
入学者数、収容定員、在学学生数

学科名 コース・専攻名 年限 定員 総定員 入学者数 在籍者数 備考

動物看護総合学科 ３年 ３０名 ９０名 ３３名 ７３名

■カリキュラム、時間割、使用する教材など授業方法及び内容、年間の授業計画

・カリキュラム

・時間割モデル

月 火 水 木 金

1 動物薬理学 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実習 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実習 卒業研究ゼミ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ

2 動物医療コミュニケーション 卒業研究ゼミ 動物臨床看護学各論Ⅳ 社会人基礎講座 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ

3 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ AAA実習 野生動物学 動物看護実習 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ

4 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ

・年間計画（学校行事や課外活動・企業連携・インターンシップなど）

4月 入学式 新入生オリエンテーション

5月 鳥取大学特別授業 鳥取大学診療実習（3年） 高松マイロード

6月 合同スポーツ大会 サービス接遇検定 ビジネス実務マナー検定

7月 愛玩動物講習（1/2年） 学園祭 損害保険一般募集人試験

8月 夏季インターン実習（3年）

9月 前期末試験 東京ペット研修（2年） 大阪ペット研修（１年） Excel検定試験

10月 高松マイロード 鳥取大学特別授業

11月 愛玩動物飼養管理士検定 大阪ペット研修（３年） ビジネス文書検定

12月 JKCトリマーC級試験 サロントリマーﾞ3級試験

1月 国内研修旅行（3年） Word検定試験

2月 就職対策特別授業 海外ペット研修

3月 卒業式 動物看護師認定試験 春季インターン実習（1/2年）

■進級・卒業の条件

・卒業条件

科目の区分

専門科目 必修 2490

選択

一般科目 必修 210

選択

合計 2700

■学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等

■資格取得、検定試験合格等の実績

資格名 実績 合格者数 受験者数

動物看護師 81% 13 16

JKCトリマーC級 100% 16 16

愛玩動物飼養管理士1級 86% 12 14

損害保険募集人 81% 13 16

3年次

ペット美容学/ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾘﾐﾝｸﾞ/トレーニング実習/動物繁殖学/動

物薬理学/動物福祉・倫理/動物内科看護学/動物臨床看護学総論/動

物医療コミュニケーション/動物臨床看護学実習/AAA実習

専門科目 一般科目

1年次

犬種標準学/グルーミング実習BASIC/トレーニング実習/動物形態

機能学/動物感染症学/動物看護学概論/動物医療関連法規/動物行動

学/伴侶動物学/動物形態機能学実習

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実習/社会人基礎講座

2年次

ペット美容学/トリミング実習BASIC/トレーニング実習/動物病理

学/公衆衛生学/産業・実験・野生動物学/動物外科看護学/動物臨床

看護学各論/動物臨床栄養学/動物臨床検査学/動物内科看護学実習/

動物臨床検査学実習/動物外科看護学実習

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実習/社会人基礎講座



入学者数、収容定員、在学学生数

学科名 コース・専攻名 年限 定員 総定員 入学者数 在籍者数 備考

動物健康管理学科 ﾍﾟｯﾄ美容・ｸﾞﾙｰﾏｰ専攻２年 ２０名 ４０名 １８名 ４２名

■カリキュラム、時間割、使用する教材など授業方法及び内容、年間の授業計画

・カリキュラム

・時間割モデル

月 火 水 木 金

1 ﾍﾟｯﾄ美容学 社会人基礎講座 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実習 動物飼養管理学 ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ学

2 動物飼養管理学 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ

3 動物機能形態学 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾞﾘﾐﾝｸﾞ

4

・年間計画（学校行事や課外活動・企業連携・インターンシップなど）

4月 入学式 新入生オリエンテーション

5月 高松マイロード

6月 合同スポーツ大会 サービス接遇検定 ビジネス実務マナー検定

7月 愛玩動物講習（1/2年） 学園祭 損害保険一般募集人試験

8月 夏季インターン実習（2年）

9月 前期末試験 東京ペット研修（2年） 大阪ペット研修（１年） Excel検定試験

10月 高松マイロード JKCハンドラー試験

11月 愛玩動物飼養管理士検定 ビジネス文書検定 校内トリミングコンペ

12月 JKCトリマーC級試験 サロントリマー3級試験

1月 Word検定試験 サロントリマー1級試験

2月 就職対策特別授業 海外ペット研修

3月 卒業式 春季インターン実習（1年）

■進級・卒業の条件

・卒業条件

科目の区分 卒業要件

専門科目 必修 1530

選択

一般科目 必修 270

選択

合計 1800

■学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等

■資格取得、検定試験合格等の実績

資格名 実績 合格者数 受験者数

JKCトリマーC級 88% 15 17

JKCハンドラーC級 100% 17 17

サロントリマー１級 100% 17 17

損害保険募集人 82% 14 17

専門科目 一般科目

1年次

犬種標準学/動物看護学/動物飼養管理学/動物行動学/トレーニング

実習/グルーミング総論/グルーミング各論/グルーミング基礎実習/

グルーミング応用実習/ハンドリング学

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実習/社会人基礎講座

2年次

動物飼養管理学/トリミング総論/トリミング各論/トリミング実習/

プロフェッショナルトリミング/ハンドリング学/動物機能形態学/

動物看護学/繁殖飼育学

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実習/社会人基礎講座



入学者数、収容定員、在学学生数

学科名 コース・専攻名 年限 定員 総定員 入学者数 在籍者数 備考

動物健康管理学科 しつけインストラクター専攻２年 ２０名 ４０名 ５名 １６名

■カリキュラム、時間割、使用する教材など授業方法及び内容、年間の授業計画

・カリキュラム

・時間割モデル

月 火 水 木 金

1 しつけﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実習 社会人基礎講座 動物飼養管理学

2 動物飼養管理学 しつけﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実習 しつけﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実習 動物機能形態学

3 ﾄﾘﾐﾝｸﾞﾞ実習BASIC AAA実習 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実習 ｱｼﾞﾘﾃｨ実習 ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ学

4 ﾄﾘﾐﾝｸﾞﾞ実習BASIC 動物問題行動学 ｱｼﾞﾘﾃｨ実習

・年間計画（学校行事や課外活動・企業連携・インターンシップなど）

4月 入学式 新入生オリエンテーション

5月 高松マイロード

6月 合同スポーツ大会 サービス接遇検定 ビジネス実務マナー検定

7月 愛玩動物講習（1/2年） 学園祭 損害保険一般募集人試験

8月 夏季インターン実習（2年）

9月 前期末試験 東京ペット研修（2年） 大阪ペット研修（１年） Excel検定試験

10月 高松マイロード JKCハンドラー試験

11月 愛玩動物飼養管理士検定 大阪ペット研修（３年） ビジネス文書検定

12月 サロントリマー3級試験

1月 Word検定試験 校内アジリティーコンペ

2月 就職対策特別授業 海外ペット研修

3月 卒業式 春季インターン実習（1年）

■進級・卒業の条件

・卒業条件

科目の区分 卒業要件

専門科目 必修 1530

選択

一般科目 必修 270

選択

合計 1800

■学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等

■資格取得、検定試験合格等の実績

資格名 実績 合格者数 受験者数
JKC家庭犬訓練中等科試験 CDⅡ 83% 5 6
しつけインストラクターA級 50% 3 6

JKCハンドラーC級 100% 6 6

損害保険募集人 83% 5 6

専門科目 一般科目

1年次

犬種標準学/ペット美容学/グルーミング実習BASIC/動物看護学/動

物飼養管理学/動物行動学/しつけトレーニング実習/アジリティ実

習/ドックトレーニング概論/ドッグケア学/ハンドリング学

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実習/社会人基礎講座

2年次

繁殖飼育学/ペット美容学/トリミング実習BASIC/動物看護学/動物

飼養管理学/しつけトレーニング実習/アジリティ実習/動物機能形

態学/ハンドリング学/問題行動学/AAA実習

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実習/社会人基礎講座



 

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

 

【学生便覧より抜粋】 

 

（動物看護総合学科） 

動物医学の専門知識を活かして、コンパニオンアニマルの医療・看護・健康管理・飼育は勿論、トリミ

ングやトレーニングの技術や知識を兼ね備えた『動物のエキスパート』を目指す。 

 

（動物健康管理学科） 

ペットを家族の一員と考える文化が浸透する中で、今後ますます要求される専門的な知識と高い技術を

持ったトリマーやドックトレーナー等、ペット関連分野で活躍できる人材を目指す。 

 

 

 

（卒業条件） 

a．成績評価すべて C以上 

b．年間出席率 80％以上 

c．学費が納入されていること 

原則として上記条件をすべて満たした者。 

但し、相当の事由がある場合で、卒業判定会議において認められたとき卒業とする。 

 


