


動物を飼ったことがない人

家で飼うことができない人

そんな人でも

ふれて感じることができる

それが動物とのふれあい活動です

それは決して特別なことではありません

大事なことは正しい動物との接し方を知ること

事故や怪我がないよう注意すること

優しい心で接して動物たちに受け入れてもらうこと

動物の柔らかさや暖かさを感じること

そして命を感じること

ふれあい活動で動物からもらうのは

笑顔や豊かな気持ちや元気な生活です

ふれあい活動で最も活躍してくれるのは動物ですが

動物にまかせっぱなしにはしないで

きちんと準備をして安全に楽しみましょう

そして動物の幸せについても考えてみてください

あふれてくるのはみんなの温かい笑顔です

さあ、準備をはじめましょう
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高齢者向け 閉じこもりがちになる生活にも
動物たちは笑顔と元気を運んでくれます

基礎編 ふれあい活動ってなんだろう

全国各地にある動物愛護センターや保健所の中には、多くの人に動物とのふれあいを
通じて命を大切にする心を育んでもらおうと、さまざまな取組を行っているところがあり
ます。犬とのお散歩やネコやうさぎとのふれあい、なかにはなかなか飼うことのできな
い豚やヤギ・アルパカなどの動物とのふれあい活動を行っているところもあります。獣
医師の先生やスタッフが動物とのふれあいの仕方をおしえてくれることもありますから、
お住まいの地域の役所やお近くの動物愛護センターに問い合わせてみてください。

動物愛護センターなどでのふれあい体験

動物に直接ふれなくても、写真を撮ったり動物との思い出を作文にすることは、動物
のことに関してじっくりと考えるいい機会です。また、各地で動物フェスティバルなど
の様々なイベントが行われていますが、そういったなかでは獣医師の仕事の体験コー
ナーなども行われています。また、ドッグショーやフリスビードッグのような大会では、
普段は見ないようなかっこいい動物を見ることもできます。動物に触れるだけではな
く、さまざまな機会を通じて、なぜ動物たちが可愛いと思うのか、そしてどんなところ
が好きなのか、そんなことをじっくり考えることも、大事な動物とのふれあいです。この
ように動物に直接触れなくても、動物の正しい飼い方を広めようとしている団体の活
動に参加することで、新しい知識を身につけることができ、参加者との交流を通じて多
くを学ぶことができるのです。

動物の写真コンクールやドッグショー、ペットイベント

各地で高齢者施設への動物の訪問活動が盛んに行われています。これは動物介在活
動のひとつです。集まったみなさんは最初はぎこちなくても、動物を囲んでいるといつ
のまにか会話と笑顔があふれてきます。
訪問活動で大事なのが、事前に会場を確認して危険を取り除く「サイトアセスメント」
です。施設のスタッフとも十分に事前の打合せを行い、事故や怪我がなく安全にふれ
あえるように準備をしましょう。動物が嫌いな人もいますから、その配慮も忘れずに、
みんなが楽しいふれあい活動にしましょう。

高齢者施設への訪問活動

高齢者がペットを飼うことにはメリットがたくさんあります。ペットがいるので生活にリ
ズムができますし、お世話をすることは生活に充実感を与えてくれます。また、発話をし
たり、近所のみなさんとの会話のきっかけになったりと、社会的な効果も期待できます。
その一方で、体力的に不安があるためにペットを飼うことを難しく感じている方が多い
のも事実。そんな不安を取り除き、定期的にお宅を訪問して飼育のお手伝いをするこ
とで、安全に飼ってもらい、飼育放棄を防ぐ取り組みはこれからの社会にますます求
められてきます。

高齢者の飼育支援

その他 動物にふれることと同じように
動物のことを考えるのも大事です

校や高齢者施設以外にも、

動物とふれあうことができ

る場所はたくさんあります。最近は

動物ふれあい活動に力を入れてい

る自治体の動物愛護センターも増

えてきましたし、各地ではドッグ

ショーや動物に関するイベントなど

も多数行われています。また、動物

に直接触れなくても大切なことは

学べます。たとえば動物のことを考

えたり感じたりして命を学ぶことも

ひとつの形ですし、多くの方にその

機会が与えられるよう、情報を提

供することも必要な活動です。

学子高齢化はますます進んで

います。そして同時に増加し

ているのが、ひとり暮らしの高齢者

世帯や高齢者だけの世帯。高齢者

施設に入居したりデイサービスを

受けるお年寄りも増え続けています。

高齢者の方々も、動物とふれあうこ

とで生きがいや張りあいが生まれ

ます。動物と接することで手足を動

かしたり、声を出したり。動物を通

じてのコミュニケーションも期待で

きます。

少
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公益社団法人 日本愛玩動物協会は、動
物の適正飼養管理の知識、および愛護
精神の普及により、広く人々に生命の尊
さを慈しむ心を育て、社会文化の発展に
寄与することを目的に設立されました。
その目的の一つとして、動物の習性や、
飼養管理を学び、それを認定する制度を
設けています。

ペットを知るための勉強、
はじめてみませんか？ 「動物の愛護及び管理に関する法

律」に基づいて、動物の習性、動物
の疾病予防、各種動物の飼養管理、
犬猫のしつけ等の知識を通信教育
によって学び、所定の試験に合格し
て協会より認定登録されて得られる
資格で、仕事に生かす人も増えてい
ます。資格には1級と2級があり、2
級を取得すると1級を受験する資格
が得られます。

愛玩動物飼養管理士

ペットオーナー検定

学生・主婦から
ペット業界の方まで
約18万人が受講

ペットのスペシャリストを目指すなら

基本の知識を学びたいなら

体のしくみ、飼い方、しつけ方、ペッ
トフード、法律・など、ペットを迎え、
一緒に暮らすうえで必要な正しい
基礎的知識+αを楽しく学ぶことが
できる検定です。お子様からご年
配の方まで、幅広い年齢層で受験
いただける内容となっています。ご
家族でチャレンジしてみてください。

ペットと暮らすうえで必要な
基礎知識を楽しく学ふ

お問い合わせ

公益社団法人 日本愛玩動物協会 
03-3355-7855
(祝祭日を除く平日 9:30～17:00) 

https://www.jpc.or.jp/

愛玩動物飼養管理士で広がる
ペットとの豊かな生活

長い歴史とたくさんの受講者
支所でイベント活動も体験

ペットのことを学ぶなら
愛玩動物飼養管理士が便利

ふれあい活動イベントには
知識と経験が大事

安全に行えばみんなが楽しいふれあい活動イベント。

しかし動物が好きだからとか、

自分は長く動物を飼っているから……

というだけでイベントをしようとするのはちょっと待って。

自分が飼っている動物の生態について知っていますか？ 

飼っていない動物についてはどう？ どんな病気があるでしょう？ 

具合が悪くなったときのサインを読み取れますか？ 

動物を飼ううえでどんな法律を守らなければいけないでしょう？ 

ふれあい活動イベントをするためには、

動物に関してより深い知識と経験が必要です。

このハンドブックを読んで

と思ったら

公益社団法人 日本愛玩動物協会からのご案内です！

動物との
ふれあい活動イベントを
してみよう！

愛玩動物飼養管理士はこんな資格

資格取得までのステップ受講概要

資料請求

お申し込み

教材の到着

スクーリングへの出席

課題報告問題の提出

認定試験

合否通知

認定登録

１級

受講資格

認定登録料

受講受験料

通信教育の内容

２級愛玩動物飼養管理士の
資格を有する人
（認定登録された人）

32,000円
受講料27,000円
受験料5,000円

20,000円5,000円

愛玩動物飼養管理士の
社会活動
動物愛護論Ⅰ
人と動物の関係学
動物関係法令概説
動物のからだの仕組みと働き
動物の飼養管理
動物のしつけ

・

・
・
・
・
・
・

動物愛護論Ⅱ
動物関係法令
動物の行動と社会
犬と猫の栄養学
動物の遺伝と繁殖整理
動物の疾病とその予防
動物の飼養管理と公衆衛生
自然と人間

・

・
・
・
・
・
・

30,000円
受講料25,000円
受験料5,000円

満18歳以上の人

2級

春季 ：4月下旬まで
夏季 ：9月下旬まで

１日

春季：11月第4日曜日
夏季： 2月第4日曜日

愛玩動物飼養管理士は、ペットショップやト
リミングサロン、ペット関連企業などペット
に関する様々な分野で活躍しています。また
動物取扱業を行う場合には、事業所ごとに
動物取扱責任者を１名以上配置することが
義務付けられていますが、愛玩動物飼養管
理士の資格を持つことで動物取扱責任者と
なることができます。国や自治体からの信
頼も厚い愛玩動物飼養管理士。動物の習性
や適正な飼養管理の知識を得ることができ
るのはもちろん、社会での活躍の場も大き
く広がります。また、日本愛玩動物協会の
支所活動などの実績に応じて、さらに「上
級愛玩動物飼養管理士」として顕彰する制
度もあります。

愛玩動物飼養管理士は、内閣府許可の公
益法人である日本愛玩動物協会が認定して
いる資格。35年以上の歴史があり、全国で
14万人以上が認定されています。この資格
を取得した人は、日本愛玩動物協会の35
の支所でペットの適正飼養イベントなどに
関するボランティア活動に参加して、支所
長などの手ほどきを受けながら、実践的な
体験学習経験を積んでいくことも可能です。

ペットのことを学ぶ方法はたくさんあります。
本屋さんにはペットの本がズラリと並んで
いて、どんな勉強をどのくらいすればいいの
か悩んでしまいます。でも「愛玩動物飼養
管理士試験」を受講すると、ペットに関す
る知識を幅広く深く学べます。動物愛護に
ついての考えかたや歴史、法律、ペットの
生理生態、そしてしつけまで幅広い内容を
網羅し、法律・獣医学・行動学・栄養学な
どそれぞれの分野の第一人者の先生が執
筆・監修した教材を使った通信教育で、誰
でも手軽に受講できます。
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