
トリミング実習Ⅰ 

ペットスタイリスト学科専門科目 1年 前期 203時間 7単位 実習 必修 

講師 佐山百合子 浦住英和 浦住早希 大田ひとみ 

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 【佐山百合子含む講師 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学科 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 

ペットスタイリスト学科専門科目 1年 後期 399時間 13単位 実習 必修 

講師 佐山百合子 浦住英和 浦住早希 大田ひとみ 

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 【佐山百合子含む講師 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学科 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 

ペットスタイリスト学科専門科目 2年 前期 392時間 13単位 実習 必修  

講師 佐山百合子 浦住英和 浦住早希 大田ひとみ 

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 【佐山百合子含む講師 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学科 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 

ペットスタイリスト学科専門科目 2年 後期 413時間 14単位 実習 必修 

講師 佐山百合子 浦住英和 浦住早希 大田ひとみ 

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 【佐山百合子含む講師 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学科 2年 

学習目標  トリミング実習Ⅱで身に付けた基礎およびトリミング実習Ⅲで身に付け

た技術をもとに、さら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 

 

 

 


