
科目 前期 後期 貢 科目 前期 後期 貢

　サファリ飼育学Ⅰ 〇 〇 68 　サファリ飼育学Ⅲ 〇 〇 83

　エキゾチック学Ⅰ 〇 69 　野生動物学 〇 84

　動物解剖生理学 〇 〇 70 　エキゾチック学Ⅱ 〇 85

　伴侶動物学 〇 71 　動物感染症学 〇 86

　動物行動学 〇 72 　愛玩動物飼養管理学Ⅱ 〇 〇 87

　愛玩動物飼養管理学Ⅰ 〇 〇 73 　人間動物関係学 〇 88

　校外飼育実習Ⅰ 〇 〇 74 　動物福祉・倫理 〇 89

　動物飼育実習Ⅰ 〇 〇 75 　畜産動物学 〇 90

動物看護実習 〇 76 　動物栄養学 〇 91

　グルーミング実習Ⅰ 〇 〇 77 　動物疾病学 〇 92

　しつけトレーニング実習Ⅰ 〇 〇 78 　海洋生物学 〇 〇 93

　木工基礎実習 〇 79 　校外飼育実習Ⅱ 〇 〇 94

　動物総合実習Ⅰ 〇 〇 80 　動物飼育実習Ⅱ 〇 〇 95

　ビジネスマナー 〇 〇 81 　グルーミング実習Ⅱ 〇 〇 96

　動物関連法規 〇 82 　しつけトレーニング実習Ⅱ 〇 〇 97

　飼育総合演習 〇 98

　動物総合実習Ⅱ 〇 99

　検定対策 〇 〇 100

　パソコン実習 〇 101

履修科目一覧
動物飼育学科

1　年 2　年

動物飼育専攻
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該当は〇記入

該当は〇記入

科目名 サファリ飼育学Ⅰ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　通年

授業時数 60時間 単位数 2単位

授業方法 講義 企業等との連携 〇

担当教員 中川 真梨子・小山 聖奈子・山津 美絵・山本　新 実務経験のある教員科目 〇

科目概要
展示の目的や動物種ごとの様々な展示方法を学ぶ。また、その展示技法
や非生体資料の展示についても理解する。更には、野生動物の生態や病
気などについても学ぶ。

第1回目～第2回目 展示①
総論、展示計画と実施、目的別展示、展示技法、哺
乳類の展示、鳥類の展示、両生・爬虫類の展示

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

動物種・目的ごとに異なる展示方法を学び、動物飼育管理士試験の合格を
目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

新・飼育ハンドブック動物園編(動物園水族館協会）

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的に動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第3回目～第4回目 展示② 昆虫類の展示、非生体資料の展示、展示と解説

第5回目～第6回目 生態① 適切な飼育環境の実現、動物生態の理解

第7回目～第8回目 生態② 進化に基づく諸現象の理解

第9回目～第10回目 教育①
総論、教育内容（自然・環境・情操・生体）、教育対
象、ガイド活動、学習会

第11回目～第12回目 教育②
こども動物園、自然観察会、出張授業、移動動物
園、教材貸し出し、動物相談、実習

第13回目～第14回目 病気①
総論、病気の予防、寄生虫症、人と動物の共通感
染症

第15回目～第16回目 病気②
麻酔・吸入麻酔、哺乳類の病気、鳥類の病気、爬虫
類の病気、両生類の病気

第17回目～第18回目 繁殖①
総論、サル類の繁殖、肉食獣の繁殖、草食獣の繁
殖、有袋類の繁殖

第19回目～第20回目 繁殖②
鳥類の繁殖、爬虫類の繁殖、両生類の繁殖、昆虫
の繁殖

第21回目～第22回目 輸送①
総論、鳥類・爬虫類・両生類の捕獲・保定、哺乳類
の捕獲・保定

第23回目～第24回目 輸送② 輸送、両生類の繁殖、昆虫の繁殖

第25回目～第26回目
環境エンリッチメント

①
総論、展示とエンリッチメント、留意点、実施と評価

第27回目～第28回目
環境エンリッチメント

②
鳥類、有袋類、小型食肉目、大型食肉目、霊長類、
有蹄類、齧歯類、その他の小型哺乳類

第29回目～第30回目 総括 まとめ
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該当は〇記入

第14回目 デグー② 生物学的分類、身体検査、飼育方法・環境

第15回目 デグー③ 繁殖、看護、疾患・治療

第12回目 モルモット③ 繁殖、看護、疾患

第13回目 デグー① 生物観と飼育難易度、生物学的特徴

第10回目 モルモット① 生物観と飼育難易度、生物学的分類

第11回目 モルモット② 品種と系統、身体検査、飼育方法・管理

第8回目 チンチラ② 生物学的分類、身体検査、飼育方法・環境

第9回目 チンチラ③ 繁殖、看護、疾患

第6回目 フェレット③ 繁殖、看護、疾患

第7回目 チンチラ① 生物観と飼育難易度、品種、生物学的特徴

第4回目 フェレット① 生物観と飼育難易度、品種、生物学的特徴

第5回目 フェレット② 生物学的分類、身体検査、飼育環境

第2回目 ウサギ②
品種とその特徴、身体検査、飼育方法・環境、消火
に関する仕組み

第3回目 ウサギ③ 雌雄判別、繁殖・妊娠、看護、疾患・治療

第1回目 ウサギ①
生物観と飼育難易度、生物学的特徴、生物学的分
類

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

エキゾチックアニマルを適正に扱うことができる知識を身につける。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

カラーアトラス エキゾチックアニマル 哺乳類編 第3版

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的に動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目 〇

科目概要 エキゾチックアニマルの種類や飼養方法、病気などについて学ぶ。

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 エキゾチック学Ⅰ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　後期
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科目名 動物解剖生理学

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　通年

授業時数 60時間 単位数 2単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目

科目概要
動物の生命維持の仕組みを形態学・機能学・生化学の面から学び生命体
としての動物の細胞、組織。臓器レベルの各段階で理解する。

第1回目～第2回目 体の基本構造 細胞のしくみと働き、遺伝情報、組織、器官

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

動物の体の構造と機能を理解し、愛玩動物飼養管理士2級の合格を目指
す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

ヴィジュアルで学ぶ伴侶動物解剖生理学(緑書房）

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的な動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第3回目～第4回目 筋骨格系
体の位置・方向を示す用語、表面解剖学的区分、
骨格、骨格筋

第5回目～第6回目 消化器系
口腔内、咽頭と嚥下、食道、胃・腸のしくみと働
き、唾液腺、膵臓、肝臓

第7回目～第8回目 循環器系
心臓のしくみ、心筋の性質、心臓機能の調節、血
管のしくみと働き、血液循環の調節

第9回目～第10回目 呼吸器系 呼吸器の構造、呼吸

第11回目～第12回目 泌尿器系 腎臓、尿路、体液、電解質バランス、酸・塩基平衡

第13回目～第14回目 生殖器系
脳神経、脊髄と脊髄神経、自律神経系、行動の
神経調節

第15回目～第16回目 内分泌系
内分泌とは、ホルモンの種類、内分泌系の構造と
機能

第17回目～第18回目 神経系
脳と神経系の役割、静止膜電位と活動電位、興奮の伝導と
シナプス伝達、シナプスの種類、神経伝達物質と受容体

第19回目～第20回目 感覚器系
感覚系とは、受容器と閾値、体性感覚、嗅覚、味
覚、聴覚と平衡感覚、視覚

第21回目～第22回目 外皮系 外皮、皮膚の付属器官、皮膚による体温調節、

第23回目～第24回目 血液
血球と血漿成分、赤血球・白血球の構造と機能、
血液凝固

第25回目～第26回目 免疫系 生体を守る防御機構、自然免疫、獲得免疫

第27回目～第28回目 代謝 基礎代謝、栄養素の代謝、必要な栄養素

第29回目～第30回目 まとめ
生殖とその分類、生殖器の基本的なしくみ、発情徴
候と発情周期、遺伝と器官発生
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科目名 伴侶動物学

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　前期

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 須永　裕美 実務経験のある教員科目 〇

科目概要
伴侶動物の歴史や品種、飼育管理法およびエキゾチックアニマルの生態に
ついて学ぶ。

犬の歴史・品種 犬の歴史、現在の飼育状況、犬の活用、品種

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

さまざまな動物の特性と人との関わりを理解し、飼養管理ができるようにな
る。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

愛玩動物看護師カリキュラム準拠教科書6（エデュワードプレス）

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的な動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第1回目

犬の飼養管理・グルーミン
グ 日常の管理、品種に適したグルーミング

猫の歴史・飼育状況 猫の歴史、現在の飼育状況、猫の活用、特徴

第2回目

第3回目

ライフサイクル・品種・飼
養管理・血統書

ライフサイクル、品種の特徴、日常の管理、血統と
血統書

飼鳥の歴史・飼育状
況・管理

鳥類の歴史、環境管理

第4回目

第5回目

ウサギの特徴・飼養管
理

ウサギの品種、生態や体の特徴、飼育環境、ケア

げっ歯類 ハムスター・モルモットの分類、生態、特徴

第6回目

第7回目

フェレットの特徴・飼養管
理 性質と特徴、飼育環境、ケア

爬虫類の背景 カメの品種・飼養管理

第8回目

第9回目

エキゾチックアニマルの繁
殖過程 エキゾチックアニマルの繁殖過程

使役動物
使役動物の歴史と福祉、身体障害者補助犬、その
他の使役犬

第10回目

第11回目

動物の基本的な取り扱い
① 散歩、遊び、基本的グルーミング

動物の基本的な取り扱い
② 定期的な予防管理

第12回目

第13回目

総まとめ① 総合演習①

総まとめ② 総合演習②

第14回目

第15回目
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科目名 動物行動学

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　前期

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 礒﨑　正悟 実務経験のある教員科目 ○

科目概要
犬や猫の種としての行動様式の特徴を学び、問題行動の原因と対処、予
防法を理解する。

第1回目
動物行動学の
基本概念

動物行動学の発展、行動学研究の4分野、行動の
進化と適応

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

人と動物の調和に関わることを学び、動物飼育管理士の合格を目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

愛玩動物看護師カリキュラム準拠教科書6巻（エデュワードプレス）

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的な動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第2回目
維持行動の
意味と効果

摂食行動、飲水行動、排泄行動、身づくろい行動、
護身行動

第3回目 社会行動① 群れの社会構造、生殖行動

第4回目 社会行動② コミュニケーション行動、敵対行動と親和的行動

第5回目 行動発現のしくみ
行動の動機づけと脳による行動の制御、行動の周
期性

第6回目 行動の発達と学習① 行動の発達

第7回目 行動の発達と学習②
遺伝的要因と環境要因が行動発達に与える影響､馴化
と感作

第8回目 行動の発達と学習③ 古典的条件付けとオペラント条件付け

第9回目 問題行動と行動診療① 問題行動とは、問題行動診療とは

第10回目 問題行動と行動診療② 問題行動治療の実際の手順

第11回目 問題行動と行動診療③ 問題行動診療で用いるその他の方法

第12回目 犬と猫の問題行動① 攻撃行動

第13回目 犬と猫の問題行動②
犬の恐怖・不安に起因する問題行動、猫の排泄に
関する問題行動

第14回目 犬と猫の問題行動③ 犬と猫の常同障害、犬と猫の高齢性認知機能不全

第15回目 まとめ 総まとめ、演習問題
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総まとめ 総合演習

総まとめ 総合演習

第27回目～第28回目

第29回目～第30回目

動物の飼養管理 高齢動物の取り扱い

動物のしつけ 学習理論

第23回目～第24回目

第25回目～第26回目

動物の体の仕組みと
働き

体内の情報伝達

動物の飼養管理 動物の適正な飼養・管理

第19回目～第20回目

第21回目～第22回目

ペット業界の現状と
広がり

ペット業界の現状

動物の体の仕組みと
働き

体の基本の仕組み

第15回目～第16回目

第17回目～第18回目

動物関係法令 飼育動物・野生動物関連法令

ペット業界の現状と
広がり

ペット業界の歴史

第11回目～第12回目

第13回目～第14回目

人と動物の関係学 利用目的により異なるかかわり方

動物関係法令 法令とは、動物の愛護及び管理に関する法律

第7回目～第8回目

第9回目～第10回目

愛玩動物飼養管理士 ボランティア活動の捉え方

人と動物の関係学
人と動物のかかわり、多様な動物愛護思想とその
歴史

第3回目～第4回目

第5回目～第6回目

愛玩動物飼養管理士 協会の設立、愛玩動物飼養管理士とは

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

修得した知識の実践力を身に付ける。また、愛玩動物飼養管理士2級の合
格を目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

愛玩動物飼養管理士2級　第1巻・第2巻

成績評価の方法・基準
検定合否・学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点 授業の主体は一斉演習になるが、テーマによっては講義も入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第1回目～第2回目

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目 〇

科目概要
ペット（愛玩動物）の習性や正しい飼い方、動物関連法規（動物愛護管理
法・ペットフード安全法など）、動物愛護精神などを、多くの人に広められる
能力を身に付ける。

授業時数 60時間 単位数 2単位

授業方法 演習 企業等との連携

科目名 愛玩動物飼養管理学Ⅰ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　通年
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高崎乗馬クラブ⑥ 乗馬②

高崎乗馬クラブ⑦ 確認テスト

第209回目～第224回目

第225回目～第240回目

高崎乗馬クラブ④ 引馬

高崎乗馬クラブ⑤ 乗馬①

第177回目～第192回目

第191回目～第208回目

高崎乗馬クラブ② 馬の扱い方、手入れ

高崎乗馬クラブ③ 作業スピード強化

第145回目～第160回目

第161回目～第176回目

群馬サファリパーク⑧ パーク内動物の飼養管理⑥、まとめ

高崎乗馬クラブ① 馬の基礎知識、フォークの扱い方

第113回目～第128回目

第129回目～第144回目

群馬サファリパーク⑥ パーク内動物の飼養管理④、飼育員講義

群馬サファリパーク⑦ パーク内動物の飼養管理⑤、営業部体験

第81回目～第96回目

第97回目～第112回目

群馬サファリパーク④ パーク内動物の飼養管理②、実習エリア動物研究

群馬サファリパーク⑤ パーク内動物の飼養管理③、作業分解法

第49回目～第64回目

第65回目～第80回目

群馬サファリパーク② 動物の正しい扱い方、掃除道具の扱い方

群馬サファリパーク③ パーク内動物の飼養管理①、実習ノート講座・発表

第17回目～第32回目

第33回目～第48回目

群馬サファリパーク① マニュアル読み上げ、実践練習

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

動物種ごとの適切な扱いや飼養方法を身に付ける。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

群馬サファリパーク・高崎乗馬クラブ

成績評価の方法・基準
連携先企業の実習評価により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点 授業の主体は実習になるが、テーマによっては講義も取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第1回目～第16回目

担当教員 連携先企業 実務経験のある教員科目 〇

科目概要
群馬サファリパークおよび高崎乗馬クラブにて、飼育動物の生態や飼養方
法などを実践的に学ぶ。

授業時数 480時間 単位数 16単位

授業方法 実習 企業等との連携 〇

科目名 校外飼育実習Ⅰ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　通年
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飼育実習⑪ お互いの動きを把握し、効率よく実践する

飼育実習⑫ お互いの動きを把握し、効率よく実践する

第27回目～第28回目

第29回目～第30回目

飼育実習⑨ 班で協力分担し、動物の飼育を実践する

飼育実習⑩ お互いの動きを把握し、効率よく実践する

第23回目～第24回目

第25回目～第26回目

飼育実習⑦ 班で協力分担し、動物の飼育を実践する

飼育実習⑧ 班で協力分担し、動物の飼育を実践する

第19回目～第20回目

第21回目～第22回目

飼育実習⑤ おもちゃ作り

飼育実習⑥ おもちゃ作り

第15回目～第16回目

第17回目～第18回目

飼育実習③ トラブルの対処法や予防策

飼育実習④ おもちゃ作り

第11回目～第12回目

第13回目～第14回目

飼育実習① 飼育管理方法

飼育実習② トラブルの対処法や予防策

第7回目～第8回目

第9回目～第10回目

飼育管理② 飼育動物ポップ作り

飼育管理③ 飼育動物ポップ作り

第3回目～第4回目

第5回目～第6回目

飼育管理① 学校飼育の心構え

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

修得した知識の実践力を身に付ける。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

なし

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点 動物を扱った実習にふさわしい身だしなみ。

授業計画 テーマ 内容

第1回目～第2回目

担当教員 須永　裕美 実務経験のある教員科目

科目概要
実際に動物を世話することで飼育に必要な観察力と動物福祉の精神を養
う。また衛生管理、備品管理、基本的な動物のハンドリングを身につけト
レーニングに活かす。

授業時数 60時間 単位数 2単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 動物飼育実習Ⅰ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　通年
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まとめ 総まとめ

創傷管理 創傷の分類

救急救命① 応急処置とは

救急救命② ＣＰＣＲの手順

手術器具① 手術器具の種類

手術器具② 手術器具の使用方法

救急救命③ 包帯法

全身検査④ 身体各部の検査

衛生管理① 衛生管理とは、滅菌・消毒・殺菌

衛生管理② 代表的な消毒薬とその範囲

第14回目

第15回目

動物の取り扱い② 保定法

全身検査① 全身検査の方法、一般状態、元気・食欲

全身検査② 栄養状態、姿勢、体格、体型、反応

第8回目

第9回目

第10回目

第11回目

第12回目

第13回目

全身検査③ 歩様、行動、体表の検査

第7回目

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

成績評価の方法・基準

履修に当たっての留意点

第1回目

第2回目

第3回目

第4回目

第5回目

第6回目

授業計画

動物飼育学科

動物看護実習

科目概要
動物の保定法や手術器具の名称を学ぶ。また、身体検査を通して観察力
を身に付けることで、病気の早期発見に繋げる。

1単位

実習

田中　里恵 実務経験のある教員科目

科目名

学科名

○担当教員

必修

30時間

分類

授業時数

授業方法

動物の取り扱い① 保定とは、保定時の注意、保定法、

テーマ 内容

配布物

学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

授業の主体は一斉実習になるが、テーマによっては講義も取り入れていく。

1年次　後期配当年次・学期

単位数

企業等との連携

さまざまな動物系企業で働くうえで必要な知識・技術・観察力を身に付ける。
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科目名 グルーミング実習Ⅰ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　通年

授業時数 180時間 単位数 6単位

授業方法 実習 企業等との連携 〇

担当教員 須永　裕美 実務経験のある教員科目 〇

科目概要
道具の使い方・グルーミング時の犬の扱い方を学ぶ。シャンプーコース（各
部バリカン、部分カット含む）を習得する。

第1回目～第6回目 トリミング道具 道具の説明・鋏の開閉

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

全国動物専門学校協会主催 サロントリマー検定3級の合格を目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

グルーミング教具

成績評価の方法・基準
平常点・出席率等及び実技試験の点数を考慮し評価する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点 動物を扱った実習にふさわしい身だしなみ。

授業計画 テーマ 内容

第7回目～第12回目 カット練習 ウィッグでブラッシングの練習

第13回目～第18回目 カット練習 ウィッグでカットの練習

第19回目～第24回目 シャンプー実習① 実習犬での爪切り、耳掃除、ブラッシング実習

第25回目～第30回目 シャンプー実習② 実習犬でのシャンプー実習

第31回目～第36回目 シャンプー実習③ 実習犬でのシャンプー、部分カット実習

第37回目～第42回目 シャンプー実習④ 実習犬でのシャンプー、部分カット実習

第43回目～第48回目 シャンプー実習⑤ 実習犬でのシャンプー、部分カット実習

第49回目～第54回目 シャンプー実習⑥ 実習犬でのシャンプー、部分カット実習

第55回目～第60回目 シャンプー実習⑦ 実習犬でのシャンプー、部分カット実習

第61回目～第66回目 シャンプー実習⑧ 実習犬でのシャンプー、全体カット実習

第67回目～第72回目 シャンプー実習⑨ 実習犬でのシャンプー、全体カット実習

第73回目～第78回目 シャンプー実習⑩ 実習犬でのシャンプー、全体カット実習

第79回目～第84回目 シャンプー実習⑪ 実習犬でのシャンプー、全体カット実習

第85回目～第90回目 シャンプー実習⑫ 実習犬でのシャンプー、全体カット実習
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第27回目～第28回目 課題トレーニング③ 課題設定とトレーニングの実践

第29回目～第30回目

第23回目～第24回目 課題トレーニング① 課題設定とトレーニングの実践

第25回目～第26回目 課題トレーニング② 課題トレーニングと結果の検証

課題トレーニング④ 課題トレーニングと結果の検証

第19回目～第20回目 問題行動の予防 問題行動への理解と予防策

第21回目～第22回目 トレーニングプラン 前期トレーニングの復習、後期のトレーニングプラン

第15回目～第16回目 応用トレーニング① 基礎トレーニングの内容を様々な環境下で実施

第17回目～第18回目 応用トレーニング② 基礎トレーニングの内容を様々な環境下で実施

第11回目～第12回目

第13回目～第14回目

基礎トレーニング①
アイコンタクト、座る、伏せる、立つなどの一連の流れ
を教える

第7回目～第8回目

第9回目～第10回目

社会化トレーニング② 社会化トレーニング（生活環境・人など）

社会化トレーニング③ 社会化トレーニング（他の動物）

基礎トレーニング② 言葉と行動を関連付ける

第3回目～第4回目

第5回目～第6回目

履修に当たっての留意点
動物を扱った実習にふさわしい身だしなみ・Googelドキュメントによる報告書の
作成と共有を行う。

授業計画 テーマ 内容

第1回目～第2回目 犬の行動 ボディランゲージと学習理論に基づいたトレーニング

生活トレーニング 飼育管理時の扱い方や散歩と運動について

社会化トレーニング① 社会化とは、社会化期の注意

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

ドッグトレーニングの基礎を身につけて、トレーニングの流れを理解する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

ドッグトレーニンググッズ及びPC（スマートフォン、タブレット可）

成績評価の方法・基準 出席率・授業態度に加え、実技試験にて成績を判定する。

担当教員 原田　文博 実務経験のある教員科目 ○

科目概要
子犬や成犬の各ステージにおける。
トレーニング方法や問題行動予防方法を身につける。

授業時数 60時間 単位数 2単位

授業方法 実習 企業等との連携

科目名 しつけトレーニング実習Ⅰ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次  通年
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木工作品⑫ デザイン作成、作品制作

木工作品⑧ デザイン作成、作品制作

木工作品⑨ デザイン作成、作品制作

木工作品⑩ デザイン作成、作品制作

木工作品⑥ デザイン作成、作品制作

木工作品⑦ デザイン作成、作品制作

木工作品⑪ デザイン作成、作品制作

木工作品③ デザイン作成、作品制作

木工作品④ デザイン作成、作品制作

木工作品⑤ デザイン作成、作品制作

第14回目

第15回目

工具② 基本的な工具の名称・使い方

工具③ 基本的な工具の名称・使い方

木工作品① デザイン作成、作品制作

第8回目

第9回目

第10回目

第11回目

第12回目

第13回目

木工作品② デザイン作成、作品制作

第7回目

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

成績評価の方法・基準

履修に当たっての留意点

第1回目

第2回目

第3回目

第4回目

第5回目

第6回目

授業計画

動物飼育学科

木工基礎実習

科目概要 ＤＩＹに必要な道具の名称や使い方を修得する。

1単位

実習

田中　里恵 実務経験のある教員科目

科目名

学科名

担当教員

必修

30時間

分類

授業時数

授業方法

工具① 基本的な工具の名称・使い方

テーマ 内容

配布物

学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

授業の主体は実習となる。

1年次　後期配当年次・学期

単位数

企業等との連携

動物園や牧場などで必要となる木工に関する知識・技術を身に付ける。
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授　業　計　画　内　容

　実習の目的をよく理解し、実習がそれぞれ実習先の特別なご好意とご配慮によってなされる
　ことを念頭において目的を達成するために真剣に取り組み、実習の成果を上げる。

　動物企業現場から専門職としての意識を学び、自己の課題を見つける。

１．実習準備

　　　　　・事前訪問予約
・持ち物・実習の内容等確認

2.実習（実務型実習）

・諸注意事項確認
・実習日誌を書く（感想・反省・自己評価）
・清掃
・給餌
・生体管理

3.実習後指導

・実習日誌まとめ提出
・お礼状

科目名 動物総合実習Ⅰ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　通年

授業時数 160時間 単位数 4単位

授業方法 実習 企業等との連携

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目 〇

科目概要
様々な動物関連企業で動物飼育員としての役割を知る。自分の理想とする動
物飼育員になる為に自己の課題を見つけ、キャリアデザインを設計する。

履修に当たっての留意点 14日間で80時間習得しなければならない。

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

動物飼育員として必要な知識や自覚を習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

特になし

成績評価の方法・基準
実習は原則学校が定めた動物企業において実施する。なお実習中に不足の事
態が生じた場合は、三者（学校・学生・動物企業）で協議して行う。評価は学校
が定めた基準の実習評価表に実習先より評価を頂く。
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社会人常識⑤ 過去問題演習

社会人常識⑥ 過去問題演習

社会人常識② 漢字の読み・書き

社会人常識③ カタカナ用語

社会人常識④ ビジネスにおける計算力

検定対策① 過去問題演習

検定対策② 過去問題演習

社会人常識① 政治や経済に関連する基礎用語

マナー② 命令・指示・報告、職場のマナー

マナー③ ビジネスマナー、名刺交換

マナー④ 和食・洋食マナー

第27回目～第28回目

第29回目～第30回目

電話応対① 電話応対の基本

電話応対② 電話の言葉

コミュニケーション ツールの基本

マナー① マナー基本、身だしなみ

第15回目～第16回目

第17回目～第18回目

第19回目～第20回目

第21回目～第22回目

第23回目～第24回目

第25回目～第26回目

第13回目～第14回目

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

成績評価の方法・基準

履修に当たっての留意点

第1回目～第2回目

第3回目～第4回目

第5回目～第6回目

第7回目～第8回目

第9回目～第10回目

第11回目～第12回目

授業計画

動物飼育学科

ビジネスマナー

科目概要
「電話対応」、「コミュニケーション」、「ビジネスマナー」を中心に社会で働く
ために求められる能力を習得する。

2単位

山本　新 実務経験のある教員科目

科目名

学科名

必修

テーマ 内容

1年次　通年

担当教員

講義

60時間

分類

授業時数

授業方法

配当年次・学期

単位数

企業等との連携

社会人としての一般常識の理解を深める。また、コミュニケーション能力の
向上を目指す。

電話対応技能検定　クイックマスター電話対応（日本電信電話ユーザー協会）

平常点・出席率・期末テストの評価を考慮し評価する。ただし、出席率が
70％を下回る場合は不可とする。

授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的な動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。
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科目名 動物関連法規

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　前期

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 金子　由香莉 実務経験のある教員科目

科目概要
動物に関連する様々な法規について学び、社会における動物関係業界の
役割を理解する。

第1回目 法の基礎知識 法源、実定法の分類、民事・刑事・行政、刑の種類

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

人と動物の調和に関わることを学び、愛玩動物飼養管理士2級の合格を目
指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

愛玩動物看護師カリキュラム準拠教科書5（エデュワードプレス）

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的な動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第2回目
各分野・領域に関する

法規①
各法規が対象とする動物種、伴侶動物・生産動物
が関わる法規

第3回目
各分野・領域に関する法

規② 動物が関与するその他の法規

第4回目 家畜衛生行政法規① 家畜伝染病予防法

第5回目 家畜衛生行政法規② ペットフード安全法、その他に関連する法律

第6回目 公衆衛生行政法規① 感染症法、狂犬病予防法

第7回目 公衆衛生行政法規② 狂犬病予防法、身体障害者補助犬法

第8回目 公衆衛生行政法規③ その他の関連する法律

第9回目 環境行政関連法規① 動物愛護法

第10回目 環境行政関連法規② 動物愛護法

第11回目 環境行政関連法規③ 動物愛護法、外来生物法

第12回目 環境行政関連法規④ 外来生物法

第13回目 環境行政関連法規⑤ 種の保存法、鳥獣保護管理法

第14回目 環境行政関連法規⑥ ワシントン条約、ラムサール条約

第15回目 環境行政関連法規⑦ 廃棄物処理法、まとめ
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科目名 サファリ飼育学Ⅱ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　通年

授業時数 60時間 単位数 2単位

授業方法 講義 企業等との連携 〇

担当教員 畑中　孝太・大矢　広人・松永　優・山本　新 実務経験のある教員科目 〇

科目概要
展示の目的や動物種ごとの様々な展示方法を学ぶ。また、その展示技法
や非生体資料の展示についても理解する。更には、野生動物の生態や病
気などについても学ぶ。

第1回目～第2回目 繁殖① サル類の繁殖、肉食獣の繁殖

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

動物種・目的ごとに異なる展示方法を学び、動物飼育管理士試験の合格を
目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

新・飼育ハンドブック動物園編(動物園水族館協会）

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的に動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第3回目～第4回目 繁殖② 草食獣の繁殖、有袋類の繁殖

第5回目～第6回目 繁殖③ 鳥類の繁殖、爬虫類の繁殖

第7回目～第8回目 繁殖④ 両生類の繁殖、昆虫の繁殖

第9回目～第10回目 輸送① 鳥類・爬虫類・両生類の捕獲・保定

第11回目～第12回目 輸送② 哺乳類の捕獲保定、輸送計画

第13回目～第14回目 輸送③ サル類の繁殖、肉食獣の繁殖

第15回目～第16回目 輸送④ 海生哺乳類の輸送、鳥類の輸送、爬虫類の輸送

第17回目～第18回目
環境エンリッチメント

①
展示とエンリッチメント

第19回目～第20回目
環境エンリッチメント

②
留意点、実施と評価

第21回目～第22回目
環境エンリッチメント

③
対象ごとのエンリッチメント

第23回目～第24回目
環境エンリッチメント

④
展示改善の手法としての普及

第25回目～第26回目 総括① まとめ

第27回目～第28回目 総括② まとめ

第29回目～第30回目 総括③ まとめ
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科目名 野生動物学

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　前期

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目 〇

科目概要 日本の野生動物の種類と保全、動物園等の展示動物について学ぶ。

第1回目 概論① 野生動物救護の考え方

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

様々な野生動物の特性と人との関わりを理解し、動物飼育管理士合格を目
指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

特になし

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的に動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第2回目 概論② 野生動物救護の対象と内訳

第3回目 野生動物の病気 中毒、感染症

第4回目 野生動物の事故 事故の原因と被害

第5回目 救護体制① 各自治体による救護体制

第6回目 救護体制② リハビリテーターの存在

第7回目 野生動物の福祉① 野生動物への配慮

第8回目 野生動物の福祉② 野生動物と家畜の違い

第9回目 野生動物の福祉③ 野生動物の福祉に関する諸問題

第10回目 野生動物の福祉④ 野生動物保護に関する対策と課題

第11回目 問題演習① 野生動物学演習問題

第12回目 問題演習② 野生動物学演習問題

第13回目 総括① まとめ

第14回目 総括② まとめ

第15回目 総括③ まとめ
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第14回目 爬虫類② グリーンイグアナ総論

第15回目 爬虫類③ ケヅメリクガメ総論

第12回目 小鳥③ 繁殖、疾患、看護・保定

第13回目 爬虫類① ボールパイソン総論

第10回目 小鳥①
生物観と飼育難易度、生物学的特徴、生物学的分
類

第11回目 小鳥② 身体検査、飼育方法、雌雄判別

第8回目 ミニブタ② 品種、身体検査、飼育方法

第9回目 ミニブタ③ 飼育環境、繁殖、疾患

第6回目 ハリネズミ③ 繁殖、看護、疾患

第7回目 ミニブタ①
生物観と飼育難易度、生物学的特徴、生物学的分
類

第4回目 ハリネズミ①
生物観と飼育難易度、生物学的特徴、生物学的分
類

第5回目 ハリネズミ② 身体検査、飼育方法、飼育環境

第2回目 ハムスター② 生物学的分類、身体検査

第3回目 ハムスター③ 飼育方法・環境、繁殖、疾患

第1回目 ハムスター① 生物観と飼育難易度、生物学的特徴

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

エキゾチックアニマルを適正に扱うことができる知識を身につける。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

カラーアトラス エキゾチックアニマル 哺乳類編 第3版

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的に動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目 〇

科目概要 エキゾチックアニマルの種類や飼養方法、病気などについて学ぶ。

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 講義 企業等との連携

科目名 エキゾチック学Ⅱ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　後期

85



該当は〇記入

該当は〇記入

科目名 動物感染症学

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　前期

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 金子　由香莉 実務経験のある教員科目

科目概要
微生物や寄生虫の分類、生物学的特性、伝播様式や発病のメカニズムに
ついて学び、衛生管理、予防・治療法など感染症対策の基礎を習得する。

第1回目
序論・ウイルス学総
論・細菌学総論

感染症等の歴史、ウイルス・細菌の分類・大きさや
構造・増殖・伝搬等

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

疾病の成り立ちと回復の促進に寄与することを学び、動物飼育管理士の合
格を目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

配布資料

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的な動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第2回目
真菌学総論・プリオン

総論
真菌の分類・大きさや構造・増殖・伝搬等、異常プリ
オン

第3回目 感染防御 ワクチン、抗ウイルス薬と抗菌薬、動物感染症対策

第4回目 感染症学各論① 犬猫の感染症(ウイルス)

第5回目 感染症学各論② 犬猫の感染症(ウイルス)

第6回目 感染症学各論③ 犬猫の感染症(細菌・真菌)

第7回目 感染症学各論④ 産業動物の感染症(ウイルス)

第11回目
寄生虫学総論①

原虫類
人獣共通感染症、寄生虫症の治療と看護・ケアおよ
び予防対策等

第8回目 感染症学各論⑤ 産業動物の感染症(細菌・真菌・プリオン)

第9回目 感染症学各論⑥
実験動物・エキゾチックアニマルの感染症(ウイル
ス・細菌・真菌)

第10回目 寄生虫学総論①
歴史、寄生虫・宿主との相互関係、生活環と生殖
法、感染経路等

第14回目
蠕虫類③・衛生動物

①
条虫類・衛生動物総論

第15回目 衛生動物② ダニ類、ノミ類、シラミ・ハジラミ類等

第12回目 蠕虫類① 蠕虫類総論・線虫類

第13回目 蠕虫類② 線虫類・吸虫類
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総まとめ⑥ 総合演習⑥

総まとめ⑦ 総合演習⑦

第27回目～第28回目

第29回目～第30回目

総まとめ④ 総合演習④

総まとめ⑤ 総合演習⑤

第23回目～第24回目

第25回目～第26回目

総まとめ② 総合演習②

総まとめ③ 総合演習③

第19回目～第20回目

第21回目～第22回目

動物の行動と社会② 問題行動とその予防と対策

総まとめ① 総合演習①

第15回目～第16回目

第17回目～第18回目

動物関係法令② 飼育動物と関連法令

動物の行動と社会① 犬と猫の行動社会

第11回目～第12回目

第13回目～第14回目

人と動物の関係学④ 災害対策

動物関係法令① 動物の愛護及び管理に関する法律

第7回目～第8回目

第9回目～第10回目

人と動物の関係学② ペット飼養を支える適正な環境づくり

人と動物の関係学③ ペットの終末期医療と看取り・ペットロス

第3回目～第4回目

第5回目～第6回目

人と動物の関係学① 動物とのふれあい・教育活動

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

修得した知識の実践力を身に付ける。また、愛玩動物飼養管理士1級の合
格を目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

愛玩動物飼養管理士1級　第1巻・第2巻

成績評価の方法・基準
検定合否・学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点 授業の主体は一斉演習になるが、テーマによっては講義も入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第1回目～第2回目

担当教員 須永　裕美 実務経験のある教員科目 〇

科目概要
ペット（愛玩動物）の習性や正しい飼い方、動物関連法規（動物愛護管理
法・ペットフード安全法など）、動物愛護精神などを、多くの人に広められる
能力を身に付ける。

授業時数 60時間 単位数 2単位

授業方法 演習 企業等との連携

科目名 愛玩動物飼養管理学Ⅱ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　通年
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テーマ 内容

2年次　前期

担当教員

必修

30時間

分類

授業時数

授業方法

配当年次・学期

単位数

企業等との連携

人と動物の調和に関わることを学び、動物飼育管理士の合格を目指す。

愛玩動物看護師カリキュラム準拠教科書4巻(エデュワードプレス）

学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的な動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

動物飼育学科

人間動物関係学

科目概要
動物が人間社会で果たしている役割やその背景・歴史について学び、人と
動物の関係を心理学的および社会学的側面から理解する。

1単位

講義

原田　文博 実務経験のある教員科目

科目名

学科名

第2回目

第3回目

第4回目

第5回目

第6回目

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

成績評価の方法・基準

履修に当たっての留意点

第1回目

授業計画

第14回目

第15回目

人と動物の関わりの
歴史①

人と動物の関わりの歴史、文芸・芸術における動
物：日本

人と動物の関わりの
歴史②

日本と西洋における動物との関わりの比較

現代の人と動物の
関わり①

動物の飼育と利用の現状

現代の人と動物の
関わり②

第8回目

第9回目

第10回目

第11回目

第12回目

第13回目

第7回目

動物介在活動

人の生活に貢献する動物の役割

動物介在療法

動物介在活動の定義と歴史

動物介在教育

動物介在療法の定義と歴史

使役動物

動物介在教育の定義と歴史

ペットの飼育①

使役動物の歴史と福祉、身体障碍者補助犬、その
他使役犬

ペットの飼育②

ペットを飼育する理由、ペット飼育の歴史と現状

ペットの飼育、ペットへの愛着と依存、ペットロス

まとめ

ペット産業の経済傾向、動物病院の実態、動物看護
師の求人動向

動物虐待①

総まとめ

動物虐待②

動物虐待の定義と背景、動物虐待への対処

ペット産業の現状①

動物虐待の現状と法規制

ペット産業の現状②

ペットの飼育頭数と飼育率、動物取扱業、ペットビジ
ネス
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まとめ 総まとめ

伴侶動物の福祉②
伴侶動物の繁殖・流通・利用に関する福祉上の問
題

伴侶動物の福祉③
飼育放棄と飼い主のいない犬・猫の問題、伴侶動物
福祉のための対策

展示動物および使役
動物の福祉①

展示動物の福祉

動物福祉と社会③ 動物保護活動

伴侶動物の福祉①
伴侶動物の飼育の現状と福祉、家庭での適正飼養
と動物福祉上の問題

展示動物および使役
動物の福祉②

使役動物の福祉（身体障害者補助犬）

動物福祉の評価② 動物福祉の行動学的指標、課題

動物福祉と社会① 動物福祉と社会、法律と動物福祉

動物福祉と社会② 経済活動と動物福祉、動物福祉教育

第14回目

第15回目

動物観と影響因子② 動物観の歴史的変遷、動物生命倫理とは

動物福祉の概念① 動物福祉とは、近代の動物愛護運動

動物福祉の概念② 現代の動物愛護運動、動物の権利と動物福祉

第8回目

第9回目

第10回目

第11回目

第12回目

第13回目

動物福祉の評価① 動物福祉の評価とは、動物福祉の生理学的指標

第7回目

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

成績評価の方法・基準

履修に当たっての留意点

第1回目

第2回目

第3回目

第4回目

第5回目

第6回目

授業計画

動物飼育学科

動物福祉・倫理

科目概要
動物愛護や動物福祉（アニマルウェルフェア）、およびその基礎となる生命
倫理の考え方について学ぶ。

1単位

講義

田中　里恵 実務経験のある教員科目

科目名

学科名

担当教員

必修

30時間

分類

授業時数

授業方法

動物観と影響因子① 動物に対するさまざまな考え方と影響を与える要因

テーマ 内容

愛玩動物看護師カリキュラム準拠教科書4巻(エデュワードプレス）

学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的な動きを学ぶ機
会なども取り入れていく。

2年次　後期配当年次・学期

単位数

企業等との連携

人と動物の調和に関わることを学び、愛玩動物飼養管理士1級の合格を目指
す。
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科目名 畜産動物学

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　後期

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 原田　文博 実務経験のある教員科目

科目概要
産業動物の種類、品種、飼育管理法および畜産業など社会との関わりにつ
いて学ぶ。

第1回目 牛① 歴史、特性、品種、解剖・生理

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

様々な動物の特性と人との関わりを理解し、産業について学ぶ。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

愛玩動物看護師カリキュラム準拠教科書6巻(エデュワードプレス）

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的に動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第2回目 牛② 飼養管理、牛に多い疾病

第3回目 馬① 馬の用途、解剖・生理

第4回目 馬② 馬に多い疾病

第5回目 豚① 歴史、特性、品種、解剖・生理

第6回目 豚② 飼養管理、豚に多い疾病

第7回目 羊① 歴史、特性、品種、解剖・生理

第8回目 羊② 飼養管理、羊に多いい疾病

第9回目 山羊① 歴史、特性、品種、解剖・生理

第10回目 山羊② 飼養管理、山羊に多い疾病

第11回目 鶏① 歴史、特性、品種、解剖・生理

第12回目 鶏② 飼養管理、鶏に多い疾病

第13回目 畜産業
畜産業とは、日本の畜産、畜産業の地域による特
徴、生産費の構成割合

第14回目 産業動物の福祉 産業動物福祉改善の歴史と定義、動物福祉の課題

第15回目 まとめ 総まとめ
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科目名 動物栄養学

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　前期

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 金子　由香莉 実務経験のある教員科目

科目概要
五大栄養素やその代謝など基礎栄養学を学ぶとともに、ライフステージや
疾患ごとの違い、各種療法食の特色や給餌方法など臨床栄養学を修得す
る。

第1回目 基礎栄養学① 栄養素とエネルギー

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

五大栄養素やその代謝など基礎栄養学を理解し、動物飼育管理士検定を
合格を目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

犬と猫の栄養学(緑書房)

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的な動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第2回目 基礎栄養学② エネルギーとエネルギー要求量

第3回目 基礎栄養学③ ６大栄養素の働きと特性①

第4回目 基礎栄養学④ ６大栄養素の働きと特性②

第5回目 基礎栄養学⑤ 消化と吸収

第6回目 基礎栄養学⑥ 犬と猫の味覚、危険な食べ物

第7回目 ペットフード① 歴史と規制

第8回目 ペットフード② 製造方法、種類

第9回目 ペットフード③ ラベルの読み方、選び方

第10回目 ペットフード④ 給与方法、ライフステージ別栄養管理

第11回目 ペットフード⑤ 手作りおやつ

第12回目 臨床栄養学① 病態と食事管理、療法食①

第13回目 臨床栄養学② 病態と食事管理、療法食②

第14回目 臨床栄養学③ 病態と食事管理、療法食③

第15回目 臨床栄養学④ 病態と食事管理、療法食④
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テーマ 内容

2年次　後期

担当教員

必修

30時間

分類

授業時数

授業方法

配当年次・学期

単位数

企業等との連携

動物の臨床看護に必要な知識を習得し、疾病の早期発見に繋げる。

配布資料

学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的な動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

動物飼育学科

動物疾病学

科目概要
様々な疾患の病態生理を理解し、それによって引き起こされる症状や必要
な処置、治療に関する基本的な知識を学ぶ。各々の機能障害をもつ動物に
対してどのような看護を提供すべきか、評価と介入の方法を修得する。

1単位

講義

田中　里恵 実務経験のある教員科目

科目名

学科名

第7回目

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

成績評価の方法・基準

履修に当たっての留意点

第1回目

第2回目

第3回目

第4回目

第5回目

第6回目

授業計画

第14回目

第15回目

全身チェック 確認したい体の部分

人獣共通感染症 人獣共通感染症の種類

病気の知識① 皮膚の病気

病気の知識② 耳の病気

第8回目

第9回目

第10回目

第11回目

第12回目

第13回目

病気の知識③ 目の病気

病気の知識④ 鼻と口の病気

病気の知識⑤ おしり・お腹まわりの病気

病気の知識⑥ 足先・膝・腰まわりの病気

スタッフの基礎知識① シャンプーの基礎知識

清掃、消毒の基礎知識

病気の説明②

様々なトラブルに合わせた対応トラブル解決法①

様々なトラブルに合わせた対応

スタッフの基礎知識②

ワクチンの基礎知識スタッフの基礎知識③

アレルギー、外耳炎、角膜炎、クッシング症候群病気の説明①

子宮蓄膿症、甲状腺機能亢進症、椎間板ヘルニア

トラブル解決法②
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科目名 海洋生物学

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　通年

授業時数 60時間 単位数 2単位

授業方法 講義 企業等との連携

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目

科目概要 日本の海洋生物の飼養について学ぶ。

第1回目～第2回目 概論① 全国の水族館調査、海洋生物分類分け、収集、

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

様々な海洋生物の特性と人との関わりを理解し、海洋生物学の知識を身に
つける。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

新・飼育ハンドブック水族館編（配布資料）

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉講義になるが、テーマによっては実践的に動きを学ぶ実
習なども取り入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第3回目～第4回目 概論② 分類ごとの違い、飼育方法

第5回目～第6回目 概論③ 鯨類、鰭脚類、海牛類の違い

第7回目～第8回目 展示① 水生生物の飼育と展示、目的別に見た展示

第9回目～第10回目 展示② 展示技法、展示パネル作成

第11回目～第12回目 展示③ 水槽の作成

第13回目～第14回目 生態① 水域の環境特性、水域環境と生物の生活

第15回目～第16回目 生態② 水生生物の特徴的な生態や行動

第17回目～第18回目 飼料① 爬虫類の飼料、魚類の飼料

第19回目～第20回目 飼料② 軟体動物の飼料、無脊椎動物の飼料

第21回目～第22回目 病気① 飼育条件と病気の原因

第23回目～第24回目 病気② 鯨類、鰭脚類、海牛類の病気

第25回目～第26回目 総括① まとめ

第27回目～第28回目 総括② まとめ

第29回目～第30回目 総括③ まとめ
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授　業　計　画　内　容

　実習の目的をよく理解し、実習がそれぞれ実習先の特別なご好意とご配慮によってなされる
　ことを念頭において目的を達成するために真剣に取り組み、実習の成果を上げる。

　動物企業現場から専門職としての意識を学び、自己の課題を見つける。

１．実習準備

　　　　　・事前訪問予約
・持ち物・実習の内容等確認

2.実習（実務型実習）

・諸注意事項確認
・実習日誌を書く（感想・反省・自己評価）
・清掃
・給餌
・生体管理

3.実習後指導

・実習日誌まとめ提出
・お礼状

科目名 校外飼育実習Ⅱ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　通年

授業時数 240時間 単位数 8単位

授業方法 実習 企業等との連携

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目

科目概要
動物企業で実際の業務を体験し、身につけた知識や技術を総合的に実践
する。また、牧場や動物園、水族館など様々な職場での実習を通じて、動
物関連業務における広い見識を身につける。

履修に当たっての留意点 15日間で120時間習得しなければならない。

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

動物飼育員として必要な知識や自覚を習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

特になし

成績評価の方法・基準
実習は原則学校が定めた動物企業において実施する。なお実習中に不足
の事態が生じた場合は、三者（学校・学生・動物企業）で協議して行う。評価
は学校が定めた基準の実習評価表に実習先より評価を頂く。
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科目名 動物飼育実習Ⅱ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　通年

授業時数 120時間 単位数 4単位

授業方法 実習 企業等との連携

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目 ○

科目概要
実際に動物業界で必要とされる実技能力を、実践授業で身に付けることに
より、現場で必要とされる人材になる。

第1回目～第4回目 飼育管理 動物に適切な飼育施設を学ぶ。

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

習得した知識の実践を身に付ける。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

なし

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点 動物や教具を扱った実習にふさわしい身だしなみ。

授業計画 テーマ 内容

第5回目～第8回目 飼育実習① 動物園での掃除をより効率よく行うには。

第9回目～第12回目 飼育実習② エキゾチックアニマル、大型動物の扱い学ぶ。

第13回目～第16回目 飼育実習③ 小動物の繁殖に伴う巣造り。

第17回目～第20回目 飼育実習④ 猛禽類に与えるウズラ、肉の捌き方。

第21回目～第24回目 飼育実習⑤ 卵の模型作成

第25回目～第28回目 飼育実習⑥ 卵の模型作成

第29回目～第32回目 飼育実習⑦ ポップ作成

第33回目～第36回目 飼育実習⑧ 班で分担し、エンリッチメントで使用できるアイテムの作成。

第37回目～第40回目 飼育実習⑨ 班で分担し、エンリッチメントで使用できるアイテムの作成。

第41回目～第44回目 飼育実習⑩ 班で分担し、小動物、水槽の展示物作成

第45回目～第48回目 飼育実習⑪ 班で分担し、小動物、水槽の展示物作成

第49回目～第52回目 飼育実習⑫ 班で分担し、小動物、水槽の展示物作成

第53回目～第56回目 総括① まとめ

第57回目～第60回目 総括② まとめ
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第105回目～第112回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第113回目～第120回目 検定実技試験 サロントリマー検定3級　実技試験（期末含）

第89回目～第96回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第97回目～第104回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第73回目～第80回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第81回目～第88回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第57回目～第64回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第65回目～第72回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第41回目～第48回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第49回目～第56回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第25回目～第32回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第33回目～第40回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第9回目～第16回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第17回目～第24回目 カット実習 実習犬でのカット実習

第1回目～第8回目 カット実習 実習犬でのカット実習

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

個体に応じたグルーミングが安全にできるよう身につける。また、全国動物
専門学校協会主催 サロントリマー検定3級の合格を目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

グルーミング教具

成績評価の方法・基準
平常点・出席率等及び実技試験の点数を考慮し評価する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点 動物を扱った実習にふさわしい身だしなみ。

授業計画 テーマ 内容

担当教員 須永　裕美 実務経験のある教員科目 〇

科目概要
飼い主様の要望に応えられるようペットカットを学ぶ。実際に一般のご家庭
のペットにも協力をしてもらい、オーダーからお返しをするまでの一連の流
れを理解する。

授業時数 240時間 単位数 8単位

授業方法 実習 企業等との連携

科目名 グルーミング実習Ⅱ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　通年
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科目名 しつけトレーニング実習Ⅱ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次   通年

授業時数 60時間 単位数 2単位

授業方法 実習 企業等との連携

担当教員 原田　文博 実務経験のある教員科目 ○

科目概要
犬の学習理論に基づいたトレーニングの実践。併せて他人に説明をするため
のインストラクションテクニックを身につける。

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

しつけ方教室の開催

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

ドッグトレーニンググッズ及びPC（スマートフォン、タブレット可）

成績評価の方法・基準 出席率・授業態度に加え、実技試験にて成績を判定する。

第3回目～第4回目

第5回目～第6回目

履修に当たっての留意点
動物を扱った実習にふさわしい身だしなみ・Googelドキュメントによる報告書の
作成と共有を行う

授業計画 テーマ 内容

第1回目～第2回目 トレーニング立案 トレーニングプラン構築とトレーニングの実践

しつけトレーニング① グループで考えたトレーニングの実践

第7回目～第8回目

しつけトレーニング② グループで考えたトレーニングの実践

第9回目～第10回目 問題行動① ファミリー犬の問題行動について考えトレーニング

しつけトレーニング③ 実践したトレーニング内容をアドバイスする資料を作成

第17回目～第18回目 しつけ方教室準備② テーマに合ったしつけ方教室の練習

第11回目～第12回目 問題行動② 問題行動トレーニング

第13回目～第14回目 問題行動③ 問題行動トレーニング

第15回目～第16回目 しつけ方教室準備① しつけ方教室の開催について説明・教室テーマ設定

第29回目～第30回目 まとめ 1年間の総まとめ

第23回目～第24回目 しつけ方教室準備⑤ しつけ方教室最終調整

第25回目～第26回目 しつけ方教室開催① しつけ方教室実施

第27回目～第28回目 しつけ方教室開催② しつけ方教室実施

第19回目～第20回目 しつけ方教室準備③ しつけ方教室リハーサル

第21回目～第22回目 しつけ方教室準備④
リハーサルしたしつけ方教室をより良くするためにはどうする
かを考える
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第14回目 パンフレット作り② パソコンを使用した動物パンフレットの作成

第15回目 まとめ 過去の制作物の発表、まとめ

第12回目 模擬卵作り② 鶏の卵を使用した卵の標本作成

第13回目 パンフレット作り① パソコンを使用した動物パンフレットの作成

第10回目 ロープワーク② 動物業界で求められるロープ技術の習得

第11回目 模擬卵作り① 鶏の卵を使用した卵の標本作成

第8回目 飼育室作成⑤ エンリッチメントを意識した新たな展示場の制作

第9回目 ロープワーク① 動物業界で求められるロープ技術の習得

第6回目 飼育室作成③ エンリッチメントを意識した新たな展示場の制作

第7回目 飼育室作成④ エンリッチメントを意識した新たな展示場の制作

第4回目 飼育室作成① エンリッチメントを意識した新たな展示場の制作

第5回目 飼育室作成② エンリッチメントを意識した新たな展示場の制作

第2回目 展示パネル作成② 動物の説明パネルの作成、生態説明

第3回目 動物業界調査 全国の動物園・水族館の施設調査

第1回目 展示パネル作成① 動物の説明パネルの作成、生態説明

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

動物業界で求められる専門的な知識、能力を身に付ける。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

特になし

成績評価の方法・基準
平常点・出席率等及び提出物の作品で考慮し評価する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点 実習に適した動きやすい身だしなみ。

授業計画 テーマ 内容

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目

科目概要

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 実習 企業等との連携

科目名 飼育総合演習

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　後期
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授　業　計　画　内　容

　実習の目的をよく理解し、実習がそれぞれ実習先の特別なご好意とご配慮によってなされる
　ことを念頭において目的を達成するために真剣に取り組み、実習の成果を上げる。

　動物企業現場から専門職としての意識を学び、自己の課題を見つける。

１．実習準備

　　　　　・事前訪問予約
・持ち物・実習の内容等確認

2.実習（実務型実習）

・諸注意事項確認
・実習日誌を書く（感想・反省・自己評価）
・清掃
・給餌
・生体管理

3.実習後指導

・実習日誌まとめ提出
・お礼状

履修に当たっての留意点 14日間で80時間習得しなければならない。

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

動物飼育員として必要な知識や自覚を習得する。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

特になし

成績評価の方法・基準
実習は原則学校が定めた動物企業において実施する。なお実習中に不足の事
態が生じた場合は、三者（学校・学生・動物企業）で協議して行う。評価は学校
が定めた基準の実習評価表に実習先より評価を頂く。

担当教員 須永　裕美 実務経験のある教員科目

科目概要
動物企業で実際の業務を体験し、身につけた知識や技術を総合的に実践
する。また、牧場や動物園、水族館など様々な職場でのインターンシップを
通じて、動物関連業務における広い見識を身につける。

授業時数 80時間 単位数 2単位

授業方法 実習 企業等との連携

科目名 動物総合実習Ⅱ

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　前期
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サロントリマー③ 各部の名称

サロントリマー④ 犬種の特長

第27回目～第28回目

第29回目～第30回目

サロントリマー① グルーミング用語

サロントリマー② 骨格・犬体用語

第23回目～第24回目

第25回目～第26回目

愛玩動物飼養管理士⑩ 課題問題91～111

愛玩動物飼養管理士⑪ 課題問題112～134

第19回目～第20回目

第21回目～第22回目

愛玩動物飼養管理士⑧ 課題問題71～80

愛玩動物飼養管理士⑨ 課題問題81～90

第15回目～第16回目

第17回目～第18回目

愛玩動物飼養管理士⑥ 課題問題51～60

愛玩動物飼養管理士⑦ 課題問題61～70

第11回目～第12回目

第13回目～第14回目

愛玩動物飼養管理士④ 課題問題31～40

愛玩動物飼養管理士⑤ 課題問題41～50

第7回目～第8回目

第9回目～第10回目

愛玩動物飼養管理士② 課題問題11～20

愛玩動物飼養管理士③ 課題問題21～30

第3回目～第4回目

第5回目～第6回目

愛玩動物飼養管理士① 課題問題1～10

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

修得した知識の実践力を身に付ける。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

愛玩動物飼養管理士テキスト、配布資料

成績評価の方法・基準
検定合否・学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が７０％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点 授業の主体は一斉演習になるが、テーマによっては講義も入れていく。

授業計画 テーマ 内容

第1回目～第2回目

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目

科目概要
サロントリマー検定3級、愛玩動物飼養管理士1級などの検定合格を目指
し、課題問題を中心に理解を深める。

授業時数 60時間 単位数 2単位

授業方法 演習 企業等との連携

科目名 検定対策

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 2年次　通年
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科目名 パソコン実習

学科名 動物飼育学科

分類 必修 配当年次・学期 1年次　前期

授業時数 30時間 単位数 1単位

授業方法 実習 企業等との連携

担当教員 山本　新 実務経験のある教員科目

科目概要
社会人としての必須能力であるExcel・Word・パワーポイントの基本操作を
習得する。

第1回目 パソコン基礎 PCのシャットダウン、タイピング、データ保存

到達目標
（目指す検定・資格を含む）

Officeで事務作業がスムーズにできるレベルを目指す。

使用教材・教具
（使用するテキスト等）

特になし

成績評価の方法・基準
学期末試験の結果により判断する。
ただし、出席率が70％を下回る場合は不可となる。

履修に当たっての留意点
授業の主体は一斉実習になるが、テーマによっては講義なども取り入れて
いく。

授業計画 テーマ 内容

第2回目 文書作成ソフト① タイピング、文書の作成①

第3回目 文書作成ソフト② タイピング、文書の作成②

第4回目 文書作成ソフト③ チラシ作成①

第5回目 文書作成ソフト④ チラシ作成②

第6回目 表計算ソフト① ワークシートの作成・編集①

第7回目 表計算ソフト② 連続データ、合計、平均

第8回目 表計算ソフト③ グラフ作成①

第9回目 表計算ソフト④ グラフ作成②

第10回目 表計算ソフト⑤ 報告書作成①

第11回目 表計算ソフト⑥ 報告書作成②

第12回目
プレゼンテーションソフト

① プレゼン資料の作成①

第13回目
プレゼンテーションソフト

② プレゼン資料の作成②

第14回目
プレゼンテーションソフト

③ プレゼン資料の作成③

第15回目
プレゼンテーションソフト

④ 発表
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