使い方

一次ケアー　回復体位

一次ケアー　CPR

一次ケアー　CPRとレスキュー呼吸

一次ケアー　中間評価

一次ケアー　AEDの使用方法

一次ケアー　ショックの管理、脊髄損傷の管理、気道閉塞の対応

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

ライフセービング
必 修
選 択

必須 年 次 2 担当教員 髙濱　淳

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

心停止等生命にかかわる緊急時のケアーを大人の人形、AED、酸素呼吸システムを使ってスキルを身に付けたり、即座に生命に関わらない怪我や病
気の人に包帯の巻き方や脈の測り方等を実習する。

※担当教員実務経験：PADIスクーバインストラクター歴23年、PADIコースディレクター歴15年、潜水士歴23年。福岡ECOにてオープンウォータを20年、
　　　　　　　　　　　　　　潜水士を20年、ライフセービングを11年、ダイビングゼミを20年、水中カメラゼミを10年にわたり人材教育に従事。



 ２０２２年度　シラバス

（ Life Saving ） 授業形態 演習 30 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 金曜日1時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法 筆記試験　７０％　実技評価　20％　出席評価　10％

　【使用教科書・教材・参考書】

PADI　EFRテキスト、EFR　DVD、水中カメラ、海中写真、ダイビング番組のDVD

レンズの種類と構図の取り方

ライトとストロボの違い

被写体となる海洋生物の生息域について

期末評価

社会人としてのライフセービング

緊急事態の時に、素早く対応出来る様に、PADI　EFR　テキストを使いスキルの復習が必要。携帯のカメラ等で、日頃から学んだ構図を考
えた写真を撮影する練習が必要。

カメラのモードの意味

PADI　EFR（エマージェンシィーレスポンダー）資格取得を目指し、陸や海での緊急事態に素早く対処出来る様になる。　様々な潜水作業の基礎知識を
学ぶ。広告に使える様な写真を撮影出来るようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

子供（小児・乳児）の救急法（大人との違い）

子供（小児・乳児）　一次ケアー　CPRとレスキュー呼吸

子供（小児・乳児）　一次ケアー　AEDの使用方法、気道閉塞への対応

漂流事故の予防と対処方法

色々な潜水士の仕事、ダイビング番組のDVD観賞

水中写真とは？

子供（小児・乳児）　一次ケアー、二次ケアー　中間評価

色々なカメラの種類

オートフォーカスの仕組み

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

ライフセービング
必 修
選 択

必須 年 次 2 担当教員 髙濱　淳

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

心停止等生命にかかわる緊急時のケアーを小児・乳児の人形、AED、酸素呼吸システムを使ってスキルを身に付けたり、即座に生命に関わらない怪
我や病気の人に包帯の巻き方や脈の測り方等を実習する。　色々な潜水作業形態、緊急事態への対応、使用する水中カメラの使用方法、海洋生物の
知識、世界中のダイビングポイント、ロープワーク等の潜水作業の知識や技術を学ぶ。

※担当教員実務経験：PADIスクーバインストラクター歴23年、PADIコースディレクター歴15年、潜水士歴23年。福岡ECOにてオープンウォータを20年、
　　　　　　　　　　　　　　潜水士を20年、ライフセービングを11年、ダイビングゼミを20年、水中カメラゼミを10年にわたり人材教育に従事。



 ２０２２年度　シラバス

（ Marine Activity Ⅱ ） 授業形態 演習 60 開講区分 前期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (4) 曜日・時限 水曜日1・2時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
■授業参加率：50%
■プレゼンテーション：50%

パワーポイントまたはkeynote、自然観察に必要な図鑑・論文等

フィールド④宿泊型環境啓発学習会の実施、子どもへの環境啓発、安全管理（会場：海の中道青少年海の家）

フィールド⑤自然環境の保全啓発に関わる多様な業種について学ぶ（会場：福岡市港湾空港局、福岡市役所、西部3Rステーション等）

フィールド⑤自然環境の保全啓発に関わる多様な業種について学ぶ（会場：福岡市港湾空港局、福岡市役所、西部3Rステーション等）

プレゼンテーション演習

プレゼンテーション演習（テスト）、振り返り

プレゼンテーション演習ではパソコン必須。

　【使用教科書・教材・参考書】

　【授業の学習内容】

①自然をフィールドにした環境活動を学ぶ。
②安全に活動を行うためのスキルを身につける。
③インタープリターとして必要なリーダーシップを身につける。
④社会に向けて啓発活動を行う。
⑤環境活動分野において活躍している方々に接し、理解を深める。

※担当教員実務経験：海の魅力配信、社会課題の解決に取り組む団体の代表。海洋調査、撮影、環境保全啓発活動など幅広く活動している。

フィールド④宿泊型環境啓発学習会の実施、子どもへの環境啓発、安全管理（会場：海の中道青少年海の家）

海洋環境における福岡の海の現状やそれを取り巻く社会課題について学び、解決する方法を考える。
また、リーダーシップ論や、インタープリターとしての心得を学び、安全かつ建設的なフィールドワークの実行スキルを習得するとともに、本授業によって
得た知識や経験を他者へ「伝える」ことを通して、自身の持つ事実情報や考えを表現する能力を養う。

授　業　計　画　　・　　内　容

学生及び講師の自己紹介、前記講義概要説明、海洋環境基礎知識、インタープリターとは

フィールド①アマモ場づくりに関する活動　フィールド活動について学ぶ（会場：今津湾）

フィールド①アマモ場づくりに関する活動　フィールド活動について学ぶ（会場：今津湾）

フィールド②海洋環境問題に関する活動　活動の計画、リスク管理、グループコントロール（会場：百道浜）

フィールド②海洋環境問題に関する活動　活動の計画、リスク管理、グループコントロール（会場：百道浜）

　【到達目標】　

フィールド③海ごみ（海底ごみ）回収　活動段取り、知識と経験、他者連携による課題解決（会場：百道浜）

フィールド③海ごみ（海底ごみ）回収　活動段取り、知識と経験、他者連携による課題解決（会場：百道浜）

フィールド④宿泊型環境啓発学習会の実施、子どもへの環境啓発、安全管理（会場：海の中道青少年海の家）

フィールド④宿泊型環境啓発学習会の実施、子どもへの環境啓発、安全管理（会場：海の中道青少年海の家）

2 担当教員 大神　弘太朗

総時間
（単位）

科 目 名
（英語表記）

海洋活動Ⅱ
必 修
選 択

必修 年 次



 ２０２２年度　シラバス

（ Marine Activity Ⅱ ） 授業形態 演習 60 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (4) 曜日・時限 水曜日1・2時限

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法
■授業参加率：50%
■プレゼンテーション：50%

パワーポイントまたはkeynote、自然観察に必要な図鑑・論文等

フィールド⑦学校授業：教育機関における海洋環境啓発授業（会場：福岡市内小中学校を予定）

フォーラム発表準備、次回フィールドについての説明

フィールド⑧：フォーラム発表

フィールド⑧：フォーラム発表

まとめ、１年を通じた振り返り

プレゼンテーション演習ではパソコン必須。

　【使用教科書・教材・参考書】

　【授業の学習内容】

①自然をフィールドにした環境活動を学ぶ。
②安全に活動を行うためのスキルを身につける。
③インタープリターとして必要なリーダーシップを身につける。
④社会に向けて啓発活動を行う。
⑤環境活動分野において活躍している方々に接し、理解を深める。

※担当教員実務経験：海の魅力配信、社会課題の解決に取り組む団体の代表。海洋調査、撮影、環境保全啓発活動など幅広く活動している。

フィールド⑦学校授業：教育機関における海洋環境啓発授業（会場：福岡市内小中学校を予定）

海洋活動について、学生自身が継続して考え取り組み、他者に伝える場づくりを行う。「伝える」場においては、多様な年代や立場の人に向けて伝える
内容をデザインするとともに、「伝わる」ための表現能力を養う。
上記を通じて、インタープリターとしての伝える喜びや、活動の広がりを学生自身が実感する。

授　業　計　画　　・　　内　容

後期概要説明、夏休みの宿題発表、次回フィールドについての説明

フィールド⑤海洋生物観察：スノーケリングによる生物観察会（会場：新宮海水浴場または地行浜）

フィールド⑤海洋生物観察：スノーケリングによる生物観察会（会場：新宮海水浴場または地行浜）

ファシリテーション、活動現場のマネジメントについて

ブレインストーミング、活動の場づくり（計画、準備）

　【到達目標】　

フィールド⑥海洋活動：学生が主体的につくり出した海洋環境保全に関する活動（会場：未定）

フィールド⑥海洋活動：学生が主体的につくり出した海洋環境保全に関する活動（会場：未定）

組織論、チームビルディングとは（座学）

非営利組織の成り立ちや特徴（座学）、環境問題啓発方法についてのディスカッション、次回フィールドについての説明

2 担当教員 大神　弘太朗

総時間
（単位）

科 目 名
（英語表記）

海洋活動Ⅱ
必 修
選 択

必修 年 次



 ２０２２年度　シラバス

（ Practicul Ｔraining ） 授業形態 演習 90 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業 （6） 曜日・時限 随時

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

内定者研修
必 修
選 択

選択必修 年 次 2 担当教員 就職内定先企業実務従事者

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

就職内定者を対象に、就職内定先で実践的な研修など現場経験を積むことで、卒業時に即戦力として活躍できるようになる。

※担当教員実務経験：就職内定先にて実務に従事している方より指導頂く。

就職内定先において業務経験を積む　（９）

1．就職内定先で業務を行う上で必要な経験を積み、卒業時には即戦力として活躍できる人材になる。
2．就職内定先で業務を行う上で必要な専門知識・技術を身につけ、就職内定先に貢献できる人材になる。
3．就職内定先で業務を行う上で必要なコミュニケーション力を身につけ、就職内定先に貢献できる人材になる。

授　業　計　画　　・　　内　容

就職内定先において業務経験を積む　（１）

就職内定先において業務経験を積む　（２）

就職内定先において業務経験を積む　（３）

就職内定先において業務経験を積む　（４）

就職内定先において業務経験を積む　（５）

就職内定先において業務経験を積む　（６）

これまでの業務のまとめと振り返り

就職内定先において業務経験を積む　（７）

就職内定先において業務経験を積む　（８）

日々の業務における日報を就職内定先に提出し、就職内定先の方との面談による振り返りを行い、業務の習得度合いで評価を行う
（100%）。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

就職内定先において業務経験を積む　（１０）

就職内定先において業務経験を積む　（１１）

就職内定先において業務経験を積む　（１２）

これまでの業務のまとめと振り返り

今後の課題とその対策をまとめる

業務中に学んだこと、気づいたことなど、メモした内容を、ノート、word、excel、にまとめる。



 ２０２２年度　シラバス

( Advanced Research Project from ａ Workplace  ) 授業形態 演習 180 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業 (12） 曜日・時限 随時

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

特別研究課題
必 修
選 択

選択必修 年 次 2 担当教員 就職内定先企業実務従事者

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

就職内定者を対象に、就職内定先から従来の業務を改善する課題を頂き、どのような改善を行うことが作業の効率化が図れるか、これまで身につけた
専門知識技術を総合的に発揮できるようになる。

※担当教員実務経験：就職内定先にて実務に従事している方より指導頂く。

課題を解決するアイデアを実践して効果を検証する　（１）

１．業務の改善を必要とする課題を解決するアイデアをまとめることができる。
２．課題を解決するアイデアを実践することができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

業務の改善を必要とする課題を解決するアイデアを考える　（１）

業務の改善を必要とする課題を解決するアイデアを考える　（２）

業務の改善を必要とする課題を解決するアイデアを考える　（３）

業務の改善を必要とする課題を解決するアイデアを考える　（４）

業務の改善を必要とする課題を解決するアイデアを考える　（５）

課題を解決するアイデアを報告し、質疑応答を行う

課題を解決するアイデアのブラッシュアップを行う　（１）

課題を解決するアイデアのブラッシュアップを行う　（２）

ブラッシュアップしたアイデアを報告し、質疑応答を行う

課題を解決するアイデアを実践することで得られた結果を検証し、その報告内容によって評価する（100%）。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

課題を解決するアイデアを実践して効果を検証する　（２）

課題を解決するアイデアを実践して効果を検証する　（３）

課題を解決するアイデアを実践して効果を検証する　（４）

検証結果をまとめる

検証結果の報告を行い、今回の課題改善の振り返りを行う

現場経験を積みながら、業務内容をメモしたものを、ノート、word、excelにまとめる。



 ２０２２年度　シラバス

（ Practical Assignment  from ａ Workplace ） 授業形態 演習 180 開講区分 後期

専攻名 海洋生物保護専攻 実施方法 対面授業 （12） 曜日・時限 随時

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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

評価方法

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

卒業企業課題
必 修
選 択

選択必修 年 次 2 担当教員 就職内定先企業実務従事者

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

就職内定者を対象に、就職内定先よりお客様が喜ぶようなイベントを考える課題をいただき、イベントの企画・立案を行う。
プレゼンテーション後に企画が採用されたら、その企画を実践する。
実施後には、振り返りを行い就職後の業務に活かす。

※担当教員実務経験：就職内定先にて実務に従事している方より指導頂く。

採用されたイベント企画を実践する準備をする　（２）

１．お客様が喜ぶイベントの企画を立案することができる。
２．企画したイベントについて、現場の担当者にプレゼンテーションすることができる。
３．採用されたイベント企画を実践することができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

イベントの対象となるお客様を絞り、そのお客様のことを調べる　（１）

イベントの対象となるお客様を絞り、そのお客様のことを調べる　（２）

イベントの対象となるお客様を絞り、そのお客様のことを調べる　（３）

お客様に合うイベントを企画・立案する　（１）

お客様に合うイベントを企画・立案する　（２）

お客様に合うイベントを企画・立案する　（３）

企画したイベントについて、現場の担当者にプレゼンテーションする

プレゼンテーションでいただいた意見を参考に企画をブラッシュアップし、再度プレゼンテーションする

採用されたイベント企画を実践する準備をする　（１）

イベントの企画・立案力：30%
プレゼンテーション力：30%
実践力：40%
上記の３段階に分けて、それぞれの評価を行う。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

採用されたイベント企画を実践する準備をする　（３）

企画したイベントの実践　（1）

企画したイベントの実践　（２）

企画したイベントの実践　（３）

イベントの振り返りとまとめ

現場経験を積みながら、業務内容をメモしたものを、ノート、word、excelにまとめる。


