
令和４年度 中央動物総合専門学校 事業計画書 

 

１．定員と在籍予定者数  

学 科 名 学年 学級数 定 員 学生数 備  考 

動物総合学科 
1 3 90 91  

2 3 90 103  

上級動物看護学科 1 1 20 5  

合計  7 200 199  

 

２．本年度の目標  

(1)数値目標 

項  目 
目標

値 
備   考 

動物総合学科入学者 90名 定員確保 

上級動物看護学科進級者 10名 国家資格化に合わせて上級学科の必要性を高める 

退 学 率（％） 1.5％ 
学生間のトラブルや就職希望分野とのミスマッチへ

の対応強化 

留 年 率（％） 0％ 学力不振者等への対応強化 

就 職 率（％） 92％ 
コロナ明けで求人数が増加すると同時に既卒者との

競合も増加するので、早期に就職活動を始める 

出 席 率（％） 95％ 
欠席者の保護者メール等日々の対応強化 

InfoClipper出席管理機能の活用 

試験合格率（％） 100％ 
愛玩動物看護師国家試験、愛玩動物飼養管理士２級

の 100％合格を目指す。（上級動物看護学科含む） 

  

(2)バランススコアカード 

別紙添付のとおり 

 

２．本年度の教育方針 

  

  具体的な教育目標はバランススコアカードの通り 

 

３．教育内容 

(1)教育時間   



コース名 学年 新旧 時間数 
 

コース名 学年 新旧 時間数 

動物看護 １年 新 1078 アニマルマスター １年 新 1,080 

２年 旧 1088 ２年 旧 952 

ペット美容 １年 新 1012 海洋アクアリウム １年 新 1,094 

２年 旧 1092 ２年 旧 952 

 

４．行事 

 

動物看護師コース2年

7日 （木） 新２年生登校・授業開始

求人票確認 求人票確認 求人票確認

インターンシップ終了面談 インターンシップ終了面談 ※業種によって求人時期が異なります

+就職希望調査 +就職希望調査 個別就職面談（随時）

面接練習・指導

インターンシップ希望調査

インターンシップ事前講義

インターンシップ準備

健康診断

29日 （月） 授業開始 30日 （金） 前期授業終了

19日 （火） 終業式・大掃除

25日 （月） 夏季休暇前授業最終日

夏季休暇（7月26日～） 夏季休暇（～8月28日） 就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ

インターンシップ研修 インターンシップ研修 +面談(随時)

前期末試験

3日 （月） 後期授業開始 4日 （金） 休校

6日 （日） サービス接遇検定試験 22日 （木） 終業式・大掃除

17日 （木） NAVAトリマー２級試験 23日 （金） 冬期休暇前授業最終日

就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ 動物臨床医学会（大阪大会） 冬期休暇（12月24日～）

+面談(随時) 海外研修旅行（希望者のみ）

麻布大学+VOA研修

10日 （火） 授業開始 21日 （月） 終業式・大掃除 8日 （水） 令和4年度　卒業式

26日 （木） トリマー3級試験（希望者） ※ホテルアソシア静岡

冬期休暇（～1月10日） ※2愛玩動物看護師国家試験 ※2愛玩動物看護師国家試験

１０月 １１月 １２月

１月 ２月 ３月

４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月



 

ペット美容コース２年

7日 （木） 新２年生登校・授業開始

内海シザー特別講義と販売

東京ドッグショー

幕張ペットショップ

求人票確認

求人票確認 求人票確認・採用試験開始 ※業種によって求人時期が異なります

インターンシップ終了面談 個別就職面談 個別就職面談

就職希望調査 インターンシップ準備 面接練習・指導

インターンシップ希望調査 インターンシップ事前講義

健康診断

29日 （月） 授業開始 30日 （金） 前期授業終了

19日 （火） 終業式・大掃除

25日 （月） 夏季休暇前授業最終日

夏季休暇（7月26日～） 夏季休暇（～8月28日） 求人票確認

ゾイック工場見学 求人票確認 就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談

求人票確認 インターンシップ研修 就職面談

夏休み前就職調査/個別面談 面接練習・指導

インターンシップ研修 前期末試験

3日 （月） 後期授業開始 4日 （金） 休校 6日 （火） NAVA トレーナー 1級試験

6日 （日） サービス接遇検定試験 22日 （木） 終業式・大掃除

17日 （木） NAVAトリマー２級試験 23日 （金） 冬期休暇前授業最終日

求人票確認 求人票確認 冬期休暇（12月24日～）

就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談 就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談 求人票確認

就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談

海外研修旅行（希望者のみ）

10日 （火） 授業開始 9日 （木） NAVAトリマー１級試験 8日 （水） 令和4年度　卒業式

NAVAトリミングコンテスト（未定） ※ホテルアソシア静岡

21日 （月） 終業式・大掃除

冬期休暇（～1月10日）

後期末試験

就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談

１０月 １１月 １２月

１月 ２月 ３月

４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月



 

アニマルマスター・海洋アクアリウムコース2年

7日 （木） 新２年生登校・授業開始 30日 （木） 関東研修（1日目）

7日 （木） 日本平動物園実習開始（アニマル）

求人票確認

求人票確認 求人票確認・採用試験開始 ※業種によって求人時期が異なります

インターンシップ終了面談 個別就職面談 個別就職面談

就職希望調査 飼育管理引継ぎ開始 面接練習・指導

インターンシップ希望調査 インターンシップ準備 インターンシップ事前講義

健康診断

１ （金） 関東研修（2日目） 29日 （月） 授業開始 30日 （金） 前期授業終了

19日 （火） 終業式・大掃除

25日 （月） 夏季休暇前授業最終日

生物分類技能検定試験（希望者）

夏季休暇（7月26日～） コマツ教習所静岡センター講習(希望者) 求人票確認

求人票確認 ・刈払機取扱作業者安全衛生教育 就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談

夏休み前就職調査/個別面談 ・フォークリフト、ショベルローダー等 就職面談

インターンシップ研修 夏季休暇（～8月28日） 面接練習・指導

飼育管理引継ぎ完了 求人票確認 前期末試験

インターンシップ研修 ダイビング実習（アクア希望者）

3日 （月） 後期授業開始 4日 （金） 休校 7日 （水） ドッグトレーニング2級実技試験

19日 （水） ～21日（金） 6日 （日） サービス接遇検定試験 22日 （木） 終業式・大掃除

AKC合同授業 30日 （水） ドッグトレーニング2級筆記試験 23日 （金） 冬期休暇前授業最終日

求人票確認 求人票確認 冬期休暇（12月24日～）

就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談 就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談 求人票確認

就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談

海外研修旅行（希望者のみ）

10日 （火） 授業開始 21日 （月） 終業式・大掃除 8日 （水） 令和4年度　卒業式

26日 （木） トリマー3級試験（希望者） ※ホテルアソシア静岡

冬期休暇（～1月10日）

後期末試験

就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談

１０月 １１月 １２月

１月 ２月 ３月

４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月



 

 

５．防災訓練の予定 

  ①防災訓練予定：５月（学生、教職員の避難訓練） 

  ②ペット同行避難訓練予定：１１月（ペット防災アドバイザー連携同行避難訓練） 

  ③防火訓練予定日：９月（静岡市消防署連携消火訓練） 

 

６．設備等の予定  

① 学校犬（２頭）及び付属設備 

② エキゾチックアニマル及び附属設備 

③ 普通教室プロジェクター設置（４教室） 

④ その他教育機器備品の整備 

 

７．修繕の予定 

※点検、修理を随時行うが、大きな修繕の予定なし。 

 

８．各人の目標 

※バランススコアカードのとおり 

上級動物看護学科

7日 （木） 新２年生登校・授業開始

求人票確認 就職希望調査 求人票確認

インターンシップ希望調査 ※業種によって求人時期が異なります

インターンシップ準備 個別就職面談（随時）

面接練習・指導

インターンシップ事前講義

インターンシップ準備

健康診断

19日 （火） 終業式・大掃除 29日 （月） 授業開始 30日 （金） 前期授業終了

25日 （月） 夏季休暇前授業最終日

夏季休暇（7月26日～） 夏季休暇（～8月28日） 就職未活動者ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ＋面談

インターンシップ研修 インターンシップ研修 前期末試験

前期末試験

3日 （月） 後期授業開始 4日 （金） 休校

6日 （日） サービス接遇検定試験 22日 （木） 終業式・大掃除

17日 （木） NAVAトリマー２級試験（希望者） 23日 （金） 冬期休暇前授業最終日

冬期休暇（12月24日～）

海外研修旅行（希望者のみ）

10日 （火） 授業開始 21日 （月） 終業式・大掃除 8日 （水） 令和4年度　卒業式

26日 （木） トリマー3級試験（希望者） ※ホテルアソシア静岡

冬期休暇（～1月10日） ※2愛玩動物看護師国家試験 ※2愛玩動物看護師国家試験

後期末試験

１０月 １１月 １２月

１月 ２月 ３月

４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月


