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「かわいい！」から始まるいぬとの生活 
しっかりと「しつけ」をしよう！ 

いぬを飼い始めた方へ 
　おめでとうございます。 
　新しい家族迎えられ、新たな生活がス
タートしました。いぬは私たちの生活に上
手に溶け込んできます。 
　優しい気持ちにしてくれたり、責任感を
教えてくれたり、寂しい気持ちを癒してく
れたり、多くの魅力を発揮して私たちに語
りかけてくれます。 
　 
　でも、ちょっと！ 
　私たちがいぬと生活していくためには、いろいろなルールがあります。
私たちがしっかりとルールを守らなければ、大切な家族であるいぬが代償
を払わなければならないことになります。 

　さて、どんなルールがあるのでしょう。 
　いぬを飼ったら登録と狂犬病予防注射を受ける必要があります。これ
は、狂犬病予防法という法律で決められていて、登録と予防注射が済むと
それぞれ鑑札と注射済み票がもらえます。 
　この鑑札と注射済み票は、常にいぬに装着しなければならないこととさ
れていますので、首輪などに着けるようにしましょう。 
　現在ではいぬは洋服を着る習慣が定着しつつあることから、この洋服に
鑑札と注射済み票をつけるという方法もあるでしょう。どちらにせよ、い
ぬに着けなければならないものですから、検討してください。 
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　さて、次に子いぬを飼ったなら、多くのことを教える必要があります。
私たちの生活習慣に慣れさせること、トイレのしつけ、お散歩の練習で
す。 

　子いぬの時は、あまりにも多くのことを教
えたり覚えたりする必要があるため、家族の
誰かは家にいることが求められます。これは
３歳程度の子供をひとりぼっちでお留守番を
させるようなことはしないということと同じ
です。 
　でも、いぬを飼おうと思った時に、自分た
ちの生活パターンを変えなければいけないな
どということを考えましたか。 
　実際には、幼い子いぬをひとりぼっちにさせてしまうような生活をして
いる方が多いように思えます。子供だとひとりぼっちでお留守番をさせる
ようなことはしないのに、なぜかいぬだと平気でしてしまう。なぜでしょ
う。感覚の違いなのだと私は考えます。人ではかわいそうでできないけれ
ど、いぬだと大丈夫だろうっていう。人でもいぬでも、成長していく動物
であり感受性も年齢に合わせて成長していきます。 
　そんな一番大切な時に、ひとりぼっちの時間をつくってしまっては飼い
主との絆の構築はできません。 

　とは言っても、なかなかそうは言ってられないですね。 
　いぬはおうちでひとりぼっち、楽しいことはひとつもなく、退屈な時間
ばかりが過ぎていきます。 
　っと、思いきや、子いぬにとって退屈な時間などありません。生きるこ
とに精一杯なのです。野生で生活をする動物なら、この時期に生涯生きて
いく術を学んでいくのです。 
　当然、私たちと生活を共にするいぬも生きるために様々なことを始めて
いくことになります。 
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　そうです！いたずらの開始です。口に
できるものは、手当たり次第に破り、壊
し、引きちぎり、かじりたおすなどの行
動をして、すべてを確認しようとしてい
くのです。 
　このような行動はいぬにとっては、普
通の行動で好奇心の趣くままに行動を
し、安全を確認し、欲求を満たしていき
ます。でも、私たちからすると「えらい
こっちゃ！」ってことになりますね。 
　どうしてもエネルギーいっぱいの子いぬ
は、そのエネルギーを発散させるためにいろいろなことをしていくように
なるのです。 

　どうすればいいのか。 

　子いぬの活動場所を制限するようにしま
しょう。これは、私たちの生活を守るために
必要なことだと考えてください。先ほども書
いたように子いぬはエネルギッシュですが、
このエネルギッシュな部分は、どうにかして
発散させる方法を見つけていくしかありませ
ん。 
　でも、その前に飼い主が疲弊してしまって

は何にもなりません。まず自分たちの生活を守ることを考えましょう。 

　「狭いところに入れておくなんて、かわいそう」と思う方は、いぬを飼
わなければいいのです。それでもいぬを飼うと決めたのであれば、家を壊
されても「そんなもんだ」と思い、文句を言わないことです。 
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　また、「狭いところに入れてお
くとストレスになりませんか？」
と聞かれることがあります。当
然、ストレスになるでしょう。 
　しかし、ストレスはしっかりと
発散させることができれば、大き
な問題には発展しないものです。 
　いずれにせよ、飼い主が楽をす
る分そのしわ寄せは子いぬが背負

うことになるということは理解して、管理するということが必要です。留
守番をさせなければならない状況であれば、飼い主さんが努力するべきこ
とは、できるだけ早く帰り留守番の時間を短くすることです。 
　では、ケージやサークルなどを利用した管理をした場合のストレスをど
のように発散させていけばいいのでしょう。 
　子いぬのエネルギーを効率よく発散させるためには、とにかく親密なコ
ミュニケーションが必要です。一緒になって遊ぶことがとても大切で、子
いぬにとってもリーダーを信頼するよいきっかけとなります。 
　ワクチン接種など予防項目が終わっていれば、子いぬに首輪やハーネス
をつけて、リードもつけてお散歩練習を室内でし始めましょう。お散歩を
できるだけ早い時期に始めることは、いぬとの関係構築すなわち絆構築に
とって有利に働きます。 
　子いぬと室内で、おもちゃなどを使って一緒に遊んであげることも、親
密なコミュニケーションを図る上でとても大切です。この時大切なのは
「一緒に遊ぶ」ということであり、お
もちゃだけ与えて「遊んでなさい」は
ダメだということ。いぬは常に関係性
を意識している動物ですので、一人遊
びさせる回数が多くなると、子いぬの
方から相手をしてもらうための行動を
あれこれと始めていきます。いたずら
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の始まりです。 

登録と狂犬病予防接種とワクチン接種 
　子いぬが新しい環境に慣れるまでには、
１～2週間から１ヶ月程度かかると思って下
さい。その間は、体調管理に気を配り「無理
をせず、焦らず」という気持ちで生活を送り
ます。 
　子いぬとの生活が始まって２週間程度に
なったら動物病院へ行くことをお勧めしま
す。狂犬病予防法では、生後９１日を経過し
たいぬ（飼い始めたいぬが生後９１日を越え
ている場合は飼い始めてから３０日以内）は
予防接種と登録を行わなければなりませんの
で、動物病院へ行くことになります。予防注
射等は獣医師の指示に従って下さい。 
　狂犬病予防接種とワクチン接種は１年に１回の追加接種が必要だという
ことも忘れないようにしてください。 
　何よりも、忘れてはいけないことは「必ず登録をする」こと「必ず狂犬
病予防注射をする」ことです。これは法律「狂犬病予防法」で義務づけら
れています。 
　狂犬病については、日本での発生はここ６０年ほどありませんが、世界
的にはほとんどの国で発生していて、いつ日本に入ってくるかわからない
大変怖い病気のひとつです。近年では、狂犬病の発生が５６年間なかった
台湾での発生が大きな問題になりました。また、平成１８年にはフィリピ
ンに旅行されていた方が帰国後発症し亡くなったという報道もありまし
た。 
　詳しくは厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/bunya/
kenkou/kekkaku-kansenshou10/）をご覧ください。 
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お散歩について 
　外へお散歩に連れて行くことはとても大切なことで、いぬにとっては一
大イベントです。 
　しかし免疫が不十分な子いぬにとってはデリケートな問題となりますの
で注意が必要です。子いぬが病気を拾わないようにするために「ワクチン
接種が完了するまでは、外に出すな」とよく言われますが、それではいぬ
の社会化が遅れてしまいます。そこで抱っこをして外へ連れ出してみるよ
うにしてもよいでしょう。いぬをお散歩で連れ出す際には、次のことに注
意するようにして下さい。 
　　・他の動物の臭いを嗅がさない 
　　・他の動物と接触しない 
　　・他の動物の排泄物を嗅がさない 
　　・草むらには行かない 
　　・雨の日には行かない 
　　・長時間お散歩しない 
　この注意点は、外で病気をもらわないこと、ほかの
いぬから病気をもらわないことがとても大切な事柄と
なるための措置だと考えていただき、特にほかのいぬ
の排泄物やノミやダニには十分な注意が必要であり、
気温の変化にも注意するように心がけてください。 

首輪と引き綱および胴輪 
　いぬの成長に伴ってお散歩の内容を検討することが必要になりますが、
お散歩デビューのその時になって首輪と引き綱をつけても上手にお散歩が
できないものです。早い段階から首輪や胴輪と引き綱に慣れさせるために
部屋で仔犬と遊ぶ時につけるようにして慣れさせていきます。 
　基本的には、ケージやサークルにいるときには、特になにも着けていな
い状態でもよいですが、その場所から出してあげて、リビングなどで自由
にさせる際には、首輪や胴輪を着けるようにしてみましょう。 
　そうすることで早い段階で慣れてくるものです。 
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子いぬが遊ぶためのおもちゃ 
　環境に慣れ始めるといろいろなものを口にするようになります。子いぬ
の時期はどうしても噛むという行動をします。この場合子いぬに噛むこと
を止めさせるのではなく噛んでもよいものを与えるようにして「噛みた
い」という欲求を満たしてあげることも必要です。また、いぬのおもちゃ
で一緒に遊ぶことにより、飼い主とのコミュニケーションが密になり、今
後の成長に大きく影響してきます。 

生活環境の改善 
　子いぬは何をするか予想も想像もなかなかできないもので、思いもよら
ない事故を引き起こしてしまうこともあります。その一つが「誤飲」です
ので、いぬのいる環境をしっかりと管理（片付けるなど）することがとて
も大事です。 
　子いぬはどうしても噛む行動をすることから、噛んでは困るものなどを
守るために十分注意を払わなければなりません。電気コードや家具、薬品
類や観葉植物、ティッシュやリモコン、スリッパなどは目につく所や手の
届く所には置かないようします。また、入ってはいけない部屋をつくるこ
とも必要になる場合があります。 

子いぬの社会化とトイレトレーニング 

　子いぬのしつけは新しい家族の元に来たら、始まるものだと考えて下さ
い。最初は、新しい飼い主家族に慣れることです。家族の中に小さい子供
はいるのか？お年寄りはいるのか？何人家族なのか？様々ですが、そのす
べてが子いぬにとっては慣れなければならない刺激のひとつとなります。 

家族構成 
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　特に家族の中に小さい子供がいると子いぬにとってはかっこうの遊び相
手となってしまうので注意が必要です。小学３年生以下のお子さんの場
合、子いぬにとっては兄弟と思っているようです。お子さんに向かって吠
えてみたり、噛みついてみたりと様々な行動をします。 
　慣れさせるためには、保護者の方と一緒に子いぬと遊ぶことが大切で
す。家の中にあるものから社会化トレーニングつまり慣れさせることを始
めていきます。 

リビングにあるもの 
　リビングは家族が集まる中心的なスペース、当然子いぬもそのスペース
にいることが長くなるものでしょう。もしかしたらず～っといることにな
るかもしれません。 
　そのリビングにはどんなものがあるでしょう？ 
　床は、フローリング、カーペット、たたみなど様々です。キッチンがつ
ながっているかもしれませんね。ダイニングテーブルに椅子、ソファ、テ
レビなどがあります。小さい子供がいれば子供のおもちゃもあります。 
　ここで社会化が必要なのは、噛んでほしくないものは片付けるか苦い味
や匂いのするものを塗っておくという配慮をして、子いぬが自ら噛むとい
う行動をしないように仕向けるようにします。 

エサに関わるしつけ 
　子いぬにエサを与えるときには必ず「いぬの名前」を呼んでから与える
ようにしてください。 
　エサは１日数回（２～３回）必ず与えるものなので、この時にしっかり
とコミュニケーションをとるようにします。 
　「エサの量はどのくらい？」とよく聞かれるのですが、個々により様々
です。目安は与えるドッグフードのパッケージに書かれているものを参考
にするとよいでしょう。 
　私がエサに関わるしつけの上でよく指導するのは、気持ち少なめに与え
て食器の中を空っぽにする習慣をつけることが必要だということです。な
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ぜなら、いぬの食欲にムラが出てくると、健康な状態で食ベないのか、病
気で食べないのかの区別がつきにくくなるためです。日頃からよく食べる
という習慣をつけるようにしてください。 
　また、食べ終わった食器は必ず片付けるようにしましょう。そのまま置
いておくようなことをすると、その食器を守る行動（飼い主に対して唸
る、咬むなど）を引き起こしたり、食欲にムラが出たりするので注意が必
要です。 

・エサの準備をします。 
　しばらくの間は、エサの銘柄を変えずいままで使っていたものと同じも
のを与えるようにすることが、子いぬの体調管理には必要です。そしてカ
リカリの硬いエサではなく、少しぬるま湯で湿らせてから与えるようにす
る配慮も必要ではないかと思います。 
　幼い時期は一度に多くを食べると体調を崩す原因になりますので回数も
多くなります。 
　だいたいの目安は以下の通りです、ご参考までに。 
　　・生後３ヶ月齢・・・１日４回 
　　・生後４ヶ月齢・・・１日３回 
　　・生後５ヶ月齢以上…１日２回 

生活に関わるいろいろなものに慣れさせる 
　子いぬと生活を始める時に考えなくてはいけないことは、様々な刺激に
慣れる必要があります。これは、将来起こりうるであろう問題点を回避す
るために必要なことで社会化と言います。 
　いぬは大変社会性が高い動物であり、性格も十犬十色（十人十色）で
す。ただ社会化だけで良いいぬにすることは無理ですが、いろんなものに
慣れることでいぬの気質や行動に様々なことへの耐性ができ、いぬ自身が
自信を持つようになります。 
　また、いぬはしっかりと周囲とのコミュニケーションが上手に図れるよ
うにする必要があります。 一歩を外に出れば刺激がいっぱいですから、
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異常に人を怖がったり、自動車やバイク、自転車などを怖がったりしない
ようになどの社会化が大切な項目となります。 

子いぬのトイレトレーニング 
　まず、子いぬはトイレを覚え
にくいものと考えます。 
　生後６ヶ月齢まで失敗してい
ても「気にしない、気にしな
い」子供のおねしょと一緒で
す。叱れば直るなんてものじゃ
ないことを覚えて下さい。 
　トイレのしつけは「ほめて教える」が基本中の基本です。子いぬは成長
に合わせて排泄回数や周期が変化します。これには一にも二にも観察が必
要です。 
　そこで子いぬはどんな時に排泄をするかを挙げてみると以下のようにな
ります。 
　　・寝ていて起きたとき 
　　・エサのあと 
　　・思いっきり遊んでいる最中 
　　・退屈になったとき 
　飼っている子いぬがいつするのが回数が多いか
確認して下さい。回数が多いということはチャン
スも多いということです。 
　子いぬのトイレトレーニングで大切なことがも
うひとつ。いつもいる場所（ケージもしくはサー
クル）の他にもうひとつトイレスペースを用意する
ことです。このトイレスペースはサークルで囲みトイレシーツを敷き詰め
ておきます。 
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　子いぬの時期は、排泄回数が多いため寝
ている場所にもトイレシーツを敷いておく
必要がありますが、トイレを認識させるた
めにもうひとつ準備が必要なのです。 
　さて、ここで一つのルールを決めます。
それは、サークルやケージから出してあげ
たら必ずトイレスペースに入れるようにし
て１０分程度知らん顔をします。そのあと
自由にさせるなりお散歩に行くなりしま

す。これを毎回繰り返してトイレスペースで排泄をすることを教えるので
す。（サークルやケージから出してあげる時に中で排泄をしていなけれ
ば、トイレスペースで排泄をする確率は高くなります） 
　子いぬがトイレを覚えるきっかけは、「トイレを我慢している」という
認識を持たせることとトイレでほめられたということです。 
　子いぬがトイレを我慢することを認識するきっかけは、トイレスペース
で排泄をしてほめてもらう回数が増えると覚えるようになります。 
　トイレのしつけで大切なことは「必ずほめて教えていく」ことです。 

子いぬの成長と行動特性 

　子いぬのしつけは新しい家族の元に来たら、始まるものだと考えて下さ
い。ただし、しつけは「押し付ける」ものではありませんし、いぬは押し
付けて教えることもできないものだと思ってください。 
　子いぬは成長に併せて行動特性があります。それを理解して対処するこ
とが必要です。 
　この章では、いぬの月齢に合わせた学習の仕方や変化を説明していきま
す。哺乳動物は、ほとんどの場合生まれていろいろなものを感じ取るよう
になるまでは、持って生まれた行動特性（本能）により行動が制御されて
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いますが、成長過程の学習の変化は、各個体により個人差がありますの
で、この限りでない場合もあります。 

動物の個体を形成する「遺伝」と「環境」。 
　いぬやひとを含めた哺乳動物では、成長過程における環境の違いは、そ
の個体の成長に大きく影響を与えていきます。遺伝学上では、一個体は、
両親の半分ずつの遺伝子を受け継いでいます。外見的な違いもあります
が、内面的にも各個体で違いがあります。「お父さん似」「お母さん似」
の違いですが、内面的な部分もこれが当てはまります。 
　一個体が親から受け継いだ遺伝的要素は、生まれた時に持っているもの
で「遺伝」と言いますが、これには当然「よい遺伝子」と「悪い遺伝子」
が受け継がれるでしょう。この場合の遺伝子の「よい」「悪い」は決めつ
けて考えるものではありませんが、私達との生活に合うものと合わないも
のがある場合には、どうしても「よい」「悪い」を考えてしまうものであ
り、置かれている環境によって違いがあるものです。 
　さて、このよくも悪くも持って生まれた遺伝的なものは、今後の生活に
大きく影響するとともに、消し去ったり、改善していくなどということ
は、ほとんど無理と考えるべきでしょう。 
　わたしの「しつけ学」では、この親から受け継いだ遺伝形質（行動も含
む）をその個体の「性格」であると定義付けています。 
　ただし、社会性の高い哺乳動物においては置かれている環境により成長
とともに行動特性が変化していきます。これを「生後の環境」といい、消
し去ることのできない遺伝形質と同時に、内面的に取り込んで行動に変化
を与えていく要因となります。この「生後の環境」とは、周囲の状況や他
の動物との接触、学習などにより身につけていくものとなります。動物の
成長には、このような関係があり、一概に遺伝的要素が決まっているから
と言って、その動物の行動が決まるわけではなく、生後に置かれた環境に
より、様々に行動や情緒反応に変化を起こしていくものであると言えま
す。 
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学習の機会は適切な時期に。 
　いぬは、わたしたち人と同じように周囲の状況を観察しながら、いろい
ろな刺激を得て学ぶ動物であり、いろいろな刺激や状況を積み重ねなが
ら、蓄積した経験をもとに生きていきます。特に子いぬの時期は、好奇心
旺盛であり、また様々な要因の中で学んでいくことを喜ぶという性質を
持っています。いぬと共に生活をしていくわたしたち人は、最も適した年
齢において、この性質を発展させて人社会の中で快適に一生を過ごしてい
けるようにしていく責任があります。 
　いぬとの生活を快適に過ごしていくためのKEY（鍵）は、飼い主が上手
にいぬが学習できる環境を作ることができるかどうかにかかっていますの
で、自由にさせておくだけではダメで「よい状況でいろいろな事柄を学ぶ
ことを教える」という努力を惜しまずに生活を送ることが大切なこととな
ります。 
　子いぬの時期の若い脳は、あらゆる刺激を求めています。学ばなければ
ならない時期には脳は扉を開き、脳内と外部の刺激とを繋いでいきます。
この時期に外部との接触経験が少なかったり、多くの刺激に触れることが
できなかったりすると、成長していく段階でいろいろな刺激に敏感に反応
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犬のしつけ読本　生後６ヶ月までの飼い方としつけの関係

したり、学習機能の麻痺を引き起こしたりする可能性があると言われてい
ます。 

いぬも哺乳動物、母いぬのお腹の中でしっかりと育つ。 
　いぬは母いぬのお腹の中に約６３日間います。妊
娠後期になると外見的にもわかるようになり、飼
養者（飼い主）は、母いぬがトラウマにならない
ように大きなストレスを与えないことと、落ち着い
た場所をお産する部屋にするなど対策が必要なの
です。 
　ここでは、ブリーダーさんのためのものではなく、いぬを大切に飼って
くれる飼い主さんのためのものなので、いぬとの暮らしを始めたいと思っ
ていらっしゃる方には、できるだけ両親を見ていぬを選べるとよいと思い
ます。 
　両親の性格やいる環境をよく調べて、臭いがなく清潔な環境で育ち、陽
気で朗らかな性格のいぬを選ぶことで、将来的にも安定した行動特性を示
す確率が高くなります。両親の育った環境がストレスいっぱいで不潔な状
況で育ってしまうと、生まれてきた子いぬに与えていく影響もかなり大き
くなってしまいます。 

生後１ヶ月齢からは、周りの環境と刺激に馴れる時期です。 
　産まれたばかりの子いぬは、約２週間母乳を飲み眠ることが仕事でそれ
以外のことは、ほぼありません。母いぬはせっせと母乳を飲ませることと
排泄を促すために子いぬをしきりに舐めることを毎日します。母いぬが子
いぬを舐めることで、精神的な安定性を促すと言われています。 
　産まれて２週間が経過すると、子いぬは移行期に入り目が開き耳の機能
が働き始め、周辺にあるもの（刺激）を感じるようになり、鼻の機能が働
き始めるといろいろなものを確認する動作を始めていきます。近くにいる
のは兄弟であり、母いぬですから毎日の接触を通して将来必要な社会性を
身につけていきます。生後３週目ごろから兄弟同士の接触が密となり、
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「ヒャン」という鳴き声を発しながら取っ組み合いをするような仕草が増
えてきます。また母いぬにちょっかいを出すような仕草も増えて、母いぬ
との接触の中で「服従する」ことの重要性を遊びを通じて覚えていくのも
この時期です。 
　このようにして母いぬ、兄弟との接触を通じて活発に行動するようにな
り、生後１ヶ月を越える頃には刷り込み期となり、社会性を身につける初
期段階から兄弟同士の取っ組み合いが頻繁になり、その取っ組み合いとい
う遊びを通じて、五感（触覚、聴覚、視覚、嗅覚、感情感覚）を研ぎ澄ま
して「速さ」「柔軟性」「確実性」を身につけていくようになります。こ
の時期は、子いぬの接触行動が多くなるので、人との接触も多くしていか
なければならないのです。大切なことは、人の手で触れてやること、離乳
食を人が与えること、いろいろな人に会わせること（触らせることではな
く見せること）が重要なことになります。このようにすることで、子いぬ
たちがこれから新しい環境に巣立っていく準備をしていく責任が私たちに
はあることを認識してください。 

生後３ヶ月齢は、周りの探索と遊び相手を探す時期です。 
　新しい環境に入った子いぬは、様々な刺激に慣れるために臭いを嗅ぎな
がら探索を始めます。 
この時期は、学習による刷り込みをするように脳から指示が出ているため
探索や遊びが旺盛になりますので、しっかりと対処する必要があります。
またこの時期は飼い主を遊びに誘うという行動が顕著に表れてきます。こ
れは自分に注目してほしいということと狩猟本能が狩りの練習をしなさい
と言っているため、例えば「走り回る」や「噛む」という行動が多くなる
のです。 
　この頃は思いっきり遊んで寝るという行動が多くなります。これは子い
ぬ期はエネルギーをため込んでおくことができないためで、しっかりと相
手をしてやってコミュニケーションをはかることが必要です。 
　この時期は、ワクチン接種が完了していませんから、お散歩に連れて行
くことがなかなかできない時期でもありますが、首輪やハーネス、それと
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リードに慣れさせることも必要となります。まず室内（ケージやサークル
以外）では首輪やハーネスをつける習慣をプログラムします。 
　この時期の子いぬをお散歩に連れて行くには、十分な注意が必要となり
ます。基本的に、他のいぬとの接触を避ける、排泄物の臭いを嗅がさな
い、草むらに行かない、雨の日には行かない、長時間連れ出さないなどに
留意しながら、人社会のあらゆる環境や刺激に慣れさせること、飼い主に
ついて歩くことを教えるという観点で行うようにしましょう。 

生後４ヶ月齢は、「噛む」「かじる」という行動が頻繁になります。 
　この時期には、「噛む」という行動が頻繁に現れます。子いぬの相手を
してやろうと思ってもすぐに口先が出て「噛んでくる」という動作をしま
す。 
　しかしこの時期の噛む行動は脳から指令が出ている行動なので「噛んで
はいけません」ということを仔いぬに教えることもナンセンスです。 
　へたに矯正しようとするとストレスとなり、最終的には噛む行動がエス
カレートしてしまうことになりかねません。 
　仔いぬにとって噛む行動をなくすことはできないので、噛むと言う欲求
を飼い主ではなく別のものに向けさせてやることで、その場をやり過ごし
てみたり、もしくは飼い主が仔いぬに構わない「無視」という方法が効果
を上げます。決して叱るという行動に出ないよう注意して下さい。どうし
ても噛むという行動がひどいと思われたら専門家（陽性強化法トレーナー
及びインストラクターが望ましい）に相談することが大切です。 
　エネルギーの発散と社会化という面から、お散歩にはどんどん出るよう
にしましょう。 
　近所にパピークラスをやっているところがあれば参加してみるのもいい
でしょう。 
　また、しつけ方教室への参加もこの頃から検討してみることも必要で
しょう。 
※パピークラスとは、仔犬の社会化プログラムを実施する教室で、犬の訓
練というよりコミュニケーション中心にインストラクターが指導をして
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くれます。パピークラスは陽性強化トレーニングの手法を使っている教
室を探すことをお勧めします。 

生後５ヶ月齢は、リーダーを決めるようになります。 
　この時期になると、身体も大きくなり行動にも変化が現れてきます。特
に歯が生え変わるのが、この時期になるため一層「噛む」という行動が顕
著になります。 
　どうしても私たちは叱りがちになりますが、エネルギーをため込んでし
まうため、後で思わぬ形で出てくるようになってしまいます。注意しま
しょう。 
　この頃は、飼い主を「信頼できるリーダー」かを確かめるようになりま
すので、しっかりとしつけやトレーニングを行うことが重要です。 
　特に重要なことは「指示に従う」つまり飼い主の言うことを聞くという
ことです。指示に従う回数が多くなれば、それだけ飼い主を主人と思うよ
うになるのです。 
　いぬは人と違い、「主人を得た自由」を喜ぶ動物です。しっかりとト
レーニングをしていきましょう。 

仔いぬとのコミュニケーション 

　仔いぬは、新しい飼い主の元へ来るまでは親兄弟とけんかをしながら成
長してきました。新しい飼い主のところへ来たからといって、急に大人び
たりはしません。子供のように遊びたがります。 
　そこで、仔いぬと遊べるゲームをお知らせしておきますので、ご活用下
さい。 

仔いぬと遊ぶ時間 
　仔いぬが環境に慣れるためには、仔いぬと遊ぶことも必要ですが、ひど
く疲れてしまう程遊ばないようにしてください。この場合「適度」に遊ぶ
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ことが大切で、遊んだあとは休ませるようにしましょう。仔いぬは１日１
９時間以上の睡眠が必要だと言われています。 

๏遊んでも良いおもちゃと悪いおもちゃゲーム 
　いぬ用のおもちゃ4つとリモコンやスリッパなどのおもちゃではないも
のを３つ用意します。それをすべていぬの前に並べます。 
　いぬに自由に遊ばせます。その時リモコンなどのおもちゃではないも
のを咥えたり遊んだりしたら、すぐに取り上げていぬの手（口）の届か
ないところに隠しましょう。 
　気を取り直してもう一度遊ばせます。いぬ用のおもちゃを咥えたり遊
んだりしたら、すぐにいぬと一緒に喜んで遊んでやりましょう。こうす
ることで仔いぬは何で遊べば楽しいかを学習するようになります。ポイ
ントは遊んでほしくないものを咥えたり遊んだりした時には、何も言わ
ずに取り上げてそのものがなくなってしまうことと飼い主も話しかけて
もくれないことを学習させるようにすることです。 

๏主人はどこだ、かくれんぼゲーム 
　仔いぬと一緒にいる時に、仔いぬがよそ見をした瞬間にカーテンやソ
ファの後ろに隠れてみましょう。そうすると仔いぬが気づいた時には、
飼い主はいないと思い探すという行動をします。しばらくの間黙ってい
ると、仔いぬは鼻を高くあげて匂いを嗅ぐしぐさをしてまた探し始める
でしょう。うまく見つけることができて近寄ってきたらおおいに褒めて
あげましょう。こうすることで飼い主との絆を深めることができるので
す。 
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パピーレッスンの重要性 

　飼い主のみなさんに提供できるサービスの中で、最も重要なもののひと
つにパピーレッスンがあります。パピーレッスンを行うパピークラスは、
５～６頭の仔いぬと飼い主さんが参加するクラス構成となっているところ
がほとんどです。 
　レッスンの形態は様々な方法がありますが、大きく分けてトレーニング
重視と社会化重視の2つがあります。どちらが大事というものではありま
せんが、最も考えなければならないことは子いぬの時期は学習能力が非常
に良く、吸収率が高いということです。 
　パピークラスの参加対象ですが、どうしてもワクチンなど感染症対策を
どのようにするかということが最初に浮かびます。 

　アメリカの獣医師であり行動学者のロバートKアンダーソンはこのよう
に述べています。 
「子いぬのワクチンと社会化は同時進行すべし」 
　子いぬは生まれたと同時に学習を始め、生後13週から16週の間に経験
したことが記憶に残り学習に対する反応も高いと言われています。（16週
とは生後約4ヶ月齢です） 
　子いぬが学習する適切な時期が、いぬの行動に影響を与えるための最適
な時期であり、健康的に過ごすためには重要であり、長く影響を与える部
分でもあることから、他の子いぬや成犬だけでなく子供や大人と接するこ
とにより得られる学習や社会化の経験、環境を提供することが大切となり
ます。飼い主といぬの絆を深める為、またその後12年～18年の間大切な
家族の一員として暮らしていく為に、この社会化プログラムを予防注射プ
ログラムと同時に行うべきなのです。 

　この特別な学習期間を最大限に活用するために、8～9週齢から始める
子いぬの社会化プログラムを実施する必要があります。しかし、社会化プ

Copyright c 犬のしつけ教室こにし塾 All rights reserved



犬のしつけ読本　生後６ヶ月までの飼い方としつけの関係

ログラムに参加するためには、伝染病に対するワクチンを少なくとも第1
回目は終了していることが必要となります。 
　社会化プログラムを実施するスタッフは、伝染病に対する予防策に注意
を払い、衛生環境を整え、注意深いインストラクターと飼い主のケアによ
り、できる限り参加する子いぬが危険な環境にさらされないようにしま
す。社会化プログラムとトレーニングは、子いぬが健康に過ごすプランの
重要な一部として捉えていく必要があります。 

　全く危険がないということはありません。クラスの開催前に、さらに予
防接種が必要な特別な個々のケースや環境等では、常に獣医師の専門家と
してのアドバイスや判断に従いましょう。 
　また、パピークラスへの参加が遅れる場合には、子いぬが学習する特別
な時期を最大限に活用するために、飼い主が家族外の子供や大人に対する
社会化プログラムを実行できるようにアドバイスをしていくことが大切で
す。 

子いぬの社会化と環境を考える 
　パピークラスで得られることの大きさは病気感染のリスクを上回ると言
われています。かかりつけの獣医さんから、パピークラスに参加してもよ
いか確認をとって、許可が出たら、早速パピークラスに参加してみましょ
う。 
※パピークラスは、多くの子いぬが参加するし、いぬ同士の接触が多くな
るため、獣医師のアドバイスを仰ぐ必要があると考えていますし、最低１
回のワクチン接種を済ませておく必要はあると考えます。 

社会化 
　動物が他の動物や環境との絆を構築する時期で、人の飼育下においては
人が生活する様々な環境にも慣れていく必要があります。この時期の仔い
ぬが視覚や聴覚、嗅覚などの五感に様々な刺激を受けると、生活環境に対
して適応能力のあるいぬに成長すると言われています。逆にこの時期の社
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会化を怠ると、社交性の低い、臆病で様々な刺激に過剰に反応してしまう
いぬになりやすくなります。 
　子いぬは、飼い主さんの元へ来る前に親いぬや兄弟との触れ合いの中
で、いぬ特有のコミュニケーション方法を身につけています。したがっ
て、あまり早い時期に親いぬや兄弟犬と引き離してしまうと、他のいぬと
うまく付き合えなかったり、飼い主との関係を上手に築けなかったりする
ようになり、お散歩でのいろいろな刺激や来客に対して過剰に反応して、
攻撃的になったりするという問題を抱えてしまう結果になりやすいので
す。 

＜子いぬの社会化で大切なこと＞ 
• 飼い主は楽しいリーダーと思ってもらえるように、いぬと接する機会を
多く持つ 
• 身体のどこを触られても嫌がらないように、触られることに慣れさせる 
• 他のいぬへの反応に適応できるように多くのいぬとの交流を持つ機会を
与える 
• いろいろな人に慣れていくために多くの人との交流を持つ機会を与える 
• 生活に関わる音や聞き慣れない音などに適応できるようにいろいろな音
に慣れさせる 
• 車やベビーカーなど生活に関わるいろいろな刺激に慣れさせる 
• ペットショップや動物病院が楽しいところという関連づけを持てるよう
な機会を与える 
• ゆっくりと休める環境を提供することは、とても大切であるという認識
をしっかりと持って、クレートトレーニングのプログラムの実施を行う 

　以上のことを実施する上で注意しなければいけないことは、決して無理
をしないことです。社会化は、無理をすると逆効果になってしまいます。
仔いぬの状況をよく観察しながら大きなストレスを与えないようにしま
しょう。 
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恐怖について 
　人がいぬとともに生活しているのは、いぬという種が賢く危険を回避し
て進化してきたからなのです。恐怖心がなければ生き残ることすらできな
かったことでしょう。 
　動物が危険を察知した時の行動は、次の3つに分類できます。「逃げ
る」「動かない」「戦う」です。この本能的な行動は、家庭で飼っている
いぬにも当てはまります。この行動は、本能的な行動なので、しつけやト
レーニングで制御できることはなく、いぬが生活の中において様々な刺激
に慣れる、要するに社会化によって、コントロールできるものになりま
す。 
　いぬにとって恐怖という衝動は、いろいろな行動を引き起こし、最終的
には「吠える」「咬みつく」という問題行動として表れてきます。 
　そのようにならないために、様々な刺激に慣れさせていく訳ですが、子
いぬの怖がる行動は人が見ていると滑稽で、ついいたずら心が出てしまう
ものです。例えば、掃除機の音にいぬが反応した動作を見て、ついいぬを
興奮させてしまうようなことを私たちはしがちです。でも、このようなこ
とが、後になって問題を引き起こしてしまうのです。 
　いぬとの生活において、いぬに恐怖を増長させるようなことをしてはい
けません。子いぬが少しでも怖いというような動作を示したら、子いぬが
怖がるであろう行動を中止して（例えば掃除機を止めるなど）、飼い主は
平然を装いましょう。いぬに「何事もないよ」というメッセージを送るの
です。そして、いぬをそのものから遠ざけてから、その行為（例えば掃除
機をかけるなど）をするようにしましょう。 
　また、見慣れないものを目にしたときも、恐怖を示す動作をします。こ
の場合も、飼い主は大げさな動作をせず、いぬの行動を見守るようにしま
しょう。実際に経験させて、いぬに自分の目で確認させてあげることをお
勧めします。しかし、何事にも無理強いしてはいけません。 
　新しいものを探索している間は、子いぬが後ろに下がったり立ちすくむ
ような動作をしても、そのままにしてあげましょう。いぬを無理に近づけ
るようなことも良いことではありません。リードをきつく引いたり、腕に
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抱え込むようなことをすると、新しいものや人やそれらの状況に対して自
分自身で距離を調節する能力を制限してしまうことになります。 
　子いぬの性格の多くの側面は16週齢までの経験で決められてしまうと
言われています。状況を複雑にしているのは、大事な時期の始まりと終わ
りが子いぬによって異なるからなのです。社会化のポイントは、時間をか
け子いぬが恐怖を感じない状況を作ることです。 
　インストラクターが子いぬのストレスサインやカーミングシグナルを読
み取り、状況に応じて対処していきます。子いぬにある状況を我慢させる
ようなことはせず、新しいものには徐々に慣らし、周りの環境に対して自
信を持たせていくようにします。 

子いぬを取り巻く環境 
　子いぬを飼養する場合、必ず室内飼養をするようにしましょう。子いぬ
は心身ともに成長期にあり、飼い主が観察できる状況で飼養する必要があ
るためです。また、飼い主家族との絆の構築をする上においても重要なこ
ととなります。室内飼養の場合でも、自由気ままな環境を与えてしまう
と、いろんなものをかじったりトイレのしつけがうまくいかなかったりす
るばかりでなく、飼い主との関係構築もうまくいかなくなることがありま
すので、ケージやサークルなどを利用しけじめのある生活をするように心
がけて下さい。ただし、ケージの中に閉じ込めておけと言うことではな
く、ケージに入れたり出したりすることで、人との生活においてリーダー
は誰であるのか、落ち着ける場所があるか、飼い主と遊ぶことは楽しい
よ、我慢することは大切だ、というようなことを教えていくために必要な
のです。 

クレートトレーニングは必要です 
　「子いぬを狭いところに入れておくなんてかわいそう」などと思う必要
はありません。いぬは元々洞窟の中で生活をしていて、安心できる場所だ
という認識を持っています。そしてそれは飼い主の指示により実行するこ
とで、飼い主がリーダーであるという認識をさせることができます。 
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　また、いぬが狭いところが安心できる場所という認識があれば、大きな
災害があって避難しなければならないときにも役立ちます。実際に災害が
起き、避難しなければならない状況になると、飼い主もいぬも大きなスト
レスの中に置かれてしまい、病気になってしまうこともあります。その際
にいぬが自由気ままな生活をしていると、避難している場所に飼い主と一
緒にいることはほぼできない状況になり、ケージに入る生活になってしま
い環境の変化が大きくストレスが増大してしまいます。そんなときに、ク
レートトレーニングができているいぬは、環境の変化に適応することがで
きるのです。なぜかというと、安心できる場所を持っているからなので
す。 
　そして、クレートトレーニングはいぬの自己主張を制御でき、我慢する
ということが自然にできるようになります。 

子いぬは破壊行動をするもの 
　子いぬは好奇心旺盛でエネルギーが有り余っています。したがって、室
内にあるもの手当り次第に噛んだり、かじったり、走り回ったりします。
この行動を子いぬの時に抑制することはお勧めしません。上手にエネル
ギーを発散させてあげる必要があります。 
　そこで必要なのは、環境整備です。子いぬが口に入れたり噛んだり、か
じったりするものは、子いぬの手の届かないところへ置くようにします。
家具などかじっては困るものには、ビターアップルなどいぬが嫌いになる
ものを塗っておくなどの対策を講じましょう。 

子いぬの教育 
　子いぬの時期のしつけは、まず「いいこと」をほめる（陽性強化）こと
にあります。子いぬの時期に悪いことを叱る（処罰強化）という方法で教
えると、何かをすると叱られるという関連付けができてしまい、飼い主と
の関係を損ねてしまうばかりでなく、対抗策として「攻撃」の火種になり
うるかもしれません。 
　いぬのしつけは、生活のなかで活かされるものでなければいけません。
したがって、訓練するというイメージとは違います。子いぬと接触するこ
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とは「遊ぶ」ことです。遊びは楽しいもので、子いぬはその遊びを通じて
学習をしていきます。様々なものに興味があるこの時期に、上手に「やる
気」を育てるように仕向ける必要があります。 
　子いぬの時期は、食欲が旺盛なものです。食欲が旺盛な子いぬほど学習
効率が高くなります。なぜなら、「ほしい」という欲求が高くなりそれを
手に入れるために「どうすればいいか」を常に考えるからです。ですか
ら、パピークラスにおいて大切なことは、適切に学習を進められるよう
に、子いぬの欲求殿高いものを使い、命令をすることを最初にするのでは
なく子いぬの自発的な行動を促して、飼い主が意図する行動へと誘導して
いくようにしましょう。 
　このとき、飼い主から発せられる声も重要になってきます。いぬは人の
言葉を完璧に理解することはできませんが、これは人がいぬの言葉を完璧
に理解できないのと一緒です。でも、ある程度理解できます。あらゆる研
究で、人はいぬが発する声、つまり「吠え声」を聞くだけである程度「何
で吠えているのか」を理解できているそうです。逆の立場でいえば、いぬ
も人の言葉をある程度理解できる能力は持っているのではないかと思いま
す。ここで重要な飼い主から出る声はどのようなものがいいかということ
ですが、ほめるときの声と叱るときの声を比較してみましょう。ほめると
きの声は、優しく丸い感じの声を出します。たとえば「よ～しよしよし」
「いいこ～」（文面ではイントネーションが伝わりづらいですが）という
言葉には、緊張感はありません。叱る言葉には、強く尖った感じの声を出
します。たとえば「ダメ！」「イケナイ！」という言葉は、周りを緊張さ
せる程の力があります。声のトーンもあると思います。ほめるときは声が
高くなり、叱るときは声が低くなります。いぬは私たちから発せられる声
尾のトーンを聞き分けて、現状がどのような状況なのかを判断するので
す。 
　パピークラスは、遊びを通じて楽しみながら行うことがたいせつです。
決して緊張感のあるクラスにしてはいけません。子いぬは遊びの中からい
ろいろな刺激に慣れるための社会化や、身体検査を含むボディコントロー
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ル、飼い主との信頼関係を深めるための絆構築プログラムを学んでいきま
す。キーワードは「とにかく楽しく！」です。 

「いぬを飼おう！」心の準備はできていまし
たか。 

　将来、私たちはいぬやねこを飼おうと思ったとき、生後６０日以下の子
いぬ子ねこを買うことはできなくなります。これは、今後法律の規制によ
りそのようになると思われます。 

　なぜ、このような規制に至ったかというと、母いぬや兄弟たちから十分
なふれ合い経験がないまま早期に離されると、いぬ同士でうまく交流でき
なくなったり、体調管理が上手にできない、性格的にも臆病になりやすい
などの問題点の指摘があったからです。 

　この指摘は的確なものだと言えます。動物の行動学上でいぬは、生まれ
てから生後５、６ヶ月までの間で１ヶ月単位毎に学習の仕方、成長の仕方
に違いがでてきます。特に生後４週齢の頃から１４週齢の頃は刷り込みや
社会化、階級の順位付けなど様々なことを覚えてくる時期になり、親や兄
弟そして人から得てくる感受性を育てるといった意味でとても重要な時期
なのです。その重要な時期に、親兄弟から離してしまうことは、その感受
性を台無しにしてしまう危険性があるのです。 

　私たちは、今まで小さければ小さいほど子いぬ、子ねこがかわいく飼い
やすいと思ってきました。が、実はこれは間違いなのです。 
　子いぬ、子ねこから飼うことは、とても大変なことなのです。食事の回
数も多く、それに伴いフン尿の回数も多く、４時間以上放ったらかしにで
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きず、人社会で生きていけるよう社会化したり、マナーを教えたりなどの
しつけが欠かせません。 

　「育てる楽しみがあるから子いぬ子ねこから飼いたい」 
　これは、実は容易なことではありません。いぬやねこは、生後１年で人
の１８歳程度の情緒反応をするようになり、これは実は、子供を育てるこ
とよりも難しいのです。 
　ましてや、いぬは人の言葉を理解できません。反論する人もいるかもし
れませんが、基本的にはそのようなものだと理解する必要があるのです。 

　いぬは、人の言葉を理解して反応しているのではなく、情緒行動を読み
取って反応し行動しているのです。ですから、言葉自体を理解しているわ
けではありません。 
　実は、いぬやねこは成長して２歳や５歳になってからでも飼うことがで
きるのです。人もいぬもねこも、経験によって成長していくところが大き
いのです。 
　でも、決して性格を考えなくてもいいということではありませんが。 

　「いぬを飼いたい！」そこからいぬとの生活は始まります。ついで、「犬
種は何にしようか」「オスにしようか、メスにしようか」「家の中で飼え
るだろうか」「動物アレルギーの者はいないか」など考えていかなければ
ならないことは、たくさんあります。 

いぬをどこから迎えるか 
　「いぬを飼いたい」と思ったら、まず何処へ行きますか？ 
　みなさんは、ペットショップへ行くでしょう。そこには、様々な種類の
子いぬがいます。毛が長い、短い、耳が立っている、寝ている、鼻が短い、
尻尾がないなどいろいろな外観上の形があり、目移りしてしまいます。
が、しかし、「いぬを飼う」ということをもう一度考えてみましょう。 
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　現在ペットが置かれている現状は、未だ改善されていません。全国の保
健所に収容され安楽死処分されるペットは、年間８万頭にも及ぶと言われ
ています。 
　このような現状を解決するためには、ペットの飼い主となられる方の意
識を高める必要があります。今、ペットを迎える方法として、様々な理由
で保健所に収容されたペットを引取り、育て共に暮らすと言う選択肢も考
えてみてほしいのです。 

家族全員がいぬを迎えることに賛成していますか 
　いぬは平均15年程度の寿命があります。子いぬを飼おうと思ったとき、
同時に15年後も想像してください。自分がそのとき何をしているのか、い
ぬを飼える状況だろうかと考えてみましょう。 
　また、いぬは受け入れてくれる家族全体を飼い主として認識します。家
族全員が愛情深く接することが必要になるのです。 

いぬには、多くの種類が存在し、その種類によって行動特性が違います。 
　いぬには、子供よりも大きな種類から、手のひらに乗るような小さな種
類まで様々ですが、すべていぬというカテゴリーの中にいます。この多く
の種類は人間が「育種」することで作り上げてきたものなのです。いぬに
はその種類ごとに、いろいろな特性があります。 
　どんな種類のいぬを飼いたいか、決める時にその種類について勉強をし
ましょう。原産国はどこか、どのような目的で作られたか、特有の性格は
どんなか、特有の病気を持っていないかなど、今は情報化社会ですから、
勉強をするための情報はあふれています。 

自分の生活環境に合ういぬを選ぼう 
　自分のライフスタイルに合ういぬを選ぶことも大切です。いぬを飼うこ
とは、自分のライフスタイルを豊かにするために飼うことになります。一
軒家に住んでいるのか、マンションなのか、仕事で家を空ける時間が長い
のか、短いのか、その間誰が面倒を見るのか、いぬは屋外飼養か、屋内飼
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養か、旅行が好きでいぬも同行させたいとか、いぬと生活するには様々な
環境におかれる状況を考えてみましょう。 

いぬとの生活は楽しい、毎日の世話も楽しい 
　いぬと生活するということは、毎日世話をする必要があります。当たり
前ですが、いぬは私たちの要望通りの行動はしてくれないものと認識する
ことも必要です。食事の世話やフンの始末、毎日のお散歩と大変なので
す。 

現代はアレルギー社会です、家族に動物アレルギーを持っている人はいま
せんか 
　現在の社会は、アレルギーに対して敏感です。動物アレルギーは、突然
起こる場合もあります。家族にアレルギーに敏感な人、アレルギー体質の
人いませんか。場合によっては、いぬを飼うことをあきらめなければなら
ない場合もあります。 

いぬを飼うということは、出費も増えるということ 
　いぬとの生活が始まると、それなりに出費も増えます。いぬには、1日2
回エサを与えなければなりませんし、定期的に動物病院に通ってワクチン
などを接種してもらう必要もあります、当然病気や怪我をすることもあり
ます、そして登録や狂犬病予防注射もしなければなりません。 
いぬの健康を保つために、定期的にシャンプーしたり、トリミングも必要
です。生活をするだけでも、いろいろな出費があります。 

終生飼養は原則です 
　いぬは、「生きている命ある動物」で、感情表現も豊富です。私たちと
同じように年をとっていきます。いぬも老齢になるといろいろなところに
故障をかかえることになり、歩けなくなったり、目が見えなくなったりし
ます。いぬの老後という問題も考える必要があるのです。 
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いぬを飼う、近隣に対する影響を考える 
　いぬは自分たち家族だけで飼うものではありません。私たちも自分たち
家族だけで生活しているわけではないのです。隣近所または小さなコミュ
ニティに迷惑をかけないような飼い方も必要になってきます。いぬは吠え
ない動物ではありません。誰かが来れば「誰か来たよ！」と知らせてくれ
ます。いぬを飼ったら、頑張ってお散歩に連れ出して、ご近所の方とコ
ミュニケーションを図りましょう。そして、ルールを守り、マナーの向上
をいつも心がけるようにしましょう。 

災害はいつ起こるかわかりません、災害対策も必要です 
　今や日本は災害大国です。災害対策をしっかりと家族で考える必要があ
ります。必ず心がけることは「ペットと一緒に避難する」ことです。その
時に飼っているいぬが大きいのか小さいのか、どのような飼い方をしてい
るのか、避難した際にペットの安全は守れて安心できる環境を与えてあげ
られるのか、など様々なことに思いめぐらす必要があります。 

いぬは絶対に「咬まない」とは言えない動物です 
　いぬが人に危害を加えないということは、誰にも言えないと思います。
どんなにトレーニングされているいぬでも、人に危害を与えないという保
証はありません。常日頃から、適正な管理を心がけることが必要になりま
す。 

準備万端ですか？ 
　「いぬを飼おう」と決めたら、準備を整えなければなりません。何をす
るにしても、準備は必要です。いぬとの生活を考えながら必要なものを見
ていきましょう。 

・子いぬが安心して休める場所の確保 
　連れて帰られたら、ゆっくりと休める場所に置いてあげましょう。 
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新しい環境に慣れさせるためには、安心して休めるようにサークルかケー
ジの中に入れてあげることです。その中にはトイレをしてもいいように
ペットシーツを入れてあげると良いでしょう。 

・水を飲むための給水器とエサを食べるための食器を用意 
　落ち着く場所が決まったら水を与えます。給水器による水の準備をして
ください。給水器が無理なら食器でも良いですが、ひっくり返らないよう
な工夫が必要です。 

・どんなフードがいいのか、月齢に合わせたものを選ぶようにしましょう 
　ドッグフードには、いろいろな種類があり、様々な内容成分の違いがあ
ります。 
　大切なことは、成長過程にある仔いぬは、消化吸収のよいものを選ぶよ
うにすることです。仔いぬ用のフードが良いということになります。いろ
いろなメーカーからいろいろな種類のものが出ていますので、よく検討し
て選んでみて下さい。 
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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；高校を卒業後、民間の警察犬訓練所に入所、在籍中に華々しい活躍は多く
　　　　　　　ないが、訓練競技会で部門優勝を何度か経験したが、所長との考え方の違
　　　　　　　いから約４年後に退所。
　　　　　　　退所後、独立し地元京都で「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。独立してからも「処罰法トレーニング」に疑問を抱きな
　　　　　　　がら、訓練を続けているときに、公益社団法人日本動物病院福祉協会
　　　　　　　（JAHA）の存在を知り、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・ライアン女史に出会い、トレーニングの手法やも
　　　　　　　のごとの捉え方、考え方の新しさを知り、理論的なしつけトレーニングの
　　　　　　　重要性を痛感し、陽性強化によるトレーニングを実施し始め、同時にテ
　　　　　　　リー・ライアンを師事。
　　　　　　　何度かのアメリカでのトレーニングキャンプに参加する機会を得て、その
　　　　　　　後第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
　　　　　　　を開くことをきっかけに、各行政からの依頼による講演会、動物病院主催
　　　　　　　のスタッフ勉強会の講師、定期的なしつけ教室の開催などを行う一方で、
　　　　　　　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、ま
　　　　　　　た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な
　　　　　　　ど多岐の分野での活動を行う。
　　　　　　　平成１４年には、拠点を北陸に移し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。
　　　　　　　平成２２年には、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、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
　　　　　　　事業を行うと共に動物愛護活動全般に渡って現在も活動を行っている。

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

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34年10月28日
　　　　　　　備　　考　出張訓練は北陸一円
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