
 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 ペットトリマー専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 月曜日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
出席（課題を含む）、授業への参加・理解度・・・70％
期末試験（接客・漢字テストのまとめ）・・・30％

　【使用教科書・教材・参考書】

・10分間集中TRAINING「中学Ａ級漢字」（教学研究所出版）
・新社会人の基礎力109（滋慶出版）
・オリジナルプリント

夏季研修に向けて

チームマネジメント：スポーツフェスタに向けて①　/　夏季休暇について

チームマネジメント：スポーツフェスタに向けて②　/　夏季休暇の振り返り

試験（接客・漢字テスト）及び振り返り

前期の振り返り及び後期に向けて（※1名ずつ発表）

・各自就職活動に向けて、企業研究や就職活動に向けて自主的に調べ、イベントに参加する。
・各イベントや試験に向けて目標設定を行う。

合同企業説明会の振り返り（クラス内発表）　/　今後の就職活動について

・社会人になるために必要な一般教養や知識を身につけ、実践することができる。
・各種イベントや、試験に向けて他者と協力をして目的や目標を達成することができる。
・卒業に向けて、また卒業後のプランをイメージし、自己実現に向けて目標を立てて行動することができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

ガイダンス、前期及び1年間の流れ確認、授業の進め方、クラス組織作り

セルフマネジメント：前期の各自目標発表　/　チームマネジメント：クラスの取り組み・目標決め・学園祭に向けて①　/　社会人マナー・漢字テスト①

キャリアデザイン：GWの過ごし方、業界研修の目的や注意点の再確認　/　チームマネジメント：学園祭に向けて②　/　社会人マナー・漢字テスト②

就職活動に向けて②　/　チームマネジメント：学園祭に向けて③　/　社会人マナー・漢字テスト③

チームマネジメント：学園祭に向けて④　/　社会人マナー・漢字テスト④

キャリアデザイン：合同企業説明会に向けて①　/　社会人マナー・漢字テスト⑤

キャリアデザイン：合同企業説明会に向けて②　/　社会人マナー・漢字テスト⑥

チームマネジメント：学園祭に向けて⑤　/　社会人マナー・漢字テストト⑦

学園祭及び合同説明会の振り返り（グループワーク）　/　社会人マナー・漢字テスト⑧

　【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 高増　千秋

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

・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や一般教養やホスピタリティを身につける。
・各種イベントの成功を共同目標として取り組み、ホスピタリティをもって仲間と協力する。
・業界に求められる人材やスキルを理解し、意識して仲間と意見交換を行いながら、実践する。



 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 ペットトリマー専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 月曜日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
出席（課題を含む）、授業への参加・理解度・・・70％
期末試験（接客・漢字テストのまとめ）・・・30％

　【使用教科書・教材・参考書】

・10分間集中TRAINING「中学Ａ級漢字」（教学研究所出版）
・新社会人の基礎力109（滋慶出版）
・オリジナルプリント

We are ECO　卒業研究発表④　/　社会人マナー・漢字テスト⑱

今年1年の振り返り　/　社会人マナー・漢字テスト⑲

今年の目標立て・卒業に向けて　/　個人・グループワーク　自分自身を振り返る、これからの後輩に伝えたいこと/　社会人マナー・漢字テスト⑳

試験及び振り返り

2年間の振り返り、これからの目標・決意表明（※1名ずつ発表）

・各自就職活動に向けて、企業研究や就職活動に向けて自主的に調べ、イベントに参加する。
・各イベントや試験に向けて目標設定を行う。

We are ECO　卒業研究発表③　/　社会人マナー・漢字テスト⑰

・社会人になるために必要な一般教養や知識を身につけ、実践することができる。
・各種イベントや、試験に向けて他者と協力をして目的や目標を達成することができる。
・卒業に向けて、また卒業後のプランをイメージし、自己実現に向けて目標を立てて行動することができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

後期及び卒業までの流れ、各自計画・目標立て

【個人・グループワーク】就職活動及び研修の振り返り、今後の計画立て　/　社会人マナー・漢字テスト⑨

就職活動に向けて①　/　社会人マナー・漢字テスト⑩

就職活動に向けて②　/　社会人マナー・漢字テスト⑪

就職活動に向けて③　/　社会人マナー・漢字テスト⑫

就職活動に向けて④　/　社会人マナー・漢字テスト⑬

就職活動に向けて⑤　/　社会人マナー・漢字テスト⑭

We are ECO　卒業研究発表①　/　社会人マナー・漢字テスト⑮

We are ECO　卒業研究発表②　/　社会人マナー・漢字テスト⑯

　【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 高増　千秋

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

・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や一般教養やホスピタリティを身につける。
・各種イベントの成功を共同目標として取り組み、ホスピタリティをもって仲間と協力する。
・業界に求められる人材やスキルを理解し、意識して仲間と意見交換を行いながら、実践する。



 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 ペットトリマー専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 月曜日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）

グループディスカッション　伝える力を通して柔軟性と発想力を磨く

グループワーク　プレゼンテーション　伝える力の確認発表

「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

プレゼンテーションまとめ　仕事観を考える

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しま
す。そのために毎回の事前学習、事後復習を必須とする。

グループディスカッション　伝える力を通して協調性をみ磨く

・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」

好印象な表情と話し方の確認
敬語

社会人として働くという事
電話応対（ロープレ）

敬語の練習、電話応対
一般常識

ストレス耐性とセルフケア

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）

報告・連絡・相談　仕事の取り組み方

　【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 榎本　篤子

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。

※担当教員実務経験：国家資格1級キャリアコンサルティング技能士、キャリアカウンセラー。教育機関や国の若者就職支援センターでのキャリア教育、相談に従事。
　　　　　　　　　　　　　　また企業研修や組織でのカウンセリングも行う。コミュニケーションの重要性を重視し、人の成長をサポートする人材教育に幅広く携わる。



 ２０２２年度　シラバス

( Animals Training ) 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 ペットトリマー専攻 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

中間評価：40点
期末評価：40点
提出物：10点
授業態度：10点

　【使用教科書・教材・参考書】　 

プリント配布

歩行トレーニングの続き  （実技）

歩行トレーニングの続き  （実技）

犬の心を安定させる方法を知る。

歩行トレーニングの続き  （実技）

前期まとめ【テスト対策】

配布プリントの予習復習、レポート作成。

犬の誉め方。誉める時に必要な感情の伝え方。

犬の行動心理や学習の原理原則を学び実生活と結びつけて考える。
また犬にトレーニングを提供できる人間に成長することを目的とする。

授　業　計　画　　・　　内　容

これからの授業で意識すること。飼い主に必要とする知識とは。（予防医学）

犬社会のルールから見る犬との初対面の接し方。プロと飼い主の違いを知る。　（実技）

なぜトレーニングが必要なのか？

なぜトレーニングが必要なのか？　　　　　　　

なぜトレーニングを科学的に考えるのか？

犬を育てる為に、トレーナーが身につけること。

歩行のトレーニングを通して犬に教える人間のこと。 （実技）

歩行のトレーニングを通して犬に教える人間のこと。 （実技）

歩行のトレーニングを通して犬に教える人間のこと。 （実技）

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

アニマルトレーニング
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 間　美加

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

犬の心理を理解し、犬が人間に求めているものを提供できる人材になる。
犬に対して自分の影響力を知り、犬に適した身の振り方（接し方）を考えれるようになる。
座学形式での講義（必要に応じて犬を使用した実技）

※担当教員実務経験：犬種の特性を活かしたスポーツドッグの育成・トレーニングに長く携わり、日本フリスビードッグ協会主催の大会で数多くの入賞経験を持つ。



 ２０２２年度　シラバス

( Dietetics for Animals ) 授業形態 講義 30 開講区分 後期

専攻名 ペットトリマー専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 （2） 曜日・時限 月曜日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 授業中に毎回作る手作り食の写真と内容について説明文を記載したレポートの提出で100%評価

　【使用教科書・教材・参考書】　 

参考図書：「もう迷わないペットの健康ごはん」

体の構造と栄養素：猫と犬の違い

猫の生態

猫の食事管理

レポート提出/手作り食のまとめ

まとめ

予習：飼育している犬や猫が食べているペットフードの中身について調査する。
飼っていない場合はペットショップなどを足を運び自身で色々なフードの中身について調べる。
復習：授業で学んだ様々な添加物について調べて、レポートに内容をまとめること。

体の構造と栄養素

・様々な市販ペットフードの中身を精査して、飼い主さんに適切な食事の指導が出来る
・犬と猫の体調やライフステージに合わせた食事を検討して、提案できる

授　業　計　画　　・　　内　容

授業の進め方

ペットフードの見方①：脂肪の酸化と酸化防止剤

ペットフードの見方②：添加物と注意する成分

ペットフードの見方③：原材料

ペットフードの見方④：保障分析値

ペットフードの見方⑤：グレインフリーとは/拡張型心筋症の問題

幼齢期と維持期

老齢期の健康管理

老齢期の食事管理

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

食餌と栄養
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 本村　伸子

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

・この授業では市販のペットフードについて学び、犬と猫たちにとって食事が大切だという事を学ぶ。
・犬と猫の体の構造とそれに伴う栄養素の違いを理解する。
・授業内で犬の手作り食を実際に作り、食事の構成の方法を学ぶ。

※担当教員実務経験：獣医師。ナチュラルケア・アドバイザーとして犬の病気の予防や食事に関するセミナーを開催。



 ２０２２年度　シラバス

（Dog　Breeding ） 授業形態 講義 30 開講区分 後期

専攻名 ペットトリマー専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 月曜日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 筆記試験（１００％）

　【使用教科書・教材・参考書】

繁殖学　プリント配布

出産について

出産について

育仔と仔犬の成長　新生仔の育て方について

評価試験および振り返り

遺伝と育種について

　
配布されたプリントの次の授業の予習を行っておく。

妊娠について

犬種標準・交配の良否・牡,牝犬の生殖生理の基礎知識を学び、ブリーディングの知識を身に付ける。

授　業　計　画　　・　　内　容

繁殖とは

繁殖と目的について

繁殖の分類について学ぶ

血統書について

血統書　繁殖生理（生殖器官の構造）

生殖器官の構造　雄犬の繁殖生理

雌犬の繁殖生理について

雌犬の選び方

交配について

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

ブリーディング
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 寺田　光徳

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

その犬がどうあるべきか」ということを定めた犬種標準をよく把握し、発情から交配や出産、育仔について、食餌や健康管理、予防接種、駆虫、繁殖に関する病気などの医学的知識、遺
伝学的な事を学ぶ。

※担当教員実務経験：JKC福岡県クラブ連合会会長、JKC九州ブロックハンドラー委員会常任委員を務め、ドッグショーの審査、及び20年以上講師を勤める動物専門学校にて
　　　　　　　　　　　　　　後進の指導を行い、フレンチブルドッグを専門に繁殖。ショーに参加して犬質の向上に尽力している。



 ２０２２年度　シラバス

(Theory of Grooming Ⅱ) 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 ペットトリマー専攻 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 筆記試験（１００％）

　【使用教科書・教材・参考書】

滋慶教育科学研究所グルーミングテキストJKCドッググルーミングマニュアル　

プラッキング犬種のトリミング　ミニチュア　シュナウザー、長脚テリア、短脚テリアのトリミング

プラッキング犬種のトリミング　ミニチュア　シュナウザー、長脚テリア、短脚テリアのトリミング

プラッキング犬種のトリミング　ミニチュア　シュナウザー、長脚テリア、短脚テリアのトリミング

評価試験および振り返り

プラッキング犬種のトリミング　ミニチュア　シュナウザー、長脚テリア、短脚テリアのトリミング

滋慶教育科学研究所　グルーミングテキストJKCドッググルーミングマニュアル
次の授業で行う教材を予習、読み込んでおく事。

プラッキング犬種のトリミング　ミニチュア　シュナウザー、長脚テリア、短脚テリアのトリミング

グルーミング実習の前に犬体や骨格構造、犬に関する知識、又　グルーミング実習の基礎知識を深く理解して実習に臨む。

授　業　計　画　　・　　内　容

犬に関する基礎知識

グルーマーの獣医学、トリマーとしての基本

主な器具の使い方の復習、確認

シザーリング犬種のトリミング　ビション　フリーゼ　ベトリントン　テリア　ケリーブルーテリア

シザーリング犬種のトリミング　ビション　フリーゼ　ベトリントン　テリア　ケリーブルーテリア

シザーリング犬種のトリミング　ビション　フリーゼ　ベトリントン　テリア　ケリーブルーテリア

スイニング犬種のトリミング　米コッカー、英コッカー、スプリンガー　スパニエル

スイニング犬種のトリミング　米コッカー、英コッカー、スプリンガー　スパニエル

スイニング犬種のトリミング　米コッカー、英コッカー、スプリンガー　スパニエル

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

トリミング理論Ⅱ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 寺田　光徳

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

犬の健康維持促進のためには犬自体を清潔に保つ必要がある。この科目では犬のグルーミングを行う目的や効果を理解し、実践する際に共通認識として把握しておくべき
用語を学ぶとこを目的とする。

※担当教員実務経験：JKC福岡県クラブ連合会会長、JKC九州ブロックハンドラー委員会常任委員を務め、ドッグショーの審査、及び20年以上講師を勤める動物専門学校にて
　　　　　　　　　　　　　　後進の指導を行い、フレンチブルドッグを専門に繁殖。ショーに参加して犬質の向上に尽力している。



 ２０２２年度　シラバス

( Practice of GroomingⅡ ) 授業形態 演習 270 開講区分 前期

専攻名 ペットトリマー専攻 実施方法 対面授業 (18) 曜日・時限 火曜日3～5時限/木曜日1～3時限/金曜日3～5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 授業内評価　50点　ノート　レポート提出物　50点

　【使用教科書・教材・参考書】

モデル犬　自分のトリミング保存写真　レポート　プリント

前胸の形

頭部の徹底(ラム、テディ、シーズー、マルチーズ、ポメラニアン、シュナ)

トップラインの徹底

前期試験　2時間　1人1頭　(ラムクリップ、テディベアカット)

復習　後期の目標立て

苦手箇所の克服の為　1年生授業へ参加。。

前肢の徹底(円柱について)

各パートのトリミングを確実に出来るようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

1年生の振り返り　前期の目標立て

1年生の振り返り　前期の目標立て　　(テディベアカット　顔)

ブローバリカンの徹底

バリカンの際のトリミング徹底

ウエストの位置　型の徹底

アンダーラインの徹底

お尻からアンギュレーションの徹底

後肢の形

肩　胸の徹底

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

トリミング演習Ⅱ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 酒井　志保

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

1年生の授業を振り返りながら基礎をしっかり頭に入れて丁寧なトリミングができるようになる。
自分の苦手な場所を見つけ克服する。

※担当教員実務経験：JKC公認トリマーライセンス教士取得。愛玩動物飼養管理士資格取得。
　　　　　　　　　　　　　　現在はビションフリーゼのブリーディングを行いサロンmarshmallomanの代表。



 ２０２２年度　シラバス

( Practice of GroomingⅡ ) 授業形態 演習 270 開講区分 後期

専攻名 ペットトリマー専攻 実施方法 対面授業 (18) 曜日・時限 火曜日3～5時限/木曜日1～3時限/金曜日3～5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 授業内評価　50点　ノート　レポート提出物　50点

　【使用教科書・教材・参考書】

モデル犬　自分のトリミング保存写真　レポート　プリント

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン15分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン15分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン15分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン15分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン15分

苦手な場所のトリミングを復習できるようにする。

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン20分

COMグループグルーミング検定A級合格。
JKCトリマーライセンスC級合格。
バリエーションのあるテディベアカットができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン25分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン25分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン25分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン25分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン25分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン20分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン20分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン20分

トリミング犬種　仕上げ120分　ラムクリップバリカン20分

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

トリミング演習Ⅱ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 酒井　志保

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

1年生の授業を振り返りながら基礎をしっかり頭に入れて丁寧なトリミングができるようになる。
自分の苦手な場所を見つけ克服する。

※担当教員実務経験：JKC公認トリマーライセンス教士取得。愛玩動物飼養管理士資格取得。
　　　　　　　　　　　　　　現在はビションフリーゼのブリーディングを行いサロンmarshmallomanの代表。



 ２０２２年度　シラバス

（ PracticulＴraining ） 授業形態 演習 90 開講区分 後期

専攻名 ペットトリマー専攻 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 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。

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）

　【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。



 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 ペットトリマー専攻 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 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。

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

　【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いただき、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。



 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 ペットトリマー専攻 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

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。

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）

　【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。


