
 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 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 火曜日2時限

１回目 組織運営・基本生活 クラス開き

２回目 組織運営・キャリア計画 中堅学年としての学校生活と業界研修

３回目 教育相談／社会人基礎力 教育相談

４回目 社会人基礎力／イベント運営 学園祭の提案

５回目 社会人基礎力／イベント運営 学園祭のクラス計画

６回目 イベント運営／キャリア教育 業界理解/企業理解

７回目 イベント運営／キャリア教育 企業説明

８回目 キャリア教育／一般教養 合同企業説明会の振り返り

９回目 キャリア教育／一般教養 夏休み業界研修希望

１０回目 キャリア教育／一般教養 履歴書

１１回目 キャリア教育／一般教養 夏休み業界研修決定報告

１２回目 イベント運営／キャリア教育 夏休みの計画

１３回目 教育相談／社会人基礎力 夏休みの計画

１４回目 イベント運営／キャリア教育 夏休みの振り返り/イベント運営

１５回目 教育相談／社会人基礎力 教育相談/キャリアアップ(一般教養)

準備学習
時間外学習

評価方法

学生生活を成功した先輩たち

就職活動計画／資格取得

社会福祉／学園祭の取組

合同企業説明会／就職活動

学園祭／合同企業説明会

研修ノート・・・成功した先輩たちの記録

業界研修・・・成功した先輩たちの研修

2 担当教員 赤岩　辰則

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

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

オリジナルプリント

学習プリントの振り返り(レポート・アンケートなど)・・・・次の時間までに提出。
進路計画の作成。
イベント計画の作成。

評価テスト(一般教養・レポート課題)・・・・40%
毎時間のプリント授業内評価として課題の提出と評価・・・・・60%

　【使用教科書・教材・参考書】　 

社会人として必要な社会常識や気構え・身構え・心構えを学ぶ。

授　業　計　画　　・　　内　容

クラス組織確認／基本的な生活習慣

年間行事／キャリア計画

「就職」・「学校生活」アンケート

・卒業までの自分のキャリアプランを説明できる。
・目的を達成するために他者と協力することができる。
・卒業後のキャリアプランをイメージできる。

スポーツフェスタの取組

夏休みの計画／単位認定

動物愛護フェスタの取組

「就職」・「学校生活」アンケート

　【到達目標】　

年金制度／学園祭の取組



 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 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 火曜日2時限

１回目 後期に向けて 教育相談/イベント企画

２回目 イベント運営／キャリア教育 イベント運営

３回目 イベント運営／キャリア教育 イベント運営

４回目 イベント運営／キャリア教育 イベント運営

５回目 イベント運営／キャリア教育 We are ECO　研究発表作成

６回目 キャリア教育／一般教養 We are ECO　研究発表作成

７回目 キャリア教育／一般教養 We are ECO　研究発表作成

８回目 キャリア教育／一般教養 キャリアアップ(企業研究)

９回目 キャリア教育／一般教養 キャリアアップ(企業研究)

１０回目 キャリア教育／社会人基礎力 キャリアアップ(履歴書作成)

１１回目 キャリア教育／社会人基礎力 キャリアアップ(履歴書作成)

１２回目 キャリア教育／社会人基礎力 キャリア計画(業界研修希望)

１３回目 キャリア教育／社会人基礎力 キャリア計画(履歴書作成)

１４回目 教育相談／社会人基礎力 キャリア計画(業界研修決定報告)

１５回目 教育相談／社会人基礎力 3年生に向けて

準備学習
時間外学習

評価方法

文章の書き方③400文字／研究発表

春休みの業界研修確認

「就職」・「学校生活」アンケート

授　業　計　画　　・　　内　容

・卒業までの自分のキャリアプランを説明できる。
・目的を達成するために他者と協力することができる。
・資格取得に向けての受験勉強を計画できる。

「就職」・「学校生活」アンケート

履歴書①「志望動機」

履歴書②「専門分野で学んだ事」

履歴書③「自己ＰＲ」

履歴書④「最近の関心事」

合同企業説明会参加企業説明

合同企業説明会参加企業説明

キャリアセンター登録票の取組

キャリアセンター登録票の取組

文章の書き方①400文字／活動計画

文章の書き方②400文字／資格

　【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 赤岩　辰則

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

社会人として必要な社会常識や気構え・身構え・心構えを学ぶ。

オリジナルプリント

学習プリントの振り返り(レポート・アンケートなど)・・・・次の時間までに提出。
進路計画の作成。
イベント計画の作成。

評価テスト(一般教養・レポート課題)・・・・40%
毎時間のプリント授業内評価として課題の提出と評価・・・・・60%

　【使用教科書・教材・参考書】　 

来年度の授業／履修登録



 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 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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

　【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：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っている。

「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）

・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。



 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 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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

　【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：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っている。

一般常識（慣用句）
価値観探求グループワーク

・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

後期への抱負、漢字一文字プレゼンテーション

社会人として働くという事
電話応対（ロープレ）

第一印象の良さは信頼に繋がる
ペア探しゲーム⇒他己紹介

好印象な表情と話し方の確認
敬語

PDCA、敬語の練習（言い換え）
一般常識

報連相、敬語の練習、電話応対
一般常識

面接練習

面接練習

右脳上達ワーク、発想力を磨く

・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）

会話について、電話応対（伝言有り）
PREP法「今年有った良い事」

社会人基礎力まとめ（8項目）
キーワード連想ゲーム、冬休みの報告

社会人基礎力まとめ（4項目）
後期評価テスト準備

後期評価テスト

一年間のまとめ　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。



 ２０２２年度　シラバス

( Livestock Breeding ) 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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

家畜とは人の役に立つ動物であり、その歴史と生態および管理法を学び、他の大型動物等にも応用できる知識、能力を身につける。
また、関連法規等の学習や家畜人工授精師の学術応用にも触れることにより、より現場を見据えた授業を行う。

※担当教員実務経験：獣医師。JAグループ会社で各農場（養豚、養鶏、牛他）にて、長きにわたり飼育生産管理部長として
　　　　　　　　　　　　　　飼育管理・繁殖・公衆衛生・健康管理の管理監督者としてスタッフ指導に従事。

2 担当教員 林　洋一

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

科 目 名
（英語表記）

畜産飼養
必 修
選 択

必修 年 次

農文協「家畜飼育の基礎」
実際の家畜道具
オリジナルプリント

養豚の歴史と品種、世界のイノシシ

　【到達目標】　

全家畜の品種と特徴、利用目的、飼育に必要な道具の説明、健康管理、疾病、繁殖について、現場で必要な知識を学び、説明できるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

１年間の授業の流れ、家畜授業の目的、注意点等の説明

家畜の歴史とゼビュー種、咬傷事故の対応

家畜の防疫（鳥インフルエンザ、口蹄疫、牛トレーサビリィティー）

身近な鳥類、養鶏の体の仕組みと品種

鶏（卵用、肉用）の一生、家畜の寿命

中間評価試験及び振り返り

家畜の採血と鶏の精子について

鶏の生殖器、ふ化について

使用テキスト（家畜飼育の基礎）の事前の読み込みにより、理解をより一層、深めることができるので、日常的な予習が望ましい。
授業前後の質問も、気軽に行ってください。

筆記試験 : 80%
授業内評価（傾聴力・発言力） : 20%

　【使用教科書・教材・参考書】　 

期末評価試験及び振り返り

代表的な豚の品種と改良、習性、行動

豚の繁殖、仔豚の管理

PSE豚とSPF豚、オーエスキー病について

実物の家畜飼料と他の動物への応用

ホースセラピー、アルビノと白変種



 ２０２２年度　シラバス

( Livestock Breeding ) 授業形態 講義 30 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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

家畜とは人の役に立つ動物であり、その歴史と生態および管理法を学び、他の大型動物等にも応用できる知識、能力を身につける。
また、関連法規等の学習や家畜人工授精師の学術応用にも触れることにより、より現場を見据えた授業を行う。

※担当教員実務経験：獣医師。JAグループ会社で各農場（養豚、養鶏、牛他）にて、長きにわたり飼育生産管理部長として
　　　　　　　　　　　　　　飼育管理・繁殖・公衆衛生・健康管理の管理監督者としてスタッフ指導に従事。

2 担当教員 林　洋一

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

科 目 名
（英語表記）

畜産飼養
必 修
選 択

必修 年 次

農文協「家畜飼育の基礎」
実際の家畜道具
オリジナルプリント

肉牛の管理、肉質、オーロックス等の世界の牛について

　【到達目標】　

全家畜の品種と特徴、利用目的、飼育に必要な道具の説明、健康管理、疾病、繁殖について、現場で必要な知識を学び、説明できるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

乳牛の一生と品種、国内飼養頭数

乳製品、乳質、乳量について

牛の発情、人工授精（道具での説明）

後代検定、牛群検定、牛の改良

牛の妊娠、難産、助産、及びロープワーク

初乳管理、反芻における胃の仕組み

中間評価試験及び振り返り

肉用牛の一生と、品種、国内飼養頭数

使用テキスト（家畜飼育の基礎）の事前の読み込みにより、理解をより一層、深めることができるので、日常的な予習が望ましい。
授業前後の質問も、気軽に行ってください。

筆記試験 : 80%
授業内評価（傾聴力・発言力） : 20%

　【使用教科書・教材・参考書】　 

まとめ（家畜動物とは）

牛の疾病、反芻獣の共通疾病

馬の品種、「いのちをいただく」についてのグループディスカッション

馬の管理、在来馬の現状

羊、山羊の一生と、その管理、疾病について

期末評価試験及び振り返り



 ２０２２年度　シラバス

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

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

コンパニオンアニマル
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 川島　秀樹

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

犬猫の歴史についてはペットショップで生体販売するときに顧客に説明できるよう世界的な流れを学ぶ。また、ショップ以外の動物園他の関連業務でも説明の必要が
出てくるのでペット化した流れを習得する。とくに猫は近年の「猫ブーム」とともに飼育家庭が増加傾向にあるため適正な飼育管理ができるよう体のつくりや習性・行動
を学ぶとともにワクチンワーク等も「なぜ必要か？」「いつ必要か？」を他者に説明できるよう知識の習得を図る。

※担当教員実務経験：2003年よりペットショップ開業・経営～現在に至る。2001年より日本ＦＰ協会所属のファイナンシャルプランナーとしても活動。

猫の体総括、修正・行動の疑問（グループワーク）

ペットショップはもちろん、他の動物関連職業でも応用できるように犬・猫の家畜化の歴史、本来持つべき行動・習性、その為の体のつくりのほかストレスの少ない飼育
管理に必要な知識と適応能力を身に着け、顧客にアドバイスできるようになる。
具体的な目標①　動物(特に犬や猫）の家畜化までの歴史を学び、顧客に説明できるようになる。
具体的な目標②　猫の習性や行動を知り、適正な飼育管理方法を顧客にアドバイスができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

授業内容の説明、スケジュール紹介・評価基準説明と各自の自己紹介

犬猫の歴史①（ミアキスからペットとしての犬猫までと人間との関わり）

犬猫の歴史②（人間との共生・古代から近代）

犬猫の歴史③（使役動物としての犬、ペットとしての猫）

犬猫の歴史の総括、猫の体の疑問（グループワーク）

中間テスト及び振り返り

猫の体①（骨格・筋肉等）

猫の体②（感覚器）

猫の体③（感覚器としてのヒゲの役割）

前期末の評価テストを中心にする（内容は前期に学習したこと全部）・・・60％　　中間テスト・・・３0％　授業内評価（傾聴力・発言力）・・・１０％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

オリジナルプリント（猫の百科事典・猫学教本等からの抜粋で作成）、ブルーレイディスク等

猫の行動・習性①（テリトリー等）

猫の行動・習性②（マーキング等）

猫の行動・習性③（コミュニケーション等）

前期評価テスト及び振り返り

評価テストの解説、猫のまとめ

この授業においては各単元ごとの初めにオリジナルプリント（犬猫の歴史・猫の百科事典・猫学教本等からの抜粋で作成）を配布する。その為、事前に目
を通しておくことが大切。また、各論として内容により次週学習することの一部を下調べをしておくことを授業中に発表する（ネット等で簡単に調べられるも
の）ので準備学習を要する。



 ２０２２年度　シラバス

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

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

コンパニオンアニマル
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 川島　秀樹

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

当たり前に知っているであろう犬という動物について専門家としてペットショップで生体販売するときに顧客に説明できるよう「体のつくり」「本能に基づく習性・行動」を
学ぶ。また、ショップ以外の動物園他の関連業務でも説明の必要が出てくるので他の動物との比較も習得する。とくに犬は人との関わりが最も古い動物として人間社
会での共生の実態を学習するとともに、適正な飼育管理ができるよう体のつくりや習性・行動を学ぶ。また、ワクチンワーク等も「なぜ必要か？」「いつ必要か？」を他
者に説明できるよう知識の習得を図る。更に、犬猫の病気・ズーノーシスについても動物業務に携わる者として知っておくべきことを習得する。

※担当教員実務経験：2003年よりペットショップ開業・経営～現在に至る。2001年より日本ＦＰ協会所属のファイナンシャルプランナーとしても活動。

犬猫の病気①（感染症、対策としてのワクチン）

ペットショップはもちろん、他の動物関連職業でも応用できるように犬・猫の家畜化の歴史、本来持つべき行動・習性、その為の体のつくりのほかストレスの少ない飼育
管理に必要な知識と適応能力を身に着ける。
具体的な目標①　犬の習性や行動を学び、顧客に説明できるようになる。
具体的な目標②　犬の体のつくりを理解し、顧客にアドバイスができるようになる。
具体的な目標③　犬猫の病気・ズーノーシスを学習し、動物業務従事者として適正な飼育管理ができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

犬という動物の本能

犬の行動・習性①（本能に基づく行動）

犬の行動・習性②（動物業務従事者としての実務）

犬の行動・習性③（まとめ）グループワーク

犬の体①（骨格・筋肉等）

犬の体②（感覚器等）

中間テスト及び振り返り

犬の体③（生理値の観察・測定方法、まとめ）

人と犬の社会（人との関わり、使役・産業動物）

前期末の評価テストを中心にする（内容は前期に学習したこと全部）・・・60％　　中間テスト・・・３0％　授業内評価（傾聴力・発言力）・・・１０％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

オリジナルプリント（猫の百科事典・猫学教本等からの抜粋で作成）、ブルーレイディスク等

犬猫の病気②（寄生虫等外部要因）

犬猫の病気③（中毒や現代疾患）

ズーノーシス

後期評価テスト及び振り返り

テストの解説、犬・病気のまとめ（グループワーク）

この授業においては各単元ごとの初めにオリジナルプリント（犬猫の歴史・猫の百科事典・猫学教本等からの抜粋で作成）を配布する。その為、事前に目
を通しておくことが大切。また、各論として内容により次週学習することの一部を下調べをしておくことを授業中に発表する（ネット等で簡単に調べられるも
の）ので準備学習を要する。



 ２０２２年度　シラバス

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

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 ●中間評価試験40％●期末評価試験40％●出席及び授業態度20％の割合で評価

　【使用教科書・教材・参考書】　 

・社団法人 日本動物園水族館協会 「新 飼育ハンドブック 動物園編１　繁殖・飼料・病気」
・滋慶教育科学研究所監修「イラストで見る動物の体のしくみ（生殖器系　内分泌系）」

動物園動物（肉食獣）の繁殖について①

動物園動物（肉食獣）の繁殖について②

動物園動物（肉食獣）の繁殖について③

期末評価試験及び振り返り

振り返り②

授業内容のほとんどが初めて学習する内容となるため、理解できるまで時間をかけて説明する。初めて学習する内容は、特に授業中での理解を確実な
ものにして、もう一度整理する作業、復習が重要になる。授業の板書をノートに書き、さらに授業中のお話の内容をノートにメモし、授業後にノートを見直
して内容を確認しておくと、目標を達成しやすくなる。授業の冒頭で前回の授業のまとめを、授業の最後で当日の授業のまとめを簡単にお話しするので、
内容の整理に使うと効果的。繁殖に関する専門用語に関しては、その都度解説を行う。

動物園動物の繁殖の目的・特徴など（総論）

①動物園動物の繁殖の現状・注意点・工夫などについて理解する、各動物の繁殖のメカニズムや、不妊去勢手術のメリット・デメリットについて理解する。
②目標①の内容について、説明ができる。
③飼育現場で繁殖に適した環境づくりや、動物の行動観察ができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

授業の目的、進め方

犬の繁殖のメカニズム①

犬の繁殖のメカニズム②

猫の繁殖のメカニズム①

猫の繁殖のメカニズム②

犬猫の不妊去勢手術のメリット・デメリットについて①

犬猫の不妊去勢手術のメリット・デメリットについて②

中間評価試験及び振り返り

振り返り②

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

動物の繁殖
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 石飛　綾/井上　龍介

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

動物の繁殖は、飼育現場で関わりの深い分野で、動物の種類や状況に合う環境をつくる技術や観察力が求められることも多い。この授業では、様々な動物の繁殖の
メカニズムや繁殖行動について、詳しく学習する。
※担当教員実務経験
　　　　　　石飛　綾：獣医師。1998～2001年、神奈川県内の動物病院にて犬、猫、エキゾチックアニマルの診療、飼い主の方への健康管理のアドバイスなどを経験。
　　　　　　　　　　　　2001～2005年には「到津の森公園」にて、動物園動物の診療や健康管理など獣医師の業務だけでなく動物園の企画、広報業務にも携わる。
　　　　　　井上　龍介：1981年～「海の中道海浜公園　動物の森」立ち上げから20年以上責任者として携わり、園内の動植物の飼育管理の他獣舎や展示場の設計
　　　　　　　　　　　　　　にも携わる。動物園における飼育技術を現場で実践。



 ２０２２年度　シラバス

( Breeding of Animals ) 授業形態 講義 30 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 ●中間評価試験40％●期末評価試験40％●出席及び授業態度20％の割合で評価

　【使用教科書・教材・参考書】　 

・社団法人 日本動物園水族館協会 「新 飼育ハンドブック 動物園編１　繁殖・飼料・病気」
・滋慶教育科学研究所監修「イラストで見る動物の体のしくみ（生殖器系　内分泌系）」

家畜の繁殖について

爬虫類の繁殖について①

爬虫類の繁殖について②

期末評価試験及び振り返り

振り返り②

授業内容のほとんどが初めて学習する内容となるため、理解できるまで時間をかけて説明する。初めて学習する内容は、特に授業中での理解を確実な
ものにして、もう一度整理する作業、復習が重要になる。授業の板書をノートに書き、さらに授業中のお話の内容をノートにメモし、授業後にノートを見直
して内容を確認しておくと、目標を達成しやすくなる。授業の冒頭で前回の授業のまとめを、授業の最後で当日の授業のまとめを簡単にお話しするので、
内容の整理に使うと効果的。繁殖に関する専門用語に関しては、その都度解説を行う。

鳥類の繁殖について②

①動物園動物の繁殖の現状・注意点・工夫などについて理解する、各動物の繁殖のメカニズムや、不妊去勢手術のメリット・デメリットについて理解する。
②目標①の内容について、説明ができる。
③飼育現場で繁殖に適した環境づくりや、動物の行動観察ができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

繁殖時に多い問題や病気について（総論）①

繁殖時に多い問題や病気について（総論）②

サル類の繁殖について①

サル類の繁殖について②

草食獣の繁殖について①

草食獣の繁殖について②

中間評価試験及び振り返り

有袋類の繁殖について

鳥類の繁殖について①

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

動物の繁殖
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 井上　龍介

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

動物の繁殖は、飼育現場で関わりの深い分野で、動物の種類や状況に合う環境をつくる技術や観察力が求められることも多い。この授業では、様々な動物の繁殖の
メカニズムや繁殖行動について、詳しく学習する。

※担当教員実務経験：1981年～「海の中道海浜公園　動物の森」立ち上げから20年以上責任者として携わり、園内の動植物の飼育管理の他獣舎や展示場の
　　　　　　　　　　　　　　設計にも携わる。動物園における飼育技術を現場で実践している。



 ２０２２年度　シラバス

( Amphibians and Reptiles ) 授業形態 講義・演習 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

両生・爬虫類研究　　
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 福澤　正将

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

両生類および爬虫類を飼育管理していく上で、必要な知識・技術を学ぶ。

※担当教員実務経験：爬虫類専門店『ライフフォース』代表。店舗と併せて、イベントプロダクション・出張メンテナンスなども行う。

病気・ケガの対処法

一般種として紹介される生体の、飼育管理が行えるようになる。また、その説明が出来るようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

オリエンテーション

爬虫類・両生類、体の仕組み

規制法律

トカゲとは　生体他

トカゲの飼育法

病気・ケガの対処法

実習室

ヤモリとは

ヤモリの飼育法

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】　 

・飼育設備器材（水槽・ライトなど）
・配布資料

実習室

折り返し・評価試験対策

前期評価及び前期振り返り①

前期振り返り②

昆虫・奇虫の飼育法

授業テキストの図鑑に掲載されている、生体の生息地・全長・病気などについて、予習・復習をしておくこと。



 ２０２２年度　シラバス

( Amphibians and Reptiles ) 授業形態 講義・演習 30 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

両生・爬虫類研究　　
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 福澤　正将

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

両生類および爬虫類を飼育管理していく上で、必要な知識・技術を学ぶ。

※担当教員実務経験：爬虫類専門店『ライフフォース』代表。店舗と併せて、イベントプロダクション・出張メンテナンスなども行う。

カメの飼育法

一般種として紹介される生体の、飼育管理が行えるようになる。また、その説明が出来るようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

両生類とは　生体他

両生類の飼育法

病気・ケガの対処法

実習室

ヘビとは　生体他

ヘビの飼育法

病気・ケガの対処法

実習室

カメとは　生体他

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】　 

・飼育設備器材（水槽・ライトなど）
・配布資料

病気・ケガの対処法

実習室

折り返し・評価試験対策

後期評価及び後期振り返り①

後期振り返り②

授業テキストの図鑑に掲載されている、生体の生息地・全長・病気などについて、予習・復習をしておくこと。



 ２０２２年度　シラバス

( Animal Behavior Theory ) 授業形態 演習 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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
1．定期試験：80％（中間50％、期末50％）
2．授業態度と参加度：20％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物のためのABA講座のテキストと問題集

負の強化

負の強化／ハズバンダリートレーニング

正の弱化

正の弱化

負の弱化

用語の暗記、ノートの見直し、暗記の定着、問題を解き直す、宿題をやってくる。
ペットやクラブの動物にトレーニングをしてみる。関わり方を変えてみる。

負の強化

第一段階：オペラント条件づけ、強化、弱化、正、負の定義を説明できる。
第二段階：エピソードを読み、行動を分析できるようになる。
第三段階：身近な事例を分析できるようになる。
第四段階：理論を知らない人、よく理解できない人にわかりやすく説明できる。
第五段階：動物と接するときに理論を当てはめて考え、自分の関わり方を制御できるようになる。クリッカートレーニングなどに挑戦してみる。

授　業　計　画　　・　　内　容

講義の流れ、学習の目的、目標について

なぜ学ぶか

行動分析学とは

行動とは

行動分析学で扱う行動

行動を分析する練習

オペラント条件づけ

正の強化

正の強化を用いたトレーニング

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

動物行動論
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 青木　愛弓

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

体罰はもってのほかであるが、知らぬ間に動物に不安や恐怖を与える接し方をしてしまうことがある。動物に親切な飼育管理を考え、実践することは容易ではない。このク
ラスではオペラント条件づけの正の強化、負の強化、正の弱化、負の弱化を学び、動物福祉に配慮した飼育管理を考えられるようになることを目指す。

※担当教員実務経験：動物の行動コンサルタント。動物園や水族館の職員、ドッグトレーナー、獣医師、動物看護師、トリマーなどを対象にＡＢＡ（応用行動分析学）の
　　　　　　　　　　　　　　理論と応用のレクチャーに従事。著書にインコのしつけ教室（2008）、遊んでしつけるインコの本（2010）、インコを幸せにするためのおもちゃ・ア
　　　　　　　　　　　　　　イデアブック（2011）いずれも 誠文堂新光社刊など。行動分析学事典(2019　丸善）にも寄稿している。
　　　　　　　　　　　　　　日本行動分析学会会員、日本動物心理学会会員。



 ２０２２年度　シラバス

( Animal Behavior Theory ) 授業形態 演習 30 開講区分 後期　

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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
1．定期試験：80％（中間50％、期末50％）
2．授業態度と参加度：20％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

動物のためのABA講座のテキストと問題集

弁別刺激

弁別刺激

プロンプト

連鎖化

連鎖化

用語の暗記、ノートの見直し、暗記の定着、問題を解き直す、宿題をやってくる。
ペットやクラブの動物にトレーニングをしてみる。関わり方を変えてみる。

シェイピング

第一段階：強化子、弱化子、確立操作、機能分析、消去、部分強化、分化強化、シェイピング、弁別刺激、プロンプト、連鎖化の定義を説明できる。
第二段階：エピソードを読み、行動を分析できる。
第三段階：身近な事例を分析できるようになる。
第四段階：理論を知らない人、よく理解できない人にわかりやすく説明できる。
第五段階：動物と接するときに理論を当てはめて考え、自分の関わり方を制御できるようになる。クリッカートレーニングなどに挑戦してみる。

授　業　計　画　　・　　内　容

強化子とは

弱化子とは

確立操作

機能分析

消去

消去

部分強化

分化強化

シェイピング

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

動物行動論
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 青木　愛弓

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

これからの動物業界は、動物福祉の考え方が不可欠である。10年後に当たり前になっていることを学び、理想を現実に変えていく力をつける。前期に学習をしたことをベース
に下記の内容にからめて、動物のQOLを上げる取り組みを考えられるようなヒントを含めて解説していく。

※担当教員実務経験：動物の行動コンサルタント。動物園や水族館の職員、ドッグトレーナー、獣医師、動物看護師、トリマーなどを対象にＡＢＡ（応用行動分析学）の
　　　　　　　　　　　　　　理論と応用のレクチャーに従事。著書にインコのしつけ教室（2008）、遊んでしつけるインコの本（2010）、インコを幸せにするためのおもちゃ・ア
　　　　　　　　　　　　　　イデアブック（2011）いずれも 誠文堂新光社刊など。行動分析学事典(2019　丸善）にも寄稿している。
　　　　　　　　　　　　　　日本行動分析学会会員、日本動物心理学会会員。



 ２０２２年度　シラバス

( Craft Work ) 授業形態 演習 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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）

クラフトワーク
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 山本　雅一

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

飼育現場では様々な道具を使い、補修・メンテナンス・エンリッチメント用具の作成などを行う。動物の保定・荷物の固定などにロープワークは欠かせない。また、ケー
ジ作成・動物輸送箱作成・オリジナルグッズ作成では、作りたいものを適切に伝える力として、図面作成が必要になる。　この授業では基本的な工具の使い方・メンテ
ナンス方法、基礎的なロープワーク実習、材料の種類と選び方、図面の書き方、木材加工などを学ぶ。座学と演習の組み合わせ形式で授業を進める。

※担当教員実務経験：ふれあい動物園　ピクニカ共和国　園長。園内での動物園業務だけでなく年間を通して移動動物園も多数実施。
　　　　　　　　　　　　　　動物の飼育だけでなくロープワークや工具の知識、動物園運営の知識が豊富。

合板で文字を作成　　曲線のカット　　糸鋸を使い、合板を文字や動物の形に切りぬき、曲線に物を切れるようになる。　ルーターの解説

■基礎的なロープワークの習得(末端処理　クラウンノット・アイスプライスができるようになる／簡易頭絡が作れる／もやい結びができる)。
■作りたいものを伝える力　(三角法による図面の書き方を習得し、合板を使った箱の図面が書けるようになる)。
■工具の適正使用とメンテナンスが行える。（ハンマー　ノコギリ　ドライバー　差し金　水平器　電動ドリル　インパクトドライバー　ジグソー　丸鋸）
■作るものにより材料を適切に選び、予算を出せるようになる。
■塗装面による塗料選びができるようになる。マスキング・養生が適切にできるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

基本的な工具の名称・使い方・メンテナンス方法を覚え、実際に使用してみる。　　＋ドライバー・ビス(ネジ)・２×４材

ロープワーク　　ロープの末端処理(クラウンノット・バックスプライス・アイスプライス)が出来るようになる。

ロープワーク　　基本的なロープの結び方(もやい結びや荷物の固定方法)が出来るようになる。

ロープワーク　　馬用・牛用の簡易頭絡が作れるようになる。

作りたいのもを伝える力を身に着ける　　三角法による図面の作成　　１００㎜×１００㎜の正六面体を１２㎜厚の合板を使うと仮定し設計

作りたいのもを伝える力を身に着ける　　三角法による図面の作成　　作りたいものをデザインし、図面に起こし、使用予算を出す。

正六面体を合板で作成　　直線カット　合板の種類と選び方　差し金とノコギリの使い方を覚え、合板に図面を引きノコギリでカット。ジグソー・丸鋸の解説

正六面体を合板で作成　　研磨　　やすりの種類と使い方　接着剤の種類と使い方選び方　カットした材料を紙やすりでサイズを揃える

正六面体を合板で作成　　接合　　ドラーバーとビス(木ネジ)・接着剤を使い合板を接合。ドライバーとビスのサイズの適合の重要性を理解

テスト70％　　授業内評価（傾聴力・創意工夫）　30％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

オリジナルプリント

切り抜いたものを塗装　　塗料の種類を知り、どの材にはどの塗料が適切か マスキング・養生等の下準備を行い塗装する。

羊毛の加工　　羊の毛刈りの方法・バリカンの使い方とメンテナンス　　羊毛の洗浄とした処理

羊毛の加工　　羊毛のフェルト化　　ニードルを使った方法　石鹸水を使った方法　　マスコット・ストラップ作り

期末テスト及び振り返り

テスト解説・前期のまとめ

ロープワークは反復練習しないと身につかないため、講義終了後ロープを渡す。
各自、資料を見ずにできるようになるまで練習すること。



 ２０２２年度　シラバス

( Craft Work ) 授業形態 演習 30 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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

飼育現場では様々な道具を使い、補修・メンテナンス・エンリッチメント用具の作成などを行う。動物の保定・荷物の固定などにロープワークは欠かせない。また、ケー
ジ作成・動物輸送箱作成・オリジナルグッズ作成では、作りたいものを適切に伝える力として、図面作成が必要になる。　この授業では基本的な工具の使い方・メンテ
ナンス方法、基礎的なロープワーク実習、材料の種類と選び方、図面の書き方、木材加工などを学ぶ。座学と演習の組み合わせ形式で授業を進める。

※担当教員実務経験：ふれあい動物園　ピクニカ共和国　園長。園内での動物園業務だけでなく年間を通して移動動物園も多数実施。
　　　　　　　　　　　　　　動物の飼育だけでなくロープワークや工具の知識、動物園運営の知識が豊富。

2 担当教員 山本　雅一

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

科 目 名
（英語表記）

クラフトワーク
必 修
選 択

必修 年 次

電気の仕組み　　電気工事士の資格がなくても出来る軽微な作業を体験する。電球交換時の注意点。

　【到達目標】　

■包丁　鎌を研げるようになる。
■物の接合、固定が出来るようになる。
■アクリルの加工を習得し小さな水槽が作れるようになる。
■自動車の仕組みを理解し、最低限のメンテナンスが行える。
■塩ビパイプの接合が出来るようになる。用途による材質の違いが分かるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

自動車の仕組みとメンテナンス　　命を預ける自動車の適切な使用方法・メンテナンス・荷の固定方法

柵の補修ができるようになる。　　番線の締め方　シノの使い方　パイプクランプの使い方　クリッパーの使い方

刃物が研げるようになる。　　砥石を使い、ナイフ・包丁・鎌を研ぐ。銃刀法を知り、刃物の適切な所持を行う。

木材の加工　　切り出しナイフを使い、木材・竹を加工してみる。

接合　　接着剤を使わずに物を接合する方法をやってみる。　リベット打ちを体験する。

塩ビパイプの種類と接合方法　　水道管の補修や、蛇口の水漏れ修理ができるようになる。　動物用フィーダーを塩ビパイプで作ってみる。

破れを防ぐために穴の周りを補強するハトメ加工ができるようになる。ラミネーターの使い方とラミネートフィルムのハトメ加工も行う。

測る　　精密計量秤　水平器　メジャー　ノギス　非接触体温計　血中濃度酸素計　　飼育や物作りに必要な情報を得るための手段をしり、測定してみる。

様々な工具を使うため、配布資料やインターネットで調べ予習しておくこと。

テスト70％　　授業内評価（傾聴力・創意工夫）　30％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

オリジナルプリント

アクリルミニ水槽を作る　　2㎜厚の４サイズアクリル板を使いミニ水槽作成　　　材料の余りゼロを目標に設計する。

アクリルミニ水槽を作る　　アクリルカッターを使いカットしサイズを合わせる

アクリルミニ水槽を作る　　紙やすりでアクリルを研磨し、サイズを完璧に合わせる。

アクリルミニ水槽を作る　　セロハンテープで仮組し、アクリル専用接着剤で接合する。　水漏れがなければ完成。

期末テスト及び振り返り

テスト解説・前期のまとめ



 ２０２２年度　シラバス

( Fish Biology ) 授業形態 演習 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

魚類研究
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】　

・魚類の基礎の基礎からスタート。触感と生命を感じる材料（標本または生体）を講師が持参し、図鑑やネット情報（動画等）では得られない実物から学ぶ。
・ロープワーク（釣り糸等）と濃度計算（薬浴等）は、継続して実施しないと身につかないので、数回に分けて実施。
・魚類に関わるリアルタイムのニュースは適宜取り上げ解説。企業面接対応の一助とする。

※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。

①魚類の発生について　⇒　卵から老成魚までの名称と寿命を考える　■日本産淡水魚生体解説５

①魚類の構造（外形・骨格・内蔵）が、ある程度説明できる。
②魚類を題材に多角的考察ができる（食材・ペット・野生生物等の見方）。
③好きな魚類ができ、さらに好きになるために必要な道筋が見えてくる。
④世の中の流れ（魚類・海洋系時事ネタ）を記憶に留めておける。

授　業　計　画　　・　　内　容

①魚類検索スケッチ初級編　⇒　魚らしい図が描ける　■日本産淡水魚生体解説１

①②魚類の持つ多様な形と共通点の話　⇒　分類の必要性が分かる（目・科までの大枠）

①②魚類の名称について　⇒　標準和名、学名、地方名、俗名などがある事と意味を知る　■日本産淡水魚生体解説２

①魚類の骨格について　⇒　脊椎動物の動きの基本である骨が、いかに重要であるかを知る　■ロープワーク１

①魚類の内蔵（基本解剖１）⇒　循環器系　⇒　心臓と血管は人との比較ができる　■日本産淡水魚生体解説３

①魚類の内蔵（基本解剖２）⇒　呼吸器・生殖器系　⇒　魚類の雌雄が生まれて直ぐに決まらない事を知る　■ロープワーク２

評価試験および振り返り

①魚類検索スケッチ中級編　⇒　部位名称および表記ができる　　■日本産淡水魚生体解説４

①②魚類の生息場所と生活型について　⇒　淡水魚の生活型分類と海水魚の生息場所が理解できる　■魚類濃度計算１（単位の話）

中間試験　50%
期末試験  50%

　【使用教科書・教材・参考書】　 

レジュメおよび資料を配布。

①②魚類の採集方法と輸送　⇒　場と魚種によって採集方法と運搬方法が違う事を知る　■魚類濃度計算２（％、‰、ｐｐｍ）

①魚類の進化について　⇒　生物界における魚類の位置を理解する　　■日本産淡水魚生体解説６

■濃度計算・ロープワークの集中演習

評価試験および振り返り

■前期講師が持参した日本産淡水魚生体のまとめと展開

基本の参考図書：日本産魚類検索ー全種の同定　東海大学出版
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。



 ２０２２年度　シラバス

( Fish Biology ) 授業形態 演習 30 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

魚類研究
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】　

前期で学習した基礎の補填から始め、講師の専門分野（過去から現在進行形の対象種）を加えながら、よりマニアックな視点へと展開して行く。
また、後期後半時点で、学生が興味・要望のある魚種や視点（切り口）が見つかれば、講師の守備範囲内（経験魚種・業務アリ）で積極的にテーマとしする。
基本は、現物・生体から感じ、展開していく手法。

※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。

①知ってて欲しい重要なグループ１　フグ目　⇒　毒の話し　　②日本産海水魚生体解説1

①自分の興味のある魚種（２種でよい）について、人が食い付く話ができる。
②日本産淡水魚生体解説が一定のレベルで解説ができる。
③ロープワークはイベントサポーターのレベル。濃度計算・魚類数学は水族館採用試験問題が７割解ける。
④世の中の流れ（魚類・海洋系時事ネタ）に関して、自分の意見が何とか語ることができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

①魚類の生物学的位置付け　⇒　魚類の定義、種数等概論の確認　　②日本産淡水魚生体解説７

②講師専門分野・各論１　スナヤツメ　⇒　無顎類の存在と理解　②日本産淡水魚生体解説８

②講師専門分野・各論２　タナゴ類　　⇒　二枚貝への偏利共生と観賞魚としての扱い　②日本産淡水魚生体解説９

②講師専門分野・各論３　ニホンウナギ　⇒　大回遊と水産上重要種　③ロープワーク３（まとめ）

②講師専門分野・各論４　オンガスジシマドジョウ　　⇒　新種記載とシノニム　③濃度計算（まとめ）

②講師専門分野・各論５　アユ　⇒　　日本を代表する回遊魚の生態　③魚類数学（生物相対サイズ）

■評価試験および振り返り

①生態各論１　発光する魚について　⇒　発光・反射のメカニズム　③魚類数学（フィールド推定個体数）

①生態各論２　透明な魚について　⇒　透明な魚の特長と戦略

●中間試験　５０％
●期末試験　５０％　（加点アリ）

　【使用教科書・教材・参考書】　 

レジュメおよび資料を配布。

①知ってて欲しい重要なグループ２　カレイ目　⇒　カレイとヒラメの違いからの展開　②日本産海水魚生体解説2

①④外来種問題　⇒　ショップ業界の罪悪と今後の展開　②日本産海水魚生体解説3

①④学生によるプレゼン １　⇒　興味のある魚類・魚類関連事象の学生発表＆考察　⇒　評価・指導

■評価試験および振り返り

①④学生によるプレゼン　２　⇒　学生の視点と講師の経験から対話展開  ⇒　評価・指導

基本の参考図書：日本産魚類検索ー全種の同定　東海大学出版会
本校図書館の書籍・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をチェックしておく。



 ２０２２年度　シラバス

（ Aquatic Animals and Plants Rearing Ⅱ ) 授業形態 演習 60 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業 (4) 曜日・時限 火曜日5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
■授業内評価　80％
■授業出席率　20％

　【使用教科書・教材・参考書】

第一・第二アクア実習室、海水魚水槽

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

生物の飼育は日々観察することが重要。学校内全ての水槽を毎日必ず生体の状態及び飼育設備をよく観察し、異常がある場合は速やかに対処するこ
と。
水生生物の飼育法は様々なので、様々な飼育法を理解できるように常日頃実習室全ての水槽設備をよく観察し理解できるように。
できる限りショップ・水族館の見学を行い、それぞれの飼育法の違い、生体の状態の違いをよく観察すること。

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

海水水槽オーバーフローシステム水槽を中心とした取り扱い及び管理法を習得する。
チームのメンバーの作業進捗状況を把握し、効率的に水槽メンテナンスを行う。
トラブルが起きた際の対処方法を考え、行動する。

授　業　計　画　　・　　内　容

各水槽システム取り扱い説明・人工海水の作り方

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

水生生物飼育管理Ⅱ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 平　隼人/田中侑弥

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

実際に海水水槽の管理をグループで行い、管理に付随してくる事柄に関して演習形式で指導を行う。

※担当教員実務経験：
　　　　平　 隼人：サカナヤデザイン代表。アクアリウムデザイナー。
　　　　田中侑弥：水族館にて9年間、水生生物等の飼育業務に従事。



 ２０２２年度　シラバス

（　Aquatic Animals and Plants Rearing Ⅱ  ) 授業形態 演習 60 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業 (4) 曜日・時限 火曜日5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
■授業内評価　80％
■授業出席率　20％

　【使用教科書・教材・参考書】

第一・第二アクア実習室、海水魚水槽

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

生物の飼育は日々観察することが重要。学校内全ての水槽を毎日必ず生体の状態及び飼育設備をよく観察し、異常がある場合は速やかに対処するこ
と。
水生生物の飼育法は様々なので、様々な飼育法を理解できるように常日頃実習室全ての水槽設備をよく観察し理解できるように。
できる限りショップ・水族館の見学を行い、それぞれの飼育法の違い、生体の状態の違いをよく観察すること。

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

海水水槽オーバーフローシステム水槽を中心とした取り扱い及び管理法を習得する。
チームのメンバーの作業進捗状況を把握し、効率的に水槽メンテナンスを行う。
トラブルが起きた際の対処方法を考え、行動する。

授　業　計　画　　・　　内　容

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

①海水魚大水槽（ドライ濾過）②サンゴ水槽（ベルリンシステム）③海水魚集中ウェット濾過水槽１
④集中ウェット濾過水槽２⑤淡水大型魚オーバーフロー水槽をグループローテーションでメンテナンスを実施　適宣説明

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

水生生物飼育管理Ⅱ
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 平　隼人/田中侑弥

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

実際に海水水槽の管理をグループで行い、管理に付随してくる事柄に関して演習形式で指導を行う。

※担当教員実務経験：
　　　　平　 隼人：サカナヤデザイン代表。アクアリウムデザイナー。
　　　　田中侑弥：水族館にて9年間、水生生物等の飼育業務に従事。



 ２０２２年度　シラバス

( Scuba　Diving ) 授業形態 講義・演習 30 開講区分 前期　

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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

■学校評価基準
筆記試験　７０％
スキル評価　３０％

■ライセンス取得基準
筆記試験　　　７５％以上（ライセンス学科 取得基準）
スキル評価　  １００％（ライセンス実技 取得基準）

　【使用教科書・教材・参考書】　 

ＰＡＤＩオープンウォーターテキスト

オープン・ウォーター　ダイビング演習④ライセンス取得講習（終日）

オープン・ウォーター　ダイビング演習⑤ライセンス取得講習（終日）

オープン・ウォーター　ダイビング演習⑥ライセンス取得講習（終日）

オープン・ウォーター　ダイビング演習⑦ライセンス取得講習（終日）

オープン・ウォーター　ダイビング演習⑧ライセンス取得講習（終日）

水泳２００ｍが泳げる体力をつけておくこと。

オープン・ウォーター　ダイビング演習③ライセンス取得講習（終日）

ＰＡＤＩオープン・ウォーター・ダイバーＣカード取得。

授　業　計　画　　・　　内　容

オリエンテーション／アンケート及び、参加前書類作成

オープン・ウォーター　テキスト第１章

オープン・ウォーター　テキスト第２・第３章

オープン・ウォーター　テキスト第４・第５章

オープン・ウォーター　模擬テスト

オープン・ウォーター　ライセンス学科試験

オープン・ウォーター　器材紹介・セッティング紹介

オープン・ウォーター　ダイビング演習①ライセンス取得講習（終日）

オープン・ウォーター　ダイビング演習②ライセンス取得講習（終日）

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

ダイビング演習
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 高濱　香

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

潜水計画から海況判断、トラブル回避など、ダイビングを安全に楽しむために必要な知識を学科講習で身につけ、海でスキルを身につける。

※担当教員実務経験：ＰＡＤＩコースディレクターであり、ダイビングショップ『ＤＩＶＥ ＥＳＵＣＨ』代表。
　　　　　　　　　　　　　　オープンウォーターダイバー19年、潜水士19年、ライフセービング10年。



 ２０２２年度　シラバス

( Preparation class for Diving Examination ) 授業形態 講義 30 開講区分 　後期　

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 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】　 

潜水士テキスト

関係法令

関係法令　過去問題①

関係法令　過去問題②

期末評価及び振り返り

潜水士　過去問題

使われている用語や仕組みが難しいので、復習が必要。

高気圧障害　過去問題②

国家試験｢潜水士｣取得。

授　業　計　画　　・　　内　容

潜水士概要・全体の説明

潜水業務

潜水業務　過去問題①

潜水業務　過去問題②

送気、潜降及び浮上

送気、潜降及び浮上　過去問題

中間評価及び振り返り

高気圧障害

高気圧障害　過去問題①

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

潜水士対策講座
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 高濱　香

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

潜水計画から海況判断、トラブル回避など、ダイビングを安全に楽しむために必要な知識を学科講習で身につけ、海でスキルを身につける。

※担当教員実務経験：ＰＡＤＩコースディレクターであり、ダイビングショップ『ＤＩＶＥ ＥＳＵＣＨ』代表。
　　　　　　　　　　　　　　オープンウォーターダイバー19年、潜水士19年、ライフセービング10年。



 ２０２２年度　シラバス

（ Entertainment Planning and ProductionⅡ ） 授業形態 講義・演習 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 授業態度(50％)、知識習得度(50％)授業時の設問に対しての回答

　【使用教科書・教材・参考書】　 

事例写真等

同上映像編　モニターの種類効果と選び方

同上映像編　プロジェクターの種類と選び方

操作機器について　セレクター　スイッチャー　分配器

カメラを使った演出について

著作権について

授業の予習復習を行うこと。

同上映像編基礎

現場でのトラブルシューティングができる、より効率的なショーの提案ができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

導入(一部復讐)　　水族館、動物園における映像音響の役割

水族館の建物の構造特性と音響、映像

配線距離による適切な機材選択(音響編)

配線距離による適切な機材選択(映像編)

映像音響の取り回しの方法(特殊例)

環境と機種選択

同上音響編基礎

同上音響編　マイクの種類と設定、法令と周波数

同上音響編　スピーカーの特性と音量の基本設計

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

エンタメII
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 甲斐　和幸

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

学んだ基礎をベースに実際の環境に近い部分での問題点の把握や改善の方法の学習する。

※担当教員実務経験：水族館マリンワールドのリニューアルからの映像音響システムの構築管理、水族館うみたまごのオープン時映像音響コンサルティングなど
　　　　　　　　　　　　　　に携わる。



 ２０２２年度　シラバス

（ Entertainment Planning and ProductionⅡ ） 授業形態 講義・演習 30 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 授業態度(50％)、知識習得度(50％)授業時の設問に対しての回答

　【使用教科書・教材・参考書】　 

事例写真等

コンテンツの作り方　パワポ、映像コンテンツ、無料音楽サイトの活用

身近なのを使った撮影実習(個人またはグループごとに制作の目的をはっきりしたコンテンツの制作)

身近なのを使った撮影実習(個人またはグループごとに制作の目的をはっきりしたコンテンツの制作)

同上発表 制作目的と出来上がりについて他者評価

配信について　映像の設定と音響の設定、ネットワークについての学習　総括

授業の予習復習を行うこと。

現場見学の結果をグループごとに発表

現場での問題点が把握でき、より効率的なショーの提案ができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

現場見学　マリンワールド

現場見学　マリンワールド

現場見学　マリンワールド

現場見学の結果をグループごとにまとめる

現場見学の結果をグループごとに発表

現場見学　うみたまご

現場見学　うみたまご

現場見学　うみたまご

現場見学の結果をグループごとにまとめる

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

エンタメII
必 修
選 択

必修 年 次 2 担当教員 甲斐　和幸

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

実際の環境に訪問し、問題点の把握、改善点の提案について考察する。

※担当教員実務経験：水族館マリンワールドのリニューアルからの映像音響システムの構築管理、水族館うみたまごのオープン時映像音響コンサルティングなど
　　　　　　　　　　　　　　に携わる。



 ２０２２年度　シラバス

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

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日2時限

１回目 学校生活／企業研究 クラス開き

２回目 学校生活／企業研究 中堅学年としての学校生活と業界研修

３回目 キャリア教育／社会人基礎力 教育相談

４回目 キャリア教育／社会人基礎力 学園祭の提案

５回目 キャリア教育／社会人基礎力 学園祭のクラス計画

６回目 イベント運営／キャリア教育 業界理解/企業理解

７回目 イベント運営／キャリア教育
企業説明会/損害保険募集人一般試験説
明

８回目 イベント運営／キャリア教育 合同企業説明会の振り返り

９回目 イベント運営／キャリア教育 夏休み業界研修希望

１０回目 イベント運営／キャリア教育 損害保険募集人一般試験希望者勉強会

１１回目 イベント運営／キャリア教育 夏休み業界研修決定報告

１２回目 イベント運営／キャリア教育 夏休みの計画

１３回目 イベント運営／キャリア教育 夏休みの計画

１４回目 教育相談／社会人基礎力 夏休みの振り返り

１５回目 教育相談／社会人基礎力 教育相談/キャリアアップ(一般教養)

準備学習
時間外学習

評価方法

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

キャリアプランニングⅢ
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 赤岩　辰則

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

社会人として必要な社会常識や気構え・身構え・心構えなどを学びを通して就職・資格試験の合格を達成する。

社会人基礎力④有権者教育

社会人となる心得や一般教養を学び社会人としての常識を身につける。
チームコミュニケーションを通して、クラスの集団行動(活動)を通して、企業(施設)におけるチームで働くことを学び、力をつける。
卒業時を目標に時期・時間ごとの計画をたて、実行し、達成する力をつけ、社会人として生きる力を育む。

授　業　計　画　　・　　内　容

クラス組織確認／企業研究

年間行事／企業研究

「就職」・「学校生活」アンケート

文章の書き方①１８０文字

文章の書き方②１８０文字

学園祭／合同企業説明会

社会人基礎力①保険制度

社会人基礎力③有権者教育

社会人基礎力②年金制度

評価テスト(一般教養・レポート課題)・・・・40%
毎時間のプリント授業内評価として課題の提出と評価・・・・・60%

　【使用教科書・教材・参考書】

プリント

社会人基礎力⑤自分自身を見直す

夏の研修

夏の研修

「就職」・「学校生活」アンケート

業界研修(就職活動に向けて)

学習プリントの振り返り(レポート・アンケートなど)・・・・次の時間までに提出。
進路計画の作成。
イベント計画の作成。



 ２０２２年度　シラバス

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

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日2時限

１回目 教育相談／社会人基礎力

２回目 キャリア教育／社会人基礎力 就職活動/企業課題の取組

３回目 キャリア教育／社会人基礎力 就職活動/企業課題の取組

４回目 キャリア教育／社会人基礎力 就職活動/企業課題の取組

５回目 社会人教育／社会人基礎力 就職活動/企業課題の取組

６回目 社会人教育／社会人基礎力 就職活動/企業課題の取組

７回目 社会人教育／社会人基礎力 就職活動/企業課題の取組

８回目 社会人教育／資格取得対策 就職活動/企業課題の取組

９回目 社会人教育／資格取得対策 就職活動/企業課題の取組

１０回目 社会人教育／資格取得対策 就職活動/企業課題の取組

１１回目 社会人教育／資格取得対策 就職活動/企業課題の取組

１２回目 社会人教育／資格取得対策 就職活動/企業課題の取組

１３回目 社会人教育／資格取得対策 就職活動/企業課題の取組

１４回目 社会人教育／資格取得対策 就職活動/企業課題の取組

１５回目 社会人教育／資格取得対策 就職活動/企業課題の取組

準備学習
時間外学習

評価方法

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表記）

キャリアプランニングⅢ
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 赤岩　辰則

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

社会人として必要な社会常識や気構え・身構え・心構えなどを学びを通して就職・資格試験の合格を達成する。

研究発表準備／動物看護師統一認定試験対策

社会人となる心得や一般教養を学び社会人としての常識を身につける。
チームコミュニケーションを通して、クラスの集団行動(活動)を通して、企業(施設)におけるチームで働くことを学び、力をつける。
卒業時を目標に時期・時間ごとの計画をたて、実行し、達成する力をつけ、社会人として生きる力を育む。

授　業　計　画　　・　　内　容

「就職」・「学校生活」アンケート

社会人基礎力①職場の人間関係

社会人基礎力②働くという事

社会人基礎力③社会人になる

社会人基礎力①銀行・通帳

社会人基礎力②ローン返済

社会人基礎力③報・連・相

研究発表準備／動物看護師統一認定試験対策

研究発表準備／動物看護師統一認定試験対策

評価テスト(一般教養・レポート課題)・・・・40%
毎時間のプリント授業内評価として課題の提出と評価・・・・・60%

　【使用教科書・教材・参考書】

プリント

研究発表準備／動物看護師統一認定試験対策

就職／動物看護師統一認定試験対策

就職／動物看護師統一認定試験対策

卒業式／動物看護師統一認定試験対策

卒業式／動物看護師統一認定試験対策

学習プリントの振り返り(レポート・アンケートなど)・・・・次の時間までに提出。
進路計画の作成。
イベント計画の作成。



 ２０２２年度　シラバス

( Environmental Study for Next Generation ) 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表

記）

次世代のための環境教育
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 大橋　光雄

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

環境問題の概略を理解し、ジレンマや事例研究を参考にトリレンマ懸案をどのように自分たちの職場や社会にしていくか、またワークショップ（workshop）を用い
読み解く力をつける。

※担当教員実務経験：1977年九州産業大学卒業後、アメリカの「THE NATIONAL OUTDOOR LEADERSHIP SCHOOL」へ留学経験を持つ。
　　　　　　　　　　　　　　キャンプディレクター1級とプロジェクトワイルド上級指導者資格を有し、多くのキャンプイベントや執筆、普及活動に携わる。
　　　　　　　　　　　　　　2004～2019年5月まで福岡県キャンプ協会会長。

環境教育における環境倫理　有害廃棄物の越境移動 

自分たちの業界と環境問題のつながりを知り、環境教育の必要性と目的を理解する。また、自然環境の一員としての人間の位置づけを環境倫理の面から掘り
下げて考察する。その上で主に９のカテゴリーで環境教育を紐解き多様な考えや社会経済との結びつきを考えることができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

ガイダンス・環境教育の必要性と目的

世界の環境問題１（地球温暖化）メカニック

世界の環境問題２（生物多様性とは）仕組みと身近な事例

世界の環境問題３（オゾン層の破壊）

世界の環境問題４（ゴミ問題～食糧問題）

環境問題の啓発者の探る１.　Severn Cullis-Suzuki　リオの伝説のスピーチを読み解く

環境問題の啓発者の探る２．　世界の環境教育の流れ「ベオグラート憲章」

環境教育における環境倫理　酸性雨・海洋汚染 

日本の環境教育の流れ「関心・理解・行動」日本型の検証

定期試験７０％　成果発表１５％　受講態度他１５％とする。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

適宜　資料を配布する。また授業理解のためのミニテストを行う。毎回動画やニュースソース題材に用いアクティブラーニングESD（Education for Sustainable
Development）　SDGs (Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標)等を用いる。

環境教育における環境倫理　野生生物種の減少１ 

環境教育における環境倫理　野生生物種の減少２ 

環境教育における環境倫理　ジレンマからトリレンマ　砂漠化 

理解度の確認　Q&A　環境クイズ

試験の解説と補足

環境問題にまつわる動画、DVDを視聴し、感想や課題をレポートにて提出。
また配布資料を見直す。



 ２０２２年度　シラバス

( Environmental Study for Next Generation ) 授業形態 講義 30 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表

記）

次世代のための環境教育
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 大橋　光雄

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

環境問題の概略を理解（SDGs17のターゲット目標）その解決に向けて主に社会や職場で環境教育に関する話ができるように現場を念頭に置いて授業を行う。

※担当教員実務経験：1977年九州産業大学卒業後、アメリカの「THE NATIONAL OUTDOOR LEADERSHIP SCHOOL」へ留学経験を持つ。
　　　　　　　　　　　　　　キャンプディレクター1級とプロジェクトワイルド上級指導者資格を有し、多くのキャンプイベントや執筆、普及活動に携わる。
　　　　　　　　　　　　　　2004～2019年5月まで福岡県キャンプ協会会長。

就職現場での環境教育の位置づけと課題　「観光地の環境問題｝

環境問題の概略を知り、環境教育の必要性と目的を理解する。また、自然環境の一員としての人間の位置づけを環境倫理の面から掘り下げて考察する。その
上で主に職場中で環境教育を実践できるようになると同時に、社会での教育活動の中でもどのような活動ができるか考えることができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

ガイダンス・環境教育の必要性と目的　ESD　SDGs

世界の環境問題１（地球温暖化、酸性雨など）

世界の環境問題２（オゾン層の破壊、生物多様性減少など）

世界の環境問題３（エネルギー問題、人口・食糧問題）

環境教育のパイオニアを知る

環境系ゲーム　ESD　SDGs

世界の環境教育の流れ　環境系ゲーム　ESD　SDGs

日本の環境教育の流れ「関心・理解・行動」と世界の動きSDGs17のターゲット目標

環境教育における環境倫理 CSR CSV（企業の社会的責任）

定期試験７０％　成果発表１５％　受講態度他１５％とする。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

適宜　資料を配布する。　また授業理解のためのミニテストを行う。毎回動画やニュースソース題材に選ぶ　アクティブラーニングESD（Education for
Sustainable Development）　SDGs (Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標)等を用いる。

就職現場の中での実践１（全体計画、年間指導計画、（１））

就職現場の中での実践２（全体計画、年間指導計画、（２））

現場での環境問題と私たちにできること　ISO　ルール取り決め

理解度の確認　Q&A　環境クイズ

試験の解説と補足

環境問題にまつわる動画、DVDを視聴し、感想や課題をレポートにて提出。
また配布資料を見直す。



 ２０２２年度　シラバス

( Related Laws and Regulation ) 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 「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（ワシントン）条約」についてPart１

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）

動物関連法規
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 津田　堅之介

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

法律というと難解なイメージがあると思うので、講師作成の資料と一般のニュースでも取り上げられた事例、そして取り上げられた番組の映像を基に分かりやす
く解説する。そして毎年現状に合わせて変更が行われる場合があるため、今年の最新の内容を伝えるのみならず、今後も自分で最新情報が得られる方法を理
解できるよう指導する。

※担当教員実務経験：動物写真家、エッセイスト。
　　　　　　　　　　　　　　海外取材経験多数。東映東宝映画「日本列島 いきものたちの物語」ではシカの撮影を担当する等国内外で活躍する。

特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律解説Part３．アライグマを始めとする駆除を行う場合のルールについて動画を見
ながら解説

動植物飼育のプロフェッショナルとして業務上動物とかかわっていくためのみならず、実生活を送る上においても必要不可欠な動物に関連する法律の知識を身
につけ、動植物の飼育管理と販売を行う際に特に必要な、動物愛護管理法、外来生物管理法そして国際取引を行うために必要なワシントン条約、国内では根
絶されたものの輸入された動物から発症する恐れのある狂犬病に関して理解し、万が一の場合でも冷静沈着に対応出来るよう、そして自分自身が法を犯さな
いことはもちろんのこと、周りの一般の方々にも分かりやすく法律を理解し、説明できるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

これから学んでいく法律と、動物の飼育や野生動物と接する上でなぜ法律を定める必要があるのかを、DVDと最近話題のニュースを見ながら解説

後のコマの野生動物管理学と連続で和歌山県太地町で行われているイルカ漁を取り上げた「クジラと生きる」と、アメリカの環境保護団体が同じ場
所で撮影し作った映画「The Cove」を鑑賞し、日本人と欧米人の自然観の違いについて考えてもらう

野生動物とかかわり、動物を飼育する際に関係する法律総論

動物の愛護と管理に関する法律、基本原則から動物取扱業者に関する解説まで

動物の愛護と管理に関する法律、特定動物と改正された最新情報と違反実例

特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律が定められた理由を理解するため、現在各地での外来種による影響を紹介した
番組のDVDを鑑賞

中間テストと解説

特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律解説Part２．罰則と飼育が許可される例外と手続きの方法

特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律解説Part１

　【使用教科書・教材・参考書】　 

津田が撮影した写真や動画、解説で出演した番組と講義の資料として収集してきた動画のDVDを映写。
最新記事も入れながら自身で作成したテキスト資料
参考書：社団法人 日本動物園水族館協会「新飼育ハンドブック動物園編③」

「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（ワシントン）条約」についてPart２

狂犬病予防法について。患者の記録動画を見て、海外に出かけた時の注意点と国内で確認された場合の対応を解説

前期末テスト及び振り返り

前期末テスト返却と解説

テキスト資料や授業内容をノートにまとめ、授業後に読み直し復習すること。鳥獣保護法違反など一般の方々には意外と浸透していなかったり、法
律に対して反発を覚える人もいるため、普段から動物に関連する法律に関する事件の情報を集め、まず自分が理解して一般の方々に分かりやす
く解説出来るように普段から興味を持って欲しい。特にショップや国際取引を業務として行う人には絶対に必要な知識であり、種の保存法や外来生
物防除法は法人が違反すると罰金が一億円と高額のため、自分の職場を潰すことになることに繋がることもあることを理解し、身近なところで違反
していないかも考えて欲しい。

中間評価試験20％、期末評価試験70％、授業内評価（傾聴力・発言力）10％で総合的に評価



 ２０２２年度　シラバス

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

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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 前期末の評価テストを中心にする（内容は前期に学習したこと全部）・・・60％　　中間テスト・・・３0％　授業内評価（傾聴力・発言力）・・・１０％

オリジナルプリント（猫の百科事典・猫学教本等からの抜粋で作成）、ブルーレイディスク等

猫の行動・習性①（テリトリー等）

猫の行動・習性②（マーキング等）

猫の行動・習性③（コミュニケーション等）

前期評価テスト及び振り返り

評価テストの解説、猫のまとめ

この授業においては各単元ごとの初めにオリジナルプリント（犬猫の歴史・猫の百科事典・猫学教本等からの抜粋で作成）を配布する。その為、事
前に目を通しておくことが大切。また、各論として内容により次週学習することの一部を下調べをしておくことを授業中に発表する（ネット等で簡単に
調べられるもの）ので準備学習を要する。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

　【授業の学習内容】　

犬猫の歴史についてはペットショップで生体販売するときに顧客に説明できるよう世界的な流れを学ぶ。また、ショップ以外の動物園他の関連業務でも説明の
必要が出てくるのでペット化した流れを習得する。とくに猫は近年の「猫ブーム」とともに飼育家庭が増加傾向にあるため適正な飼育管理ができるよう体のつくり
や習性・行動を学ぶとともにワクチンワーク等も「なぜ必要か？」「いつ必要か？」を他者に説明できるよう知識の習得を図る。

※担当教員実務経験：2003年よりペットショップ開業・経営～現在に至る。2001年より日本ＦＰ協会所属のファイナンシャルプランナーとしても活動。

猫の体総括、修正・行動の疑問（グループワーク）

ペットショップはもちろん、他の動物関連職業でも応用できるように犬・猫の家畜化の歴史、本来持つべき行動・習性、その為の体のつくりのほかストレスの少な
い飼育管理に必要な知識と適応能力を身に着け、顧客にアドバイスできるようになる。
具体的な目標①　動物(特に犬や猫）の家畜化までの歴史を学び、顧客に説明できるようになる。
具体的な目標②　猫の習性や行動を知り、適正な飼育管理方法を顧客にアドバイスができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

授業内容の説明、スケジュール紹介・評価基準説明と各自の自己紹介

犬猫の歴史①（ミアキスからペットとしての犬猫までと人間との関わり）

犬猫の歴史②（人間との共生・古代から近代）

犬猫の歴史③（使役動物としての犬、ペットとしての猫）

犬猫の歴史の総括、猫の体の疑問（グループワーク）

　【到達目標】　

中間テスト及び振り返り

猫の体①（骨格・筋肉等）

猫の体②（感覚器）

猫の体③（感覚器としてのヒゲの役割）

3 担当教員 川島　秀樹

総時間
（単位）

科 目 名
（英語表記）

コンパニオンアニマル
必 修
選 択

必修 年 次



 ２０２２年度　シラバス

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

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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 前期末の評価テストを中心にする（内容は前期に学習したこと全部）・・・60％　　中間テスト・・・３0％　授業内評価（傾聴力・発言力）・・・１０％

オリジナルプリント（猫の百科事典・猫学教本等からの抜粋で作成）、ブルーレイディスク等

犬猫の病気②（寄生虫等外部要因）

犬猫の病気③（中毒や現代疾患）

ズーノーシス

後期評価テスト及び振り返り

テストの解説、犬・病気のまとめ（グループワーク）

この授業においては各単元ごとの初めにオリジナルプリント（犬猫の歴史・猫の百科事典・猫学教本等からの抜粋で作成）を配布する。その為、事
前に目を通しておくことが大切。また、各論として内容により次週学習することの一部を下調べをしておくことを授業中に発表する（ネット等で簡単に
調べられるもの）ので準備学習を要する。

　【使用教科書・教材・参考書】　 

　【授業の学習内容】　

当たり前に知っているであろう犬という動物について専門家としてペットショップで生体販売するときに顧客に説明できるよう「体のつくり」「本能に基づく習性・行
動」を学ぶ。また、ショップ以外の動物園他の関連業務でも説明の必要が出てくるので他の動物との比較も習得する。とくに犬は人との関わりが最も古い動物と
して人間社会での共生の実態を学習するとともに、適正な飼育管理ができるよう体のつくりや習性・行動を学ぶ。また、ワクチンワーク等も「なぜ必要か？」「い
つ必要か？」を他者に説明できるよう知識の習得を図る。更に、犬猫の病気・ズーノーシスについても動物業務に携わる者として知っておくべきことを習得する。

※担当教員実務経験：2003年よりペットショップ開業・経営～現在に至る。2001年より日本ＦＰ協会所属のファイナンシャルプランナーとしても活動。

犬猫の病気①（感染症、対策としてのワクチン）

ペットショップはもちろん、他の動物関連職業でも応用できるように犬・猫の家畜化の歴史、本来持つべき行動・習性、その為の体のつくりのほかストレスの少な
い飼育管理に必要な知識と適応能力を身に着ける。
具体的な目標①　犬の習性や行動を学び、顧客に説明できるようになる。
具体的な目標②　犬の体のつくりを理解し、顧客にアドバイスができるようになる。
具体的な目標③　犬猫の病気・ズーノーシスを学習し、動物業務従事者として適正な飼育管理ができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

犬という動物の本能

犬の行動・習性①（本能に基づく行動）

犬の行動・習性②（動物業務従事者としての実務）

犬の行動・習性③（まとめ）グループワーク

犬の体①（骨格・筋肉等）

　【到達目標】　

犬の体②（感覚器等）

中間テスト及び振り返り

犬の体③（生理値の観察・測定方法、まとめ）

人と犬の社会（人との関わり、使役・産業動物）

3 担当教員 川島　秀樹

総時間
（単位）

科 目 名
（英語表記）

コンパニオンアニマル
必 修
選 択

必修 年 次



 ２０２２年度　シラバス

( Wild Animal Managemennt ) 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 飼育中のヘラクレスオオカブト成虫と幼虫を見ながら、飼育と繁殖のテクニックについて解説

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）

野生動物管理学
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 津田　堅之介

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

基本的に講師が訪れた国内外のフィールドで実際に体験した内容を、講師が撮影した写真と取材に参加したり講義資料として最適であると集め続けてきた動
画を見ながら解説。資料は、毎年フィールドで見聞きした最新情報や、話題となった実例を元に作った最新の資料を毎週配布し、感想や自分ならどう対応する
かなどの意見も引き出しながら進めていく。

※担当教員実務経験：動物写真家、エッセイスト。
　　　　　　　　　　　　　　海外取材経験多数。東映東宝映画「日本列島 いきものたちの物語」ではシカの撮影を担当する等国内外で活躍する。

津田が取材に同行し、自然な状態で世界で初めての撮影に成功したヘラクレスオオカブトのNHK番組DVDを鑑賞し解説

職場において来訪者を楽しませ自分のファンを増やせられるように、経済動物に関しては生産性があげられるよう、どこに行っても通用する即戦力となる知識
や、子供から大人までの幅広い層に分かりやすく解説できるようになる。　卒業後も、日進月歩の飼育技術革新に絶えずアンテナを張り巡らせ、一生学び続け
ようという意識を持った、動物飼育の一流のプロフェッショナルであり続けようという自覚できるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

シラバスと講義資料の写真、そして津田の今までの仕事を紹介するテレビ番組を見ながら一年の流れを解説

１限目の動物関連法規と連続で、和歌山県太地町で行われているイルカ漁を取り上げた「クジラと生きる」と、アメリカの環境保護団体が同じ場所
で撮影し作った映画「The Cove」を鑑賞し、日本人と欧米人の】自然観の違いについて考えてもらいます

人間と生態系の関り合いPart１。人を利用して生きている動物を写真と津田出演のテレビ番組で解説。

人間と生態系の関り合いPart２。人の生活に役に立っている動物。野生動物になぜ餌付けを行ってはいけないのか

野生動物とどう接するべきなのか。人馴れしたため射殺されてしまったヒグマや、減りつつあるニホンミツバチ等を例に考える

魚から哺乳類まで野生動物の生態調査と、展示するための捕獲と手続き及び飼育方法について

中間評価試験及び振り返り

自然観察会の際に気を付けるべき、野外の危険な生物とフィールドワークの際に危険を回避するテクニックについて

バードウォッチングのコツとマナー、野鳥の生態と観察する際に必要な機材について

　【使用教科書・教材・参考書】　 

実際に現地へ出かけ撮影した写真や、テレビ番組の取材に参加して放映された番組、講義の資料として収集してきた動画のDVDを映写。
毎週作成するテキスト資料。
フィールドで拾い制作した標本や、骨に角に糞などのフィールドサイン

津田が撮影に参加した東宝映画「日本列島いきものたちの物語」を鑑賞

エクアドルの動植物と保護管理の様子を、ユネスコ世界自然遺産第一号のガラパゴス諸島を中心に解説

期末評価試験及び振り返り

前期末テスト返却と解説

テキスト資料や授業内容をノートにまとめ、授業後に読み直し復習すること。バードウォッチングや野生動物が観察できるポイントを紹介しようと思
うので、研修中飼育されている鳥獣を観察したり、休みの時は探鳥会に参加したり野生動物を観察しに出かけたりと、積極的に野生鳥獣の生態を
学んで欲しい。そうすることで、将来自分が飼育担当することになるかもしれない動物の飼育管理の知識と、ストレスを与えず長生きして来場者を
楽しませてもらえるヒントが得られる。

中間評価試験20％、期末評価試験70％、授業内評価（傾聴力・発言力）10％で総合的に評価



 ２０２２年度　シラバス

( Wild Animal Managemennt ) 授業形態 講義 30 開講区分 後期　

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 ニホンザルの野生での生態と飼育上気を付けるべき点を津田撮影の写真を見ながら解説

５回目

６回目

７回目

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）

野生動物管理学
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 津田　堅之介

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

基本的に講師が訪れた国内外のフィールドで実際に体験した内容を、講師が撮影した写真と取材に参加したり講義資料として最適であると集め続けてきた動
画を見ながら解説。資料は、毎年フィールドで見聞きした最新情報や、話題となった実例を元に作った最新の資料を毎週配布し、感想や自分ならどう対応する
かなどの意見も引き出しながら進めていく。

※担当教員実務経験：動物写真家、エッセイスト。
　　　　　　　　　　　　　　海外取材経験多数。東映東宝映画「日本列島 いきものたちの物語」ではシカの撮影を担当する等国内外で活躍する。

中国の野生トキの生態と保護管理 中国の保護センターで撮影した写真を見ながら解説

職場において来訪者を楽しませ自分のファンを増やせられるように、経済動物に関しては生産性があげられるよう、どこに行っても通用する即戦力となる知識
や、子供から大人までの幅広い層に分かりやすく解説できるようになる。　卒業後も、日進月歩の飼育技術革新に絶えずアンテナを張り巡らせ、一生学び続け
ようという意識を持った、動物飼育の一流のプロフェッショナルであり続けようという自覚できるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

ニホンジカの野生での生態と反芻獣ならではの気を付けるべき飼育管理

猛禽類の人工孵化から飼育管理 タカやハヤブサ類の調教とフリーフライトと狩り

ニホンザルの野生での生態を志賀高原で撮影されたNHKの番組を見ながら解説

出水のツルの生態と保護管理の歴史パート１ 出水のツルを紹介した映像を見ながら解説

出水のツルの生態と保護管理の歴史パート２ 津田撮影の写真と出水市史を資料に解説

中間評価試験及び振り返り

頭骨を始めとする標本作りと皮鞣しの方法

ツシマヤマネコの生態と保護管理パート２ ヤマネコの習性と食性飼育管理上の注意点

ツシマヤマネコの生態と保護管理パート１　対馬の不思議な自然環境と生息する動物

　【使用教科書・教材・参考書】　 

実際に現地へ出かけ撮影した写真や、テレビ番組の取材に参加して放映された番組、講義の資料として収集してきた動画のDVDを映写。
毎週作成するテキスト資料。
フィールドで拾い制作した標本や、骨に角に糞などのフィールドサイン

ツキノワグマ親子の一年を記録した番組と東北の人食いグマの特集を鑑賞 クマの素晴らしさと怖さを知る

ネパールの自然と野生動物の生態および保護管理

期末評価試験及び振り返り

後期末テスト返却し解説

テキスト資料や授業内容をノートにまとめ、授業後に読み直し復習すること。バードウォッチングや野生動物が観察できるポイントを紹介しようと思
うので、研修中飼育されている鳥獣を観察したり、休みの時は探鳥会に参加したり野生動物を観察しに出かけたりと、積極的に野生鳥獣の生態を
学んで欲しい。そうすることで、将来自分が飼育担当することになるかもしれない動物の飼育管理の知識と、ストレスを与えず長生きして来場者を
楽しませてもらえるヒントが得られる。

中間評価試験20％、期末評価試験70％、授業内評価（傾聴力・発言力）10％で総合的に評価



 ２０２２年度　シラバス

（ Practical Dog Training ） 授業形態 演習 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表

記）

ドッグトレーニング演習
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 牟田　杏奈

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

動物の中でも特に人との関わりの長い「犬」に関して学ぶ事は、動物の学習理論に理解を深めるとともに動物業界でのお客様とのコミュニケーション（接客・ふ
れあい・啓発等）にも活用できる。この授業では犬の習性や学習のプロセス、また動物施設における適切な管理を学び、実践する。

※担当教員実務経験：しつけ教室の家庭犬トレーナーとして従事。災害救助犬訓練士としての現場経験あり。

クリッカートレーニング+犬種小テスト

犬の生態、行動学、学習の仕方を理解し、犬のトレーニングができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

講師紹介、1年間の授業の流れ、注意点等説明

犬とのコミュニケーション

犬の体の構造、基本的な扱い方

犬の行動分析学

基礎トレーニング

基礎トレーニング（スワレ、フセ、ターゲット、解除、ヒール）

クリッカートレーニング（クリッカートレーニングのポイント、用語）

クリッカートレーニング（犬を使ってシェイピング）

クリッカートレーニング（シェイピングゲーム）

　【使用教科書・教材・参考書】　 

オリジナルプリント

クリッカートレーニング+犬種小テスト

クリッカートレーニング+犬種小テスト

クリッカートレーニング+犬種小テスト

後期期末試験及び振り返り

後期期末試験解説、振り返り②

トレーニングの実践までに犬の生態、行動学、学習の仕方をしっかり理解すること。授業後はノートや小テストを読み返し、復習すること。

筆記試験（授業内小テスト・期末試験）：60％
実技試験：30％
授業内評価（傾聴力・発言力）：10％



 ２０２２年度　シラバス

( Practical Small Animal Care III) 授業形態 演習 60 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業 (4) 曜日・時限 木曜日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

小動物を中心に体のしくみや生態を理解した上で飼育管理を行う。
また、スチューデントティーチャーとして1年生へ飼育指導を行う。

※担当教員実務経験：サファリパークにて飼育員として従事。サルや鳥類、クマ等様々な動物の飼育のほかワラビーの人工保育といった繁殖にも携わる。

　【授業の学習内容】　

科 目 名
（英語表記）

小動物飼育演習　III　
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 椎場　瞳

総時間
（単位）

飼育動物説明/飼育管理の振り返り②

1年間の授業の流れ、注意点等説明/飼育管理の振り返り①

　【到達目標】　

1年生が各種動物に合った飼養管理を理解し、説明できるようになる。
相手が理解できる伝え方を身に付ける。

健康管理について②/飼育管理の振り返り⑥

授　業　計　画　　・　　内　容

道具について/飼育管理の振り返り③

餌について（野菜、飼料）/飼育管理の振り返り④

健康管理について①/飼育管理の振り返り⑤

授業終了後に報告書を作成する。
報告書の内容をまとめ、飼育管理マニュアルを作成する。

授業内実習評価（リーダーシップ、協調性、コミュニケーション力、発言力、レポート記入力）100％

　【使用教科書・教材・参考書】　 

参考書
・滋慶教育科学研究所監修「イラストで見る動物の飼養管理」、「イラストで見る動物の体のしくみ」
社団法人 日本動物園水族館協会 「新 飼育ハンドブック 動物園編 １ 繁殖・飼料・病気」

飼育管理の実践②

飼育管理の実践③

飼育管理の実践④

飼育管理の実践⑤、前期の振り返り

掃除・調餌・給餌について知る①

掃除・調餌・給餌について知る②

掃除・調餌・給餌について知る③

掃除・調餌・給餌について知る④

飼育管理の実践①



 ２０２２年度　シラバス

( Practical Small Animal Care III) 授業形態 演習 60 開講区分 後期　

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業 (4) 曜日・時限 木曜日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

小動物を中心に体のしくみや生態を理解した上で飼育管理を行う。
また、スチューデントティーチャーとして1年生へ飼育指導を行う。

※担当教員実務経験：サファリパークにて飼育員として従事。サルや鳥類、クマ等様々な動物の飼育のほかワラビーの人工保育といった繁殖にも携わる。

　【授業の学習内容】　

科 目 名
（英語表記）

小動物飼育演習　III　　
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 椎場　瞳

総時間
（単位）

飼育管理の実践⑦

　【到達目標】　

各種動物に合った飼養管理を理解し、説明できるようになる。
相手が理解できる伝え方を身に付ける。

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる②

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる③

授　業　計　画　　・　　内　容

飼育管理の実践⑥

飼育管理の実践⑧

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる①

　【使用教科書・教材・参考書】　 

参考書
・滋慶教育科学研究所監修「イラストで見る動物の飼養管理」、「イラストで見る動物の体のしくみ」
社団法人 日本動物園水族館協会 「新 飼育ハンドブック 動物園編 １ 繁殖・飼料・病気」

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる⑧

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる⑨

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる⑩

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる⑪

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる⑫、後期の振り返り

授業終了後に報告書を作成する。
報告書の内容をまとめ、飼育管理マニュアルを作成する。

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる④

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる⑤

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる⑥

飼育管理の実践　時間内に掃除・調餌ができるようになる⑦

授業内実習評価（リーダーシップ、協調性、コミュニケーション力、発言力、レポート記入力）100％



 ２０２２年度　シラバス

( Nourishment of Animal ) 授業形態 講義 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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）

動物の栄養
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 中本　教一

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

動物が必要とする栄養素と飼料に含まれる栄養素について学び、次に消化と吸収に関して動物による消化管の違いと特徴を知り、代表的な飼料の特徴を学
ぶ。続いて、飼料の組み立てに必要な知識と養分計算を学び、飼料配分に取り組む。

※担当教員実務経験：酪農大学教師、肉牛の肥育を経て1982年「中本乗馬倶楽部」を設立、先代オーナー。
　　　　　　　　　　　　　　福岡県馬術連盟副会長、日本馬術連盟公認1級審判、全国乗馬倶楽部指導員。

(3)栄養と飼料　　②消化と吸収

各栄養素についてその特徴が理解できた上で、自身で飼料の組み立てに取り組めるようにその基礎となる知識と養分計算の仕方ができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

授業の概要、目的、内容の説明。(1)飼料摂取の目的

(2)体成分と栄養素　　①体成分　②水

(2)体成分と栄養素　　③タンパク質・必須アミノ酸

(2)体成分と栄養素　　④炭水化物　⑤脂質

(3)体成分と栄養素　　⑥ビタミン(脂溶性ビタミンと水溶性ビタミン)

(4)体成分と栄養素　　⑥ビタミン

中間評価及び振り返り　　(2)体成分と栄養素　⑦ミネラル(多量元素と微量元素)

(3)栄養と飼料　　①各家畜が好む飼料と消化管の特徴

(2)体成分と栄養素　　⑦ミネラル

筆記試験（80%）、授業内評価（傾聴力・発言力）（20%）

　【使用教科書・教材・参考書】　 

参考プリント、プロジェクター
参考書：社団法人 日本動物園水族館協会 「新 飼育ハンドブック 動物園編 １ 飼料」

(3)栄養と飼料　　②消化と吸収(消化管の構造と役割：単胃動物)

(3)栄養と飼料　　②消化と吸収(消化酵素)

(3)栄養と飼料　　②消化と吸収(反芻動物・鶏の消化管の構造と役割)

前期評価及び振り返り

(4)飼料設計に必要な基礎知識　　①飼料成分による栄養価とその特徴

授業の最初に前回の振り返りをする為、各自ノートの読み返しをし、復習に努めること。



 ２０２２年度　シラバス

( Nourishment of Animal ) 授業形態 講義 30 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 (2) 曜日・時限 水曜日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）

動物の栄養
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 中本　教一

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】　

動物が必要とする栄養素と飼料に含まれる栄養素について学び、次に消化と吸収に関して動物による消化管の違いと特徴を知り、代表的な飼料の特徴を学
ぶ。続いて、飼料の組み立てに必要な知識と養分計算を学び、飼料配分に取り組む。

※担当教員実務経験：酪農大学教師、肉牛の肥育を経て1982年「中本乗馬倶楽部」を設立、先代オーナー。
　　　　　　　　　　　　　　福岡県馬術連盟副会長、日本馬術連盟公認1級審判、全国乗馬倶楽部指導員。

(5)飼料の配合内容と給与量を考える　④豚の飼料給与を考える(練習例：繁殖育成豚)

各栄養素についてその特徴が理解できた上で、自身で飼料の組み立てに取り組めるようにその基礎となる知識と養分計算の仕方ができるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

(4)飼料設計に必要な基礎知識　②栄養価の表し方(タンパク質、エネルギー)

(4)飼料設計に必要な基礎知識　③飼料と特徴(粗飼料と濃厚飼料)

(4)飼料設計に必要な基礎知識　④粗飼料の種類と特徴(牧草色、野草類、青刈作物他)

(4)飼料設計に必要な基礎知識　⑤粗飼料の貯蔵方法(乾草、サイレージ)

(4)飼料設計に必要な基礎知識　⑥濃厚飼料の種類と特徴(・穀類、大麦、トウモロコシ)

(4)飼料設計に必要な基礎知識　⑥濃厚飼料の種類と特徴(・穀類、エン麦、小麦、米、ヌカ、フスマ類)

(4)飼料設計に必要な基礎知識　⑥濃厚飼料の種類と特徴(・油粕類、製造粕類、動物質飼料他)

(5)飼料の配合内容と給与量を考える　①飼養標準　②栄養価と単位　③給与量

(4)飼料設計に必要な基礎知識　⑥濃厚飼料の種類と特徴(・配合飼料)　⑦飼料のスライド説明

筆記試験（80%）、授業内評価（傾聴力・発言力）（20%）

　【使用教科書・教材・参考書】　 

参考プリント、プロジェクター、DVDプレーヤー
参考書：社団法人 日本動物園水族館協会 「新 飼育ハンドブック 動物園編 １ 飼料」

(5)飼料の配合内容と給与量を考える　⑤馬の飼料給与を考える(給与日量、飼料内容)

(5)飼料の配合内容と給与量を考える　⑤馬の飼料給与を考える(例題問題：育成馬)

(5)飼料の配合内容と給与量を与える　⑤馬の飼料給与を考える(成長後の馬の場合、例題問題)

後期評価及び振り返り

まとめの話

授業の最初に前回の振り返りをする為、各自ノートの読み返しをし、復習に努めること。



 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 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表

記）

魚類学実験
必 修
選 択

必修 年 次 3 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。

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

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）

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）

●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。



 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 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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

　【到達目標】　

科 目 名
（英語表

記）

魚類学実験
必 修
選 択

必修 年 次 3 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。

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）

①④ルアー製作　■米粉粘土アート　継続

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）

●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。



 ２０２２年度　シラバス

（　Aquatic Animals and Plants Rearing III  ) 授業形態 演習 60 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業 (4) 曜日・時限 不定期開講

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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）

水生生物飼育管理III
必 修
選 択

必修 年 次 3 担当教員 田中　侑弥

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

2年間で学んだ、淡水及び海水に生息する生物の様々な管理システムを発揮すると共に、水槽の企画やレイアウトの立案も行う。

※担当教員実務経験：水族館にて9年間、水生生物等の飼育業務に従事。

【プロジェクト②】水槽企画、コンペ

相手の要望に合わせて水槽のレイアウトができる。
チームで水槽の管理ができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

前期の流れと設置場所確認

【プロジェクト①】水槽設置、依頼確認

【プロジェクト①】水槽企画、コンペ

【プロジェクト①】水槽展示

【プロジェクト①】フィードバック、振り返り

【プロジェクト①】水槽展示(フィードバックを受けて修正)

【プロジェクト①】水槽撤去

【プロジェクト②】水槽設置、依頼確認

【プロジェクト①】振り返り

■授業内評価　80％
■授業出席率　20％

　【使用教科書・教材・参考書】

第一・第二アクア実習室、海水魚水槽

【プロジェクト②】水槽展示

【プロジェクト②】フィードバック、振り返り

【プロジェクト②】水槽展示(フィードバックを受けて修正)

【プロジェクト②】水槽撤去

【プロジェクト②】振り返り

生物の飼育は日々観察することが重要。学校内全ての水槽を毎日必ず生体の状態及び飼育設備をよく観察し、異常がある場合は速やかに対処
すること。
水生生物の飼育法は様々なので、様々な飼育法を理解できるように常日頃実習室全ての水槽設備をよく観察し理解できるように。
できる限りショップ・水族館の見学を行い、それぞれの飼育法の違い、生体の状態の違いをよく観察すること。



 ２０２２年度　シラバス

（　Aquatic Animals and Plants Rearing III  ) 授業形態 演習 60 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業 (4) 曜日・時限 不定期開講

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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）

水生生物飼育管理III
必 修
選 択

必修選択 年 次 3 担当教員 田中　侑弥

総時間
（単位）

　【授業の学習内容】

2年間で学んだ、淡水及び海水に生息する生物の様々な管理システムを発揮すると共に、水槽の企画やレイアウトの立案も行う。

※担当教員実務経験：水族館にて9年間、水生生物等の飼育業務に従事。

【プロジェクト④】水槽企画、コンペ

相手の要望に合わせて水槽のレイアウトができる。
チームで水槽の管理ができる。

授　業　計　画　　・　　内　容

後期の流れと設置場所確認

【プロジェクト③】水槽設置、依頼確認

【プロジェクト③】水槽企画、コンペ

【プロジェクト③】水槽展示

【プロジェクト③】フィードバック、振り返り

【プロジェクト③】水槽展示(フィードバックを受けて修正)

【プロジェクト③】水槽撤去

【プロジェクト④】水槽設置、依頼確認

【プロジェクト③】振り返り

■授業内評価　80％
■授業出席率　20％

　【使用教科書・教材・参考書】

第一・第二アクア実習室、海水魚水槽

【プロジェクト④】水槽展示

【プロジェクト④】フィードバック、振り返り

【プロジェクト④】水槽展示(フィードバックを受けて修正)

【プロジェクト④】水槽撤去

【プロジェクト④】振り返り

生物の飼育は日々観察することが重要。学校内全ての水槽を毎日必ず生体の状態及び飼育設備をよく観察し、異常がある場合は速やかに対処
すること。
水生生物の飼育法は様々なので、様々な飼育法を理解できるように常日頃実習室全ての水槽設備をよく観察し理解できるように。
できる限りショップ・水族館の見学を行い、それぞれの飼育法の違い、生体の状態の違いをよく観察すること。



 ２０２２年度　シラバス

（　Entertainment Planning and Production III　） 授業形態 講義・演習 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 ( 2 ) 曜日・時限 不定期開催

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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 授業態度(50％)、知識習得度(50％)授業時の設問に対しての回答

事例写真等

アトア神戸　現状の映像音響設備の確認

アトア神戸　現状の映像音響設備の問題点

アトア神戸　解決の提案

上記のまとめ

各チームごとに発表

各機器等のカタログスペックや仕様を読めるようにしておく。メーカーホームページを見ておくこと。

　【使用教科書・教材・参考書】

　【授業の学習内容】

2年間学んだ「音響・映像・照明」の基本技術のなかで、現場における映像音響を使用した提案ができるようになる。

※担当教員実務経験：水族館マリンワールドのリニューアルからの映像音響システムの構築管理、水族館うみたまごのオープン時映像音響コンサルティングなど
　　　　　　　　　　　　　　に携わる。

各チームごとに発表

ショーの問題点を把握でき、それに対してコストに見合う提案ができるようになること。

授　業　計　画　　・　　内　容

アフリカンサファリ見学　現状の映像音響設備の確認

アフリカンサファリ見学　現状の映像音響設備の問題点

アフリカンサファリ見学　解決の提案ができるように準備

上記のまとめ

上記を各チームごとに発表　可能であれば現場の方に評価をいただく

　【到達目標】　

福岡市動物園　現状の映像音響設備の確認

福岡市動物園　現状の映像音響設備の問題点

福岡市動物園　解決の提案

上記のまとめ

3 担当教員 甲斐　和幸

総時間
（単位）

科 目 名
（英語表記）

エンタメIII
必 修
選 択

必修選択 年 次



 ２０２２年度　シラバス

（　Entertainment Planning and Production III　） 授業形態 講義・演習 30 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 ( 2 ) 曜日・時限 不定期開催

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

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 授業態度(50％)、知識習得度(50％)授業時の設問に対しての回答

事例写真等

ハウステンボス　コンテンツの見学と解説

出島ミュージアム見学と解説

軍艦島ミュージアム見学と解説

マッピング、双方向コンテンツの構成と費用感

高度なエンタメコンテンツのまとめ

日ごろ街中で目に付くエンタメコンテンツについて常に構成を意識して見る癖をつける

　【使用教科書・教材・参考書】

　【授業の学習内容】

実務に即したエンターテイメント演出に対して2年間学んだ「音響・映像・照明」の基本技術を活かし、よりエンタメよりな企画・立案・運営までを行う。少し高度なマッピン
グや双方向型コンテンツの見学と実際の構成学習。
　
※担当教員実務経験：水族館マリンワールドのリニューアルからの映像音響システムの構築管理、水族館うみたまごのオープン時映像音響コンサルティングなど
　　　　　　　　　　　　　　に携わる。

ハウステンボス　コンテンツの見学と解説

双方向性コンテンツの提案やプロジェクションマッピングの簡単な提案ができること

授　業　計　画　　・　　内　容

チームラボフォレストももち　見学

チームラボフォレストももち　解説

関門海峡ミュージアム　エンタメコンテンツの見学

関門海峡ミュージアム　エンタメコンテンツの解説

関門海峡ミュージアム　エンタメコンテンツの解説

　【到達目標】　

いのちのたび博物館コンテンツの見学

いのちのたび博物館コンテンツの見学

上記解説

ハウステンボス　コンテンツの見学と解説

3 担当教員 甲斐　和幸

総時間
（単位）

科 目 名
（英語表記）

エンタメIII
必 修
選 択

必修選択 年 次



 ２０２２年度　シラバス

（　　　　　　Eco Management　　　　　　） 授業形態 講義・演習 30 開講区分 前期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 ( 2 ) 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
・発表内容：80％
・課題への参加度：20％

専門基礎科目テキスト4冊／株式会社 滋慶出版

実践学習③　～アドバイスを基に実証実験～

実践学習③　～アドバイスを基に実証実験～

実践学習③　～アドバイスを基に実証実験～

実践学習④　～途中経過の報告～　　

前期振り返り

各自（各班）で意見交換を随時行う。また、もらった意見を次に繋げる学習をすること。

　【使用教科書・教材・参考書】

　【授業の学習内容】

入学以来身に付けた専門知識や技術の集大成として、学習の成果が卒業に値する実力を修得しているか評価するために、研究発表または実技の披露を行う。

※担当教員実務経験：水族館マリンワールドのリニューアルからの映像音響システムの構築管理、水族館うみたまごのオープン時映像音響コンサルティングなど
　　　　　　　　　　　　　　に携わる。

実践学習③　～アドバイスを基に実証実験～

卒業研究発表にて、自身の取り組んだ成果を発表できるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

進級課題とは①　～進級課題の意義や目的・目標を明確にする～

進級課題とは②　～過去の先輩たちの事例紹介～

進級課題の進め方　～発表までの流れやスケジューリングの確認～

テーマの決定　～テーマを班内でのディスカッションで探す～

実践学習①　～自分（班）のテーマに沿って仮説と実証実験～

　【到達目標】　

実践学習①　～自分（班）のテーマに沿って仮説と実証実験～

実践学習①　～自分（班）のテーマに沿って仮説と実証実験～

実践学習①　～自分（班）のテーマに沿って仮説と実証実験～

実践学習②　～途中経過の報告～　　

3 担当教員 甲斐　和幸

総時間
（単位）

科 目 名
（英語表記）

ECOマネジメント
必 修
選 択

必修 年 次



 ２０２２年度　シラバス

（　　　　　　Eco Management　　　　　　） 授業形態 講義・演習 30 開講区分 後期

専攻名 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 実施方法 対面授業と遠隔授業の併用 ( 2 ) 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
・発表内容：80％
・課題への参加度：20％

専門基礎科目テキスト4冊／株式会社 滋慶出版

発表準備③　～パワーポイント作成もしくは実技の練習～　　　　　

パワーポイント、原稿提出

リハーサル

本番・発表

進級課題の振り返り　～各自（班内）で意見交換、発表～

各自（各班）で意見交換を随時行う。また、もらった意見を次に繋げる学習をすること。

　【使用教科書・教材・参考書】

　【授業の学習内容】

入学以来身に付けた専門知識や技術の集大成として、学習の成果が卒業に値する実力を修得しているか評価するために、研究発表または実技の披露を行う。

※担当教員実務経験：水族館マリンワールドのリニューアルからの映像音響システムの構築管理、水族館うみたまごのオープン時映像音響コンサルティングなど
　　　　　　　　　　　　　　に携わる。

発表準備③　～パワーポイント作成もしくは実技の練習～　　　　　

卒業研究発表にて、自身の取り組んだ成果を発表できるようになる。

授　業　計　画　　・　　内　容

発表準備①　～パワーポイント作成もしくは実技の練習～　　

発表準備①　～パワーポイント作成もしくは実技の練習～　　　

発表準備①　～パワーポイント作成もしくは実技の練習～　　　

発表練習①　

発表準備②　～パワーポイント作成もしくは実技の練習～　　

　【到達目標】　

発表準備②　～パワーポイント作成もしくは実技の練習～　　

発表準備②　～パワーポイント作成もしくは実技の練習～　　

発表練習②　

発表準備③　～パワーポイント作成もしくは実技の練習～　　　　　

3 担当教員 甲斐　和幸

総時間
（単位）

科 目 名
（英語表記）

ECOマネジメント
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 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 3 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　（８）

就職内定先において業務経験を積む　（７）

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、にまとめること。



 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 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 3 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。

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）

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のブラッシュアップを行う　（２）

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にまとめること。



 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 動物園＆水族館エンターテインメント専攻 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 3 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

採用されたイベント企画を実践する準備をする　（１）

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

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。


