
動物看護師コース

年間行事予定及び就職までの流れ

7日 （木） 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

後期末試験

※新型コロナウィルスの状況等により予定が変更となる場合がございます

※2予定（試験日未定）

１月 ２月 ３月

４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月



ペット美容コース

年間行事予定及び就職までの流れ

7日 （木） 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

※新型コロナウィルスの状況等により予定が変更となる場合がございます

１月 ２月 ３月

４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月



アニマルマスター・海洋アクアリウムコース2年生

年間行事予定及び就職までの流れ

7日 （木） 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

※新型コロナウィルスの状況等により予定が変更となる場合がございます

４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月

１月 ２月 ３月



上級動物看護学科

年間行事予定及び就職までの流れ

7日 （木） 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

※新型コロナウィルスの状況等により予定が変更となる場合がございます

※2予定（試験日未定）

１月 ２月 ３月

４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月


