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こにたんが贈るいぬのしつけ読本 

いぬの飼い方と 
管理の方法。 

-ペロ＆plusWan編- 
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いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

いぬはいつでも。


あなたと一緒にいたい。


どんなときでも。


なにがあっても。


ずーっと　いっしょに。


そんな存在。


あなたの気持ちは、おかまいなし。


好き勝手しほうだい。


引っ張りだし、走りまわる。


ときには、文句をいい、


ときには、知らん顔。


すべて、愛情の裏返し。


“そんな愛くるしい存在とともに”
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いぬってこんな動物。 

　あなたはいぬたちを見て、どう思いますか？つぶらな瞳で見つめてくれた
り、しっぽを振りながら愛想よく寄ってきてくれるとつい、手を出したくな
りませんか？ 
　こんな感情は、いったいどこから来るのでしょうか？かわいい、触ってみ
たい、やさしくしてあげたい、癒やされたい、などなどの感情の現れなんで
しょうね。また、人は動物のおもしろい滑稽な動作ひとつひとつに反応をし
ますね、これも感情の現れです。 
　考えてみるとわたしたち人は、感情豊かな動物でありその感情も個々の個
性により表れ方もさまざまで、いぬたちを見たとき、一緒にいるときなどは
ただただ「かわいい」「癒される」という感情で接していると思います。 
　では、いぬたちにとって、わたしたち人はどんな存在なんでしょう？いろ
いろな研究から、いぬたちとわたしたちの関係がわかってきています。いぬ
たちはわたしたちを細かく観察し、わたしたちの動作ひとつひとつに反応す
ることがわかっています。とくにいぬは、わたしたち人の真似をよくすると
言われていて、わたしたちがジャンプをすればいっしょになって飛び跳ね、
笑顔で接すればしっぽを振りながら喜びを表現してきます。これらの行動
は、いぬやねこたちがわたしたち人を仲間だと認識している表れだと言われ
ています。 
　こんなにも愛らしいいぬたちは、いまでは人との生活の中に溶け込んでい
て、決して人との生活から離れては生きてはいけない、わたしたちにとって
もかけがえのない伴侶動物「コンパニオン・アニマル」なのです。 
　いま、伴侶動物となってわたしたちと暮らしているいぬたちは、たくさん
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●いぬってこんな動物 
★ いぬの感情表現がかわいい。 
★ いぬの喜怒哀楽はわかりやすい。 
★ いぬはいつも仲間をつくろうとします。 
★ いぬは動くものを追いかけるものです。 
★ いぬはいろんな「それは何？」を咥えることで確認します。 
★ いぬはリーダーとなるべき指導者をいつも探しています。 
★ いぬはいつもリーダーからの指示を待っています。 
★ いぬはリーダーといっしょに何かしたいといつも思っています。 
★ いぬは仲間といっしょの自由を好みますが、ひとりぼっちの自由は好みません。

いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

の分野でわたしたちに貢献してくれていて、さまざまな業務に従事する動物
です。多くの犯罪に絡む警察犬やこのところ多くなっている災害地で活躍す
る災害救助犬、空港や港で鼻の力を発揮する麻薬探知犬、目の見えない人と
ともに行動する盲導犬や障害を持った方のサポートを介助犬や聴導犬、牧場
で働く牧羊犬などが挙げられますが、みなさんはご存知でしたか。 
　さて、少し学術的な話を少ししましょう。 
　わたしたち人の潜在能力は、コンパニオン・アニマルや公園や庭園、原野
といった自然界とのふれあいを、何らかの形で保つことで最大限発揮される
ことが、多くの事実により証明されていると言われています。とくにコンパ
ニオン・アニマルは、飼っている人とそうでない人の差が歴然だといろいろ
な調査の結果などからわかっています。その例が血圧であり、触れ合うこと
で血圧を低下させストレス軽減につながったり、高齢者にとっては通院回数
の減少が見られたり、心臓疾患を持っている患者さんの生存率が高かった
り、投薬量が減ったりなどと良い影響が報告されています。 

◎いぬの基本的な習性と行動特性 
　いぬは元来、群れで生活をする動物です。いぬはすべて外見や大きさ
に関係なく群れを作って狩りをする習性をもっています。 群れには必ず
統率力のあるリーダーが存在し、いぬは群れの一員であれば、リーダー
に従うという習性をもっています。群れのリーダーは、知的で実力があ
り態度に一貫性があります。 
　この習性を家庭で飼っているいぬに置き換えると、群れは家族という
ことになり、家族のみんなはいぬのリーダーということになります。  
　リーダーである家族のみんなは、この習性をきっちり理解し、いぬに
生活でのルールや服従することの楽しさ、大切さ、そして安全性を教え
ていき、きっちりといぬとの信頼関係を築いていかなければなりませ
ん。ここでリーダーが一方通行の押し付けのしつけをして、リーダーに
なる構成がうまく築けずに、いぬが「このリーダーには従えない」と
思ったら挑戦してくる。すなわち問題行動を起こすようになるわけで
す。 
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●いぬはわたしたちにとって魅力的な存在 
✤ いぬのひとつひとつのしぐさに癒されます。 
✤ いぬの感情表現はわたしたちの感情とリンクする。 
✤ いぬの存在はわたしたちに安らぎを与えてくれます。 
✤ いぬはわたしたちに生きる活力を与えてくれます。 
✤ いぬはさまざまな分野でわたしたちの生活に貢献してくれています。 
✤ いぬは潜在的にわたしたちの健康に好影響を与えてくれます。 

●わたしたちがいぬのためにやるべきこと 
✓ いぬの行動特性と性格を知ること。 
✓ 適切な環境で飼養すること。 
✓ いぬの健康と安全を守ること。 
✓ わたしたちの生活に順応するよういろいろな面で社会化を行うこと。 
✓ わたしたちはいぬとのコミュニケーションを多く持ちしっかりと教育を行うこと。 
✓ 感染症など病気についての知識を持つこと。 
✓ いぬは家族の一員であるという意識を持つこと。
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いぬの成長としつけの関係。 

　こ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。 
　こ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。 
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●いぬの成長は持って生まれた遺伝的なものと経験による学習という後天的な要素が影響 
❖ いぬは１年で人の１８歳程度の情緒的な成長をする。 
❖ いぬは３世代前からの遺伝要素が成長に影響を与える。 
❖ いぬは生後７ヶ月までの飼い方がいぬの性格形成に影響する。 
❖ いぬは生後３歳までの飼い方でその後の生活が決まる。 
❖ いぬのしつけは飼い主との関係性で良くも悪くもなる。 
❖ いぬは生後６ヶ月までは噛む行動が頻繁になる、この時の対処法で今後が決まる。 
❖ いぬは生後６ヶ月までは「トイレのしつけ」はうまくいかないものである。 
❖ いぬは生後６ヶ月を越えていくと飼い主との共同作業を楽しむようになる。 
❖ いぬとのお散歩は最も重要なアイテムとなる。 
❖ いぬの身体に触れて行うお手入れ（ブラッシングや歯磨き）は楽しく行う。 
❖ いぬは多くの場面で管理された自由を好むものである。
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　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
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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。 

◉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。特にこ
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。 
　こ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。 
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◉新しい環境に置かれたこいぬの学習はどのように行われるのか? 
△家庭犬としての社会性を身につける時期  
　新しい環境に置かれたこいぬはその環境に慣れるために探索を始め
ます。この時期は普通なら兄弟犬と争いながらエサを食べ喧嘩をしな
がら順序というものを身につけていく時ですが、その喧嘩の相手がい
ないのであればその相手を探そうとしていきます。その相手は当然飼
い主ということになります。 

△飼い主は信頼できるリーダーかこいぬに試されている  
　この時期は群れの規律をしっかりと教えなくてはいけない時期で
す。親いぬはこいぬと じゃれあいながら規律を教えこいぬはその中
から規律を学習していきます。この時に飼い主は家庭犬として生きて
いくためのルールを教えていくことが大切なのです。 

△人との社会性を覚える時期が過ぎると階級を作っていくようになります。 
　しっかりしたリーダーを獲得したのであればその中で序列を作って
いくようになります。しかしリーダーを獲得することができなければ
それに変わっていぬがリーダー になろうとしていきます。この時期か
ら問題となる行動が発生し始めます。 

　このようにしていぬは観察と経験を通して学習し家庭という群れの中
で生活をしていきます。 
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◉しつけとは 

　「訓練」とちがって「しつけ」というのは、いぬが飼い主の家族およ
び人間社会で平和に暮らしていくための必要なマナーや身の処し方を習
得するプロセスをいいます。したがって「しつけ」は一つにはもっとも
親しい家族に対し、また見知らぬ人や他のいぬに対しどうふるまえばよ
いか学ぶことであり、もう一つはオイデやオスワリなどといった飼い主
がいぬの行動をコントロールするために施す学習そのものを言います。 
　社会的反応性に関するしつけは、いぬの性格と密接に関連していま
す。 いったん他人や他のいぬを怖がる様になってからそれを直すのは大
変難しい。ですから感受性の豊かなこいぬのときにできるだけ見知らぬ
人や他のいぬと接触できる機会をより多く与えるようにしてください。
いぬの性格や行動は遺伝的素質が無関係ではありませんが、こいぬの時
期に受けるこうした社会的経験によって、将来憶病で内向的に社会性に
富む明るい性格のいぬになるかがほとんど決まってしまいます。 
　「オイデ」や「オスワリ」といった簡単なしつけは、生後3～4ヶ月か
ら始めていきます。 また、こうした「しつけ」は他人に頼んでやっても
らうのではなく、必ず飼い主が自分自身で行うことです。 
　なぜなら「しつけ」には、しつける側といぬとの間に好ましい優位劣
位の関係が出来、さらにしつける人に対するいぬの服従性を育むといっ
た大切な機能があるからです。  
　飼い主はいぬの「保護者でありよきリーダーである」ようにふるまう
ことも大切です。 かわいいからといってただ甘やかすだけでは、いぬは
飼い主を尊敬できるリーダーとは思わないで、わがままにふるまうこと
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●いぬのしつけって。 
✴ わたしたちの社会のなかで問題なく過ごしていけるようにマナーを教える。 
✴ あらゆる場面でいぬの行動をコントロールできるようにしていく。 
✴ オスワリやお手ができればしつけは完了ではない。 
✴ いぬにも性格や個々の行動特性があり、尊重した生活を送れるようにする。 
✴ 飼い主といぬとの良い関係性を築く。 
✴ あらゆる人に対して友好的な接し方ができるようにする。
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を身につけてしまうだけです。やさしく根気よく、時には威厳をもって
また一貫した態度で接することがポイントです。 

◉マナーとルール 
　飼い主の姿勢ひとつで、いぬのしつけの良し悪しが決まります。散
歩のさせ方、エサの時間そして与え方など日頃の飼い方を家族みんな
で話し合って決めましょう。 
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△飼い主が守るべき基本的なマナー 
・いぬの健康管理をしっかりとすること  
・手入れをしていぬを清潔に保つ  
・狂犬病やワクチン接種などを定期的に受ける  
・定期的な検便をする 
・散歩の時の糞便は必ず持ち帰る  
・お散歩は必ずリードをつける  
・いぬを危険から守る  
・最後まで責任を持って世話をする  
・望まない繁殖はさせない  
・迷子札など名前がわかるものをつける  
・しつけはいぬの義務教育 
・法律や条例を遵守する

△生活の中でのルール(決まりごと)  
・いぬに触るときは、名前を呼んでから  
・いぬの食餌が飼い主の食事の時間に近いなら飼い主の食事のあと  
・いぬの食器をいつまでも置きっ放しにしない  
・けじめある自由を与えられる生活を心がける
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生活に必須、管理することとは。 

　さて、次にいぬを飼ったなら、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。特にこいぬの時や１歳未満の若いいぬには、あまりにも多くのこと
を教えたり覚えさせ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、幼いこいぬ
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、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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●適切な管理の方法。 
✦ 基本的には「いまいぬが何をしているか」を飼い主が把握していること。 
✦ いぬと接する時間がないときは、いぬの行動を制限できる場所に。 
✦ いぬが安全で安心して休める環境を整えること。 
✦ いぬはわたしたちとは違う思考で同じ景色を見ていることを理解すること。 
✦ わたしたちが大丈夫と思うことと、いぬが大丈夫と思うことは違うことを知る。



いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

　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。 

　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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いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

　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。 
　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、こ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。 
　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。いたずらの始まりです。 

Copyright c Global.plusWan All rights reserved　　　14



いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

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。 
　お散歩は、運動をさせることでもありますが、いぬ
のメンタル面を鍛えることができるのです。いぬ自身
の足で歩くことにより精神的に強くなり、いろいろな
場面に遭遇したり大きな刺激があったときでも、状況
に応じた耐性ができるものです。またリードをつけて
飼い主とともに歩くことで、関係性の強化にもつなが
ります。 
 
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こいぬと遊
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。 

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。こい
ぬの時期はどうしても噛むという行動をします。この場合こいぬに噛む
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。 
　大事なことは、「いぬと一緒に遊ぶ」ということです。 
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いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

生活環境の改善 
　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。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。 

いぬの社会化。 
　いぬをしっかりと管理する際に必要なのは、わたしたちとの生活に慣
れていくための社会化です。特にこいぬの社会化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、そのすべてがこ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 
　特に家族の中に小さい子供がいると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、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 
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いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

　リビングは家族が集まる中心的なスペース、当然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、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 
　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。そして「マテ」を教える際の注意点として
長時間待たさないようにしましょう。基本的
には「ヨシ！」という解除の言葉（コマンド
という）を掛けてから食べさせるようにしま
しょう。エサは１日数回（基本は２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。 
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いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

　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。 

生活に関わるいろいろなものに慣れさせる 
　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、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。 
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いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

賢いいぬにするための基本トレーニング 

　いぬのしつけ、いわゆるトレーニングを行う際には、一方通行のよう
な押し付けの方法ではうまくいきません。大切なことは、双方が「今か
ら教育を始める」という意識を持てるようにすることです。そのために
必要なことが、トレーニングを毎日のルーティン（パターン化）にして
いくことです。毎日いぬと接するときの、飼い主の行動を見直してみる
ことです。 

△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 
△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。いぬのしつけの
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
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●いぬに教えるべき基本的なトレーニング 
✤ リードをいぬに付けたら「いぬの名前」を呼んでほめる。 
✤ 飼い主について歩くことを教える。 
✤ おすわりをどこでもできるように教える。 
✤ ふせの姿勢をどこでもできるように教える。 
✤ 待っていることがどこでもできるように教える。 
✤ 身体のどこを触っても嫌がらないように教える。 
✤ オイデをどこでもできるように教える。 
✤ 落ち着いて待てるようにする。 
✤ 狭いスペースに無理なく入れるように教える。 
✤ 口に咥えたものを素直に出せるように教える。

●毎日の繰り返しが行動を安定させ定着する 
๏ いぬをサークル（ケージ）から出すときは、出す前に必ずいぬの名前を呼ぶ。 
๏ いぬにエサを与えるときは、必ずいぬの名前を呼んでからオスワリをさせる。 
๏ いぬを呼び寄せるときは、必ずいぬの名前を呼んで来たらほめる。 
๏ お散歩に行く前には、必ずリードをつけたらいぬの名前を呼ぶ。 
๏ お散歩から帰ってきたときは、必ずリードを外す前にいぬの名前を呼ぶ。

いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

ることも理解しません。 いぬ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 「いぬに名前を教えること」ことです。 
　また飼い主のものといぬ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  
　どこでも触れるいぬは、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、いぬはこのような
行動をします。いぬ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」はいぬ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。 

お家で練習をするときは。 
△ レッスンするときは必ずリードをつけて
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。
△ いぬに「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。
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いぬのしつけ読本　ペロ＆plusWanいぬの飼い方と管理の方法。

△ 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。
 △ マテはいぬ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。

●いぬのい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、いぬのいる環境の改善も考慮してみま
しょう。 いぬ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
　　　　　　　金沢市、七尾市での行政主催の犬のしつけ教室を開催
しつけ教室；現在、Global.plusWan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

ウェブサイト；Global.plusWan　https://pluswandogschool.com
　　　　　　　いぬの保育園ペロ　https://perro.jp
ブ　ロ　グ；ニュースレター「SIT」http://ameblo.jp/blogpluswan/
問合せメール；hello@pluswandogschool.com　へメール
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34年10月28日
　　　　　　　備　　考　出張訓練は北陸一円
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