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単位
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ページ番号

キャリアデザイン 30 1 キャリアガイダンス 60 15
コミュニケーショントレーニング 30 2 ビジネスソフト実習⑵ 30 16
ビジネスソフト実習⑴ 60 3 ドッググルーミング実習⑵ 240 ○ 17
ビジネスマナー 60 4 キャットグルーミング実習⑵ 240 ○ 18
愛玩動物飼養管理学 60 5 キャットコミュニケーション⑵ 120 ○ 19
犬学 60 ○ 6 ドッググルーミング学⑵ 60 ○ 20
カットデザイン演習（美学） 60 ○ 7 ペットショップ販売学 30 ○ 21
キャットグルーミング実習⑴ 240 ○ 8 猫の繁殖学 30 ○ 22
キャットコミュニケーション⑴ 30 ○ 9 猫学⑵ 60 ○ 23
ドッググルーミング学⑴ 60 ○ 10 ペットの病気と健康管理 30 ○ 24
ドッググルーミング実習⑴ 240 ○ 11 小動物飼育管理学 30 25
猫学⑴ 60 12 実務経験のある教員等による授業単位合計 810
猫の行動学 30 ○ 13
しつけ入門 30 14 合計 1,530
実務経験のある教員等による授業単位合計 720

キ ャ ッ ト 科 （ ２ 年 ）

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

１年次 ２年次



令和３年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

15 就職活動に向けた抱負・個人面談

13 場面に応じた対応

14 期末試験

電話をかける際の注意点を理解する

11 電話をかける際の注意点・準備物

12 インターンシップの依頼・メモの取り方

9 志望動機の書き方・ポイント 志望動機の書き方で気を付ける事を理解する

10 志望動機の作成（練習） 実際に作成し書く際のポイントを理解する

7 履歴書の下書き・ペン書きの練習

8 志望動機とは？ 志望動機とは何かを理解する

履歴書の正しい書き方を身に付ける

5 履歴書の必要性・相手が見るポイント 履歴書の必要性を理解する

6 履歴書（身上書）の書き方・下書き

3 インターンシップ実習の流れ インターンシップの流れを理解する

4 文字が与える印象 文字の書き方について学ぶ

2 場面に応じた適切な言葉の表現 敬語を理解する

授業概要
履歴書や志望動機の際に作成方法を理解したうえで各自取り組み、CAが１人１人の作成したものを確認し
つつ進めていく。

学習到達
目標

就職活動（インターンシップ実習）に向けた、書類（履歴書・志望動機）作成方法や電話応対などを理解し、
スムーズに就職活動を実施するための準備をする。企業から求められる人材となるための更なるヒューマ
ンスキルの向上を目指す。

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 授業の目的と今後の取り組み 授業の意義を理解する

授業方法
＆

キャリアガイダンス
キャット科 １年 後期 必修 講義

科目種別

教科書

コミュニケーションマナー
学科 学年 学期

授業科目名 キャリアデザイン

担当者名 千葉　稚菜・佐藤　千穂・髙橋　和也

実務経験 なし
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令和３年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

15 今までのまとめ

13 話す力・伝える力③（マジックフレーズ）

14 期末試験

相手による話し方の違いを理解する

11 話す力・伝える力①（話す時に気を付ける事）

12 話す力・伝える力②（敬語の種類）

9 バーバル・ノンバーバルについて②（実践）

10 教えられ上手について 実習先での姿勢について考える

コミュニケーションの種類と違いについて理解
する

7 メラビアンの法則について 第一印象について考える

8 バーバル・ノンバーバルについて①

5
聴く姿勢①（相手の気持ちを考えた話の聴き方について
①）

6
聴く姿勢②（相手の気持ちを考えた話の聴き方について②
（実践））

話を聞く姿勢を身に付ける

3 返事の仕方や相手を思いやる物の受け渡しについて

4 雇用される為には何が必要か エンプロイアビリティを理解する

2 オリエンテーション（学生マニュアル・防災マニュアル）

授業概要
主に教科書を使用しながら実践やグループワークを通しながらコミュニケーション力の向上を目指していく。
また社会人として必要となる知識を身に付ける。

学習到達
目標

ペット業界で求められる人物になるため、エンプロイアビリティ（雇用される能力）を身につける。
「目配り」「気配り」「心配り」といった人と接するうえで相手に好感を与え、「教えられ上手」を目指す。
メモを取る重要性、話を聴く姿勢など社会人の基礎となることを授業で伝え、授業外でも実践できることを目
標とする。

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 オリエンテーション（コミュニケーショントレーニングとは） 授業の意義を理解する

授業方法
＆

キャリアガイダンス
キャット科 １年 前期 必修 講義

科目種別

教科書

コミュニケーションマナー
学科 学年 学期

授業科目名 コミュニケーショントレーニング

担当者名 千葉　稚菜・佐藤　千穂・髙橋　和也

実務経験 なし
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令和３年度　シラバス

単位数

2

時間数

60

時数

15 前期末試験 全経２級程度の内容（入力と文書作成）

16 編集機能（雑誌）
テキストボックスのリンク、表のボックスデザイ
ン

19 検定試験直前対策 全経２、３級の過去問題

17 検定試験直前対策 全経２、３級の過去問題

18 検定試験直前対策 全経２、３級の過去問題

12 編集機能（図版の活用） 画像の編集・効果、整列、順番、グループ化、頂点）

13 編集機能（段組、ワードアート） 段組、ワードアート、効果、ドロップキャプス

14 編集機能（図形） 図形描画（地図作成）、トリミング

9 編集機能（表の作成） 表作成（行、列の追加・削除・線種など）

10 編集機能（表の作成） 表作成（セルの結合・分割など）

11 編集機能（図版の活用） 画像、テキストボックスの利用

6 文書作成 編集（移動、コピー、削除など）

7 文書作成 編集（文字位置、インデント、箇条書き）

8 文書作成 縦書き文書と文字装飾

3 文書作成 簡単な文書を作成、文節変換

4 文書作成 文書ファィル管理、フォルダ作成

5 文書作成 ページのサイズ、行数、文字数、余白など

2 文字入力 ひらがな・カタカナ・漢字・英字・記号の入力

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は特に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-Wordを使用し、基本的
な操作方法を理解します。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、PCの使い方 教科目標、windowsの操作など

授業科目名 ビジネスソフト実習（１）

担当者名 間中　隆・加藤　朗

実務経験

教科書

３０時間でマスターＷｏｒｄ２０１３
学科 学年 学期 授業方法

（実教出版）

キャット科 １年 前後期 必修 実習

科目種別

22 基本的な表作成（編集） 表操作（行と列の操作）、データの移動とコピー

23 基本的な表作成（表示形式と罫線） 関数（平均）、計算式

20 オリエンテーション（表計算について）
Ｅｘｃｅｌの機能、画面構成、マウスポインタ、入
力

21 基本的な表作成（計算式と関数）
計算式と関数の利用（合計を求める）、効率的
な入力

26 基本的な表作成（見やすい様式） 表示形式と罫線

27 基本的な表作成（関数） 最大値・最小値、カウント

24 基本的な表作成（相対参照と絶対参照）
割合の計算、特定セルの利用、複写時の注意
点

25 基本的な表作成（相対参照と絶対参照） 絶対参照（昨年比など様々な比較計算）

30 期末試験 表計算の基本（計算式、関数、編集）

28 基本的な表作成（セルの設定） セル保護、条件付き書式

29 基本的な表作成（関数） 端数処理
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令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

29 期末試験

30 今までの復習

26 冠婚葬祭のマナー 冠婚葬祭のマナーについて理解する

27

秘書技能検定試験対策 過去問解説

28

24 秘書技能検定試験対策 過去問解説

25 会食のマナー 会食のマナーについて理解する

22 名刺交換のマナー 名刺交換のマナーについて

23 名刺交換のマナーの実践 名刺交換の実践

20 電話の受け方・かけ方 電話の受け方・かけ方について

21 秘書技能検定試験対策 秘書技能検定がどのようなものか理解する

19 来客応対の実践 誘導・お茶の出し方の実践

17

18

来客応対の流れ
エレベーター・応接室への誘導の仕方やお茶
の出し方を身に付ける

15 ここまでの復習

16 来客応対の基本 受付・接客時の言葉遣いについて身に付ける

13 話し方について ビジネスにふさわしい話し方

14 前期末テスト

11 連絡・相談の仕方 不測の事態が起きた時の対応

12 統計・データの読み方 表とグラフの役割と特徴

9 指示を受けるポイント ５Ｗ２Ｈについて

10 報告・連絡の仕方 報告の仕方

7 仕事中の態度と健康管理 職場で気を付ける事

8 ここまでの復習

5 感じの良いあいさつ

6 感じの良いあいさつ(実技）
おじぎの種類について理解する

3 ８つの意識 仕事の基本となる８つの意識を理解する

4 社会人としての身だしなみ 好感を与える身だしなみ

2 働く意識 期待される社会人・職業人について理解する

授業概要

ビジネス能力検定ジョブパス3級公式テストを使用しながら講義で学んでいく。また平行してビジネス能力検
定ジョブパス3級の対策も行なっていく。単元毎に確認テストを実施しどこまで知識が定着したかを確認し間
違えが多かった箇所は復習を行い、確実な知識定着を目指していく。後期は秘書技能検定試験の取得を
目標に対策授業を行っていく。

学習到達
目標

・社会的、職業的に自立・自律した人間になるための考え方を持てる。
・学生時代に身につけておくことを理解し、日々の生活に自ら良い変化を起こすことができる。
・働く意義を考え、自分が何のために働くのかを理解することができる。
・自らの職業観や勤労観といった概念の形成を前提に、ビジネス常識および、基礎的なコミュニケーション、
情報の利活用など、将来、職業人として適応するために身につけておくべき知識を評価する「ビジネス能力
検定ジョブパス３級」「秘書技能検定試験3級」に合格する。

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 ビジネスマナーとは ビジネスマナーの大切さを理解する

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 ビジネスマナー

担当者名 佐藤　千穂・髙橋　和也

実務経験 なし

授業方法

キャット科 １年 通年 必修 講義

科目種別ビジネス能力検定ジョブパス３級公
式テキスト

秘書検定　実問題集　20２０年度版

4



令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

30 本試験

28 模擬試験1問1答①

29 模擬試験1問1答②

26 愛玩模試１０回目

27 愛玩課題報告問題の解答・解説（法律）② 様々な動物に関する法律について理解する

24 愛玩模試９回目

25 愛玩課題報告問題の解答・解説（法律）① 様々な動物に関する法律について理解する

22 愛玩模試８回目

23 愛玩課題報告問題の解答・解説（愛護史）② 動物愛護史について理解する

20 愛玩模試７回目

21 愛玩課題報告問題の解答・解説（愛護史）① 動物愛護史について理解する

18 愛玩模試６回目

19 愛玩課題報告問題の解答・解説（犬について③） 犬に関して理解する

16 愛玩模試５回目

17 愛玩課題報告問題の解答・解説（犬について②） 犬に関して理解する

14 期末試験

15 愛玩課題報告問題の解答・解説（犬について①） 犬に関して理解する

12 愛玩模試４回目

13 愛玩課題報告問題の解答・解説(猫について③） 猫に関して理解する

10 愛玩模試３回目

11 愛玩課題報告問題の解答・解説(猫について②） 猫に関して理解する

8 愛玩模試２回目

9 愛玩課題報告問題の解答・解説(猫について①） 猫に関して理解する

6 愛玩模試１回目

7
愛玩課題報告問題の解答・解説(エキゾチックアニマルに
ついて③）

エキゾチックアニマルに関して理解する

4
愛玩課題報告問題の解答・解説(エキゾチックアニマルに
ついて①）

5
愛玩課題報告問題の解答・解説(エキゾチックアニマルに
ついて②）

エキゾチックアニマルに関して理解する

2 愛玩動物飼養管理士試験について②
愛玩動物飼養管理士試験に向けての勉強の
仕方を理解する

3 愛玩協会によるスクーリング講義 スクーリングで内容を理解する

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 愛玩動物飼養管理士試験について①
愛玩動物飼養管理士試験とはどのようなもの
か理解する

学習到達
目標

・愛玩動物飼養管理士試験　2級の全員合格を目指す。
・愛玩動物飼養管理士について理解する。
・動物についての様々な法律について理解する
・様々な動物の飼育方法・習性・体の作り・病気を理解する。

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授業概要
夏休みに解いてきてもらった「課題報告問題」の解答・解説を教本とプリントを使用しながら学習していく。ま
た週1回、模擬試験を行い８割以上を合格点とし、点数が満たない学生は再試を行い確実な習得を目指
す。また、対策授業の中で正解率が悪かった箇所を解説していく。

必修 講義

実務経験 愛玩動物飼養管理士２級取得

授業科目名 愛玩動物飼養管理学

担当者名 千葉　稚菜・佐藤　千穂・髙橋　和也

授業方法

教科書

学科 学年 学期 科目種別
愛玩教本１巻・2巻

課題報告問題
キャット科 １年 通年
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令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

30 期末試験

28 犬種別毛色、毛質 実習モデル犬によく見られ毛色を学ぶ。

29 犬種別毛色、毛質 実習モデル犬によく見られ毛色を学ぶ。

26 補助犬について
補助犬の種類や、仕事内容、対応の仕方を学
ぶ。

27 補助犬について

23 尾の役割と犬種による形の違い 犬種による形状の違いを知る。

24 第８グループ（沿革、用途、特徴、サイズ、各部の特徴）

各犬種のスタンダードを学ぶ。

25 第９・１０グループ（沿革、用途、特徴、サイズ、各部の特徴）

21 耳の構造、聴覚のメカニズム
音の聞こえ方を学ぶ。

22 耳の構造、聴覚のメカニズム

19 第６グループ（沿革、用途、特徴、サイズ、各部の特徴）

17 鼻の構造、嗅覚のメカニズム

18 第５グループ（沿革、用途、特徴、サイズ、各部の特徴）

匂いを嗅ぎ分ける仕組みを学ぶ。

各犬種のスタンダードを学ぶ。

20 第７グループ（沿革、用途、特徴、サイズ、各部の特徴）

15 期末試験

16 鼻の構造、嗅覚のメカニズム

13 第１・２グループ（沿革、用途、特徴、サイズ、各部の特徴）

14 第３・４グループ（沿革、用途、特徴、サイズ、各部の特徴）
各犬種のスタンダードを学ぶ。

11 目の構造、視覚のメカニズム

12 目の構造、視覚のメカニズム
見え方について学ぶ。

9 犬のライフサイクル

10 犬のライフサイクル

新生児から老犬期までの成長する各期での気を付ける
ことを学ぶ。

7 筋肉の種類（体高、体長。筋肉とそれぞれの役割） 筋肉の種類、働きを覚える。

8 歯の数・咬み合わせ 歯の種類、働きなどを覚える。

5 各蓄犬協会、スタンダードに書かれていること

6 目的、審査基準
ドッグショーの役割について学ぶ

3 犬体名称 各部位の名称を覚える。

4 血統書について 血統書に何が記載されているかを学ぶ。

2 骨格名称（イラストを描き各パーツと名称） 骨の種類、構成、名称を覚える。

授業概要
犬種別の特徴である、肩や膝の角度、趾の握りや方向、マズルの長さ、耳の形、目の形、尾の形、様々な
歩様などの違いを犬種図鑑を見ながら学習する。　感覚器官の人との能力の違いも合わせて学習する。

学習到達
目標

・体を構成している骨格と犬体各部位の名称、歯についての基礎を学ぶ。
・現在ジャパン・ケネル・クラブで登録されている１９７犬種、10グループに分類されている各犬種のスタン
ダードに沿って起源、沿革、歴史、用途、性格、各部の特徴、サイズ、被毛などを学習する。
・ドッグショーの意義や審査基準、血統書に記載されていることを学習する。
・犬種の特徴として現れる頭部、ボディ、イヤー、テールなどの形の違いを学習することにより各犬種の形態
の違いを理解できるように学ぶ。
・犬と人との感覚器官の構造、機能の共通点や相違点を学び日常生活のなかで細やに犬の表情、しぐさを
読み取り理解できるように学ぶ。

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 犬の祖先・進化 犬の歴史について知る。

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 犬学

担当者名 髙橋　和也

実務経験
ペットサロン・ペットホテルでトリマーとして勤務
経験あり

授業方法
最新犬種図鑑

写真で見る犬種とスタンダード
キャット科 １年 通年 必修 講義

科目種別

6



令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

23

24

これまで学んだ犬種のイラストを個別確認
ひとりひとりイラストの修正をし、より犬種らしい
表現を理解する

POP・フリーペーパー作成①

より細かな表現を理解する

より細かな表現を理解する

19

30 試験返却・まとめ

28 POP・フリーペーパー作成④

29 期末試験

さまざまな種類のPOPを作成して作成手順を
理解する。
また他教科で学んだ知識をペーパーにまとめ、
掲示物として作成し知識をアウトプットする

POP・フリーペーパー作成②

25

26

27 POP・フリーペーパー作成③

17 プードルの描き方① 各犬種の知識と身体的特徴を知る

18

20 シュナウザー等の描き方

21 様々な角度からの描き方

22

プードルの描き方② 各犬種の知識と身体的特徴を知る

シーズー、マルチーズの描き方 各犬種の知識と身体的特徴を知る

各犬種の知識と身体的特徴を知る

立体スケッチ

15 期末試験

16 試験返却・まとめ

13

14

商品をモデルにPOP作成 実際に作ることで作成手順を理解する

11 POP広告でのイラストの活用 どのようなイラストが向いているのかを知る

12

9

10 POP広告についての基礎知識 目的や必要性、構成を理解する

これまで学んだ犬種のイラストを個別確認
ひとりひとりイラストの修正をし、より犬種らしい
表現を理解する

7 他グル犬長毛種の描き方

8

5 JRT、ヨーキーの描き方

6 他短毛種の描き方

各犬種の知識と身体的特徴を知る

各犬種の知識と身体的特徴を知る

各犬種の知識と身体的特徴を知る

各犬種の知識と身体的特徴を知る

3 頭部の形と正面の描き方

4 チワワ、パピヨン、ポメラニアンの描き方

基本的な犬体の知識と描き方を理解する
2 バランスのとれたイラストを描くために

授業概要
・犬体の各部名称、骨格位置を理解する。
・犬の描き方を犬種ごとに学ぶ。
・POP広告の必要性と基本的な作り方を学ぶ。

学習到達
目標

犬の体のつくり・犬種ごとの身体的特徴を理解し、描くことができる。

評価方法 筆記試験

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 なぜイラストを学ぶのか 授業の必要性を知る

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 カットデザイン演習（美学）

担当者名 安住　智絵

実務経験 ペットイラストレーターとして活動

授業方法
なし

キャット科 １年 通年 必修 講義

科目種別

7



令和３年度　シラバス

単位数

8

時間数

240

時数

14

15

16

19

17

18

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

科目種別

2

授業概要
道具の使い方の基本から、爪切り・耳掃除・ブラッシングなどグルーミングの基礎を学生のレベルに合わせ
た猫で進め、確実な技術を身につけていく。また作業ごとに復習を行い2年のグルーミング実習に向けて基
礎を完璧にする。

学習到達
目標

・実習道具の正しい使い方をマスターする。
・グルーミングの作業の流れを完璧にする。
・猫の性格を把握し負担をかけないグルーミングをマスターする。
・一人で1頭（短毛）をグルーミングできるようになる。

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 グルーミングとは
猫のグルーミングの重要性についてを理解す
る

1年 通年 必修 実習

21

授業科目名 キャットグルーミング実習（1）

担当者名 山下　慈

実務経験 キャットショーの審査員として活動中

教科書

学科 学年 学期 授業方法
なし

キャット科

期末試験

30 １年次の復習

期末試験

28

29

26

27

24

25

22

23

20

猫のブラッシングについて学ぶ

猫のグルーミングで使用する道具の使い方を
身に付ける

毛玉がある場合のブラッシングについて

爪切りと耳掃除をマスターする

短毛種を完璧にする

グルーミングの基礎（一般的なグルーミング　長毛　２人１
頭）

グルーミングの基礎（一般的なグルーミング　長毛　１人１
頭）

長毛種を完璧にする

道具の使い方について

ブラッシングの基礎①

ブラッシングの基礎②

爪切り・耳掃除

グルーミングの基礎（一般的なグルーミング　短毛　２人１
頭）

3

猫種ごとによるグルーミングの違い

猫のトリミング バリカンによる猫のカットの技術を身に付ける

猫種ごとによるグルーミングの違い（シャン
プー・ドライングの違い）を理解する

長毛種を１人で仕上げられる様にする

8



令和３年度　シラバス

単位数

1

時間数

30

時数

15 今までの復習

13 猫との関係について②

14 前期末試験

猫と人が幸せに暮らす為に何ができるかを考
える

11 猫のコントロール⑧　各自のトレーニング

12 猫との関係について①

それぞれのコントロールの仕組みを理解し
実践で出来る様にする。

9 猫のコントロール⑥　ハーネスのトレーニング

10
猫のコントロール⑦　その他のトレーニング（お手・伏せ・
アップ）

7 猫のコントロール④　猫の移動

8 猫のコントロール⑤　物を持ってくる

5 猫のコントロール②　気が散る状況での「おいで」

6 猫のコントロール③　座れと待て

3

4 猫のコントロール①　「おいで」を教える

トレーニングの動機づけについて トレーニングの仕組みを理解する
2

授業概要
教科書を使用しながら、実践も交えて確認して理解していく。また、猫の正しい扱い方や猫と人が幸せに暮
らす為にどのような知識が必要かグループワークなどで考えていく。

学習到達
目標

・猫の習性と行動を理解する。
・猫の基本的なコントロールの仕方を身に付ける。

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 猫の本能（習性）について 猫と犬の違いを理解できるようにする

授業方法
キャットトレーニング

キャット科 1年 前期 必修 講義

科目種別

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 キャットコミュニケーション（1）

担当者名 山下　慈

実務経験 キャットショーの審査員として活動中

9



令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

29 期末テスト

30 プードルの顔バリ・足バリについて
プードルの顔バリ・足バリについて・クリッピン
グライン・フットラインのカット方法

27 毛玉の対応
毛玉が多い犬に対する対応と飼い主様への説
明方法

28 寄生虫と皮膚疾患
ノミ・ダニの特徴・皮膚疾患の症状・ズーノーシ
ス

25 トリミングの手順
ウィッグを用いてのカットの実演（後躯）・ウィッ
グを用いてのカットの実演（前躯・中躯）

26 ポメラニアンについて 沿革・爪出し・カットスタイル・カット方法

22 混合ワクチン・狂犬病予防接種について ワクチンの種類と防げる病気について学ぶ

23

プードルについて

沿革・サイズ・被毛・タイプ

24 テディベアカットの仕方・カットする際の注意点

20 ヨークシャテリアについて
沿革・被毛・カットスタイル・耳先クリッピング・
ペットカットについて「フルシザー」「ボディバリカ
ン」のメリット・デメリット

21 ボディバリカンについて クリッピングラインと注意点

19 グルーミング作業の説明
お客様への説明方法（ブラッシング・爪切りな
ど）をグループワークで身につける

17 被毛について・毛色について
構造・毛流・毛渦・換毛・毛の成分・ダブルコー
ト・シングルコート・犬種ごとの違い

18 グルーミング用語 作業で使用する用語の理解

15 飾り毛カット
カットする際の目線・カット方法（尻・胸・前肢・
下腹部・尾）

16 皮膚について 構造（表皮・真皮・皮下組織）・役割

13 バリカンについて
種類・替刃の手入れ方法・並剃りと逆剃りの違
い

14 期末テスト

11 構造に関しての理解・掃除する際の注意点

12 犬種による耳毛抜きの必要性・疾患
耳の構造

9 役割・汚れを落とす仕組み

10 種類と効果、リンスとトリートメントの違い
シャンプーについて

7 肛門嚢について 役割・場所と排泄方法・起こり得る炎症

8 リボン作成 リボンの作り方と付け方

5

6
ハサミについて

3 ブラッシング・ドライング作業について学ぶ

4 爪の構造
人との違い・環境による伸び率・爪の構造・深
爪した際の対応

グルーミング作業の流れ
2 作業前に行なう犬の状態の確認について学ぶ

種類・各部名称・手入れ方法

授業概要
板書をしつつ、補足説明を行なって行く。一定の授業時間を終えたら確認問題を実施し、知識の習得を確認
していく。カットに関する授業の際にはウィッグを使用し実践を加えながら指導する。

学習到達
目標

・1年間を通し、犬に対する美容の知識を習得することを目標とする。
・被毛や皮膚の構造、シャンプーの役割を知る事で自分が作業を行う際の注意点を覚えると同時に社会に
出た際のお客様への勧め方等に活かせるようにする。
・グルーミング作業の流れや作業方法も座学で知識を習得することにより、技術向上へ繋げる。

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 グルーミング学とは、犬を扱う上での心構え
授業を学ぶ重要性と犬の扱い方・刃物（鋏）の
注意点を学ぶ

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 ドッググルーミング学（１）

担当者名 渡部　理子

実務経験 ペットサロンでトリマーとして勤務経験あり

授業方法
最新ドッググルーミングマニュアル

公認トリマー教本
キャット科 1年 通年 必修 講義

科目種別

10



令和３年度　シラバス

単位数

16

時間数

480

時数

30 １年次の総復習

28

期末試験

29

26
【モデル犬を使用】
1人でグルーミング作業を行う際の工程について

犬の扱い方を理解する

27 起こりうる怪我や事故について理解する

22

【モデル犬を使用】
長毛種のグルーミングについて

≪使用するモデル犬の犬種例≫
プードル・ヨーキー・シーズーなど

長毛種のブラッシングを理解する

23 耳毛処理の必要性と方法を理解する

24 長毛種のシャンプーとドライングを理解する

25 毛玉・もつれの状況を把握する

19 腹下の飾り毛についてトリミング方法を学ぶ

17 クリッパーの使用方法を理解する

18 尻の飾り毛についてトリミング方法を学ぶ

【モデル犬を使用】
飾り毛のカットについて

≪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・ＭＩＸなど

20 胸の飾り毛についてトリミング方法を学ぶ

21 耳の飾り毛についてトリミング方法を学ぶ

15 ハサミの持ち方・使用部位を理解する

16
足裏・足周り・肛門周りのカットする箇所の理解
と注意

13

14
期末試験

11 ドライングの工程と注意点を理解する

12 保定方法を身に付ける

【モデル犬を使用】
足裏・足周り・肛門周り・腹部のクリッピングまでの
作業工程の理解と実践

9 シャンプーの種類と選択方法を理解する

10 肛門腺絞りの方法を学ぶ

【モデル犬を使用】
ブラッシング・コーミング・耳掃除・爪切り・シャンプー・ドライ
ングまでの作業工程の理解と実践

≪使用するモデル犬の犬種例≫
ダックス・チワワ・柴犬・コーギー・パグ
ゴールデンレトリーバー・ボーダーコリーなど

7 耳掃除の方法と注意点を理解する

8 爪切りの方法と注意点を理解する

5 毛玉・もつれの状態を理解する

6 ブラッシングとコーミングの必要性を理解する

3 犬（生体）を扱う上での注意点 生体を扱うことの大切さを理解する

4 ウィッグを使用してのブラッシング練習・清掃の大切さ
ブラッシング方法の理解・衛生面の大切さの理
解

2
各道具の持ち方や使用方法・注意点を理解す
る

授業概要
2人1組で1頭のモデル犬を使用して作業を行う。ブラッシングやシャンプーなど、犬に対する必要最低限の
手入れについて実践的に学んでいく。

学習到達
目標

犬体の造りを理解し、犬に負担がかからないように作業する意識を身に付ける。
各道具の使用方法や注意点を理解し、犬に怪我をさせないように作業を行えるようになる。
効率よく作業を行うためにその犬に合わせた保定方法を理解し、身に付ける。
ブラッシングから無駄毛のカットまでの全ての作業の工程について理解し、実践できるようになる。

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 道具の名称を覚える
実習で使用する道具の配布と使用方法・注意点

授業方法
なし

キャット科 1年 通年 必修 実習

科目種別

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 ドッググルーミング実習（1）

担当者名 髙橋　和也

実務経験
ペットサロン・ペットホテルでトリマーとして勤務
経験あり
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令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

28 後期末テスト

29 テスト返却（解答・解説）猫の遺伝についての基礎

猫の遺伝学

30 猫の遺伝についての基礎

22

マッカレルタビーについて

猫のカラーパターンについて理解する

23

24 ソリッドカラーについて

25 パーティーカラーについて

26 トーティ・シェルについて

27 アグーティータビー・その他のカラーについて

20 猫種ごとの特徴・性格 ショップで取り扱う機会の多い猫種を理解する

21 一般で飼育する事が難しい猫種 飼育が難しい猫の特徴を理解する

19 猫の避妊・去勢のメリット・デメリット 避妊・去勢について理解する

17 猫に多い病気、ズーノーシスについて
猫種ごとのに多い病気、ズーノーシスについて
理解する

18 猫種ごとのに多い病気 猫種ごとのに多い病気について理解する

15 猫のボディランゲージについて 猫と犬のボディランゲージの違い

16 猫のワクチンについて 猫のワクチンの種類・注意点

13

14 期末テスト

猫の問題行動について 猫の問題行動の種類・予防・治療方法

11 猫が食べてはいけないものについて理解する

12

猫のしつけについて

9 完全室内飼育について 完全室内飼育の重要性について理解する

10 猫の食性について理解する

7 猫を迎える時の注意点について理解する

8 猫が求める環境について理解する
猫を迎える環境

5 猫の体の作り（ヒゲ・尾）について理解する

6 猫の飼育道具について 猫を飼育する時に必要な物について理解する

猫の特徴・習性について

3 猫の体の作り（目・耳・鼻）について理解する

4
猫の体の作り（舌・四肢・肉球）について理解す
る

2 猫の歴史 世界各国での人と猫との関わり方学ぶ

授業概要
猫の基本的な特徴や習性を確実に理解することを目標に、主に教科書を使用し、足りない部分はプリントで
補うようにしている。また、単元終了後に確認プリントを行い、確実な習得を目指す。

学習到達
目標

・犬と猫の習性の違い、特徴の違いを理解しお客様に説明できるようになる。
・猫の適切な飼育方法を理解する。
・猫種ごとの特徴や性格の違いを理解し、お客様に適した猫種を紹介できるようにする。

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 オリエンテーション 本科目について理解する。

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 猫学(1)

担当者名 千葉　稚菜

実務経験

授業方法
初めての猫　飼い方・育て方

キャット科 １年 通年 必修 講義

科目種別

12



令和３年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

問題行動に対しての薬物療法について理解す
る

猫の伝達行動を理解いする

感覚器・神経系にもとづく猫の行動を理解する

猫の発育について理解する

猫のストレスを理解する

11 猫の学習行動のパターンについて 猫の学習について理解する

12 交尾行動における問題行動

15 猫の排泄の問題行動の種類 問題行動を理解する

13 摂食行動における問題行動

14 期末テスト

問題行動を理解する

10 猫の社会化の重要性、遊び行動について

7 猫の耳・鼻・ヒゲ・目の特徴、猫種ごとの特徴

8 鳴き声によるコミュニケーションについて

9

6 問題行動ごとの薬の種類と副作用について

3 猫の習性について

猫のストレスの原因・ストレスによる影響について

猫の歴史について理解する

4 猫の問題行動の種類

2 猫が野生から家畜化されどの様に行動が変化してきたか。 猫の歴史について理解する

問題行動の判別ができるようになる
5 猫の問題行動の見極め方

授業概要
教科書やプリントを使用して学習する講義授業と猫と触れ合いながらしつけの仕方を学ぶ実践授業で授業
を進めていきます。

学習到達
目標

・猫の習性について理解する
・猫の問題行動について理解する
・猫の問題行動ごとの治療方法や予防方法を理解する。

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 オリエンテーション
本科目について（到達目標・進め方）を理解す
る

授業方法
なし

キャット科 1年 後期 必修 講義

科目種別

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 猫の行動学

担当者名 山下　慈

実務経験 キャットショーの審査員として活動中

13



令和３年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

15 トレーニングについて

13 試験対策

14 期末試験

学習の仕組み、古典的条件付け

10

6 行動　（社会行動）

犬と猫のカーミングシグナルの違いを理解する

それぞれの違いを理解する。
11

12 オペラント条件付け

カーミングシグナル

行動　（個体行動・社会行動）

行動について、それぞれの違いについてなどを
理解する。

7

8

4 行動　（個体行動）
行動について、それぞれの違いについてなどを
理解する。

5

行動　（異常行動）

9

本能　（自衛本能、逃走本能、運動本能、遊戯本能）

2 本能　（社会的本能とは）

授業概要
動物がとって当たり前の行動を理解し許容することを学ぶために、行動に関して学びます。また、動物の学
習の仕組みを正しく理解することで、特定の場所や刺激が嫌われる（または好かれる）原因を考え、自身が
どのように業界人としてかかわる必要があるか考えます。

学習到達
目標

・犬の本能と行動を理解する
・犬のボディーランゲージを知り、ストレスケアにつなげる
・動物の学習の仕組みを理解し、サロンや病院等を嫌がる子への対応や特定の刺激を嫌いにさせない手
法があることを知る

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 この授業で学習すること 本科目の内容を理解する

本能について、それぞれの違いについてなどを
理解する

3

授業方法
なし

キャット科 １年 後期 必修 講義

科目種別

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 しつけ入門

担当者名 澤口　桂

実務経験 ペットショップで実務経験あり

14



令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

33 期末試験

34 教えられ上手
1年時の復習と今後の人間関係の構築の大切
さを理解する

30 正しい言葉遣い 1年時の復習も含め、適切な言葉遣いの理解

31

「人材」「人財」「人在」「人罪」について
各「じんざい」の意味を理解し、良い「じんざい」
になるための必要性の理解

32

27

税金の基礎知識について
社会人として税金の種類と身近で支払うことの
ある税金に関して知る

28

29 クレーム対応 クレーム時の対応と対策について理解する

23

冠婚葬祭について 慶事や葬儀などのマナーについて理解する

24

25

社会保障制度について 各社会保険について理解する

26

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 「AIDMA」の法則 消費者の購入意欲・段階に関して理解する

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

13

模擬面接（グループワーク）
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

14

15

16 期末試験

8 企業が求める人材について考える（グループワーク）

9

面接対策
（入退室・面接内容・ＰＲＥＰ法）

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

10

11

12

お礼状・実習報告書の作成について

5 就職活動計画書の作成 自身の目標を定め、スケジュールを決定する

6
自己分析

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 キャリガイダンスとは？　就職活動の流れ

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 求人票の見方

3 トリマーに求められる姿勢や能力

4

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授業方法
なし

キャット科 2年 通年 必修 講義

教科書

学科 学年 学期 科目種別

授業科目名 キャリアガイダンス

担当者名 千葉　稚菜・佐藤　千穂

実務経験 なし

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）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。就職活動について個人面談を定期的に行う。

学習到達
目標

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る。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、スムーズに就職活動を行えるように備
える。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る。

15



令和３年度　シラバス

単位数

1

時間数

30

時数

17 利用方法の応用 マルチワークシート、ワードとの連携

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

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

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

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

7 表検索 Hlookup関数の理解

8 表検索 Ｉｎｄｅｘ関数の理解

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

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

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

授業方法
（実教出版）

キャット科 ２年 前期 必修 実習

科目種別

教科書

３０時間でマスターＥｘｃｅｌ２０１３
学科 学年 学期

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
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令和３年度　シラバス

単位数

16

時間数

480

時数

33 期末試験

34 その他の犬種のカットについて

27

シーズー・マルチーズ・ポメラニアンなどのカット方法
シーズー・マルチーズ・ポメラニアンについて理
解する

28

29

30

31

32

21

ミニチュア・シュナウザーの特徴についての理解（容姿・骨
格）

ミニチュア・シュナウザーについて理解する

22

23

24

ミニチュア・シュナウザーの特徴についての理解（被毛・
カットスタイル）

25

26

16 期末試験

17

ケネル＆ラムクリップ方法について

プードルのカットについて理解する。

18

19

尾、下腹部、足指のクリッピング 

20

11

プードルの特徴についての理解（容姿・骨格）

プードルのカットについて理解する。

12

13

14
ケネル＆ラムクリップ方法について

15

5

皮膚に異常がある場合の対応の仕方 皮膚の異常を見極める力を身に付ける6

7

8

鋏の動かし方の確認・注意点 鋏の使い方をしっかりと理解する9

10

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーション
本科目について（到達目標・進め方）について
理解する

2

暴れる犬の抑え方、テーブルマナーについて 保定・テーブルマナーの技術を身に付ける3

4

授業概要
2人で1頭を仕上げる事を目標にし、ブラッシング・爪切りからシャンプー・カットまでを一つの作業が終わる
ごとに講師の先生から指導し直していく。また、様々な犬種のカットを学べるように毎回カルテを確認して犬
を割り振っている。

学習到達
目標

・グルーミングを行う目的を理解し、器具の名称、適切な使用方法を身に着ける。
・皮膚の異常に気付く事ができ、適切な対応を取れるようになる。
・犬種の特徴について知り、犬種ごとに合ったカットができるようにする。

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授業方法
なし

キャット科 2年 通年 必修 実習

科目種別

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 ドッググルーミング実習（２）

担当者名 髙橋　和也

実務経験
ペットサロン・ペットホテルでトリマーとして勤務
経験あり
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令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

120

時数

34 ショーキャットのカットについて
猫種ごとの特徴をより際立たせるカットの方法
を身に付ける。

31

ショーキャットのカットについて
猫種ごとの特徴をより際立たせるカットの方法
を身に付ける。

32

33 期末試験

26

担当制によるグルーミングの実施
２週間、担当の猫を自分でシャンプー等を考え
て仕上げていく。その猫種に適した方法を理解
する

27

28

29

30

22

ショーキャット用のシャンプーの仕方について

猫の毛色に合ったシャンプー選びや、カラー
シャンプーにの種類と効能を理解できるように
する。
また、ショーキャットの時のセットアップの仕方
を身に付ける。

23

24

25

17 復習

18 アメリカンカールロングヘア①

アメリカンカールロングヘアの毛質を考えて
シャンプーを選べるようになる。アメリカンロン
グヘアの特徴を生かしたセットアップができる
様になる。

19 アメリカンカールロングヘア②

20 アメリカンカールロングヘア③

21 アメリカンカールロングヘア④

15 ここまでの復習

16 期末試験

11

猫のサマーカット・部分カット
猫にバリカンをかける時の注意点と基本的な
カット方法を身に付ける

12

13

14

7
長毛（メインクーン）①
メインクーンの特徴を知る

メインクーンの毛質を考えてシャンプーを選べ
るようになる。メインクーンの特徴を生かした
セットアップができる様になる。

8
長毛（メインクーン）②
メインクーンの被毛について

9
長毛（メインクーン）③
メインクーンのシャンプーの仕方について

10
長毛（メインクーン）④
メインクーンのドライング、セットの仕方について

3
長毛（ノルウェージャンフォレストキャット）①
ノルウェージャンフォレストキャットの特徴を知る

ノルウェージャンフォレストキャットの毛質を考
えてシャンプーを選べるようになる。ノルウェー
ジャンフォレストキャットの特徴を生かしたセッ
トアップができる様になる。

4
長毛（ノルウェージャンフォレストキャット）②
ノルウェージャンフォレストキャットの被毛について

5
長毛（ノルウェージャンフォレストキャット）③
ノルウェージャンフォレストキャットのシャンプーの仕方につ

6
長毛（ノルウェージャンフォレストキャット）④
ノルウェージャンフォレストキャットのドライング、セットの仕

2 1年の復習②

授業概要
一人で一頭、長毛の猫種を仕上げられる事を目標にし一つの作業が終了した時点で講師がチェックを行い
指導していく。また、同じ猫種が当たらないように毎回、カルテを確認し様々な猫種を扱えるようにしてい
る。

学習到達
目標

・一人で1頭、長毛の猫種を仕上げられるようになる。
・猫種ごとのスタンダードに沿ったセットアップができるようになる。
・猫のカラーバリエーションを理解する。
・猫のカット（バリカン・ハサミ）を扱えるようになる。
・猫に負担をかけないグルーミング方法を身に付ける。

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 1年の復習①

授業方法
なし

キャット科 2年 通年 必修 実習

科目種別

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 キャットグルーミング実習（２）

担当者名 山下　慈

実務経験 キャットショーの審査員として活動中
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令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

120

時数

猫種ごとの説明（３．メインクーン）

25

33 期末試験

猫種ごとの説明（４．マンチカン）

26 猫種ごとの説明（５．ベンガル）

27 猫種ごとの説明（６．ペルシャ）

28 猫種ごとの説明（５．その他の猫種）

34 総まとめ

29 猫の問題行動や飼育方法について説明

猫の問題行動の対処方法や飼育方法のアド
バイスができるようになる。

30 猫の問題行動や飼育方法について説明

31 猫の問題行動や飼育方法について説明

32 猫の問題行動や飼育方法について説明

15
地域猫の現状を知り飼い主様へ伝える適切な飼育方法を
考える②

17 ここまでの復習

22 猫種ごとの説明（１．アメリカンショートヘア）

16 期末テスト

18
アジリティーを通し猫の行動を理解する
お客様への説明について①

ロールプレイングマニュアルを使用しお客様へ
の説明の仕方を身に付ける

19
アジリティーを通し猫の行動を理解する
お客様への説明について②

20
アジリティーを通し猫の行動を理解する
お客様への説明について③

アジリティーを通し猫の行動を理解する
お客様への説明について④

21

猫種ごとのお客様への説明の仕方を身に付け
る

23 猫種ごとの説明（２．スコティッシュフォールド）

24

13 猫のコントロールの仕方(アジリティー）④

14
地域猫の現状を知り飼い主様へ伝える適切な飼育方法を
考える①

11 猫のコントロールの仕方(アジリティー）②

12 猫のコントロールの仕方(アジリティー）③

9 不適切な動作を直す②

10 猫のコントロールの仕方(アジリティー）①

7 猫のフセと待て

8 不適切な動作を直す①

4 猫の社会化の重要性について

5 問題行動に対しての飼い主様へのアドバイスの仕方①

6 問題行動に対しての飼い主様へのアドバイスの仕方②

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 1年次の復習 基本的なトレーニング方法を身に付ける

2 猫の問題行動の見極め方

行動学を理解する3 問題行動学ごとの薬の種類と副作用について

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授業方法
猫の問題行動

キャット科 2年 通年 必修 講義

教科書

学科 学年 学期 科目種別

授業科目名 キャットコミュニケーション（２）

担当者名 山下　慈

実務経験 キャットショーの審査員として活動中

授業概要
座学で理論を学んでから実践という形をとっている。またキャットトレーニングやアジリティーで猫の行動学
を学ぶと同時に猫の魅力を伝える方法もグループワークなどを通し考えていく。

学習到達
目標

・猫の習性を理解する。
・飼い主様が苦しむ問題行動に対し、適切なアドバイスが行えるようになる。
・接客技術を身に付ける
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令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

34 犬のカラーリング・ネイルについて 犬のカラーリングやネイルの仕方を学ぶ

32 犬のカラーリング・ネイルについて 犬のカラーリングやネイルの仕方を学ぶ

33 期末試験

26

シニア犬のグルーミングについて
シニア犬のグルーミングの仕方、扱い方や気
を付けるべきことを理解する

27

28

29

犬のオーラルケアについて
犬の口腔内について学び、オーラルケアにつ
いて理解する

30

31

22

プードル、ヨークシャー・テリア、アメリカン・コッカ―など各
犬種のかかりやすい病気について

各犬種のグルーミングの際に出会いやすい病
気について理解し、早期発見できるように学ぶ

23

24

25

17

ウェスティについて
用途・毛色・被毛・スタンダード・ペットクリップ
について理解する

18

16 期末試験

19

プードル、ヨークシャー・テリア、マルチーズ、アメリカン・
コッカ―、シーズーの様々なペットカット、アレンジカット、デ
ザインカットについて

各犬種の様々なカットを理解する20

21

7
プードルのアレンジカットについて 様々なアレンジカットについて学ぶ

8

9
シュナウザーについて

用途・毛色・被毛・スタンダード・ペットクリップ
について理解する

10

11

ビションフリーゼについて12

13

14
アメリカンコッカ-について

15

3

プードルについて
ラムクリップ、テディベアカット、その他ショーク
リップについて理解する

4

5

6

2 1年次の総復習

授業概要
プリントや写真、図などを用い、犬種ごとのスタンダードを身に付けた上で、カットスタイルについて講義の
中で学んでいく。座学で学習した事をグルーミング実習で実践できるように進めている。

学習到達
目標

・トリミング犬種のスタンダード、ペット・クリップ、性格、被毛、毛色、健康管理について理解できるようにす
る。
・上記を理解した上で必要な道具の正しい使用方法を理解できるようにする。
・犬種ごとのライン、シザーワーク、クリッピングワークを学び、犬種別のトリミング方法と応用するペットク
リップを身に付ける。

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 オリエンテーション
本科目について（到達目標・進め方）について
理解する

授業方法
最新ドッググルーミングマニュアル

公認トリマー教本
キャット科 2年 通年 必修 講義

科目種別

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 ドッググルーミング学（２）
担当者名 髙橋　和也

実務経験
ペットサロン・ペットホテルでトリマーとして勤務
経験あり
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令和３年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

17 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

14
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
実践して学ぶ15

16 期末試験

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

13

4
ダックスフンドについて

特徴や販売する際の注意点を学ぶ

5

6
チワワについて

7

8
トイ・プードルについて

9

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。
授業毎にプリントを配布することや実際に商品に触れつつ授業を行うことで知識の習得を目指していく。商
品だけではなく、ペットショップにおいて生体（犬猫）の販売をする際の注意点についても学んでいく。

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（ダックス・チワワ・プードル）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

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

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

キャット科 ２年 前期 必修 講義

科目種別

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 ペットショップ販売学

担当者名 千葉　雅司

実務経験 総合ペットショップで勤務経験あり
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令和３年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

16 期末試験

17 今までの復習と子猫の健康管理について

14 雌猫のアフターケア・妊娠中の栄養・健康管理について
交配の過程、妊娠中の健康管理について理解
する

15 出産のリスクについて 出産のリスクについて理解する

12 生殖のストレス・雌猫の繁殖障害
繁殖の問題について理解する

13 交尾の拒否・身体的な異常・先天的な奇形

7 季節性発情・性成熟期・交配適期について

交配の時期について理解する

8 猫と犬の発情の違い

9 論理的な交配時期

10 人工的な発情誘起

11 発情の防止・休止期・無発情期について

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 猫の繁殖の仕組みについて 繁殖の目的について考える

2 健康状態と栄養状態について

繁殖猫の選択と健康状態について理解する

3 品種の標準規格の比較・品種の遺伝学について

4 雌猫の選択と検査・気質

5 繁殖動物に必要な栄養について

6 種雄の選択について

授業概要
教科書やプリントをしようし講義で身につけていく。単元毎に復習プリントや確認プリントを実施し、理解が足
りない箇所は復習を行い確実な知識を身につけていく。

学習到達
目標

・猫と犬の繁殖の違いを理解する。
・繁殖する目的とリスクを理解する。
・猫の状態に合わせた健康管理を理解できるようにする。

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授業方法
なし

キャット科 ２年 後期 必修 講義

科目種別

教科書

学科 学年 学期

授業科目名 猫の繁殖学

担当者名 山下　慈

実務経験 キャットショーの審査員として活動中
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令和３年度　シラバス

単位数

4

時間数

60

時数

34 今までの復習

31 猫に必要な栄養素とその働き

栄養学について理解する

32 離乳食について・離乳食の作り方・与え方

33 期末試験

28 ここまでの確認テスト

29 毛色に関連した遺伝子記号について

遺伝子について理解する

30 毛色以外の遺伝子記号について

24 ブリーダーの役割、繁殖方法について

繁殖についての規則とルールを理解する

25 交配の時期・妊娠の特徴・出産の準備

26 メンデルの法則・優性の法則について

遺伝について理解する

27 遺伝に関する用語について

21 ここまでの確認テスト

22

CFAで公認されていない猫種と理由
公認されていない猫種の理由と特徴を理解す
る。

23

18 キャットショーの意義について

キャットショーについて理解する19 クラス分けについて、審査方法について、タイトルについて

20 審査の進め方・見学のマナーについて

16 期末試験

17 ここまでの復習

13 ノルウェージャンフォレストキャット・オシキャット

14 ペルシャ・ラグドール・スコティッシュフォールド

15 ここまでの復習

9 ここまでの復習

10 エジプシャンマウ・ヨーロピアンバーミーズ

猫種ごとのスタンダードについて理解する

11 エキゾチックショートヘア・ジャパニーズボブテール

12 ラパーマ・メインクーン・マンクス

5 アビシニアン・アメリカンショートヘア、アメリカンカール

猫種ごとのスタンダードについて理解する
6 アメリカンボブテール・ブリティッシュショートヘア・ボンベイ

7 バーマン・バーミーズ・シャルトリュー

8 コーニッシュレックス・デボンレックス

3 コンディションの意味について コンディションについて理解する

4 猫の体の部位の名称 猫の体の部位の名称を理解する

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーション
本科目について（到達目標・進め方）について
理解する

2 ショーキャットにおけるスタンダードについて スタンダードについて理解する

評価方法 評価は100点法と4段階法の併用。

授業方法
スタンダード

キャット科 2年 通年 必修 講義

教科書

学科 学年 学期 科目種別

授業科目名 猫学（２）

担当者名 山下　慈

実務経験 キャットショーの審査員として活動中

授業概要
ショースタンダードを使用し猫種ごとの違いを座学で学習していく。また、生体がいる場合には直接学生に
見て触れてもらい理解できるようにしている。また、実際に見る事ができない猫種に関しては視覚教材やプ
リントなどを使用して授業を進めている。

学習到達
目標

・猫種ごとのスタンダード（標準体型）を理解する。
・猫種ごとの性格・習性の違いを理解する。
・上記を理解した上でお客様に合った猫種を紹介できるようにする。
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令和３年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

17 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

14 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

15

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

16

12 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

13 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

9 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

10
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

11

6 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

7
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

8

4 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

5 感染症について 犬猫のウイルス性感染症について学ぶ

2
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

3

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。

授業方法
わかる犬の病気

キャット科 ２年 前期 必修 講義

科目種別

教科書

学科 学年 学期

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 動物病院開業２５年、専門学校非常勤講師暦２２年
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令和３年度　シラバス

単位数

2

時間数

30

時数

17 試験返却と解答解説

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

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

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

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

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

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

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

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

授業方法
配布資料（プリント）

キャット科 ２年 後期 必修 講義

科目種別

教科書

教科書は使用しない
学科 学年 学期

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。
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