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いぬはなぜ、噛むのだろう。 
　いぬの「かむ」問題は、深刻です。わたし
たちは、いぬと生活する上においてさまざま
な「かむ問題」に直面します。ただ、いぬの
このような問題を改善したりする際には、い
ぬの行動特性や、感情表現の方法など個々の
性格について知る必要があります。それを抜
きにして一律に改善するための方法をとって
も、何ら解決はしないのです。 

　まずわたしたちは、いぬがどのような動物なのかを知り理解する必要
があります。決していぬは人ではないことを理解して接していく必要が
あるのですが、いぬを見ていると人ではないかと錯覚してしまうことが
ありませんか。これはいぬの感情表現がとても人と似通っていることが
挙げられます。そのためわたしたちはいぬを見て「擬人化」が起こり、
あたかもわたしたちのことを理解していると思ってしまうのです。 
　いぬは、わたしたちと同じように「うれしい」「悲しい」「怖い」な
どの「感情表現」がとても豊かな動物です。とくにいぬは、耳や尻尾な
ど体全体を使ってわたしたちに、わかりやすく表現しサインを送ってく
るために、愛くるしく愛おしいと思うのです。ただしいぬはわたしたち
飼い主を、同じように愛おしく思うかというと少し違うように思います。
いぬはとても利己的な動物であり、とてもわがままな動物なのです。自
分の要求を通すために、あの手この手でわたしたちに接してくるのです
が、このアプローチが激しく「噛む」という行動を引き起こしてしまい
ます。いぬの「噛む」という行動の際には、多くの場合「興奮している」
という状況に置かれていて、前後の判断をすることがかなり鈍くなり、
これが「なにを言っても聞かない」という状況を引き起こしています。
この状況を改善しようと多くの飼い主さんは、「だめ、やめなさい！」
などと、制止をさせようとしたり大声で叱ってみたりすると思うのです
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が、このような行為はいぬにとって、強制的に行動を止められようとす
るために、かえって興奮度が増し益々ひどくなり手に負えなくなってし
まい、これを毎日繰り返すために行動が定着してしまうのです。 

　また、いぬも人と同じようにいろいろな性格を持っていて「十人十色」
ならぬ「十犬十色」であることも理解する必要があります。いぬはどれ
も一緒ではないのです。それぞれに性格があって、その持っている性格
とともにいぬとの一生を暮らしていかなければならないのです。その中
で、生まれながらに攻撃的ないぬは存在するのかどうかという問題も考
える必要があります。人にも短気ですぐ怒り出す人もいることから、い
ぬにもそのような性格の子がいてもおかしくないと考えられます。ただ
四六時中短気で怒っていることということはないので、怒っていないと
きの心理状況や精神状態を分析し、対応することが大切な事柄となりま
す。わたしたちは、問題となる事柄が起こったときになんでも対処しよ
うとしますが、そうではない時に目を向けることもとても大切です。 

　特に「噛む問題」という場合には、しっかりと原因を究明して分析を
行い、今後の成長や生活上の状況で悪化しない適切な対応策を考えてい
かなければなりません。いぬの「噛む行動」は継続すると、行動自体が
エスカレートして制御できなくなる可能性があるのです。 

いぬの成長と「噛む」という関係。 

　いぬの「かむ問題」を考える時に、いぬの成長と学習の関係を理解す
る必要があります。いぬは成長していく段階において、多くの刺激に対
してどのように振る舞うべきかを学習して、行動を決めていきます。そ
していぬの持っている「習性」に基いて学習を完結させていくのです。
それがわたしたちに対しての行動へと定着していくのですが、その際に
切り離せないのが「飼い主」という存在になります。 
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　いぬという種が持っている習性の基本は、「群れで狩りをする動物」
だということであり、もともと「群れのリーダーに従う」ということを
基本に、学習を進めていく動物です。成長段階においては、子どもの成
長と同じで、「周囲からものごとを学び、蓄積してきた経験によって行
動を定着させていく」のです。これが人といぬとでは、その早さが違う
のです。いぬは一年でひとの１８歳までの情緒反応などを含む行動を定
着させていくので、飼い主さんは、いぬのしつけを含む教育を怠ってい
る暇はありません。駆け足でいぬと向き合い、行動を良い方向に向けて
やる必要があります。 

　いぬの「口」は、わたしたち人の「手」と同じ役割をします。ものを
確認する際に、わたしたちは手を使って確認しますが、いぬはそれを口
を使って確認します。例えば、こどもはどこかに行きたいというとき、
親の手を握り、引っ張ってその場所へ行こうとします。犬はそのような
ときに、わたしたちの服など噛んで引っ張ろうとするでしょう。これを
少し引いて（客観的に）見てみると、いぬは手の代わりに口を使うので、
「噛んでいる」ということになります。でもこれは危害を加えようとし
ているのではなく、自分の要求のサインとしての表れです。 

　いぬが引き起こす「噛む問題」は、幼齢の頃から始まります。生後３ヶ
月を過ぎるころから、いぬと関わるたびに手を噛んだり足を噛んだり、
ひどい場合は唸りながら噛み付いて来たりするでしょう。この時期の「噛
みつき」は、攻撃という意味合いは少なく、飼い主とのコミュニケーショ
ンを図りたい、要するに「遊んでほしい」と言っているのです。こいぬ
は生後６ヶ月までの成長に合わせて行動が様々に変わります。特に噛む
という行動は、生後３ヶ月頃に発現しはじめ５ヶ月程度をピークに６ヶ
月ごろに少なくなってきます。この時期の取扱い方を誤ると、この噛む
という行動は延々と続き、ひいては「本気で噛む」という行動に向かっ
ていってしまいます。 
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　では、この時期はどのようにこいぬを扱えばよいのでしょう。基本的
には「しっかりとかまってあげる時間をつくること」であり、上手にエ
ネルギーの発散をさせていくことが大切な事柄となります。そしてこい
ぬの「噛む」「かじる」という欲求をいろいろな方法で満たしてあげま
しょう。たとえば、「ものを投げて持ってこさせる」という遊び、こい
ぬが「咥えているもの」を引っ張るなどの「引っ張りっこ」という遊び
など、原始的な遊びを通して、欲求を満たしてあげれば次第に「噛むこ
と」への興味が減っていくのです。 
　ここで大事なのが、「ひとり遊び」させるのではなく、しっかりとコ
ミュニケーションを図るために、「一緒に遊ぶ」ことなのです。こいぬ
とのコミュニケーションには、「噛む」という欲求を満たしてあげるだ
けでなく、こいぬにリードをつけて「お散歩練習」も効果を発揮するも
のです。噛むこととはかけ離れているようなことだと思いますが、こい
ぬは飼い主さんとの共同作業の中でのコミュニケーションを求めていま
すから、お散歩は結構な効果を発揮します。 

いわゆる「あまがみ」を対処する。 
　とはいっても、こいぬの「噛む」という行動はどうしても起こります。
こいぬの時期の「噛む」行動のことを主に「あまがみ」と言います。こ
のあまがみは、実際には、若いいぬ（生後７ヶ月までのいぬ）が、人（飼
い主含む）に対して噛む行動のことを言います。この行動は、前述のと
おり上手にその欲求を満たしてあげられれば、次第に収まってきます。 
　でも「いま噛んでいる」という状況をどうすればということになりま
すね。基本的な考え方としては、あまりにもしつこい「噛み」の場合に
は「無視」が効果を発揮すると言います。しかし、ただ無視をすればい
いのかというとそうではありません。上手に無視をする必要があります。
「上手な無視」とは、こいぬとの接点を完全に遮断ことです。 
　たとえば、しつこく手などを噛んでくるような場合には、ケージかサー
クルにこいぬを避難させてみてはどうでしょうか。また、即座にリード
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をつけて、どこかにつないでしまいこいぬから離れてみてはどうでしょ
うか。このような際に、こいぬは鳴くかもしれませんが「ここは完全無
視」をしてみましょう。あなたはこいぬをひとりぼっちにさせて部屋か
ら出ていっても構いません。このようなことをしつこく噛む場合に必ず
毎回することです。 
　飼い主さんのこのような行動は、こいぬにとって何をもたらすのか。
実はこいぬを冷静にさせることができるのです。最初にも書きましたが、
いぬが噛むという行動をしているときは、「興奮」しているのですから
その心理状態を収めてあげられれば、学習が進み「どうすればいいのか」
を考えさせることができるのです。興奮が収まり冷静ななったところで、
こいぬとの遊びを再開してみましょう。 
　この項で、飼い主さんに伝えたいのは「叱らなくてもよい」というこ
とです。「叱る」という行動は、こいぬを興奮させ学習を混乱させるだ
けなのです。 

守ること、そのために「咬む」。 
　いぬは、その習性としていろいろなものを「守る」という行動は、普
通に発現するものです。特にいぬの「咬む」という行動は、最終手段と
して起こす行動になります。 
　いぬの守る行動にもいろいろ理由があり、「物を守る」「テリトリー
を守る」「いぬを守る」「エサを守る」「飼い主家族を守る」「特定の
人を守る」などが挙げられますが最終的には「自分を守る」という行動
に行き着くのです。このどれもがそれぞれに意味があり、一括りに同じ
方法で対処できませんので、おのずと対処する方法も違ってくるのです。

【物を守る】 
　物とは、物質でありいぬのおもちゃや床に落ちているティッシュ、い
たずらで咥えたスリッパや靴下などです。これは一度咥えたものは、自
分のものだという思考がいぬには働きます。飼い主さんがどんなに「こ
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れはわたしの物で、あなたのものじゃない」と言って聞かせても、いぬ
は理解をしないものです。特に床に落ちたティッシュなどは取り上げる
ことができないものですし、いぬのトレーナーであっても無理でしょう。
いぬのこのような行動は、「学習」で身についたものと考えるよりは、
いぬ自身の性格など気質によるものが大きいと思います。生まれ持った
遺伝的なものであり、改善は大変難しいことであることを認識すべきで
す。このような場合に第一に考えなければならないことは、床にものを
落とさないことです。これは「予防する」という観点から考え、いぬに
このような行動を起こさせない飼育環境作りが大切なこととなります。
何度もこのような行動が起こると、この行動を学習するようになり、次
第に別の場面でも飼い主さんに対して、強気な行動をするようになるの
は明白なことです。将来的にいぬの行動をコントロールすることができ
れば、物への執着は薄れていくかもしれませんが、それには、飼い主さ
んといぬの関係性をもう一度見直し、しっかりとリーダー性を発揮でき
る飼い主さんになっていただきたいと思います。 

【テリトリーを守る】 
　テリトリーとは、すなわち「なわばり意識」です。特に屋外でつなが
れて飼われているいぬに多い行動ですが、ドアチャイムに反応するいぬ
もこの部類に入ります。この行動は、いぬ自身がもっている気性の問題
の場合もあれば、生活のなかで身についた「学習」という場合もありま
す。もともと自己主張が強く支配的な犬の場合は、前項の「物を守る」
という行動に併せて侵入者（不審者）などに対して威嚇して吠えるとい
う行動に始まり、次いで「咬む」という行動に出やすいでしょう。屋内
にいる場合は、ドアチャイムに反応していち早く玄関まで行き、吠える
と同時に侵入者に対して咬みついていくかもしれません。また、飼い主
さんが吠えているいぬを制止しようとすると、飼い主に対して咬みつく
という行動をする場合もあります。その他にとても怖がりであったり神
経質であったりするような場合にも、同じような場面で咬んでくること
があります。また、最初は吠えることも咬みつくこともなかったいぬが
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次第に咬むようになってきたというような場合には、飼い主さんの行動
や接し方などから学習していった可能性があります。いぬ自身が持って
いる気性の問題で、テリトリーに関して咬むという問題は社会化を重視
した環境改善やあらゆる刺激（物）に対して「慣れていく」というトレー
ニングプログラムを立てることが大切です。また、生活の中からの学習
を通して咬むという行動をする場合は、まず興奮を抑え落ち着いたいぬ
にするためのトレーニングといままでの関連付けを変えることができる
ようなプランが必要になります。 

【いぬ（仲間）を守る、もしくは飼い主を守る】 
　いぬという動物は、仲間意識も高いものです。しかし利己的にですが。
いぬは、自分が大事だと思うものを守る傾向にあります。仲間であるい
ぬを守る行動というのは、我が子を守る、いわゆる母性本能的なもので
あると考えられます。このような行動は、いぬだけではなく、飼い主家
族に対しても向けられます。 
　よくある相談の中で、女性の方から「わたしの膝の上にいぬがいると
き、隣に主人が来て触ろうとすると、膝の上のいぬが唸るんです、それ
でも触ろうとすると咬もうとします」というもの。この場合、ご主人が
いぬを膝の上に乗せていて奥様が隣に来て触ろうとすると唸る咬むとい
うような行動をするかもしれません。このような行動は「嫌いな人を排
除」したいわけではなく、守るべきもの（人）を守っているという行動
であり、いぬは守るべきものを自分で作っているのであり、もしかした
ら守るべき人は誰でもいいのかもしれません。そうすることで、「守る」
という衝動を満足させ、快適な空間を作っているのです。いぬは特定の
人を守ろうとする行動もありますので、状況をよく観察していぬの行動
を見極め、対処の方法を考えていかなければなりません。 
　このような行動は、飼い主さんとの接し方や置かれている環境の要因
が少なからずあると思われます。つまり学習によってこのような行動が
起こっている可能性があるということです。ただ、いぬの性格などの気
質的要因も排除はできません。飼い主さんの接し方だけでこのようない
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ぬになってしまうのではなく、元々自己主張が強く、何事にも積極的な
いぬであったり、その逆でとても神経質であったりということも考えら
れますので、よく観察して判断する必要があります。 

【エサを守る】 
　「エサ」、生きていく上でもっとも重要なものです。いぬにとっても
守るべきものの優先順位が高い項目となります。なぜ守るようになるの
かについてはさまざまですが、いぬの「所有欲（専有欲）」や「支配欲」
という欲求が特に強い傾向があります。なので、前項の「物を守る」と
いう行動も同時に表れることも多くある行動です。この行動は飼い主さ
んの接し方によって生まれるというよりも、元々持っている気質が大き
な要因となると思います。いぬは状況の変化によって態度を変えていき
ます。エサを与える前はとても機嫌がよくフレンドリーな態度をしてい
ても、エサを与える前後になると、急に「強気」な態度に変わる場合も
あるのです。いぬがこの行動をした時に飼い主さんがやってはいけない
ことは、「強く叱る」という行為であり、いぬは支配欲など強気になっ
ているところに強く叱れば、当然反抗をする行動にでるのは明白なこと
です。しかもエスカレートしていく傾向にありますから、とても注意し
なければなりません。 
　どんな対応をすればこのような行動が直るのかについては、実のとこ
ろわからないのです。基本的なことを言えば、「ストレスを減らす」こ
とを考えるべきです。たとえば、いぬにエサを与えたら、安心して食べ
るように飼い主はその場から遠ざかる、食べ終わった食器は、いぬの気
を別の方に向けている空きに取り除くなどを考えるべきです。これでは
いぬが益々強気になってしまうと思う方が大半かと思いますが、実は逆
で、エサのときの「安心感」がいぬの気持ちを落ち着かせる効果がある
ので、好転する兆しが見えるようになるのです。しかし、これだけで問
題が解決するわけではないので、やはり飼い主さんと愛犬の関係性を向
上させるためのトレーニングは実施するべきでしょう。 
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攻撃的な「咬む」という行動。 
　いぬの攻撃的な行動は、どこから生まれてくるのだろうか。という問
題は、とても深刻で、とても難しく、とても取扱いに注意が必要な事と
なります。いぬの性格や性質などの「気質」から来るものなのか、それ
とも飼い主との生活の中で身につけていったものなのかを見極める必要
があります。 
　いままでいぬの攻撃的な行動は、支配的な性格から、もしくは順位的
な社会的地位を得ようとしていることから、飼い主を従わせようとして
いる行動だと言われ、そうさせないように強い力で対抗することだと学
んできたのではないかと思います。しかし、近年の研究ではいぬは「飼
い主を従わせようなどとは思っていない」ことがわかり、関係性を改善
することが一番の近道になることがわかってきたのです。 
　では、いぬの攻撃性はどこから来たのかということについてですが、
社会性のとても高い動物は、集団行動の中で平和に共存していくことが
できます。その中で起こる闘争行動は、「脅かされる」ことが根源となっ
て起こってくるのです。脅かされることは、平和な生活が崩れてしまい
かねない状況に陥るかもしれない、平和な生活を守るために攻撃的な行
動になるかもしれません。また「恐怖を抱く」ような状況も攻撃的な行
動を促してしまうこともわかってきたのです。 
　いぬは脅かされる状況があったり、恐怖を抱く状況が起こったりする
と、その状況を改善するために最初は、優和行動を示したり無関心を装っ
たり、もしくは立ち去ってみたりというような行動をとります。この行
動は、相手に対して状況を改善しようというサインを送っていることも
あります。しかし、わたしたち飼い主はそのようなサインをいぬが出し
ているとは気づかないものです。そうなると、いぬはわたしたち飼い主
に対して、強気な態度で接するように行動を変えていくのです。要する
に、いぬはいつでも「攻撃的な態度」に出る準備ができているのです。
すべては「心地よい生活を送る」ことができるかどうかにかかっていま
す。 
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　あなたのいぬを将来「攻撃的に咬む」いぬにしないために、しっかり
とコミュニケーションを図り、「関係性（リレーションシップ）」を重
視した生活をすることをお薦めします。そのために、いぬをよく知ると
いうことは、とても重要な項目となります。 
　いぬはしっかりと「しつけ」をすることが必要ですが、「しつけ＝厳
しく接する」ではありません。飼い主の言っていることに耳を傾け、そ
の指示を理解して行動するいぬを作り上げることで、いぬとの生活が楽
しく、充実したものになるのです。 

問題を改善するためのトレーニング。 
飼い主のトレーニング  
　日々過ごしていく中で、生活に無理なくレッスンを取り入れていくこ
とは、大切です。 

＜飼い主の心構え＞  
　犬をしつけたり、トレーニングしたりするには飼い主の気持ちの準備
が必要です。 
△  根気よく  
　犬との関係づくりやトレーニングは、根気よく向き合うことです。
なかなかできなくても気長にやっていくことが大切です。  

△  けじめをつける  
　日頃からほめる時はしっかりほめる、叱る時は威厳をもって叱ると
いうようにけじめをつけた生活を送ることが大切です。  

△  できなくても叱らない  
　犬はマイナスのイメージを避けるという性質を持っています。うま
くできたらほめるという方針を忘れないようにしましょう。  
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△  急激な伸びは信用しない  
　昨日できたことが今日できなくても、あまり気にしないでください。
うまくできなければレベルを下げて練習すれば犬をほめることができ
ます。  

＜トレーニングの始まり＞ 
△よく観察すること  
　犬をよく観察することはしつけをする上でとても大切です。 

△犬の好きなものを見つける  
　犬の好きなものが見つかるとトレーニングはスムーズに進みます。 

△性格を飼い主さんで把握する  
　犬の性格を把握していくと、レッスンをする上でとても助かります。 

△いろいろな場所へ連れて行って社会性を身につけさせる  
　犬の社会性はいろいろな経験をさせることで身についていきます。 

△車での移動に慣れさせる  
　現社会では、移動というと車ということが多いものです。 

△問題となる行動を書き出す  
　問題となる行動は、レッスンをしていく中でも起こってきます。 

＜適切なトレーニング用具＞ 
△カラー・・・首輪のこと  
　布製かナイロン製のものが犬に負担をかけないのでよい 

△リード・・・引き綱のこと  
　布製かナイロン製のものが犬にも飼い主にも負担をかけないのでよい 

△ウェストバッグ・・・ごほうびなどを入れるためのかばん 
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　犬のしつけやトレーニングをするときには必要です 両手はできるだ
け空けておくようにします 

△ごほうび(モチベーター)・・・ワンちゃんの好きなもの  
　食べるものでも、おもちゃでもごほうびになります ウェストバッグ
に入れておくようにすると便利です 

△ケージ(キャリーバッグ)・・・ワンちゃんを入れておく箱  
　ワンちゃんを落ち着かせるためにも、けじめある生活を送るためにも
必要なもの 

△マット・・・心地よいベッド  
　レッスンでは課題のひとつで使います 

＜ワンちゃんとの絆を深めるために＞ 
△ボディランゲージを使う  
　ワンちゃんは言葉を使いませんが、体で表現してきます 

△健康状態は良好ですか  
　何をするにしても健康状態がよくなければ、うまくいきません 

△要求は無視する 
◇何事も要求はこちらから  
◇食事は飼い主が先に  
◇テリトリーの出入りは飼い主が先  
◇テリトリーは飼い主が支配する  
◇ワンちゃんとの生活は民主主義にあらず 

△生活にけじめをつける  
　良いこと、悪いことのけじめをつけることも大切。犬のしつけのポ
イント は「即賞即罰」で時間が経てば褒めていることも叱っている
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ことも理解しません。 犬との生活のポイントは「褒める:7、叱る:3」
でほめるポイントは 「犬に名前を教えること」ことです。 
　また飼い主のものと犬のも のをしっかりと区別し、共有しないよ
うにすることです。 

△どこを触っても大丈夫なように  
　どこでも触れる犬は、優しい扱いを受けることができます。タオル
で体をふく、毎日4本の足をふくなど体に触ることは欠かせないこと
です。 

△マズルコントロールは大切  
　お互いの信頼関係や上下関係を確認するために、犬はこのような行
動をします。犬をほめたり撫でたりするときに鼻先から軽くほめるよ
うにしてみましょう。 

△「オスワリ」と「おあずけ」は誰でもできる  
　エサの時間の、この行動を教える方は多いはず。これは究極の陽性
強化トレーニン グをしているのです。エサの時間じゃないときにもで
きるようにしましょう。 

△「フセマテ」ができれば生活は快適  
　「フセ」は犬にとってみれば服従の姿勢です。この姿勢で長時間待
つことができ るようになれば、生活はうんと楽になってきます。 

△リーダーは公平で一貫した態度で接する  
　あらゆるやりとりは、飼い主の都合で行ってください。 犬の都合
に合わせるようになると、犬の思う壺ですよ。 

＜基礎トレーニング＞ 
△ レッスンするときは必ずリードをつけて
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　レッスンは全て、飼い主が主導権をとります。そのためにも必ず
リードをつけて練習しましょう。 

△ 犬に「名前」を教えましょう
名前はとても大切です。名前は良いことが起きる前兆だと思わせるよ
うに仕向けましょう。

 △ アイコンタクトは基本中の基本
全てはアイコンタクトから始まります。こちらに注目を向けてから行
動を始めるように習慣づけましょう。 

△ オスワリとフセは服従するきっかけをつくることができる
ごほうびを使って誘導してその動作をするように練習してください。
服従するきっかけをつくる動作ですから、強制的にすることはやめま
しょう。

 △ マテは犬に服従心を養うことができる
　マテは慎重に練習することが大切です。いきなり難しいことはでき
ません。簡単でやさしいことから練習していきましょう。 

△ オイデは飼い主の前までしっかり来ること
　オイデは飼い主のところへ喜んで来るという動作です。でもうれし
すぎて飛びついたり、通 り過ぎたり、捕まらなかったり様々な行動
をします。こうならないように落ち着いて呼び、 飼い主の前でオスワ
リをさせるという習慣をつけるようにしましょう。

宿題です 
<犬の気を引くことから考えましょう> 
 △ワンちゃんに名前をしっかりと教えましょう 
・エサを与える時・・・与える前に必ず名前を呼ぶこと  
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・ワンちゃんに触るとき・・・接するときはごほうびを準備してか
ら ・お散歩に出るとき・・・この時にもごほうびを準備しましょう 

△アイコンタクト...飼い主と犬との絆を結ぶ第一歩。  
　目と目を合わすのではなく、こちらに注目すればOK。 犬にエサを
与える時に、犬の名前を呼んで注目してから与えるようにする。犬に
触る前は必ず犬の名前を呼んで少しでも注目するようにしてから触る
ようにする。 
　このとき必ずごほうびは必要。 お散歩中にも、こちらに注目する
ように仕向けていきましょう。 

<犬には命令をあたえずにその場に座らせましょう>  
△犬に飛びつかれないようにするために... 
なぜ、犬に命令をあたえずに座らせることが 大事かというと、どの
ようにしたら飼い主に喜んでもらえるかを犬が自分で考えて答 えを
出させるためです。犬にも考える時間をあたえてあげましょう。 こ
れもエサを与える時や、犬に触る時なんかに練習するといいでしょ
う。 その他に、お散歩に出る時に玄関のドアの前で犬の名前を呼
んで座らせるようにして みましょう。 

<犬が注目するようになったら、犬に"オスワリ"をさせましょう>  
"オスワリ"...犬その場に座らせますが、この時の命令語は統一しましょ
う。 "スワレ"でも"オスワリ"でもどちらでもいいでしょう。 犬の名前
を呼んで犬が座ったならばすぐに"オスワリ"といって誉めて犬の好き
なものを与えましょう。(命令語のあとがけ) 

<犬の居る環境を考えて見ましょう>  
　どんなにしつけをしようとしても、生活環境がいい状況でないと遠
回りになってしま います。 
　しつけを始めると同時に、犬の居る環境の改善も考慮してみましょ
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う。 犬を自由にさせすぎると返ってフラストレーションをためてし
まうことがあります。 安心して寝られる場所を確保してあげましょ
う。 エサの時間に注意して与えるようにしましょう。 お散歩は時間
より回数が効果的です。 

(無断転載、複製を禁止します。) 
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小西先生プロフィール 
名　　　　前；小西　伴彦　♂　1964年生まれ　
出　生　地；京都府北部
現在の活動地；北陸（福井・石川・富山）
最 終 学 歴 ；高校卒業

活　動　歴；民間の警察犬訓練所に入所、約４年後に退所、退所後、独立し「犬舎ナ
　　　　　　　チュラルハウス」を設立し、犬の繁殖と訓練を始める
　　　　　　　JAHA主催「犬のしつけインストラクター養成講座」に参加し、テリーラ
　　　　　　　イアン女史を師事
　　　　　　　第１期のJAHA認定家庭犬しつけインストラクターの資格を頂く
　　　　　　　宮崎大学のサークル「びいだま」による犬のしつけ講習会及びしつけ教室
　　　　　　　を開く
　　　　　　　災害救助犬ネットワークに参加、アメリカのマーシャ・コーニング、アン
　　　　　　　ドリュー・レブマンによる災害救助犬トレーニングキャンプに参加
　　　　　　　盲導犬協会において、犬のしつけ方、扱い方のスタッフ向け勉強会を開く
　　　　　　　京都介助犬を育てる会にて、スタッフ向けトレーニング勉強会を開く
　　　　　　　福井県の動物病院にて「犬のしつけ教室」を始める
　　　　　　　富山県の動物病院にて「犬のしつけ教室」を始める
　　　　　　　金沢と福井にある専門学校「国際ペット専門学校」において、犬のトレー
　　　　　　　ニング専任講師として学生に教える
　　　　　　　一般社団法人ふくい動物愛護管理支援センター協会の代表理事を務める
　　　　　　　福井県の動物愛護管理事業を受託し、行政と共に動物愛護事業を行う

しつけ教室；現在、plusWan犬のしつけ教室を主宰し、金沢教室、小松教室、高岡教
　　　　　　　室、射水教室、福井教室にて開催
　　　　　　　固定店舗を持っていないため、情報発信は主にウェブサイトより行ってい
　　　　　　　ます

ウェブサイト；plusWan犬のしつけ教室　http://dogspluswan.inukubou.com
ブ　ロ　グ；ニュースレター「SIT」http://ameblo.jp/blogpluswan/
　　　　　　　こにし塾／　http://dogspluswan.inukubou.com/dogkonishijuk.html
問合せメール；dogs-pluswan@df6.so-net.ne.jp　へメール 
メールマガジン；http://www.mag2.com/m/0001594020.html

営 業 活 動 ；ペットショップおよび動物病院での犬のしつけ教室・各種スタッフ向け及
　　　　　　　び一般飼い主向け勉強会の開催
　　　　　　　企業および自治体による飼い主セミナーの企画・運営

動物取扱業；登録番号　112D001
　　　　　　　名　　称　plusWan犬のしつけ教室
　　　　　　　種　　別　訓練
　　　　　　　責  任  者　小西　伴彦
　　　　　　　登録期限　平成24年10月29日～平成29年10月28日
　　　　　　　備　　考　出張訓練は北陸一円

Copyright c こにし塾／ All rights reserved

http://dogspluswan.inukubou.com
http://ameblo.jp/blogpluswan/
http://www.mag2.com/m/0001594020.html

