
専門科目 １学年 実習 570時間 19単位 前期・後期

1 ～ 5

6 ～ 10

11 ～ 15

16 ～ 20

21 ～ 25

26 ～ 30

31 ～ 35

36 ～ 40

41 ～ 45

46 ～ 50

51 ～ 55

56 ～ 60

61 ～ 65

66 ～ 70

71 ～ 75

76 ～ 80

81 ～ 85

86 ～ 90

91 ～ 95

96 ～ 100

101 ～ 105

106 ～ 110

111 ～ 115

評価基準 実習態度：２０％、前期実技試験：３０％、後期実技試験：５０％

テキスト

回数 教程 教程内容

実務経験のある教員等による授業科目：柴田貴志（ドッグスクール経営）・吽野香織（訓練所・ブリーディング）
具体的な実務経験内容：ドッグトレーナーを職業とするにあたって必要となる技術や知識の重要さを実際に経験しており、また飼い
主へのアドバイスの仕方も指導することが出来る。

訓練実習Ⅰ

目的及び 留意点

動物の管理方法、特に伴侶動物である犬のしつけの重要性と実践方法を学び、犬
の飼育におけるしつけの重要性を知る。
担当教員はしつけ教室等を経営している、その経験に基づいて授業を展開し、家
庭犬訓練士初級のライセンス取得を目指す。

評価方法 実習態度、実技試験

訓練実習Ⅰ（４） 服従訓練（１）

訓練実習Ⅰ（５） 服従訓練（２）

訓練実習Ⅰ（６） 服従訓練（３）

訓練実習Ⅰ（１） 犬の扱い方の訓練実習

訓練実習Ⅰ（２） 犬とのコミュニケーションの実習１

訓練実習Ⅰ（３） 犬とのコミュニケーションの実習２

訓練実習Ⅰ（１０） 服従訓練（７）

訓練実習Ⅰ（１１） 服従訓練（８）

訓練実習Ⅰ（１２） 服従訓練（９）

訓練実習Ⅰ（７） 服従訓練（４）

訓練実習Ⅰ（８） 服従訓練（５）

訓練実習Ⅰ（９） 服従訓練（６）

訓練実習Ⅰ（１６） 服従訓練（１２）

訓練実習Ⅰ（１７） 服従訓練（１３）

訓練実習Ⅰ（１８） 服従訓練（１４）

訓練実習Ⅰ（１３） 服従訓練（１０）

訓練実習Ⅰ（１４） 服従訓練（１１）

訓練実習Ⅰ（１５） アジリティ競技実習（１）

訓練実習Ⅰ（２２） 服従訓練（１８）

訓練実習Ⅰ（２３） 服従訓練（１９）

訓練実習Ⅰ（１９） 服従訓練（１５）

訓練実習Ⅰ（２０） 服従訓練（１６）

訓練実習Ⅰ（２１） 服従訓練（１７）



116 ～ 120

121 ～ 125

126 ～ 130

131 ～ 135

136 ～ 140

141 ～ 145

146 ～ 150

151 ～ 155

156 ～ 160

161 ～ 165

166 ～ 170

171 ～ 175

176 ～ 180

181 ～ 185

186 ～ 190

191 ～ 195

196 ～ 200

201 ～ 205

206 ～ 210

211 ～ 215

216 ～ 220

221 ～ 225

226 ～ 230

231 ～ 235

236 ～ 240

241 ～ 245

246 ～ 250

251 ～ 255

256 ～ 260

261 ～ 265

266 ～ 270

271 ～ 275

276 ～ 280

281 ～ 285

訓練実習Ⅰ（２４） 服従訓練（２０）

訓練実習Ⅰ（２８） 服従訓練（２３）

訓練実習Ⅰ（２９） 服従訓練（２４）

訓練実習Ⅰ（３０） 服従訓練（２５）

訓練実習Ⅰ（２５） アジリティ競技実習（２）

訓練実習Ⅰ（２６） 服従訓練（２１）

訓練実習Ⅰ（２７） 服従訓練（２２）

訓練実習Ⅰ（３４） 服従訓練（２９）

訓練実習Ⅰ（３５） アジリティ競技実習（３）

訓練実習Ⅰ（３６） 服従訓練（３０）

訓練実習Ⅰ（３１） 服従訓練（２６）

訓練実習Ⅰ（３２） 服従訓練（２７）

訓練実習Ⅰ（３３） 服従訓練（２８）

訓練実習Ⅰ（４０） 服従訓練（３４）

訓練実習Ⅰ（４１） 服従訓練（３５）

訓練実習Ⅰ（４２） 服従訓練（３６）

訓練実習Ⅰ（３７） 服従訓練（３１）

訓練実習Ⅰ（３８） 服従訓練（３２）

訓練実習Ⅰ（３９） 服従訓練（３３）

訓練実習Ⅰ（４６） 服従訓練（３９）

訓練実習Ⅰ（４７） 服従訓練（４０）

訓練実習Ⅰ（４８） 服従訓練（４１）

訓練実習Ⅰ（４３） 服従訓練（３７）

訓練実習Ⅰ（４４） 服従訓練（３８）

訓練実習Ⅰ（４５） アジリティ競技実習（４）

訓練実習Ⅰ（５２） 服従訓練（４５）

訓練実習Ⅰ（５３） 服従訓練（４６）

訓練実習Ⅰ（５４） 服従訓練（４７）

訓練実習Ⅰ（４９） 服従訓練（４２）

訓練実習Ⅰ（５０） 服従訓練（４３）

訓練実習Ⅰ（５１） 服従訓練（４４）

訓練実習Ⅰ（５５） アジリティ競技実習（５）

訓練実習Ⅰ（５６） しつけ教室実習（１）（ロールプレイ）

訓練実習Ⅰ（５７） 服従訓練（４８）



286 ～ 290

291 ～ 295

296 ～ 300

301 ～ 305

306 ～ 310

311 ～ 315

316 ～ 320

321 ～ 325

326 ～ 330

331 ～ 335

336 ～ 340

341 ～ 345

346 ～ 350

351 ～ 355

356 ～ 360

361 ～ 365

366 ～ 370

371 ～ 375

376 ～ 380

381 ～ 385

386 ～ 390

391 ～ 395

396 ～ 400

401 ～ 405

406 ～ 410

411 ～ 415

416 ～ 420

421 ～ 425

426 ～ 430

431 ～ 435

436 ～ 440

441 ～ 445

446 ～ 450

451 ～ 455

訓練実習Ⅰ（５８） 服従訓練（４９）

訓練実習Ⅰ（５９） 服従訓練（５０）

訓練実習Ⅰ（６０） 服従訓練（５１）

訓練実習Ⅰ（６４） 服従訓練（５５）

訓練実習Ⅰ（６５） アジリティ競技実習（６）

訓練実習Ⅰ（６６） しつけ教室実習（２）（ロールプレイ）

訓練実習Ⅰ（６１） 服従訓練（５２）

訓練実習Ⅰ（６２） 服従訓練（５３）

訓練実習Ⅰ（６３） 服従訓練（５４）

訓練実習Ⅰ（７０） 服従訓練（５９）

訓練実習Ⅰ（７１） 服従訓練（６０）

訓練実習Ⅰ（７２） 服従訓練（６１）

訓練実習Ⅰ（６７） 服従訓練（５６）

訓練実習Ⅰ（６８） 服従訓練（５７）

訓練実習Ⅰ（６９） 服従訓練（５８）

訓練実習Ⅰ（７６） しつけ教室実習（３）（ロールプレイ）

訓練実習Ⅰ（７７） 服従訓練（６４）

訓練実習Ⅰ（７８） 服従訓練（６５）

訓練実習Ⅰ（７３） 服従訓練（６２）

訓練実習Ⅰ（７４） 服従訓練（６３）

訓練実習Ⅰ（７５） アジリティ競技実習（７）

訓練実習Ⅰ（８２） 服従訓練（６９）

訓練実習Ⅰ（８３） 服従訓練（７０）

訓練実習Ⅰ（８４） 服従訓練（７１）

訓練実習Ⅰ（７９） 服従訓練（６６）

訓練実習Ⅰ（８０） 服従訓練（６７）

訓練実習Ⅰ（８１） 服従訓練（６８）

訓練実習Ⅰ（８８） 服従訓練（７３）

訓練実習Ⅰ（８９） 服従訓練（７４）

訓練実習Ⅰ（９０） 服従訓練（７５）

訓練実習Ⅰ（８５） アジリティ競技実習（８）

訓練実習Ⅰ（８６） しつけ教室実習（４）（ロールプレイ）

訓練実習Ⅰ（８７） 服従訓練（７２）

訓練実習Ⅰ（９１） 服従訓練（７６）



456 ～ 460

461 ～ 465

466 ～ 470

471 ～ 475

476 ～ 480

481 ～ 485

486 ～ 490

491 ～ 495

496 ～ 500

501 ～ 505

506 ～ 510

511 ～ 515

516 ～ 520

521 ～ 525

526 ～ 530

531 ～ 535

536 ～ 540

541 ～ 545

546 ～ 550

551 ～ 555

556 ～ 560

561 ～ 565

566 ～ 570

訓練実習Ⅰ（９４） 服従訓練（７９）

訓練実習Ⅰ（９５） アジリティ競技実習（９）

訓練実習Ⅰ（９６） しつけ教室実習（５）（ロールプレイ）

訓練実習Ⅰ（９２） 服従訓練（７７）

訓練実習Ⅰ（９３） 服従訓練（７８）

訓練実習Ⅰ（１００） 服従訓練（８３）

訓練実習Ⅰ（１０１） 服従訓練（８４）

訓練実習Ⅰ（１０２） 服従訓練（８５）

訓練実習Ⅰ（９７） 服従訓練（８０）

訓練実習Ⅰ（９８） 服従訓練（８１）

訓練実習Ⅰ（９９） 服従訓練（８２）

訓練実習Ⅰ（１０６） しつけ教室実習（６）（ロールプレイ）

訓練実習Ⅰ（１０７） 服従訓練（８８）

訓練実習Ⅰ（１０８） 服従訓練（８９）

訓練実習Ⅰ（１０３） 服従訓練（８６）

訓練実習Ⅰ（１０４） 服従訓練（８７）

訓練実習Ⅰ（１０５） アジリティ競技実習（１０）

ライセンス対策Ⅰ ライセンス対策（１）

ライセンス対策Ⅱ ライセンス対策（２）

ライセンス対策Ⅲ ライセンス対策（３）

訓練実習Ⅰ（１０９） 服従訓練（９０）

訓練実習Ⅰ（１１０） 服従訓練（９１）

訓練実習Ⅰ（１１１） 服従訓練（９２）


