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学校長 濱田　敏幸

所在地 〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目4番19号

連絡先 TEL 022-292-1171
FAX 022-352-8177
E-Mail info@sendai-eco.ac.jp

学校の沿革

2007年4月

2011年4月 第２校舎を取得し、カフェ・パティシエ科、調理師科を設置。

2012年4月 第３校舎を取得し、エコ・コミュニケーション科を移転。

2019年4月 エコ・コミュニケーション科を分離独立
仙台ECO動物海洋専門学校
（動物・ペット学科／海洋・ECO学科）　開校

2022年4月 エコ・コミュニケーション科（2年制）
エコ・コミュニケーション科（3年制）
エコ・テクノロジー科（4年制)　 設置

音楽・ダンス・デザイン・エコ分野の職業人養成校として、
「仙台コミュニケーションアート専門学校」開校。
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その他の諸活動に関する計画

学校安全関連

保健対策

新型コロナウィルス感染症の罹患防止対策として、毎日の検温と健康チェック
を実施しています。

消防避難訓練

　 　 　
　

　 　
 

　 　
　

環境安全衛生委員会を設置し、学校医並びに提携クリニックとの連携の下、感染症
（新型コロナウィルス感染症、インフルエンザ、ノロウィルス、百日咳等）の罹患防止に
努めています。啓蒙ポスターの掲示や、校舎玄関には消毒液の設置、健康チェック、
体温測定、校内消毒等の取り組みを行っています。

リスクマネジメントの一環として、新型コロナ感染症対策のためクラス毎にWebを用い
て消防避難訓練を実施しました。
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入学者に関する受入れ方針

入学資格（下記の入学資格のうち1項目を満たしている者）を有し、本校の求める学生像
（以下の人材像）のいずれかに当てはまる人物を、学力や専門技術の有無ではなく
総合的に判断の上、合否を決定します。

入学資格
○高等学校卒業（卒業見込みを含む）以上の者

○文部科学省高等学校卒業程度認定試験合格者（合格見込み含む）

○専修学校高等課程（大学入学資格付与校3年課程）卒業者（卒業見込み含む）

○高等専門学校の3年以上の修了者（終了見込みを含む）

○外国において学校教育12年以上の課程を修了した者

○文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして、

　認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

本校の求める人材像
○将来の夢や目標を持っている人

○学校の教育内容や方針を十分理解している人

○好きな仕事を通じて、人に喜びや感動を与えたい人

○「好きな事を仕事にしたい」という気持ちを持っている人

定員

学科名 年限 入学定員 総定員
エコ・コミュニケーション科（昼間Ⅰ部） 2年 80名 160名
エコ・コミュニケーション科（昼間Ⅱ部） 2年 80名 160名
エコ・コミュニケーション科（昼間Ⅰ部） 2年 35名 105名
エコ・テクノロジー科（昼間Ⅱ部） 2年 20名 80名



全専攻 全専攻

新入生ガイダンス 海外実学研修

キャンパスライフセミナー 個人面談週間

健康診断 合同企業説明会

特別講義 校外実習

入学式 秋季防災訓練

授業開始

ＧＷ休暇 就職出陣式

インターネットガイダンス 個人面談週間

校外実習（各専攻） 特別講義

個人面談週間 合同企業説明会

春季防災訓練 保護者会

特別講義

校外実習（各専攻） 保護者会

合同企業説明会 個人面談週間

学園祭 冬季休暇

ダイビングライセンス取得(ﾄﾞﾙﾌｨﾝ・ｱｸｱ）

潜水士試験 個人面談週間

個人面談週間 後期末試験

夏季休暇 後期授業アンケート

夏期業界研修 ビジネスマナー講座（２年）

インターンシップ実習(２年)

夏季休暇 卒業・進級発表会

夏期特別講義 卒業・進級判定

就職対策講座

後期成績発表

個人面談週間

スポーツフェスタ 個人面談週間

前期末試験 卒業式

前期授業アンケート 春季休暇

成績発表 春期業界研修

個人面談週間 インタ－ンシップ（１年）

7 1

8 2

9 3

4 10

5 11

6 12

月 月

2022年度　学年暦

　学科 エコ・コミュニケーション科（2年制）
エコ・コミュニケーション科（3年制）

エコ・テクノロジー科

　学科 エコ・コミュニケーション科（2年制）
エコ・コミュニケーション科（3年制）

エコ・テクノロジー科
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学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等

PADIオープンウォーターライセンス

資格・検定 対象学科

ECOアニマルコーディネーター検定
ECOグルーミング検定

潜水士免許
愛玩動物飼養管理士1級・2級

コミュニケーションスキルアップ検定 エコ・コミュニケーション科、エコ・テクノロジー科
エコ・コミュニケーション科、エコ・テクノロジー科

エコ・コミュニケーション科
エコ・コミュニケーション科、エコ・テクノロジー科

エコ・コミュニケーション科
エコ・コミュニケーション科

グリーンセイバー エコ・コミュニケーション科、エコ・テクノロジー科
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主な就職先

ペットのコジマ
士幌町酪農ヘルパー組合
日本モンキーセンター
那須どうぶつ王国

那須サファリパーク
乗馬クラブ　エクセラ
群馬サファリパーク
大内山動物園
ヒツジの牧場
東北サファリ
青森県営浅虫水族館
神畑養魚株式会社

その他多数

田沢湖クニマス未来館
爬虫類俱楽部
フロント・ベル

沖縄美ら海水族館
フロント・ベル

ふくろうカフェ　Riicky仙台店 沖縄バブルボックスダイバーズ
ハムリー株式会社 遠野淡水魚株式会社
蔵王きつね村 アクアテラス水族館
東北サファリパーク
三崎市動物管理センター

ZOOKISS
㈱会社モンキーエンタープライズ
ペットショップWAN

大洗水族館

桑島動物病院
アイリス動物病院
ウィル動物病院グループ
遠藤警察犬訓練所
dog wood graden
仙台第二警察権訓練所
ペットショップ　アミ
サンペット　サンデー釜石
有限会社ノーザンファーム すさみ町エビとカニの水族館

てらやま動物病院 福島県動物愛護センター
フィル動物病院
ヨシノ動物病院
谷津動物病院

サンペット北上里店

フジタ動物病院
トリミングサロンDear
Pet's One 会津若松店
ペットサロン&犬Cafe with Dog
A-Love 八乙女店

アミーゴ郡山図景店
株式会社ケー・エー・シー
ペットエコ松森店
アニマルケア
ペッツワン
東北大学加齢医学研究所
仙台市八木山動物公園
棚町乗馬クラブ
乗馬クラブクレイン
那須アルパカ牧場

つばさ動物病院
株式会社ベッツリンク
ペットショップふしみ横手店

犬猫専門動物病院DOG&CAT GALFAR
光が丘動物病院
ホンゴ動物病院
株式会社mmsu-ha
ドッグサロンRuby Red
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教員の実績
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兼 保健所、大学非常勤講師として活躍される獣医師。

動物病院院長としてエキゾチックアニマル、小動物、犬、猫、馬まで幅広く
診療を行っている。

専門学校卒業後、動物病院で動物看護師として勤務。

大学卒業後、動物系専門学校で長年学生指導に従事。

動物園副園長として勤務、自然環境功労者として環境大臣表彰受傷。

実績内容

家畜系の動物飼育に携わり、飼育の経験者として学生指導にあたる。

動物飼育管理スタッフ、移動動物園スタッフとして活躍後、専任教員とし
て学生を指導。

動物系専門学校卒業後、動物看護師として動物病院に勤務。

カピバラ、カワウソ、カバなどの飼育管理とイベント企画・運営。

大学卒業後、動物園、水族館、博物館等の総合施設で勤務。

ドルフィントレーナーとして、水族館勤務。

競走馬の生産・育成牧場、乗馬クラブ、ペットショップ勤務後、移動動物
園の現場や飼育アドバイザーとして活躍。
水族館に勤務。海棲哺乳類（イルカ・アシカ・ラッコ等）の飼育管理、トレー
ナーを担当した後、講師として学生を指導。

海洋性微生物に関する書籍の出版も手掛ける農学博士。

Microsoft Official Trainer/Certified Trainerを取得し、パソコンスクールを
経営。



学校法人滋慶学園
仙台ECO動物海洋専門学校　組織図
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学校長
濱田　敏幸

　

教務事務

エコ・コミュニケーション科
昼間Ⅰ部（2年制）

エコ・コミュニケーション科
昼間Ⅱ部（2年制）

エコ・コミュニケーション科
昼間Ⅰ部（3年制）

エコ・テクノロジー科
昼間Ⅱ部（4年制） ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ

ｽﾃｭｰﾃﾞﾝﾄｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ（SSC）
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○進路変更委員会

滋慶学園グループでは、各校に進路変更委員会を設置しています。
進路変更並びに家庭の都合での転居に伴う転校について等、グループ校間での
転校並びに同一校での転科について、相談や手続きについてのサポートを行っています。
各校の担当委員が連携し、一人ひとりの学生にとって最適な進路変更と中途退学防止に
寄与しています。

○ＳＳＣ（スチューデントサービスセンター）

ＳＳＣ（スチューデントサービスセンター）は、学園生活で起こる悩み、問題、

困っていることについて、それぞれの内容に合わせた専門家が解決のお手伝

い・アドバイスをする「相談サポートシステム」です。メール、コミュニケーション

ボックスをはじめ、週2回心理カウンセラーが常駐しています。秘密厳守です
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健康管理

学校保健法第6条の規定に基づき、健康診断を毎年1回、別に定める
ところにより実施している。

実施日
令和4年４月9日（土）
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海外実学研修

本校の建学理念である「国際教育」の一環として、1年生全員を対象として
実施するプログラム。海外教育提携校などを訪問し、専門科目に関わる
講義及び実習を通し、世界的視野に立っての知識・技術を深め、また現地
企業や施設など業界の現場を体験する。
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就職指導マニュアル

一方、この制度は企業に対して十分な信頼がなければ実現できるものではありませんので、
本校スタッフ全員が協力企業へのフォローアップに努めます。

また、研修中の心構えも学生に指導しなければなりません。
すなわち学生と企業双方へのコミュニケーションをとることになり、これが他校の就職指導との
大きな差異になるものと考えます。

さらに、就職出陣式をはじめ就職集中対策セミナー・カウンセリング等で就職活動の技術
を指導しています。

仙台ECOでは通常のカリキュラムを通し、業界の研究や就職の意識づけを行い、さまざまなイ
ベント、コンペ、企業プロジェクトなどで業界との接点を常に持ち社会人としての心構えを指導
しています。

このようなプログラムの中に学生達の就職活動を強力にサポートするインターンシップシステ
ムがあります。インターンシップシステムは、学生が業界を通して本校の建学の理念である実
学教育を体験し、本校で学んだことを実践します。さらに将来目指す職業を明確にし、就職意
識を確立させるための実習です。

これは卒業年度の学生達が目指す業界の企業（またはそれに準ずる組織・個人）で1週間か
ら約1ヶ月現場の実習を行うものです。

在学中に「企業で働く」ことの意識を知識としてではなく、実体験として認識させることは就職を
控えた学生にとって大きな効用をもたらします。

通常授業のなかで学生は、各々の専門分野を学んでいるわけですが、そうして習得した技能
のなかで、まずは「社会人」たる人間性を備えていて初めて発揮させてもらえるのであるという
企業社会の厳しさを学びとることができます。
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留学生支援

滋慶国際交流COM
滋慶学園COMグループ全国の留学生を対象にした留学生サポート期間を設け、
一人ひとりの状況に応じたサポートを行っている。

留学生の受入れ状況

現在、留学生は在籍しておりません。
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卒業・進級判定基準
（概要）

　

（卒業、課程修了の認定）
　 学則第２４条

卒業と同時に取得する称号

全学科、学生便覧にて卒業認定要件を示し、卒業判定会議で学校長の確認・決
定の上、認定している。

称号 課程 学科名
専門士 文化･教養専門課程 エコ・コミュニケーション科Ⅰ部・Ⅱ部（2年制）

　校長は、第１０条に定める授業科目の成績評価及び卒業判定会議の審議に基
づき課程修了の認定を行う。
2　校長は、所定の修業年限以上在籍し、課程を修了したと認めた者には、卒業
証書（別紙様式1）並びに高度専門士又は専門士称号授与証（別紙様式2）を授
与する。

高度専門士 文化･教養専門課程 エコ・テクノロジー科Ⅱ部（4年制）
専門士 文化･教養専門課程 エコ・コミュニケーション科Ⅰ部（3年制）
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教職員数

 

 

 

 

 

 
 

専任教員 兼任教員 事務職員

10名 35名 6名
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