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  協会員の皆様におかれましては、ますますご活躍のことと存じます。 

2011年も暮れようとしております。冬を迎え、寒さが厳しくなる折、本年3月11日発生いたしました東日

本大震災で被害に遭われたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。未だ避難生活を余儀なくされてい

る方々がたくさんいらっしゃいますが、同様に多くの動物たちも飼主を無くし、厳しい生活を送っています。 

 当協会では全国に広がる 7000 人を超える協会員のネットワークを活用し動物救援本部の救護隊募集を 

はじめ、さまざまなボランティア活動を行ってまいりました。まだまだ長期的な支援が必要とされますがこ

れまでの皆様方のご協力に心より感謝申し上げますとともに日本の復興と動物救援に引き続き温かいご支

援をよろしくお願い申し上げます。 

さて、現在まで日本における動物看護職は、各認定団体により教育内容や試験内容が異なっておりました。

それらを高位平準化し、将来的には公的な資格とすることを目的として、平成 22年 10月に動物看護職認定

5団体が協力のうえ「動物看護職統一試験協議会」が発足し、平成24年2月19日には全国10ヶ所において

初めての動物看護師資格の統一認定試験を実施することとなりました。それに伴い、平成23年9月29日に

は、「動物看護職統一認定機構」が発足し、わたくしも役員（幹事）を仰せつかりました。また、本協会理事    

若尾義人先生（ヤマザキ学園大学動物看護学部長）は、全国動物保健看護系大学協会会長として監事にご就

任されております。本協会の認定試験に既に合格されている動物衛生看護師の皆様の機構への資格移行につ

きましても、今後協議を重ねて本協会ホームページ等でご案内申し上げます。 

私たちヒトと動物にとって激動の 1年が過ぎて行こうとしておりますが、動物看護職の公的資格化はこれ

からが正念場です。協会員の皆様と共に協力し邁進して参る所存でございますので、来年も引き続き変わら

ぬご支援を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

特定非営利活動法人 日本動物衛生看護師協会  
             会長  山 﨑 薫   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

対象資格 
ドッグ・グルーミングスペシャリスト(ＤＧＳ)〔旧ＰＧＳ〕、キャット・グルーミング・スシャリスト（ＣＧＳ）、コンパニオン・ドッグ・トレーナー(ＣＤＴ) 

※ベテリナリー・テクニシャン（ＶＴ）についいては別途発表します。 

試験日 
筆記試験日：平成24 年2 月18 日(土) ＤＧＳ，ＣＤＴ（※CGS は別途実施） 

面接試験日：①平成24 年2 月20 日(月)ヤマザキ動物看護短期大 ②平成24 年2 月21 日(火)ヤマザキ動物専門学校 

特定非営利特定非営利特定非営利特定非営利活動活動活動活動法人（法人（法人（法人（NPO法人）日本動物衛生看護師協会法人）日本動物衛生看護師協会法人）日本動物衛生看護師協会法人）日本動物衛生看護師協会      Japan Animal Health Technicians Association    
        事務局事務局事務局事務局    〒〒〒〒 150 150 150 150----0040040040046666    東京都渋谷区東京都渋谷区東京都渋谷区東京都渋谷区松涛松涛松涛松涛2222----7777----10101010----901901901901    TETETETELLLL＆＆＆＆FAXFAXFAXFAX：：：：    03030303－－－－5454545454545454－－－－2531253125312531        EEEE----mailmailmailmail：：：：info@jahta.or.jpinfo@jahta.or.jpinfo@jahta.or.jpinfo@jahta.or.jp 

ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ    

試 験 日：平成24 年2 月19 日（日） 

受験対象：本協会においては、主にヤマザキ動物看護短期大学3 年生、ヤマザキ動物専門学校3 年生、2 年生（動物看護学科のみ） 

                                                         （受験資格の詳細は、動物看護職統一試験協議会HP をご確認ください。） 

試験会場：札幌、仙台、新潟、東京（2 会場）、名古屋、大阪、高松、福岡、那覇 

 → ヤマザキ学園大学南大沢キャンパスは東京会場の１つになっています。 

試験構成：筆記試験、実施筆答試験 等 

受 験 料：15,000 円 ※資格認定には別途登録が必要となります（認定登録料10,000 円） 

 

※試験詳細につきましては以下のホームページをご覧ください。 動物看護職統一試験協議会 ［［［［ＨＰＨＰＨＰＨＰ］］］］    http://www.vnhttp://www.vnhttp://www.vnhttp://www.vn----exam.com/index.htmlexam.com/index.htmlexam.com/index.htmlexam.com/index.html 

 平成23年度のJAHTA認定ライセンス試験は、動物看護職統一認定試験の実施に伴い筆記試験がライセンスごとに異なる日程で 
実施されます。 
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 平成23年3月11日に起こった東日本大震災により、多くの動物が家と家族を失いました。 

   震災発生以降、動物愛護関連の4団体（（財）日本動物愛護協会、（公社）日本動物福祉協会、（公社）日本愛玩動物協会、（社）日本獣 

医師会）により構成される「緊急災害時動物救援本部」が被災地全域の支援に取り組んでいます。福島県の原発問題により、立ち入り 

禁止区域になった20キロ圏内に残された犬・猫を保護するために、動物救援本部では7月上旬より郡山市近郊の三春町にシェルターを 

立ち上げ活動をしています。 

   飼い主不明、あるいは飼い主が避難しているため保護・一時預かりをしている成犬38頭、仔犬4頭、猫35匹がシェルターに暮らし 

ています。（平成23年9月現在）常駐しているのは獣医師、動物看護師、ドッグトレーナーからなるスタッフ3名のみで、現地や他県 

からのボランティアと共に日々の動物たちの世話・管理を行っています。 

十分ではない労力の中、スタッフやボランティアの奮闘のおかげで、動物たちの環境は非常に良好 

です。どの子も仮の愛称を付けてもらい、できる限りのケアと愛情を受けています。また、フードや 

ペットシーツ等は寄付や義援金で賄われていますが、人的支援も含めて、長期的なサポートが必要と 

のことです。 

   認定校ヤマザキ学園でも現地で教職員(本協会会員)がシェルターワークの活動をしたり、新宿御苑に 

て被災地に送る支援物資の仕分けのボランティアに学生と共に参加しています。被災した動物たちが元の飼い主と再会したり、新たな 

飼い主と出会えて幸せに暮らせるよう、今後ともこの問題に関心を持ち続け、支援し続けることが私たちにとって大切なことと思われ 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成23年8月3日～11日前半、8月29日～9月7日後半と分け『コンパニオン・ドック・トレーナー講習会』を実施しました。 

とても人気のある講習会のため、申込受付日には定員の達します。今年の受講生は107名でした。講師    

には、ヤマザキ動物専門学校非常勤講師山本央子先生、Dog Infinity主宰木崎直之先生、ヤマザキ学 

園大学非常勤講師・ヤマザキ動物看護短期大学講師福山貴昭先生の3名をお招きし、より深い専門知識 

を学ぶ事ができた様子です。また講習会最終日には実技試験が行われ緊張した学生と、毎回参加してく 

れているモデル犬達は余裕の表情が対照的でした。現在は、今後行われるコンパニオン・ドッグ・トレ 

ーナーライセンス筆記試験・面接試験に向け、勉強に励んでいます。                                   

 

 

 

   今年度の『キャット・グルーミング・スペシャリスト』講習会は2011年8月29日～9月4日にヤマザキ 

動物専門学校にて開催致しました。この講習会も毎年人気が出て来ており認定校ヤマザキ動物専門学校生51 

名、ヤマザキ動物看護短大学生16名、計67名もの学生が参加いたしました。講師はヤマザキ動物専門学校 

非常勤講師早田由貴子先生、高野八重子先生です。普段なかなか接することのできない珍しい品種のネコを 

お連れ頂きイヌとは違ったネコの特性を生かしたグルーミング方法などを深く学ぶ事ができたようでした。 

ネコの飼育経験がない学生も今後の進路の自信につながったようです。受講者は来年2月に行う面接に合格 

しライセンスを取得する予定です。 

 

 

 

 

 

嗅覚による識別を教える実習 
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●ヤマザキ動物看護短期大学●ヤマザキ動物看護短期大学●ヤマザキ動物看護短期大学●ヤマザキ動物看護短期大学    

  ヤマザキ学園大学の開学に伴い 2012 年3 月末をもって閉校し、最後の卒業生を送り出すこととなりました。 

日本で初めての『動物看護短期大学』からも多くの卒業生が巣立ち社会でご活躍されておりますことは、動物看護の分野においても社 

会認知を高める大きな力となっております。卒業生の皆様にとって懐かしい、南大沢キャンパスの校舎の横に新しい大学の校舎も建ち 

上がりました。お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。 
 

●ヤマザキ動物専門学校●ヤマザキ動物専門学校●ヤマザキ動物専門学校●ヤマザキ動物専門学校    

7 月16 日（土）・17 日（日）ヤマザキ動物専門学校にて文化祭「あしあと祭」が開催されました。今年は初めて“美容学科”の 2 年 

生を中心とした「グルーミングデモンストレーション」が 1 日目に行われました。2 年間グルーミングを中心に学んだ成果が発揮され 

ていました。2 日目は「お仕事」をテーマとしたアニマルファッションショーが行われました。オシャレに特化するだけではなくイヌの 

健康、品種の特性なども考えられた内容となっており審査員長の山﨑薫会長も大変感心されておりました。メインイベントとして 1 日 

目はグルーミングデモンストレーションが、美容学科の 2 年生を中心に行われました。各クラブースでは、展示やデモンストレーション 

や、ゲームなどを通して日ごろの勉強の成果をわかりやすく発表していました。 
 

    ●ヤマザキ学園大学●ヤマザキ学園大学●ヤマザキ学園大学●ヤマザキ学園大学    

    開学より 2 年目を向かえました。現在2 年次は南大沢キャンパスの最新設備の揃った校舎で授業が始まっています。11 月5 日 

(土)･6 日(日)には短期大学と合同で『ここから始まる人と動物の輪』をテーマに「絆祭」を開催いたしました。当日は第1 回公開講座や、 

日本ヒューマン・ドッグウォーキング協会主催による「ドッグ・ウォーキング フェスティバル」も同時開催されました。今後更なる勉学、 

研究の成果に期待が持てる有意義な文化祭となりました。 
 

★ヤマザキ学園が『インターペット～人とペットの豊かな暮らしフェア～』に参加★ヤマザキ学園が『インターペット～人とペットの豊かな暮らしフェア～』に参加★ヤマザキ学園が『インターペット～人とペットの豊かな暮らしフェア～』に参加★ヤマザキ学園が『インターペット～人とペットの豊かな暮らしフェア～』に参加    

8 月26 日（金）～28 日（日）の 3 日間、日本で初めて 19 ヶ国が集いペットに関係するイベント「インターペット」が幕張メッセ国際 

展示場にて開催されました。会期中の 8 月27 日（土）ヤマザキ学園 山﨑薫理事長が麻布大学獣医学部太田光明教授、ジャー 

ナリストの轡田隆史氏と共に「ペットと子ども」というテーマでトークショーを行いました。山﨑薫理事長は母校である立教女学院 

小学校の動物介在教育について、太田先生は子どもの情操教育における動物の必要性について轡田様は海外での人と動物の 

関わりについてなどお話されました。どのお話も興味深いもので、愛犬家をはじめ、幅広い年齢層の方が熱心に耳を傾けてい 

らっしゃいました。 

 

 

 

 

 

1111）卒業後）卒業後）卒業後）卒業後6666 年間学年間学年間学年間学校法人ヤマザキ学園で事務職を校法人ヤマザキ学園で事務職を校法人ヤマザキ学園で事務職を校法人ヤマザキ学園で事務職を経験し経験し経験し経験し、、、、その後その後その後その後グルーミングサロンを開業しようと思ったきっかけは何ですか？グルーミングサロンを開業しようと思ったきっかけは何ですか？グルーミングサロンを開業しようと思ったきっかけは何ですか？グルーミングサロンを開業しようと思ったきっかけは何ですか？    

もともとこの土地に住んでおり、学生の時から就職後もグルーミングの練習のためと、ご近所のワンちゃんにお願いをしてグルーミングさせていただ 

いていました。自宅でグルーミングを行う時は玄関やお風呂場などをどうにか工夫して使っていたので、不便は多かったです。当時から、「こんなお店 

を持てたらいいな」という理想像は持っていました。私がグルーミングしていたワンちゃんたちは人や犬が少し苦手で、お店でグルーミングするよりも、 

人の出入りが少ない家庭のような環境でグルーミングするほうが落ち着いていられるタイプだったんです。なので安心して過ごせる空間を作りたいな 

と考えていました。その夢が自宅を建て直すことになったタイミングで、叶うチャンスとなり、一念発起して開業を決めました。2008年8月に、犬の個性を尊重し、犬や人が苦手な子でも安心

できるサロンとして、Anier をオープンしました。 

 

2222）開）開）開）開業してみて大変だったことは何ですか？また、嬉しかったことはありますか？業してみて大変だったことは何ですか？また、嬉しかったことはありますか？業してみて大変だったことは何ですか？また、嬉しかったことはありますか？業してみて大変だったことは何ですか？また、嬉しかったことはありますか？    

カルテの管理や、商品の発注、ホームページやチラシの作成や管理、売上管理などグルーミング以外の事務処理が多く大変でした。とくに会計に関する知識が乏しかったため、簿記 

の本を読みながら確定申告を行ったり、税務署で教えてもらったりしていました。ペットホテルのお預かりのワンちゃんが多いときは、食事管理やお散歩などに時間と体力が必要でした。 

嬉しかったことはたくさんあります。どこに行ってもシャイで怖がってばかりいたと言うワンちゃんが、尻尾を振って寄ってきてくれるようになり、飼い主さんより、「Anier さんなら安心！」とい

うお言葉を頂いた時はとても嬉しいです。 また新商品を仕入れて、予想通りのお客様が買ってくださったり、気に入って何度も買ってくださるととても嬉しいです。 

 

3333）独自で開業することの利点は何でしょうか？）独自で開業することの利点は何でしょうか？）独自で開業することの利点は何でしょうか？）独自で開業することの利点は何でしょうか？    

サロンが自宅に併設しているため、ワンちゃんをお預かりしたときに、ホームステイ形式のお預かりができたため、それが他のサロンとの差別化につながりました。また、通勤時間がな 

いため、時間を有効に活用できました。すべてが自己責任となり、責任感は重くなりますが、お客様やワンちゃんのために良いなと思ったことをすぐにを改善できたりできます。良いシャン

プーに切り替えたり、新しい商品を購入できるなど、色々なことにチャレンジしています。 現在、生後 5 か月の子供がおりますが、スタッフに助けてもらい、仕事と育児を両立することがで

きています。妊娠中もおかげで出産当日まで職場に立つことができました。 

    

4444）今後の目標を教えてください。）今後の目標を教えてください。）今後の目標を教えてください。）今後の目標を教えてください。    

ヤマザキ動物専門学校の先輩で、現在、専門学校で非常勤講師をなさっている刈谷美和先生にお願いし、定期的に開催しておりますしつけ教室と愛犬との暮らしセミナーは大変好評で、

お客様同士の繋がりも生まれ、お店への定着率もアップしました。今後は、しつけ教室以外にも、お手入れセミナーや QOL向上につながる講習会を開催したいと考えています。 

    

5555）最後に、後輩たちへアドバイスをお願いいたします！）最後に、後輩たちへアドバイスをお願いいたします！）最後に、後輩たちへアドバイスをお願いいたします！）最後に、後輩たちへアドバイスをお願いいたします！    

開業したいとお考えの方がいらっしゃいましたら、「自分ならどんなお店に行きたいか？」を考えて想像を膨らませてみてください。自分楽しんでいないと、お客様にも暗さや苦しさが伝 

わってしまうと思います。どんなお仕事でも楽しんでいれば、モチベーションがあがり、新しい企画が出てきますし、笑顔の多いお店にお客様が集まってきてくれると思います。 

プロフィール：プロフィール：プロフィール：プロフィール：    
2003 年、日本動物学院(現ヤマザキ動物専門学校)卒業しｸﾞﾗｼﾞｭｴ ﾄーへ進学、卒業後、学校法人ヤマザキ学園に就職し、総務部秘書課に所属。    
2008 年、自宅に併設したグルーミングサロン「Anier(アニエル)」をオープン。オーナー店長・グルーマーとして活躍している。現在は育児奮闘中 

たけおか れいな 
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ホームページで活動の様子や、セミナーのご案内など情報を公開しています。さらに、ライセンス会員専用サイトでは認定校便りや会員便りなど会

員さま限定の情報を掲載中ですので、ぜひご覧ください！！会員専用サイトをご覧頂くには会員登録が必要です。会員登録がお済でない方は、以

下の方法でお手続きｌください 

《会員登録方法》《会員登録方法》《会員登録方法》《会員登録方法》    ①  個人ＩＤとパスワードを取得して下さい個人ＩＤとパスワードを取得して下さい個人ＩＤとパスワードを取得して下さい個人ＩＤとパスワードを取得して下さい 
ＪＡＨＴＡホームページの［お問い合わせ］から、または info@jahta.or.jp 宛に「氏名」「ご住所」「ライセンス取得年」 
「パソコンのメールアドレス」をお送りください。お教えいただいたメールアドレスに協会から専用の ID とパスワード 
をお伝えします。 

② 会員専用サイトにログイン会員専用サイトにログイン会員専用サイトにログイン会員専用サイトにログイン    
ＪＡＨＴＡホームページから届いた個人ＩＤとパスワードを利用して【会員専用サイト】にログインします。 

③ 登録情報を確認、入力して登録完了登録情報を確認、入力して登録完了登録情報を確認、入力して登録完了登録情報を確認、入力して登録完了    

学校法人ヤマザキ学園併設の『コンパニオン･アニマル･センター』では動物看護師動物看護師動物看護師動物看護師、、、、    

グルーマーグルーマーグルーマーグルーマーを募集しております。詳しくは下記の連絡先までお問い合わせください。    

 

TEL：03-5454-2531 ※受付時間：月～金曜日 10：00～17：00 

E-mail：info@jahta.or.jp    担当：副会長 井上留美 

JAHTA 主催のグルーミングセミナーを開催いたします。講師に認定校ヤマザキ動物看護短期大学専任教員、ヤマザキ学園大学非

常勤講師の福山貴昭先生、ヤマザキ動物専門学校講師桐生義也先生をお招きしグルーミング時のハンドリングやテリア種について

講義、講義実習を行って頂きます。グルーミング器具の手入れについての講義も行います。またお使いの鋏の研ぎ、調整も行いま

す。近年、小型犬の人気が上がって来ているとともにグルーミングサロンや動物病院でのより高い技術、知識が求められてきてお

ります。飼い主様により満足いただけるグルーミングを目指して、もう一度学んでみませんか？ 

 是非ご参加ください。 

・ 日  程：平成24 年1 月28 日（土） 

・ 時  間：10 時00 分～16 時00 分 受付9 時30 分～（予定） 

・ 講  師：福山貴昭 講師・桐生義也 講師 

・ 会  場：学校法人ヤマザキ学園大学 渋谷1 号館  
・      〒150-0046 東京都渋谷区松濤2-3-10 

・ 定  員：4０名(定員になり次第締め切り。先着順) 

・ 受 講 料：会員 4,000 円  非会員 6,000 円  学生 3,000 円 

・ 申込方法：同封の申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。 

       受講可能な方には受講料振込のご案内をさせていただきます。 

・ 申込締切：平成24 年1 月13 日(金) （定員に達した時点で締切日を繰り上げることがあります） 

※お問合せ  TEL 03-5454-2531   E-mail info@jahta.or.jp  月～金曜日 10：00～17：00 

JAHTA HP JAHTA HP JAHTA HP JAHTA HP http://jahta.or.jp/http://jahta.or.jp/http://jahta.or.jp/http://jahta.or.jp/                            ライセンスライセンスライセンスライセンス会員専用会員専用会員専用会員専用サイトサイトサイトサイト        http://jahta.http://jahta.http://jahta.http://jahta.or./iogin_htmlor./iogin_htmlor./iogin_htmlor./iogin_html    

●●●●●●●●        JJJJJJJJAAAAAAAAHHHHHHHHTTTTTTTTAAAAAAAA 会会会会会会会会員員員員員員員員のののののののの皆皆皆皆皆皆皆皆様様様様様様様様へへへへへへへへ        ●●●●●●●●        
只今、ＪＡＨＴＡでは、会員の皆様の名簿整理を行っております。住所、お名前など変更された方は同封の書類にご記入の上、FAX
にてご連絡ください。またお知り合いの方でいらっしゃいましたら、ご連絡ください。 

*編集後記* 2011 年は“ヒトと動物の絆”やヒトとしての“生き方”を改めて考えさせられる 1 年でした。こうしてアニマルニュースを 

発行できるのも皆様の支えがあったからこそです。ありがとうございました。2012 年も皆様にとって素敵な 1 年になりますように! 

～～～～イヌのグルーミングイヌのグルーミングイヌのグルーミングイヌのグルーミング中中中中のハンドリングについてのハンドリングについてのハンドリングについてのハンドリングについて    テリアテリアテリアテリア種種種種のグルーミングについてのグルーミングについてのグルーミングについてのグルーミングについて～～～～    

プードルとプードルとプードルとプードルと道具道具道具道具のののの日頃日頃日頃日頃のメンテナンスケアーのメンテナンスケアーのメンテナンスケアーのメンテナンスケアー    

渋谷駅から徒歩15分 

京王線神泉駅から徒歩8分 


