
グルーマー学Ⅰ  

PSコース専門科目 1年 前期・後期 20時間 2単位 講義 

講師 佐山百合子 内田英和 森香 鈴木彩乃 

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【佐山百合子含む 4名】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  １年生ペットスタイリストコース 

学習目標  日常のモデルドッグに多いカットスタイルについて学び、トリミング実

習に活かせるようにする。プードルの歴史を学び、ライセンス試験課題

のケネル＆ラムクリップの必要性を理解し、カットスタイルを学ぶ。ま

た、トリマーとして知っておきたい病気について学ぶ。 

学 ひ ゙の キーワード  シザー、コーム、ポメラニアン、カットスタイル、柴犬カット、ケネル

＆ラムクリップ、スタンダード、顔のカット、四肢のカット、受付業

務、トリマー 

病気 皮膚病 カイセン 目 耳 

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

事前に教科書を通読しておくことが望ましい。講義した内容は必ずノー

ト・教科書で復習しておくこと 

授業方法  全ての講義はホワイトボードを利用し板書される。必要に応じて資料・

パワーポイントの説明が付属。人形や実際に道具を用いて講義をするこ

ともある。原則として学習深度をはかるため学期末試験を設ける。授業

内容はスケジュールの都合により入れ替わる場合もある。 

成績評価基 準  試験において、学びのキーワードを理解していること。講義への出席

30％、期末試験 70％で評価する。授業内容はスケジュールの都合によ

り入れ替わる場合もある。 

備 考  

 

授業回数 

 

1  シザー種類と名称、シザーとコームの正しい持ち方と使用法について解

説する。 

2 サマーカットについて解説する。 

（クリッパーの正しい使用法） 

3/4 サマーカットの実演。 

5/6 受付業務について内容の解説をする。 

7/8 プードルのペットカット／四肢のカットスタイル数種類の解説と実践。 



9/10/11 プードルのペットカット／顔のカット数種類の解説と実演。 

12/13 咬む犬の心理とその対策と保定について解説する。 

14/15 プードルのスタンダードを解説する。 

16/17 試験課題、プードルのケネルクリップについて解説する。 

18/19 講義実習 プードルのケネルクリップを実演する。 

20 試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



グルーマー学Ⅱ  

PSコース専門科目 2年 前期・後期 60時間 4単位 講義 

講師 佐山百合子 内田英和 森香 鈴木彩乃  

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【佐山百合子含む 4名】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  ペットスタイリストコース２年 

学習目標  トリミングにおいて、犬への負担を軽減するための時間短縮について学

び、応用できるようにする。また、いくつかのトリミング犬種につい

て、犬種の歴史・沿革を学び、犬種の理解を図り、トリミングの必要性

と特色について理解を深めトリミング実習に役立てる。また、ライセン

ス試験課題のケネル＆ラムクリップの完成度を高める。 

学 び ゙の キーワード  タイムセービング アタッチメントコーム スピードドライ 

スタンダード カット手順 マショマロ アメリカタイプ 

ヨーロッパタイプ プラッキング ナイフ 剛毛 ストリッピング ス

テージ スイニングシザー ケネル＆ラッムクリップ 

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

事前にスタンダード図鑑や教本を通読しておくことが望ましい。 

授業方法  全ての講義はホワイトボードに板書される。必要に応じて資料料、パワ

ーポイントの説明が付属。実際のモデルドッグをカットし講義する。ま

た、学生にはウィッグドックを利用しての演習がある。授業内容はスケ

ジュールの都合により入れ替わる場合もある。 

成績評価基準  試験において、学びのキーワードを理解していること。講義への出席

30％、試験 70％で評価する。授業内容はスケジュールの都合により入れ

替わる場合もある。 

備 考  

 

授業回数 

 

1  タイムセービングトリミングの理論とカットの手順について解説する。 

2/3 講義実習①タイムセービングトリミングを実演し、理解を深める。 

4/5 ビション・フリーゼ／スタンダードとカット手順について解説する。 

6/7/8 講義実習②ビション・フリーゼのトリミングを実演し、カットスタイル

の理解を深める。 



9/10 プードルのスタンダードについて解説する。 

11/12 プードルのカラーブリーディングについて解説する。 

13 プードルのケネルクリップについて解説する。（復習） 

14/15 モデルドッグで演習し理解を深める。 

16/17 プードルのショークリップについて解説する。 

18/19/20/21 パピーセカンドクリップについて解説する。 

講義実習③パピーセカンドを実演し、カットスタイルの理解を深める。 

22/23/24/25 コンチネンタルクリップについて解説する。 

講義実習④コンチネンタルを実演しカットスタイルの理解を深める。 

 

26/27/28 ベトリントンテリア／スタンダードとカットの手順を解説する。 

29/30/31 講義実習⑤ベトリントンテリアのトリミングの実演し、カットスタイル

の理解を深める 

32/33 ケリーブルーテリア/スタンダードとカット手順について解説する。 

34/35 講義実習⑥ケリーブルーテリアのトリミングを実践し、カットスタイルの

理解を深める。 

36/37/38 トリマーだから知っておきたい病気Ⅰ 

39/40 

41/42/43 

プラッキング理論について解説する。 

講義実習⑦プラッキングの実践 

44/45 

 

スプリンガースパニエルのスタンダードとスイニングシザーによるカッ

ト手順について解説する。 

46/47 講義実習⑦スプリンガースパニエルのトリミングを実演し、カットスタイ

ルの理解を深める。 

48/49 

50/51/52 

ケネルクリップ復習 

ＪＫＣライセンス学科試験対策授業 

53/54/55 トリマーだから知っておきたい病気Ⅱ 

56/57/58/59 

 

ペットクリップ・ペットカットのバラエティーについて解説する。 

サマーマイアミ、ダッチクリップ、ファーストコンチネンタルなど 

 

60 試験 

 

 

 

 

 

 

 



ドッグエステティック学Ⅰ 

PSコース専門科目 1年・2年 後期・前期 24時間 1単位 講義 

講師 佐山百合子 森香 内田英和 

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【佐山百合子含む 3名】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  ペットスタイリストコース 1年 

学習目標  ドッグエステの理論を理解し、基礎知識を身に付ける。トリミング実習

に応用できるようにする。 

学 ひ ゙の キーワード  皮膚 被毛 シャンプー 界面活性剤 等電域 ペーハー 弱酸性  

コンディショナー  オーラルケア 歯石 歯ブラシ 

ゼオライト マッド 粒子 ハーブ 効果 乾燥 皮膚トラブル アロ

マ 拒否反応 マッサージ 

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

講義した内容を必ず復習しておくこと 

授業方法  パワーポイントを用いて行う。必要に応じて追加の資料が配布。日本動

物専門学校協会のドッグエステティシャンベーシックのライセンス資格

の取得を目指す。 

成績評価基 準  出席率 30％、ライセンス試験の点数を持って評価する。 

備 考  

 

授業回数 

 

1  皮膚と被毛について解説する。 

2  シャンプー理論について解説する。 

3  肉球について解説し、トリートメントの方法を解説する。 

オーラルケアーについて解説する。 

4  トリートメント：マッドとハーブについて解説する。 

5  講義実習①マッドとハーブのトリートメントの手順について解説する。 

6      〃 

7  トリートメント：アロマについて解説する。 

8  講義実習②アロマトリートメントの手順について解説する。 

9           〃 

10  その他、エステにかかわる製品について解説する。 



11  簡易マッサージについて解説する。 

12  マッサージ実習をし、理解を深める。 

トリミング実習時にドッグエステのメニューを取り入れる。 

13～16 カラーリング：ビビットカラーシステムに使用する商材の性質と特徴、

及び使用方法を解説する。また、アレルギーについても解説する。 

 

17～19 カラーリング実習：モデルドッグを使用して、実際にサロンで人気のあ

るメニューに取り組む。 

 

20～22 カラーリング実習：モデルドッグを使用して、実際にサロンで人気のあ

るメニューに取り組む。 

23～24 カラーリング：レストレーションシステムに使用する商材の性質と特

徴、及び使用方法について解説する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ドッグエステティック学Ⅱ 

PSコース専門科目 2年 前期 12時間 1単位 講義 

講師 佐山百合子 

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【佐山百合子】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  ペットスタイリストコース 2年 

学習目標  カラーリングの商材の性質や特徴を理解し、犬への負担の軽減に努め実

践に応用できるようにする。 

学 ひ ゙の キーワード  ビビットカラー 化学反応 キューティクル 色相 補色  パッチテ

スト レストレーションカラー カラーチャート  

アレルギー  

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

講義した内容を必ず復習しておくこと 

授業方法  パワーポイントを用いて行う。必要に応じて追加の資料が配布。日本動

物専門学校協会のドッグエステティシャン・アドバンスのライセンス資

格の取得を目指す。 

成績評価基 準  出席率３０％とライセンス試験の点数をもって評価する。 

備 考  

 

授業回数 

 

1・2 カラーリング：ビビットカラーシステムに使用する商材の性質と特徴、

及び使用方法を解説する。 

また、アレルギーについても解説する。 

3・4・5・6 カラーリング実習：モデルドッグを使用して、実際にサロンで人気のあ

るメニューに取り組む。 

7・8 カラーリング：レストレーションシステムに使用する商材の性質と特

徴、及び使用方法について解説する。 

9・10・11・12 カラーリング実習：モデルドッグを使用して、レッド、アプリコット、

ブラウンなどレストレーションカラーの実習を行う。 

 

 



トリミング実習Ⅰ 

PSコース専門科目 1年 前期 193時間 7単位 実習 必修 

講師 佐山百合子 森香 内田英和 大田ひとみ 鈴木彩乃 冨山幹太 

実務経験のある授業科

目 

有 

実務経験の内容 【佐山百合子含む講師 6名】 

トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  ペットスタイリストコース 1年 

学習目標  ペットスタイリスト入門Ⅰで身に付けた基礎をもとに、スピーディかつ

丁寧なグルーミングを心掛け、（一社）NAVAトリマー3級ライセンスの

取得を目指す。 

学 ひ ゙の キーワード  ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪切り、肛門腺し

ぼり、シャンプー、リンス、ブロー、ハサミ、アタッチメントコーム、

カット、ライセンス、 

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

ペットスタイリスト入門Ⅰで学んだ事をよく復習しておくこと 

授業方法  実際に手本を見せながら指導していく 

成績評価基準  試験において、学びのキーワードを理解していること。実習への出席

30％、期末試験 70%で評価する。 

備 考  授業内容は、スケジュールの都合により入れ替わる場合もある。 

授業内容は、個々の技量により変更することがある 

授業回数 授業内容は、スケジュールの都合により入れ替わる場合もある。 

授業内容は、個々の技量により変更することがある 

4月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、アタッチメントコーム使い方、受付対応 

5月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、受付対応 

6月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足



回りカット、後肢・前肢カット、ボディカット、耳・尾カット、受付対

応 

7月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、ボディカット、耳・尾カット、受付対

応 

9月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、ボディカット、耳・尾カット、受付対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



トリミング実習Ⅱ 

PSコース専門科目 1年 後期 394時間 13単位 実習 必修 

講師 佐山百合子 森香 内田英和 大田ひとみ 鈴木彩乃 冨山幹太 

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【佐山百合子含む 6名】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  ペットスタイリストコース 1年 

学習目標  トリミング実習Ⅰで身に付けた基礎をもとに、スピーディかつ丁寧なグ

ルーミングを心掛ける。 

（一社）JKCトリマーC級ライセンス、（一社）NAVAトリマー１級ライ

センスの取得を目指す。 

学 ひ ゙の キーワード  ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪切り、肛門腺し

ぼり、シャンプー、リンス、ブロー、ハサミ、アタッチメントコーム、

カット、ライセンス、 

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

トリミング実習Ⅰで学んだ事をよく復習しておくこと 

授業方法  実際に手本を見せながら指導していく 

成績評価基準  試験において、学びのキーワードを理解していること。実習への出席

30％、期末試験 70%で評価する。 

備 考  授業内容は、スケジュールの都合により入れ替わる場合もある。 

授業内容は、個々の技量により変更することがある 

授業回数 

 

9月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、アタッチメントコーム使い方、受付対

応 

10月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、ボディカット、耳・尾カット、受付対

応 

11月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足



回りカット、後肢・前肢カット、ボディカット、耳・尾カット、受付対

応 

12月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、ボディカット、耳・尾カット、受付対

応 

1月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、ボディカット、耳・尾カット、受付対

応 

2月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、ボディカット、耳・尾カット 

3月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、ボディカット、耳・尾カット、受付対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



トリミング実習Ⅲ 

PSコース専門科目 2年 前期 402時間 13単位 実習 必修  

講師 佐山百合子 森香 内田英和 大田ひとみ 鈴木彩乃 冨山幹太 

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【佐山百合子含む 6名】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  ペットスタイリストコース 2年 

学習目標  トリミング実習Ⅱで身に付けた基礎をもとに、スピーディかつ丁寧なグ

ルーミングを心掛ける。 

JKCトリマーC級ライセンス、NAVAトリマー１級ライセンスの取得を目

指す。 

学 ひ ゙の キーワード  ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪切り、肛門腺し

ぼり、シャンプー、リンス、ブロー、ハサミ、足回りカット、後肢・前

肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカット、受付、ケネル＆ラ

ムクリップ 

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

トリミング実習Ⅱで身に付けたことを復習しておくこと 

授業方法  実際に手本を見せながら指導していく 

成績評価基準  試験において、学びのキーワードを理解していること。実習への出席

30％、期末試験 70%で評価する。 

備 考  授業内容は、スケジュールの都合により入れ替わる場合もある。 

授業内容は、個々の技量により変更することがある 

授業回数 

 

4月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

5月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

6月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足



回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

7月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

9月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



トリミング実習Ⅳ 

PSコース専門科目 2年 後期 413時間 14単位 実習 必修 

講師 佐山百合子 森香 内田英和 大田ひとみ 鈴木彩乃 冨山幹太 

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【佐山百合子含む 6名】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  ペットスタイリストコース 

学習目標  トリミング実習Ⅱで身に付けた基礎をもとに、スピーディかつ丁寧なグ

ルーミングを心掛ける 

JKCトリマーC級ライセンス、NAVAトリマー１級ライセンスの取得を目

指す 

学 ひ ゙の キーワード  ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪切り、肛門腺し

ぼり、シャンプー、リンス、ブロー、ハサミ、足回りカット、後肢・前

肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカット、受付、ケネル＆ラ

ムクリップ 

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

トリミング実習Ⅱ・Ⅲで身に付けたことを復習しておくこと 

授業方法  実際に手本を見せながら指導していく 

成績評価基準  試験において、学びのキーワードを理解していること。実習への出席

30％、期末試験 70%で評価する。 

備 考  授業内容は、スケジュールの都合により入れ替わる場合もある。 

授業内容は、個々の技量により変更することがある 

授業回数 

 

9月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

10月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 



11月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

12月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

1月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

2月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

3月 グルーミング（ブラッシング、コーミング、耳掃除、クリッピング、爪

切り、肛門腺しぼり）シャンプー、リンス、ブロー、ハサミの練習、足

回りカット、後肢・前肢カット、耳・尾カット、顔カット、ボディカッ

ト、受付対応、ケネル＆ラムクリップの練習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ハンドリング学  

PSコース専門科目 2年前期・後期 5時間 1単位 講義 

講師 佐山等・佐山百合子・内田英和 

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【佐山等】諸外国・日本国内のドッグショーにおけるハンドリング（犬

の表現）及びジャッジ（審査員）業務 

【佐山百合子含む 2名】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  ペットスタイリストコース 2年 

学習目標  ドッグショーについて学び、ハンドラーとは？ ハンドリングとは？実

際のモデルドッグを使用して体験し、犬とのコミュニケーションの方法

を知る。 

学 ひ ゙の キーワード  ドッグショー ハンドラー ハンドリング 審査員 タイプ サウンド

ネス クオリティ バランス コンデション ショーマンシップ 

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

講義内容は復習する。また、講義で習得したことをトリミング実習でも

応用する。 

授業方法  板書による講義と必要に応じてパワーポイントやビデオの視聴 

また実際のモデルドッグを使用しての講義 

成績評価基 準  出席率３０％と期末試験の結果７０％で評価する。 

備 考  

 

授業回数 

 

1  ドッグショーにおいて審査員は何を見ようとしているにか解説する。 

2  ハンドリングとは何か、解説する。 

3  モデルドッグを使用して、ハンドリングについて解説する。 

4  ドッグショーのビデオ観戦 

5  ハンドリング学科試験 
  

  

 

 



ペットサロン学  

PSコース専門科目 2年 前期 12時間 1単位 講義 

講師 佐山百合子 内田英和 森香 

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【佐山百合子含む 3名】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  ペットスタイリストコース２年 

学習目標  ペットショップに係る業務内容を把握し、研修時に役立てる。 

学 ひ ゙の キーワード  ペットショップ トリミング ホテル 管理 仕入れ 健康 

規約 仔犬 フード 用品 顧客管理 飼育相談 犬種 

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

講義の内容を復習しておくこと。 

授業方法  板書による解説。必要に応じてプリントを配布する。 

スケジュールにより授業は入れ替わることもある。 

成績評価基 準  出席率 30％と期末試験の結果 70％で判断 

備 考  

 

授業回数 

 

1  ペット産業のしくみとペットショップに係る仕事の内容について解説す

る。 

2  トリミング業務について解説する。 

3 ホテル業務について解説する。 

4  トリミング規約、ホテル規約、その他、管理表について解説する。 

5  ペットの仕入れ方法と健康チェックの方法について解説する。 

6  在庫生体の管理について解説する。 

7  在庫生体の管理について解説する。 

8  在庫生体の管理について解説する。 

9  「子犬飼育説明書」について解説する。 

10  フード・用品の仕入れについて解説する。 

11  ポップ公告の意義と作成について解説する。 

12 顧客管理について解説する。 



13 飼育相談について解説する。 

14 学科試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



就職対策実践講座Ⅰ  

PSコース専門科目 １年後期  28時間 1単位 実習 必修 

講師 森香・内田英和 

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【森香含む 2名】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  １年生 PSコース 

学習目標  オープンキャンパスを通して、就職対策講座で学んだ接遇対応を実践

し、社会で通用する技術を学び、サービス精神を理解する。 

学 ひ ゙の キーワード  接遇 接客 あいさつ 言葉遣い ノンバーバルコミュニケーション  

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

オープンキャンパスの事前情報を確認しておくこと。 

終了後に設定した課題の自己評価を行うこと。評価はレポートとして提

出をする。 

授業方法  オープンキャンパスへの参加を授業としている。オープンキャンパス終

了後にレポートを担当教員へ提出すること。 

成績評価基準  出席 30％。レポート提出・実習内容評価 70％で評価する。授業内容は、

スケジュールの都合により入れ替わる場合もある。 

備 考  

 

授業回数 

 

1 回 挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践  

2 回 挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践  

3 回 挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 報告 連絡 相談 

4 回 挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 報告 連絡 相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



就職対策実践講座Ⅱ  

PSコース専門科目 2年前期・後期 63時間 2単位 実習 必修 

講師 森香・内田英和 

実務経験のある教員等

による授業科目 

有 

実務経験の内容 【森香含む 2名】トリミングサロンにおけるトリミング業務 

学科・クラス指定等  ２年生 ペットスタイリストコース 

学習目標  就職対策実践講座Ⅰから、更に仲間同士でのコミュニケーション、教員

（上司に相当）とのコミュニケーションを通して、社会での自分自身の

立場を理解しながら目的を果たせるか実践を通して習得する。 

学 ひ ゙の キーワード  接遇 接客 あいさつ 言葉遣い ノンバーバルコミュニケーション 

院内コミュニケーション 

準備学習及び復習の内

容・履修条件  

オープンキャンパスの事前情報を確認しておくこと。 

終了後に設定した課題の自己評価を行うこと。評価はレポートとして提

出をする。 

授業方法  オープンキャンパスへの参加を授業としている。オープンキャンパス終

了後にレポートを担当教員へ提出すること。 

成績評価基準  出席 30％。レポート提出・実習内容評価 70％で評価する。授業内容は、

スケジュールの都合により入れ替わる場合もある。 

備 考  

 

授業回数 

 

1  挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 コミュニケーション 

2  挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 コミュニケーション 

3  挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 コミュニケーション 

4  挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 コミュニケーション 

5  挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 コミュニケーション 

6  挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 コミュニケーション 

7  挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 コミュニケーション 

8  挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 コミュニケーション 

9  挨拶 言葉遣い 笑顔 接遇応対の実践 コミュニケーション 

 

 


