
仙台総合ペット専門学校　令和4年度　実務経験のある教員等による授業科目一覧

学 科 名 （ 修 業 年 限 ）

授業科目名
単位
時間数

実務経験
教員

シラバス
ページ番号

キャリアガイダンス 60 トリマー科1

ビジネスソフト実習⑵ 30 トリマー科2

グルーミング学⑵ 60 ○ トリマー科3

グルーミング実習⑵ 408 ○ トリマー科4

小動物飼育管理学 30 ○ トリマー科5

トリミング実習⑵ 408 ○ トリマー科6

ペットショップ販売学 30 ○ トリマー科7

ペットの病気と健康管理 30 ○ トリマー科8

実務経験のある教員等による授業単位合計 966

合計 966

※令和4年度1学年より、トリマー科トリマーコースに名称変更

2年次

黄色表示の授業科目は実務経験のある教員等による授業科目

ト リ マー科 （ ２ 年 ）



令和４年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

授業科目名 キャリアガイダンス

担当者名 髙橋　和也

実務経験 トリミングサロンでの実務経験がある

授業概要
主に講義形式で就職対策（履歴書・志望動機・面接対策・一般常識）を行い、面接対策に関しては実技を
踏まえ、実践的に身に付ける授業を展開していく。また、企業が求める人材像を理解し、必要とされる職務
知識や仕事に臨む心構え、姿勢を身につける。

学習到達
目標

1.企業が求める人材像を理解し、魅力のある人間になるためのエンプロイアビリティを身に付け、実践できる。
2.就職活動をするために必要となる能力（履歴書・志望動機等）を身に付け、主体的に就職活動ができる。
3.社会に出た際に良好な人間関係を構築できるコミュニケーション能力を身に付け、実践できる。

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授業方法
配布資料（プリント）

トリマー科 2年 通年 必修 講義

教科書

教科書は使用しない 学科 学年 学期 科目種別

求人票の見方について

5 就職活動シート作成

6
自身の強みと弱みを理解する
向上と改善策を考える

7

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 求職票の作成/春季インターンの感想

就職活動を行うための情報収集の理解
インターンシップに向けての準備

2 就職活動の流れ

3 2年時の資格試験のスケジュール確認と申込

4

自己分析シート作成

作成した自己分析シートの講評・手直し

13

14

15

16 後期の就職活動や授業内容について 今後のスケジュールや内定後の注意点を確認する

8 受験報告書の作成について

9

10

11

12

個人模擬面接
（入退室・面接内容）

面接対策（入退室・面接内容）

グループ模擬面接

面接時のマナーや流れの理解
第一印象の大切さの理解
効果的な話し方と対策を考える

話し方から受ける印象の理解
複数を相手にする際の注意点を把握する
相手に伝えることの難しさを感じる

期末試験

試験返却・解答解説

20

職場のルール
良い人間関係を築くために相手を不快にさせ
ないための注意点や職場が効率的に進める
ための配慮に関して理解する21

22 心証　「Ｄ言葉」について
自らの言動によって相手にどの様な印象を与
えるのかを理解する

17 送付状の作成方法

18

計算問題
商品の販売やサービスを提供する際に必要と
なる料金の計算方法を学び、電卓を使用せず
に計算する能力を身に付ける19

23

24

25

26

注意の受け方 注意を受けた際の姿勢を学ぶ

離職率について

年賀状作成

冠婚葬祭について

ワークルールについて 労働法について学ぶ

内定先企業に年賀状を作成する

離職率を把握し、働き方を考える

慶事や葬儀などのマナーについて理解する

クレーム時の対応と対策について理解する

30 ２年間の学校生活まとめ
2年間の復習と今後の人間関係の構築の大切
さを理解する

27

28

29 期末試験

クレーム対応

トリマー科1



令和４年度　シラバス

単位数

1

時間数

30

時数

授業科目名 ビジネスソフト実習（２）

担当者名 加藤　朗

実務経験 なし

教科書

３０時間でマスターＥｘｃｅｌ２０１３
学科 学年 学期 授業方法

（実教出版）

トリマー科 ２年 前期 必修 実習

科目種別

2 グラフ作成 作成する際の注意点、棒グラフ

授業概要
ビジネス社会でパソコンは欠かせない道具（ツール）であり、ペット業界とはいえ例外ではありません。その
中でもビジネス文書の作成が求められるスキルであり、その手段としてワープロ、表計算ソフトの利活用が
あります。

学習到達
目標

ビジネスソフトのひとつである表計算ソフトの基本的な操作方法を理解します。MS-Eｘelを使用し、基本的な操作方法を
理解します。ｌまた、全国経理教育協会主催の文書処理検定（３・２級）の取得も目標とします。

評価方法 出席・課題取組・実技試験など総合評価

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーション（1年次の復習） 計算式、関数、その他基本事項

3 グラフ作成 折れ線グラフ、円グラフ

4 グラフ作成 ３Dグラフ、複合グラフ、レーダーチャート

5 検定試験対策（順位付けと並べ替え） 全経文書処理3級（学習範囲以外について）

6 表検索 Vlookup関数の理解

7 表検索 Hlookup関数の理解

8 表検索 Ｉｎｄｅｘ関数の理解

9 文字列処理 文字の長さ、取り出し、変換、結合

10 文字列処理 字列・数値の返還

11 データベース機能 便利な入力方法、ウィンドウ操作、並べ替え

12 データベース機能（分析） データの抽出、グループ集計

13 データベース機能（分析） クロス集計

14 文字列処理 文字列の分解、結合他

15 データベース関数 条件付きの合計・平均・最大・最小・カウント

16 期末試験 ここまでのまとめ

17 利用方法の応用 マルチワークシート、ワードとの連携

トリマー科2



令和４年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

29 期末試験

30 総復習

24

ＪＫＣ筆記試験対策
模擬試験
毎年出題傾向の高い犬種別の対策

25

26

27 スコティシュ・テリアのスタンダード サイズ、頭部、四肢、被毛などについて学ぶ
ペットクリップ（クリッピング・シザーリング）につ
いて学ぶ28 ワイヤーフォックス・テリアのスタンダード

21 テリアの被毛について プラッキングの意味や方法について学ぶ

22
ノーフォークテリアについて

トリミングに繋がるスタンダードの理解
部位による㎜数の把握とスタイルの理解

23

18 アメリカン・コッカー・スパニエルについて 部位による㎜数の把握とスタイルの理解

19
ビションフリーゼについて

トリミングに繋がるスタンダードの理解
頭部とネックの作り方を学ぶ

20

16 期末試験

17 復習

13 プードル　ペットカットのアレンジカット アフロやパンタロンについて学ぶ

14
アメリカン・コッカー・スパニエルについて トリミングに繋がるスタンダードの理解

15

ペットクリップ各パーツの名称を学ぶ

7 プードル　ぺット・クリップ【ケネル＆ラムクリップ】

ペットクリップの基礎を学び、各スタイルへのア
レンジ方法を学ぶ

8 プードル　ぺット・クリップ【マイアミクリップ】

9

12 プードル　ぺット・クリップ【ファーストコンチネンタルクリップ】

6 プードル　ぺット・クリップ名称

プードル　ぺット・クリップ【パジャマダッチクリップ】

10 プードル　ぺット・クリップ【ロイヤルダッチクリップ】

11 プードル　ぺット・クリップ【ボレロマンハッタンクリップ】

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 グルーミング用語について 1年時の復習と今後も使用する用語の理解

2

ミニチュア・シュナウザーについて

トリミングに繋がるスタンダードの理解
バリカンの部位による㎜数の違いと特徴ある
頭部の作り方を学ぶ
モヒカン、テディ、耳の作り方の違いを理解す
る

3

4

5

授業概要
一般で飼育頭数の多いトリミング犬種を取り上げて、犬種別のスタンダード、バランス、クリッパーの入れ
方、シザーの使い分けを学びその犬種らしさを引き出すトリミングの技法を学習する。

学習到達
目標

１．トリミング犬種別のスタンダード（特徴、被毛、毛色、頭部、胴、四肢など）をよく理解し、その犬種に必要な道具を正
しく使用し、クリッパーライン、シザーリング法を理解する。
２．犬種のスタンダードにより近づけられるよう、トリミングの仕方（短所、長所、毛質の改善など）を理解する。
３．応用のペットクリップを身につける。

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授業方法
ドッググルーミングマニュアル

公認トリマー教本
トリマー科 2年 通年 必修 講義

科目種別

教科書

最新 学科 学年 学期

授業科目名 グルーミング学（２）

担当者名 岡部　結衣

実務経験 ペットショップにてトリマーとして勤務経験有

トリマー科3



令和４年度　シラバス

単位数

12

時間数

408

時数

授業科目名 グルーミング実習（２）

担当者名 岡部　結衣

実務経験 ペットショップにてトリマーとして勤務経験有

教科書

学科 学年 学期 授業方法
なし

トリマー科 2年 通年 必修 実習

科目種別

授業概要

モデル犬を使用して授業を行う。1年次に行った内容のスピードアップに努め、ブラッシング、コーミングにお
いては耳の後ろ側、内股、脇の下に残りやすい毛玉の見落としが無いかの確認。ベイジングでは目の周り、
口の周り、耳の内側の油汚れ、肛門周りの汚れ、趾の汚れなど見落しがちな部分を毎回落とせるよう授業の
なかで励行していく。また、ブローのおいてはドライヤーの当て方、温度など意識して細部まで伸ばせるよう
に行う。

学習到達
目標

１．一人一頭で作業を行うため、ブラッシング、コーミング、爪切り、耳掃除、お腹と肛門周りのクリッピング、ベイジング、
ブローまでの作業を身に着ける。
２．サイズ、性格の違うモデル犬を使用して繰り返し実習を行うことにより、丁寧且つスピードアップを図る。
３．ＪＫＣ「Ｃ級」試験に向けプードルの被毛の短い部分、足先、内側など根元からしっかり伸ばすブローを確実に行える
よう日々の実習のなかで繰り返し学習し身に付ける。また、グルーミング犬種（チワワ、ダックスなど）の1日に2頭を行う
ためのスキルも身に付ける。

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

【モデル犬を使用】
グルーミング作業のスピード向上
犬に負担のない保定方法
皮膚の状況に合わせたシャンプー選びと方法

≪使用するモデル犬の犬種例≫
ポメラニアン・ヨーキー・シーズー・シュナウザー
トイプードル・スタンダードプードル・秋田犬など

・1年次の復習を含め、グルーミング作業の
　スピードアップを目指す。

・作業を嫌がる犬に対して理由を探し、負担を
　かけることなく作業できる技術を身に付ける。

・皮膚の異常に気付き、様々なシャンプーの
　種類から適したものの選択とスキンケアを
　行う技術を身に付ける。

・各犬種の毛玉になりやすい箇所の把握や
　抜け毛をしっかりと取り除ける技術と目を養う

2

3

4

5

6

17

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

期末試験

33

18 【プードルのドライングについて】
ドライヤーの温度・風の強さの調整
被毛の収縮度・ポイント

プードルのトリミングを綺麗にするために大切なドライングについて注意点やポイントを理解する

19

20

【ＪＫＣトリマーライセンス試験対策】 プードルのトリミングを綺麗にするために大切なドライングについて注意点やポイントを理解する

21

22

23

期末試験

34

24
【モデル犬を使用】
グルーミング作業のスピード向上
犬に負担のない保定方法
皮膚の状況に合わせたシャンプー選びと方法

前期の復習と更なる技術の向上を目指す25

26

27

【モデル犬を使用】
1日2頭のグルーミング

≪使用するモデル犬の犬種例≫
ダックス・チワワ・柴犬・キャバリア・コーギーなど

卒業後の現場を意識した作業への取り組みとして1頭だけではなく複数を担当し、作業スピードの向上を目指す

28

29

30

31

32

トリマー科4



令和４年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

授業科目名 小動物飼養管理学

担当者名 菅原　学

実務経験 総合ペットショップでの実務経験がある。

教科書

学科 学年 学期 授業方法
教科書は使用しない
配布資料（プリント）

トリマー科 ２年 後期 必修 講義

科目種別

2 エキゾチックアニマルのペットとしての位置づけ 小動物の一般的なペットとしての位置づけを知る

授業概要
ウサギ、ハムスターを中心にペット飼育に至るまでの歴史と生理・生態、適切な飼育及び管理方法について
学ぶ。また、生体を用いた保定方法についても実践しその技術を身に付ける。

学習到達
目標

１、小動物（被捕食動物）がいかにデリケートな生き物であるかを理解する。
２、小動物の生理・生態を理解することで適切な飼養管理をすることができる。
３、ウサギ・ハムスターの保定ができる。

評価方法 筆記試験

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 エキゾチックアニマルの定義について

3 環境エンリッチメントと飼育環境について 環境エンリッチメントへの理解を深める

4 観察の重要性についてとスケッチの実施 観察で得られる情報の重要性を理解する

5 ウサギについて①
ペットとして使用されるまでの歴史と現状につい
て

6 ウサギについて② ペットウサギが人気の理由を知る

7 ウサギについて③ ウサギの種類と特徴を理解する

8 ウサギについて④実習 シャトルからの出し方、戻し方を身に付ける

9 ウサギについて⑤実習 保定と移動のさせ方を身に付ける

10 ウサギの飼育管理について 身体的特徴を理解する

11 ウサギの飼育用品について 飼育に必要な用品について理解する

12 ウサギの食餌について（牧草と人工飼料） 牧草の種類と用途について理解する

13 毛球症について 症状と原因、予防法について理解する

14 ハムスターについて① 飼養までの歴史と野生下での環境を理解する

15 ハムスターについて② 代表種と特徴、カラーパターンを理解する

16 後期末試験

17 試験返却と解答解説

トリマー科5



令和４年度　シラバス

単位数

12

時間数

408

時数

授業科目名 トリミング実習（２）

担当者名 岡部　結衣

実務経験 ペットショップにてトリマーとして勤務経験有

教科書

学科 学年 学期 授業方法
なし

トリマー科 ２年 通年 必修 実習

科目種別

授業概要
前期は2人1組、後期は1人で1頭のモデル犬を担当する。モデル犬の性格、大きさ、被毛の状態が犬種によ
り違うため、様々な犬達を扱うことにより、トリミングにおける犬の扱い方、保定の仕方、クリッパーの替え刃
のミリ数の選択、シザー類の使用場所、方法を学習。※モデル犬の予約状況によって授業内容の変更あり

学習到達
目標

1.ＪＫＣ「Ｃ級」ライセンスの合格に向けて、一人1頭の作業を行い、クリッパーワークのラインの設定、シザー
リングの進め方、後躯～中駆～前駆～頭部の作り方、時間短縮、道具の扱い、鋏の使い方、モデル犬のス
タック、コマンドのかけ方など試験対策も重点に学ぶ。
2.一般家庭のモデル犬をお借りしての実習も同時に行うため、飼い主様の要望を取り入れながらペットカッ
トの技術も身に付ける。

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

【プードルのトリミングについて】
ブラッシング・ドライングの重要性
テディベアカット
ボディバリカンの工程

1年次の復習を含め、プードルで1番需要の多
いテディベアカットについて技術を身に付ける

2

3

4

5

【プードルのトリミングについて】
テディベアカットの作業スピード向上
アフロカットなどのアレンジカット

カットスタイルの把握と完成形へのトリミングス
ピードの向上を目指す。その他、要望の多いア
フロカットやパンタロン等のアレンジカットにつ
いて作業工程と完成形を理解する

6

7

8

12
【シーズー・テリア種・ＭＩＸ犬のトリミングついて】
ペットカットの作業工程
その他アレンジカット

シーズーの顔カットについて可愛く見えるポイ
ントなどを把握する。その他、要望によって足
先のバリカンやライオンテール等のトリミング
方法を身に付ける

13

14

9
【ミニチュアシュナウザーのトリミングについて】
部位ごとのクリッパー㎜数の違いやクリッパーライン
その他アレンジカット

シュナウザーのスタンダードを把握することや
飼い主様からの要望に合わせてアレンジカット
を行い、技術を身に付ける

10

11

15
【プードルのトリミングについて】
ケネル&ラムクリップ

ライセンス試験に向けて各バリカン作業の方
法や注意点を学び、効率的な作業方法を身に
付ける

16

期末試験

17

18
【プードルのトリミングについて】
ケネル&ラムクリップ

ライセンス試験に向けて各バリカン作業の方
法や注意点を学び、効率的な作業方法を身に
付ける19

20

ＪＫＣトリマーライセンス試験対策
12月の試験に向けてカットスタイルの完成形を
把握することや作業工程のスピード向上を目
指す

21

22

23

24

【様々なモデル犬のトリミングについて】
モデル犬の飼い主からの要望に合わせたトリミング
各作業のスピードアップ

これまで身に付けた知識と技術を活かし、効率
よく犬に負担のないようにトリミングを行う技術
を身に付ける

25

26

27

28

33

期末試験

34

29

ＪＫＣトリマーライセンス試験対策
（第2回目受験者）

1回目の受験者は一般モデル犬での実習

2月の試験に向けてカットスタイルの完成形を
把握することや作業工程のスピード向上を目
指す

30

31

32

トリマー科6



令和４年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

授業科目名 ペットショップ販売学

担当者名 岡部　結衣・千葉　雅司

実務経験 ペットショップで勤務経験あり

教科書

学科 学年 学期 授業方法
ペットビジネスプロ養成講座
ペットショップ基礎＆実践

トリマー科 ２年 前期 必修 講義

科目種別

2
生体販売について ペット・ショータイプの違いや販売時の注意点を学ぶ、お客様に販売する際の確認事項について理解する

3

授業概要
一般の飼い主様が頻繁に購入する商品やその年毎に流行している商品を紹介し、その内容について講義
形式で授業を行う。
また、動物販売時の注意点、フードや栄養学、販売時に必要とされる犬種・猫種別の特徴を学ぶ。

学習到達
目標

１・ペット販売時の注意点と販売する責任を理解する
２・主要犬種の特徴・注意点について理解する
３・猫の特徴と販売時の注意点について理解する
４・犬猫用品の使い方と注意点について理解する
５．ペットフードの特徴と栄養素について理解する

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 生き物を仕事として行う責任について 動物を販売する責任について理解する

4 健康管理をする際ののポイント
健康管理の際、犬体格部別でチェックするべき
箇所を理解する。

5 感染症とワクチン 感染症の種類とワクチンの内容について学ぶ

6 社会化期について 犬の社会化期の時期と特徴について学ぶ

7 チワワについて

特徴や販売する際の注意点を学ぶ8
トイ・プードルについて

9

10
猫について

猫に関して特徴や販売されることの多い猫種を
ピックアップして販売時の注意点を学ぶ

11

12 フードについて 5大栄養素やフードの特徴について学ぶ

15 期末試験

13 ペットシーツと猫砂について
ペットシーツ・猫砂のタイプや素材別の特徴に
ついて学び、素材ごとの違いと吸収性について

14 購入するポイントについて
お客様の購買意欲を高めるための手法や説明
方法について学ぶ

トリマー科7



令和４年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

授業科目名 ペットの病気と健康管理

担当者名 川村　康浩

実務経験 院長（獣医師）として動物病院を経営している。

教科書

学科 学年 学期 授業方法
わかる犬の病気

トリマー科 ２年 前期 必修 講義

科目種別

2

授業概要
基本的に講義形式で授業を行う。動物の基本的な解剖学・生理学から学び、特に遭遇する頻度の高い病
気や社会的に重要な病気についての講義を行う。実践で使えるように、聴診器の使い方などの実習も行
う。

学習到達
目標

1.　動物を扱う仕事に就く上で、動物の健康管理などの理解を深め、それを飼い主様に説明ができるようなトリマーにな
る。
2.　動物福祉について考え、将来動物福祉的観点も意識できるトリマーになる。

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーション・動物とは・命とは
一人一人が思う動物（ペット）とは何か。その役
割は何か。

解剖・生理学
基本的な骨格（骨の名称）と筋肉の名称、内蔵
の名称と働きについて学ぶ

5 フィラリア症について フィラリアの症状や予防法について学ぶ

6

3 ワクチンについて ワクチンの原理や接種時に注意点について学ぶ

4 感染症について 犬猫のウイルス性感染症について学ぶ

寄生虫について 犬猫に寄生する外部寄生虫について学ぶ

7 熱中症について
熱中症の症状やかかりやすい犬種と環境につ
いて学ぶ

8

不妊・去勢について
不妊・去勢の必要性とそれに関連する疾患に
ついて学ぶ

9

10 皮膚疾患とスキンケアについて
皮膚の病気による変化や身近な疾患、薬用
シャンプーの使用方法について学ぶ

11 心臓疾患について
心臓の働きと心疾患について学び、心臓を
患っている動物に対しての注意点を理解する

15 試験返却・その他よく見る疾患について
比較的身近な疾患（ヘルニア・胃捻転・成形疾
患）について学ぶ

12 呼吸器疾患について 呼吸器疾患の予防と管理方法について学ぶ

13

14 期末試験

犬のバイタルチェックについて（実習授業）
体温や体重、心拍数の計り方やその際の犬の
扱い方について学習し、身に付ける

トリマー科8


