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Pets are my family
～ペットと暮らそう～

日本獣医生命科学大学
比較発達心理学教室発信

動物と人のコミュニケーションレター
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私達の暮らしをより豊かにしてくれるペット達。そんなペッ
ト達を家に迎えるにはどんな方法があるのでしょうか？ほ
とんどの人は「 とりあえずペットショップへ行こう！」と考
えると思います。 ですが、その他にも犬を迎え入れる方法
は色々とあります。それらの方法、またそのメリット・デメ
リットをインターネットで調べて簡単にまとめてみました。

ペットと出逢う

ペットショップで購入する

ブリーダーから譲り受ける

1

2

メリット

メリット

デメリット

デメリット

気軽に行けて手軽に
入手できる。

特定の犬種に関する知識が
豊富で飼育法など細かく相
談できる。

早期に親や兄弟から離れる
こともあり社会性の高い仔
犬が育つのに適さないこと
もある。

常に仔犬がいるわけではな
いので、 予約をしてから家
に来るまでに時間がかかる
こともある。

グッズや育て方について
相談に乗ってもらえる。

その

その

ペットと出会う

文 / 中澤翔太　佐々木拓海



通信販売で購入する3
メリット デメリット

移動することなく、いつで
も手軽に購入できる。

注文した犬と異なる犬や病
気の犬が届くトラブルもあ
る。

その

知人から譲り受ける5
メリット デメリット

お金がかからない。

母犬や兄弟犬を一緒
に見ることができ、仔
犬の育ち方を予想し
やすい。

人間や兄弟犬と暮ら
している時間が長い
ので、人や犬に慣れ
ている仔が多い。

プロではないため繁殖や遺
伝に関する十分な知識が無
いこともある。

その

動物愛護団体から引き取る
（動物愛護センター、保健所、各種動物愛護団体など）

メリット デメリット

お金がかからない。

殺 処 分される犬を救う
ことが出来る。

病気や先天性の障害があっ
たり、攻撃性や不安が強い
こともある。

4その

ペットと出会う



このように、どの方法にもメリットもあればデメリットもあ
ります。また、残念ながら動物販売業者の中には、健康管理
や社会性への配慮が十分ではない業者もあるようです。 そ
れでは一体 、健康な仔犬を迎え入れる最良な方法はどれな
のでしょうか？
動物の専門家である、獣医さんの意見を参考にしたいと思い、
動物を飼う前からお世話をしてくれるという、栃木県足利市
の柿沼ペット病院院長の柿沼綾子さんにお話を伺いました。

左から柿沼院長　編集者：中澤　編集者：佐々木

落ち着ける雰囲気の
診察室

ペットと出会う



特にマニュアルがあるわけではないんだけど（ 笑 ）
犬に対する誤解を解くようにアドバイスしています。例えば、

「 犬と言ったら盲導犬みたいにみんなお利口 」と思っている
人もいて、飼ってから「 こんなに手がかかるとは思わなかっ
た 」と言って手放してしまう人がいるので、ちゃんとしつけ
ないとお利口にはならないとか、手間がかかるとかお金が掛
かるとかデメリットを中心に伝えて、 安易な気持ちで動物
を飼ってしまわないように言っていますね。
あとは自分の年齢や家庭環境にあった動物を見つけるた
めに、犬種図鑑を一緒に見てアドバイスしたり、良いブリー
ダーさんを紹介したり、 患者さんが拾ってきた犬や猫を保
護して、欲しい方に譲ったりしています。

この動物病院では、動物を飼う前からお世話をしていると
聞いたのですが、どんなアドバイスをしているのですか？

Q

A

ペットと出会う



うーん…ペットショップとかはねぇ…。全部のペットショッ
プが悪いわけではないんだけど、 親と一緒にいる時間が短
いことが多くて攻撃性とか恐怖心が高くなることがあると
言われているから、私はあんまりお勧めしていませんね。あ
とは保護犬の里親募集の話があったら紹介しています。保
健所とか保護団体から譲り受けた仔も良い仔になるうえ、
殺処分される仔を救えるのでお勧めですよ。

私の場合は患者さんの情報からですね。 例えば、骨格が綺
麗だったり、遺伝的な病気がなく健康だったり、性格が穏
やかだったりしたら、どこで引き取った仔なのかを聞いて、
メモしています。 他にも来院された知り合いのブリーダー
さんも紹介しています。 大体そういう方は他に本業をやら
れていて、趣味でブリーダーをやっているという方が多いで
すね。

ブリーダーさん以外の紹介はされていないのですか？

良いブリーダーさんを紹介していると仰っていましたが、良
いブリーダーさんをどのように見分けているのですか？

Q

Q

A

A

ペットと出会う



動物を飼う前の方にもアドバイスするようになったきっか
けは何ですか？

最後にお知り合いの中で良いブリーダーさんを教えてくだ
さい。

Q

Q

時代と共に犬や猫のしつけに対する考え方が変わってきて、
仔犬・ 仔猫における社会化の大切さを学び、それを皆さん
に伝えたかったからです。その結果、仔犬・仔猫の頃から最
期まで面倒を診てあげられるようになってやりがいを感じ
ていますね。

ゴールデン・レトリバーを専門に繁殖している、戸辺町子さ
んは良いブリーダーさんだと思います。 昔ここから来たワ
ンちゃんにすごく骨格が良いゴールデンが来たことがあっ
て、患者さんからの評判もいいのでお勧めです。

A

A

ペットと出会う



ペットを迎える一つの方法として、 ブリーダーさんから直
接引取るということを柿沼綾子先生に教えて頂きました。
そして、ペットを家に迎える際の注意点をもっと深く知る
ために、紹介して頂いた埼玉県羽生市でブリーダーをなさっ
ている戸辺町子さんにお話を伺いました。

左から戸辺さん親子　編集者：中澤　編集者：佐々木

すやすやお休み中♥

ペットと出会う



ブリーダーをやろうと思ったきっかけは何ですか？

Q

30年くらい前かなぁ…。もともと犬が大好きで、特に娘が
ゴールデンを飼いたいと言い、 アメリカにドッグショーを
見に行ったんだけど、 その時にブリーダーさんからドッグ
ショーに出ないかと誘われて、 自分で仔犬を繁殖するよう
になったのがきっかけですかね。

A

仔犬を引渡しする際に、飼い主さんにはどんなアドバイスを
していますか？

Q

引き取り手の方はほとんど 、「 トイレはどうやって教える
の 」とか「 フードの与え方はどうするの 」とか「 噛み癖が直
らない 」とかを相談されるので、トイレは失敗させないよう
にしそうになったらすぐに連れていくとか、フードの回数や
離乳食の切り替え時期とか、噛まれたら怒るとかを最初の
うちにアドバイスしています。 あとはワクチンを必ず3回打
つことも伝えていますね。
もちろん、引き渡した後も食糞癖を直したいとか散歩中の
引っ張りを直したいとか相談を受けるので、アドバイスして
います。

A

ペットと出会う



うちの場合は45頭くらいしかいないから、全部知り合い繋
がりで里親になりたがっている人に引き渡しています。 ブ
リーダーさんの中には里親に引き渡さないで最後まで自分
で面倒をみてる人もいらっしゃるけど、 そういうところは
10歳くらいまで繁殖させてることもあるからねぇ。 うちは
無理な繁殖はやらないようにしてるし、 里親の方にしっか
り可愛がってもらった方が幸せだと思うので引き渡してい
ます。

繁殖を引退したワンちゃんはどうなるのですか？

一日の仕事の流れを教えてください。

Q

Q

A

仔犬がいる時は一日ずっと面倒をみてますよ。 特に生後1
週間は本当付きっきりですね（ 笑 ）
そうじゃない時は、冬と夏で違うんだけど、夏は朝5時に起
きて犬を庭のドッグランに出して、トイレをさせて、ケージ
の掃除をします。その後、ご飯をあげてエアコンの効いた部
屋で一旦休ませます。 午後は5時にもう一回トイレとご飯
をあげてます。あとうちはトリミングもやっているので、昼
間にやってます。
冬は日が出るのが遅いから朝7時に起きて、夕方4時にケー
ジに戻しています。

A

ペットと出会う



ブリーダーをやっていて苦労する点は何ですか？また、 そ
の苦労が報われるやりがいは何ですか？

これだけ頭数がいるといくらくらいかかるんですか？
Q

Q

けっこうかかりますね。食事代もかかるしワクチンとか薬代
もあるし、正直、出費の方が多いですね。他の商売でブリー
ダーやっている方は200頭くらい飼って、毎シーズン掛け
合わせてやってるし、宣伝にも力を入れてるんだけど、うち
は主人が建築業をやってるから、 そこまでやってないんで
すよね。

休みがないってことですかね。 風邪を引こうが雪が降ろう
が世話しないわけにはいかないんでね（ 笑 ）
あとはお産が大変ですね。 仔犬は体温の調節ができないか
ら、温度管理も難しいし、親が仔犬を圧迫しちゃうこともあ
るからそれらの対策にも苦労しますね。
やりがいは強いて言えばドッグショーかなぁ。 最近はそれ
もあんまり出てないんだけどね（ 笑 ）
あとはうちが引き渡した仔犬が来て、成長が見れた時は嬉
しいですね。

A

A

ペットと出会う



最後にご自分の仔犬は出来ればどんな方に引渡したいです
か？また、その方に伝えたいことはありますか？

Q

ご自宅の環境までは確認できないので、直接話し合って本
当に犬が好きそうな人 、 ちゃんと飼ってくれそうな人に譲
りたいですね。
伝えたいことは「 最後まで責任を持って飼って欲しい 」 と
いうことです。

A

ペットと出会う



今回はペットを迎えるということをテーマとしてお二方に
お話を伺ってきました。柿沼ペット病院の柿沼綾子先生は、
患者でないにも関わらず、真剣に相談に乗って頂けました。
ブリーダーの戸辺町子さんも突然の訪問にも関わらず快く
お話を聞いてくださりました。 またワンちゃん一頭一頭に
対する愛情を強く感じ、犬舎も保健所の職員の方が驚くほ
ど清潔で、ここなら安心して仔犬を引き取れるなと思いま
した。 皆さんもペットを迎え入れる際はまずお近くの動物
病院に相談し、 信頼できるブリーダーさんから仔犬を引き
取ってみてはいかがでしょうか？

● 参考にしたサイト

http://www.koinuno-heya.com/erabikata/howtobuy.html

http://www.sofiakennel.com/

● 取材協力

柿沼ペット病院
〒：326- 0815　栃木県足利市栄町1- 3348- 2
℡：0284- 21- 1331

TokyoTobe
〒：348- 0025　埼玉県羽生市上手子林1290
℡：048- 565- 5151
http://www.tokyotobe.com/

ペットと出会う



仔犬にはワクチンの必要性などを理解することはできませ
ん。知らない場所に連れてこられ、不安に感じ、知らない人
に針を刺されたら、 きっと嫌な思い出になってしまいます
よね。 実際にはワクチン接種自体は病院スタッフがうまく
気をそらすなどしてくれるので、ストレスなく終われること
が多いかと思われます。ただし、仔犬にとって「 はじめての
病院 」は診察室での処置だけでなく、待合室で待つ時間な
ども大切です。もし、ここにはいたくないと仔犬が感じてし
まったら、待合室で待つ時間もストレスなのですから。

はじめての病院

はじめての病院

はじめての病院はわんこにとってどんなところでしょうか？
おそらく多くの仔犬にとってはじめての病院はワクチン接
種時かと思います。 ワクチン接種時期の仔犬は感受性が豊
かです。はじめての病院で嫌な思いをしてしまうと、病院嫌
いになってしまうかもしれません。はじめての病院はどのよ
うなことに気を付けたらよいのでしょうか。

仔犬の目線で

文 / 石川寛



犬は飼い主の気持ちや雰囲気を読み取ります。 はじめての
病院は飼い主にとっても不安な経験ですが、その不安や緊
張は仔犬に伝わります。まずは自分が落ち着いて仔犬に接
するようにしましょう。

病院に入ってから診察室に入るまでの時間 、飼い主も緊張
しがちですが、仔犬が安心できるようにゆっくりと接してあ
げましょう。また、待合室に他の犬がいた場合、好意的に見
えたとしても過度に接触しない方が無難です。 どんなに社
交性の高い犬であっても、不安を強く感じている環境では
ふとしたことから攻撃行動に転じる可能性があり、 はじめ
ての場所では「 逃げ場がない 」と捉えてしまうことがありま
す。これはお互いに言えることなので、自分のわんこが大丈
夫でも相手がそうでないかもしれません。

はじめての病院

病院に出かける前に

待合室では



仔犬の様子を伝えた後、仔犬を診察台にのせるという手順が
一般的だと思います。 ここで注意すべきは「診察台の高さ」
です。仔犬にとって診察台は非常に高さがあります。見知ら
ぬ環境で、見知らぬ人がいて、非常に緊張する場面でなおか
つ高いところに乗せられるのです。 不安に感じて当然とも言
えます。なるべく落ち着いた状態で診察台に載せるようにし、
パニックでジャンプするなどの落下事故のないように気を付
けましょう。そして、ワクチン接種など処置をする際、ここで
もまず自分が一呼吸！自分があせっていては「大丈夫よ」な
どの声掛けも仔犬の緊張を助長し逆効果となります。
また、診察室でのスタッフとのやり取りも重要です。 仔犬に
とって病院スタッフは見知らぬ人ですが、飼い主が好意的に
話をしている姿を見て、安心して自分も接することができます。

診察室に入ったら

はじめての病院



もしも、診察中でパニックになってしまうなど、はじめての
診察が嫌な思い出になってしまいそうになったとしても、、、
大丈夫！診察が終わったら、診察室あるいは待合室で仔犬
にとって良い思い出を作ってあげましょう。 例えば、おや
つを利用することも効果的です。「 病院＝嫌な場所 」になる
前に機嫌をなおしてもらいましょう。 病院を出るときには
ご機嫌で帰れるように。

病院を出る前に

はじめての病院



カーミングシグナルとは一種のボディーランゲージであり 、
自分や相手の気持ちを落ち着かせる効果があると言われて
います。 犬はカーミングシグナルを用いて不安を表現した
り、相手をなだめたりします。例えば、不安を伝えるカーミ
ングシグナルには「 鼻を舐める 」「 あくびをする 」「 顔を背け
る 」「 地面を嗅ぐ 」などがあります。

カーミングシグナルって？

はじめての病院

鼻を舐める

あくびをする

カーミングシグナル　いろいろ








はじめての病院

顔を背ける

地面を嗅ぐ

カーミングシグナル　いろいろ









一般的に仔犬はカーミングシグナルが成犬ほどはっきりし
ていませんが、病院で不安を感じているとき、カーミングシ
グナルを出して、飼い主さんに不安を伝えようとしているか
もしれません。 仔犬の不安を読み取り、不安を和らげてあ
げましょう。
また、仔犬の緊張を和らげるためにカーミングシグナルを利
用することもできます。カーミングシグナルは自己の意思表
示だけでなく、相手を落ち着かせ緊張を緩和させる効果も
持つため、 例えば目を合わさずに飼い主があくびをすると
ころを見せることで、仔犬に「 落ち着こうね 」というような
メッセージを伝えることができます。

はじめての病院






犬を飼う上でお散歩は欠かせな
いものです。でも、始めからみん
な上手にお散歩が出来るわけで
はありません。知らない状況に置
かれて、怖くなってしまう子もい
ます。わんこには外の世界ってど
う映っているのでしょう？わん
こ達に協力してもらって、犬目線
を撮影してみました。犬から見た
外の世界ってどんな感じなのか、
体感してみましょう。

わんこ目線で

考える はじめてのお散歩

はじめてのお散歩

文 / 池田育美

わんこのお散歩Movie♥






はじめてのお散歩

地面にはタバコやガムなどわんこが口にしたら危ない物が
色々と落ちています。わんこを自由に歩かせていると、つい
ついパクッと口に入れてしまうかもしれません。「 ついて歩
く 」「 待て 」 などのしつけをしておいた方がいいでしょう。
しつけも大事ですが、 飼い主であるあなたが危ない物が落
ちていないか、 車の前に飛び出してしまわないか気を付け
るのも大事です。注意するようにしましょう。
お散歩に行くときには首輪かハーネスにリードを必ず付け
てしっかり持って歩きましょう。また、うんちやおしっこを
したときに後片付けをするのも飼い主のマナーです。 うん
ちを拾うためのビニール袋やおしっこをしたときに流すた
めの水を持ち歩きましょう。

お散歩に行く前に・・・

室外はおうちの中とは環境が全く違います。 においや色ん
な音など新しいことばかり。 どんなに好奇心旺盛な子でも
少しは不安になってしまうものです。 はじめは抱っこした
まま近所を歩き、慣らしていきましょう。

外の環境に慣れること

わんこ達から見たらなにも
かも自分よりもかなり背が
高くて、 人間から見たら小
さい茂みであってもわんこ
から見たらジャングルのよ
うです。 わんこにとってお
散歩は大冒険だということが分かっていただけたと思います。
そこで、はじめてのお散歩のときに気を付けたいことを紹介
します。



人がたくさん歩いていたり、車通りが多い場所は仔犬にとっ
てかなり怖い所です。 はじめてのお散歩で怖い思い出を
作ってしまうとお散歩が嫌いな子になってしまうかもしれ
ません。なので、人通りの少ない時間や近くをたくさんの車
が走っていないような場所を選ぶようにしましょう。

なるべく静かな場所に行こう

はじめてのお散歩では気を付けることがたくさんあります。
すぐにお散歩に慣れる子もいればなかなか恐怖や不安がぬ
けない子もいますが、気長にお散歩に慣れていきましょう。
お散歩が上手になればわんこにとっても飼い主にとっても
すごく楽しい時間になります。 充実したお散歩ライフを送
りましょう！

8＊8

好奇心旺盛な仔犬は相手が少し嫌がっていたとしてもかま
わず匂いをかぎに行ってしまうかもしれません。また、特定
の犬種を苦手としているわんこもいます。（ 柴犬が苦手 、黒
い犬が苦手など…）トラブルになるのを避けるためにも飼い
主さんに先に大丈夫か聞き、相手のわんこが落ち着いてい
て友好的であればご挨拶をしましょう。

他のわんことの挨拶は慎重に

はじめてのお散歩でも楽しくてたくさん歩きたい！という
子もいるかもしれませんが、 成長期の仔犬を長時間歩かせ
ると骨の成長に異常がおきてしまうことがあります。5~ 10
分くらいから始めて様子を見て徐々に時間をのばしていく
ようにしましょう。

長時間歩かせすぎない

はじめてのお散歩



ペットの幸せを作る家

ペットの幸せを作る家

ニーズの増加を私個人が実感し始めたのは 2004年ごろで
す。この時期はちょうど、犬猫の飼育頭数が１５歳未満人
口を上回り、犬の室内飼育が外飼いよりも上回った時期※1

とだいたい重なります。

文 / 大津寛子

※1：ペットフード工業会のデータより

ペットを飼っているお家で、 犬や猫と一緒に暮らすために
家をリフォームしたり、家を建て替えたりすることは実際に
は大変なことだとは思いますが、皆さんのお家はどうでしょ
うか？ペットと暮らす上で「 家がこうだったらいいのに！」
と思うことはありませんか？そこで、ペットと暮らす家につ
いて、設計事務所ファウナ・プラス・デザインの廣瀬慶二さ
んにお話を伺いました。

「ペットと暮らす家」はいつ頃からニーズが増えてきたので
すか？

Q

ニーズの増加を私個人が実感し始めたのは 2004年ごろで
す。この時期はちょうど、犬猫の飼育頭数が１５歳未満人
口を上回り、犬の室内飼育が外飼いよりも上回った時期※1

とだいたい重なります。

A



ペットの幸せを作る家

どのような目的を持った方からのご依頼が多いですか？

Q

＜犬の場合＞�
・ 犬の問題行動に悩みを抱えており、 その問題行動を緩和

するため

・股関節形成不全など犬の傷病に対応する家にするため

・ 多頭飼育でコントロール不能になり、家庭内の秩序がなく
なっている状態を改善するため

 ＜猫の場合＞�
・ 半外飼いから完全室内飼育への移行 ( 猫の飼育環境の変

化 ) に際して準備をするため

・家屋に対する猫の破壊行為を防御するため

・猫の肥満や精神面の心配から、飼育環境を適正化するため

・ 多頭飼育が原因と考える飼い主からの全面的な SOS( 猫
同士の仲がうまくいってないことから )

・ 私の作品を見て、「 猫の環境エンリッチメント※2 」に興味
を持ち、その必要性に気づいた先進的な考えから

A

※2：環境エンリッチメント：動物の福祉と健康の向上のために、飼
育環境に変化を与え、動物の正常な行動の多様性を引出し、異常
な行動を減らす飼育環境に対して行われる工夫



ペットの幸せを作る家

人と動物が共生できる家で、犬または猫のために必要なこ
とは何ですか？

Q

＜犬の場合＞
・食事、排泄、就寝を行なう機能スペースの常設化

・ 飼い主の自覚が無いままに繰り返されている「 強化子※ 3

の排除 」

・犬のために床と壁際の全てを開放すること。

・ 必要に応じて、行動エリアの物理的制御。それができる建
具など。

 ＜猫の場合＞
・ 食事、排泄、就寝を行なう機能スペースの常設化

・ 縦方向の運動を主とした、猫の身体能力に合った環境の
整備

・ 個体群密度に配慮した、人間とは異なる生活空間

A

ペットの幸せを作る家

※3：強化子： 正しい行動や問題行動を強化する要因となるもの



ペットの幸せを作る家

ペットと暮らす家で一番大切なことは何だと考えますか？

ペットの問題行動を防ぐ、または軽減する設計はありますか？

Q

Q

動物との「 共存 」は飼い主に意思があるのならできます。大
切なのは、動物と暮らす「 豊かさ 」が、問題行動や室内の破
壊などで「 損なわれない 」ようにすることです。窮屈な互い
に我慢をするような飼養環境は虐待に等しい。

ありますが、「 俗にいう問題行動 」というものが、動物本来
の行動から逸脱したものではないかぎり、しつけによる要素
が大きいことは当然でしょう。 しつけのしやすい家という
ものは設計できます。 またコントロール下に無い状態で犬
がリラックスしていることも重要です。

A

A

ペットの幸せを作る家

8＊8

飼い主を悩ませている問題行動。 しかし、動物にとっては
その環境において自然な行動です。問題行動を改善するた
めにはトレーニングは必要不可欠。その上で家のデザインに
上記の質問でも挙がった動物にとって必要なことを取り入
れることで、動物の正しい行動を自然と引き出し、問題行
動の改善に役立つのですね。



ペットの幸せを作る家

今回は、私の家を例として比較
してみました。ここで、私の家で
一緒に暮らすわんちゃんの紹介。
名前はプリン！トイ・ プードル
の女の子です。 基本的に一日の
大半を祖母の膝の上で過ごして
います。

プリンのケージ
置き場所がなく、やむなく本棚の前に。本棚は固定され、物
が落ちないように工夫はしていますが、 地震で物が落ちた
りしないか心配…。

廣瀬慶二さん著「ペットと暮らす住まいのデザイン」
から様々な住まいの工夫を見ていきましょう！

オールインワンな犬用家具1

私の家の場合



ペットの幸せを作る家

クレート内蔵家具
左下のスペースにクレートを
収納しハウスとして使用 、右
下はトイレスペース、 中央は
食 事スペースになっていま
す。 トイレや食事スペースは
濡れによる対策、臭気の対策
もバッチリ。上部の戸棚には
ペットグッズが収納できます。

廣瀬氏の手がけた家の場合

犬小屋付きPCデスク



ペットの幸せを作る家

犬の行動を制限するデザイン2

家に一つだけある(ドッグ)フェンス
キッチンは危ない物もあるため、入らないで欲しい。しかし、
キャベツの千切りの音でこの子はやってくる。 このフェン
スだと頑張れば両脇から通れてしまうし、 遠回りをしても
う一つのキッチンへの入り口から入れてしまう。

多頭飼育の場合
動物にも個々の落ち着け
るスペースは必要です！

私の家の場合



ペットの幸せを作る家

キッチン用ドックフェンス
犬の体の大きさやジャンプ力に考慮した高さに設定されて
います。 小型犬用フェンスなら人が跨げる高さなので行き
来がしやすい！

廣瀬氏の手がけた家の場合



ペットの幸せを作る家

キャットツリーとキャットウォーク2

キャットウォーク
この場所は天井に近い
位置にあり、猫が歩ける
道になっています。

私は猫を飼ったことはありませんが、 猫は高い所に行くこ
とが好きなイメージがあります。キャットタワーも猫の習性
を考え作られたものだと思います。 空間を上手に利用して
猫も人も生活のエリアを確保しながら快適な生活が送れる
家。そんな一例をご紹介します。

廣瀬氏の手がけた家の場合



ペットの幸せを作る家

● 取材協力

廣瀬慶二
1969年神戸市生まれ。神戸大学大学院自然科学研究科修了。一級
建築士、一級愛玩動物飼養管理士。設計事務所ファウナ・プラス・
デザイン代表。ペット共生住宅の専門家として、海外でも知られる。

● 参考にした本

「ペットと暮らす住まいのデザイン」丸善出版 3,000円（税別）
「へぐりさんちは猫の家」幻冬舎 1,200円（税別）
ともに廣瀬慶二著　発売中

「 ペットと暮らす家 」には様々な工夫がされていますね！も
し、お家のリフォームなどを考えているのであれば参考にし
てみてはいかがでしょうか？そうはいっても、簡単にできる
ことではありません。できそうなこと、ちょっとしたことか
ら始めてみるのはどうでしょう。お家で飼っているワンちゃ
んやネコちゃんのために簡単な工夫だったらしてあげられ
ると思います。 この記事がペットと飼い主にとってより良
い環境をつくっていくためのきっかけになれば嬉しいです。

取材をしてみて

キャットツリー
キャットウォークを下から見
た写真です。キャットツリーの 
上部分がキャットウォークに
繋がっています。
このように人と猫の生活空間
を分けることにより、 人の居
住空間を圧迫せず、猫がのび
のびと生活できます。



トリマーの仕事
今回お話を伺ったのは京都市紫野にある「 dog アイドル 」
というお店です。犬にあわせた様々なサービスがありますが、
その中のほんの一部を紹介します。
この日カットにきたのはトイプードルのレッドのわんちゃん
です。

シャンプー前にカット

毛がもこもこ
してますね

トリマーの仕事

文 / 宇埜友美子　中川智仁



このお店のシャンプーは、手作りで植物成分100％。植物
自身が持つ作用が持つ作用が皮膚や被毛の自己再生力を
促します。
シャワーは高濃度炭酸を含み、毛細血管血液量の増加で免
疫力アップ！根元から余分な脂分を洗浄します。

シャンプー

気持ちよさそう

トリマーの仕事

プードルは乾かす時がとても重要。 自然に乾燥してしまう
と毛がまいてしまい後でカットしづらくなります。

乾かしながらブラッシング

すわってる！？



しっぽを丸くカット

トリマーの仕事

足などをカット



トリマーの仕事

犬にじっとしてもらうために紐で固定します。
このわんちゃんは良く動くために最高 3 本で固定していま
した。

顔周りカット

完成！

可愛く
なりました



私が注目したアロマオイル。
精油をブレンドしたオイルでマッサージすると成分が皮膚
を通じて毛細血管に入り、血液やリンパ液に入った成分は
各内臓へと広がり、老廃物の排出を助けながら最後は尿や
汗となって体外へ。→心身の持つ治癒力を上げます。

飾りをつけてもらいました

ちなみに…

トリマーの仕事



トリミングQ&A

トリマーの仕事

そもそもトリミングの必要性とは？

Q

きれいな状態を保つ事で病気の予防や炎症をおこしにくく
なり、また、ペットの健康状態を定期的にチェックすること
ができます。

A

トリミングっていつ頃からあるの？

Q

プードルが猟犬だった頃 、 水鳥をとるため水中で泳ぎやす
いように毛は少ない方がよいとされ、 心臓部分は寒さから
守るためにもこもこになったそうです。

A

これからの新しいサービスは？

Q

ジェットバスとナノバブル温浴によるマッサージ効果で気持
ちよくきれいになれる「 クワトロシステム 」がお勧めです！

A



トリミングなんて別にしてもしなくても同じなんじゃ …と
思っていましたが、犬の快適さに大きく役立つことが分かり
ました！

特に驚いたのは、トリマーさんの体力！(一日中立ち仕事です)

トリマーの仕事

取材してみて

● 取材協力

dog アイドル
http://dogidol.net/

ハッピー＊トリマー Vol 68
http://www.bow-pet.com/triming.html

● 参考にしたサイト

http://pet-beauty.net/3tisiki.html



人はマッサージ好き

ペットのマッサージ

肩たたきをするとお年寄りが喜ぶなど、人は昔からマッサー
ジや肩たたきをしてもらうのが好きなようです。子どもの頃
におじいちゃん、おばあちゃんや親に肩たたきをしたことが
ある人もいると思います。 マッサージなどを専門としたお
店があることからも、 マッサージや肩たたきが気持ち良い
と考える人は多いのではないでしょうか。実際に、人間では
未熟児にマッサージをすると母親との関係が良くなるなど、
マッサージの効果がみられるという報告があります。

人間がマッサージを気持ちよく感じるなら、犬や猫でもマッ
サージをすれば同じように効果があるのではないかと思い
ますが、実は犬や猫ではマッサージやアロマセラピーに関す
る科学的な研究は少なく、はっきりと効果があるとは言い
切れません。
それでも、動物へのマッサージとして、Tell ington Touch 
やペットマッサージがあります。 時間をとってゆっくりと
マッサージをする中で、 動物の顔や様子をみてペットとふ
れあうことは良いことなのかもしれません。 人間にとって
も、犬とふれあうことでリラックス効果が得られるようです。
日本ペットマッサージ協会の方のお話では、ペットマッサー
ジの良いところのひとつに飼い主さんとペットのスキンシッ
プをあげていました。

ペットマッサージ
文 / 青木唯

ペットマッサージ



ペットとの関係をより良くするために

ペットマッサージでなくても、ペットとふれあうために、ペッ
トのことを考えて食事や散歩、ブラッシングに工夫をするの
は気軽にできると思います。
人と犬ではリラックスできる香りが違うため、ペットにアロ
マセラピーを行う場合は十分な勉強が必要です。

マッサージなどをして、ペットとふれあうときに大切なこと
は、技術を気にしすぎるよりも自分自身が楽しみ、リラック
スして、愛情をもって接することです。

ペットマッサージ

● 取材協力

日本ペットマッサージ協会　理事長　石野孝様



ウサギのススメ
皆さんはペットと言われてどん
な動物が思い浮かびますか？一
番メジャーな犬・ 猫 、鳥やハム
スターといった動物がまず頭に
浮かぶのではないでしょうか。
実は最近ではウサギをペットと
して飼う人も増えてきています。また、ウサギ専門のペット
ショップも最近では増えてきています。

文 / 為房大海

ウサギのススメ

ウサギのペットブーム

ところで、 実は昔ウサギがペットとして一度大流行した時
代があったことをご存知ですか？ それは明治初頭のこと
で、ウサギの色や姿など珍しさが競われました。また、東南
アジアをはじめとして外国から珍しいウサギが輸入され 、
そういった珍しい種のウサギはペットとして高価でやり取
りされていました。 当時は1円で米2斗（ 約30㎏）が買え
る時代でしたが、珍種のウサギが１羽１０円以上で売買さ
れていたという記録もあります。しかし、そのようなバブル
になれば普通のウサギに着色して高く売りつける詐欺や 、
破産する人まで出てきました。そこで明治政府は明治６年

（ １８７３年 ）に東京府（ 今の東京都 ）布達「 兎取締ノ儀 」
によりウサギ １羽につき月 １円の税金を課税することによ
り行き過ぎたウサギブームの熱を冷ますことにし、数年で収
まったそうです。

左：2代目　右：初代



ウサギのススメ

ウサギを飼ってみると

さて、私は実家でウサギ（ ネザーランドドワーフ ）を飼って
います。家ではケージ飼いではなくベランダとそこに接続す
る部屋の一部を金網で仕切ったスペースで放し飼いにして
います。
今で３代目になりますが、 比較的ウサギはペットとして飼
いやすい動物だと思いますし、お勧めできます。

メリットとして
１ ） 散歩の必要がない
２ ）  糞がコロコロとして臭いもほとんどないためその世話

も楽
３ ）  ちょうどぬいぐるみサイズでかわいい  

（ 本人の主観です ）
４ ）  特に体を洗ってやる必要もなく、体臭もない
といったものがあります。

もちろん、ほかのペットにはないデメリットもあります。昔
は仕切らずに家じゅうほぼ放し飼いにしていたのですが

デメリットとして
１ ） コンセントやコード類を噛み千切ります
２ ）  壁紙やカーペット、下の敷物、布団など、布類も噛み

千切ります。
３ ） 扉などの角を頑張って噛みます
４ ）  庭に出してあげると穴を掘ったり（ 大丈夫な家もある

とはおもいますが ）、 気に入った植物の茎を噛んじゃ
います



ウサギのススメ

ウサギの島

個性豊かなウサギたち

そして、ウサギは飼えないけど１度たくさんのウサギに囲ま
れてみたいと思った方は瀬戸内海の島で広島県の大久野島
というところに遊びに行かれてはどうでしょうか？大久野
島は、広島県竹原市忠海町の沖合い3km の瀬戸内海に浮
かぶ、周囲4. 3km の小さな島で島全体が国民休暇村に指
定され、1934年に瀬戸内海国立公園となりました。島内に
はたくさんのうさぎが生息していますが、これは忠海町の小
学校で飼育されていた 8匹のうさぎが放されて野生化した
もので、現在700匹程が生息しています。また、宿泊施設「休
暇村　大久野島 」があり宿泊することもできます。

あと、これはデメリットとは少し違いますが、ウサギは１羽
１羽非常に個性がちがいます。初代は名前を呼ぶと飛んで
くる、 胡坐をかいていると膝の上にのってきて掌に頭を押
し付けてなでなでを要求するなど非常に人懐っこいウサギ
でした。しかし、２代目は名前を呼んでもたまにしか来ず、
３ 代目に至っては私の足音を聞くと飛んで逃げる始末で
す。（ トイレの世話は実家にいるときは基本私がやっていま
すが ）このように同じウサギでも非常に差があるので、犬の
ように名前を読んだら飛んできてくれることを想像して飼
うことはあまりお勧めしません。
　また、よく「 ウサギは寂しいと死んじゃう 」という話があ
りますが、 ウサギは元来縄張り意識が高いので多頭飼いよ
りも１匹だけ飼うほうがいいでしょう。
　このようになかなか個性的ではありますが、もしペットに
飼う動物が決まってないのであればウサギ  もその候補
に入れてあげてもらえると幸いです。



ウサギのススメ

お食事ウサギおまけ動画♥

うちの3代目ウサギは大
根やニンジンの葉、畑に
はえている特定の草を
好んで食べます。
食べている姿は「 じゃ
○りこ 」 の CM を思い
出させます。






球団マスコットキャラについて

私たちの生活に密接に関わっている動物たち♪
国民的スポーツである、プロ野球のマスコットキャラクター
の起源だって動物なんです！
どんな動物がモデルとなっていて、なぜその動物なのか…
ちょっとだけ覗いてみましょう…

モチーフはチーム名となっ
ている虎で、「 トラ 」 と 

「ラッキー」の語呂合わせ
で命名されたそうです。
大阪人は、タイガース愛に
溢れていて、 関西のおば
ちゃん達がトラ柄（ ヒョ
ウ柄）を好んで着ているの
も、タイガース愛からきて
いるのかも…？

阪神タイガース -----------------------　トラッキー

文 / 南香里

トラッキー

Copyright © HANSHIN Tigers Al l Rights 
Reserved.

球団マスコットキャラについて



球団名の「 ホークス 」 に
由来している、 創設時の
親会社・ 南海電鉄の社章

『 車輪に翼 』 から、 速さ
やスピードを連想させる

「 鷹 」がモチーフとなって
います。

モチーフはコアラで、 ドラゴンズ本拠地
の名古屋市の東山動物園が日本で初め
てコアラの飼育を始めたことに由来して
いるそうです。名古屋市はシドニーと姉
妹都市関係にあるため、コアラが名古屋
市にやってきたのでしょう。

福岡ソフトバンクホークス ----------　ハリーホーク

中日ドラゴンズ ----------------------------　ドアラ

ハリーホーク

Copyright©Fukuoka SoftBank HAWKS Corp.Al l Right Reserved

球団マスコットキャラについて



創設時の親会社である国鉄の特急『 つば
め 』からきているそうです。
つば九郎の名称については、①ツバメの別
名である「 つばくろ 」②「 つば 」ぜり合い
に強く、「 苦労（ 九郎 ）」 しながらも接戦
をものにする、この二つが由来です。

モチーフとなった動物は不明ですが、『 セ
サミーストリート』のキャラクターデザイン
を手がけているアメリカのハリソンエリクソ
ン社がデザインしたそうで、どことなく同じ
雰囲気が感じられます。名前は、いたずら
という意味の「Sly」が由来だそうです。

ベイスターズ＝浜（ ハマ ） スターでハムス
ターがモデルだそうです。
ハムスターは、縄張り争いになると互いを
傷つけあうほどの喧嘩をする気性の激し
い一面を持ち、球団もハムスターのように
激しくレギュラー争いを繰り広げ、切磋琢
磨しあって、強いチームを作り上げていっ
てほしいという想いも込められているそう
です。

東京ヤクルトスワローズ ----------------　つば九郎

広島東洋カープ -----------------------　スライリー

横浜DeNAベイスターズ --------------　スターマン

球団マスコットキャラについて

？



1951 年に公募で決定した球団名にちな
んでいる、百獣の王であるライオンです。
デザインは手塚治虫の漫画「 ジャングル大
帝 」 のレオの父であるパンジャがモデルと
なっているそうです。（ 球団から「 大人に
なった姿のレオ 」と指定されたことから ）

バッファローとレイヨウ類の一種 、オリッ
クスを掛けあわせた架空の生き物だそう
です。
どちらも立派な角が特徴で、 角は敵に対
する武器として使われたり、同種間の争い
にも使われるため、チーム同士で争うプロ
野球のマスコットキャラクターにはぴった
りですね。

球場が海沿いにありよく見られる鳥、「 か
もめ 」がモチーフとなっているそうです。
さらにカモメは千葉市の市鳥にも認定さ
れているそうなので、千葉のみなさんに愛
されていることからも、モチーフとなった
のではないのでしょうか。

埼玉西武ライオンズ --------------------------　レオ

オリックス・バッファローズ ------　バファローブル

千葉ロッテマリーンズ ------------------　マーくん

球団マスコットキャラについて



フルネームは『ブリスキー・ザ・ベアー』で、
北海道に生息するヒグマがモチーフとなっ
ているそうです。きびきびした・活発といっ
た意味の英語「 Brisk 」が由来。

東北6県に生息している「 イヌワシ 」が由
来だそうです。
名前については、しっかり握る・鷲掴みな
どの英語『 Clutch 』からです。

北海道日本ハムファイターズ --------------　B.B．

東北楽天ゴールデンイーグルス ----------　クラッチ

球団マスコットキャラについて

● 取材協力

阪神タイガース／福岡ソフトバンクホークス／中日ドラゴンズ／読
売ジャイアンツ／東京ヤクルトスワローズ／広島東洋カープ／横浜
DeNA ベイスターズ／埼玉西武ライオンズ／オリックス・ バッファ
ローズ／千葉ロッテマリーンズ／北海道日本ハムファイターズ／東
北楽天ゴールデンイーグルス 〔 紹介順 ）



人類の歴史は、動物との関わりによって成り立ってきたと
いっても過言ではありません。 
人はあらゆる動物を狩猟の対象にし、時には家畜化する事
で、食料・生活資材・装飾・労働・戦争・護衛・娯楽（ 動物
園・サーカス・競馬・闘牛・闘犬・闘鶏など ）・実験・伴侶

（ ペット ）・介助・教育などに利用してきた長い歴史を持っ
ています。

太古の昔から動物は人間にとってとても身近な対象であり
つづけています。マスコットキャラクターというものは、誰
からも愛される存在です。 そのために、身近であるからこ
そ親近感のわきやすい動物をキャラクタライズしたものが
多いのだと考えられます。 各球団の方から伺ったお話から
も、地元に関連した事柄をコンセプトに取り入れたり、地元
と関係の深い動物をモチーフにしていることがわかります。
地元の人々からより親近感を持ってもらい、愛される球団
にしていきたいという気持ちが伝わってきます。

マスコットキャラクターがきっかけとなって、子供たちの動
物を愛する気持ちが強くなったり、動物との共存に対して
人々の関心が高まっていくというように良い作用が生まれ
ていくといいですね。

取材して

球団マスコットキャラについて



動物のデザインの秘密を探ろう

世の中には動物や植物をもとにデザインされたものがたく
さんあります。どうしてこんなに動物をデザインにしたもの
があるのか、気になったことはありませんか？

バイオフィリアという概念があって、 私たち人間は動物や
植物といった自然なものに親しみを感じるようです。

動物の形をしたお菓子やグッズは親しみを感じて手に取り
やすいから、こんなにもたくさんあるのでしょうか……？そ
こで、ちょっとした実験をしてみることにしました。

1 いろんな形のクッキーをつります。
2  子どもたちにクッキーを自分の好きな順番に食べても

らいます。

3  クッキーを食べたあと、好きな形はどれかアンケートを
とります。

用意したクッキーの形は、うさぎ、
くま、とり、チューリップ、自動車、
飛行機、船、ハート、スペード、ク
ローバー、ダイヤ、丸、三角、四角の
14種類。

実験方法

文 / 青木唯

動物のデザインの秘密を探ろう



子どもたちが動物に親しみを感じているなら、 真っ先に動
物の形のクッキーを手にとって、「 このクッキーが好き！」
と言うのではないか、と予想しました。

実験には野瀬先生と野瀬先生のお子さん3人に協力してい
ただきました。

さて、結果はどうだったかと言うと……

食べた順番

4歳・女の子 7歳・男の子 10歳・男の子
1 三角 ハート 飛行機
2 ハート 三角 くるま
3 スペード ダイヤ ふね
4 クラブ スペード とり
5 ダイヤ クラブ スペード
6 四角 四角 丸
7 くま 丸 くま

8 うさぎ うさぎ うさぎ

9 丸 くま チューリップ

10 飛行機 ふね 四角
11 船 飛行機 クラブ
12 くるま とり ハート
13 とり くるま 三角
14 — — ダイヤ

この二人にはチューリップのクッ
キーを出し忘れてしまいました。

動物のデザインの秘密を探ろう



「 4歳・女の子 」「 7歳・男の子 」の場合、食べた順番は、ハー
トやダイヤといったトランプのマーク、次に動物、丸や四角
い形、最後に乗り物といった感じでしょうか。

「 10歳・ 男の子 」は乗り物から食べ始めたようです。乗り
物は他のものよりも少し大きかったことが関係しているの
でしょうか。

動物に限らず、 好きな形としていろんな形を選んでくれま
した。トランプのマークを選んだのは、珍しくて面白いから
という理由のようです。

最初の動物の形をしたクッキーを一番に食べるだろうとい
う予想とは違った結果になりましたが、 クッキーの大きさ
や形の珍しさが理由にあるなら、 ちょっと変わったものを
デザインしたお菓子をつくって周りの人に配ったら面白い
かもしれませんね。

動物のデザインの秘密を探ろう

好きな形

4歳・女の子 7歳・男の子 10歳・男の子
1 うさぎ くるま スペード
2 くるま とり クラブ
3 ハート くま 丸



最初は編集長なんてものが自分に務まるのかと不安しかありません
でしたが、 みんなの協力のお陰でなんとか完成まで辿り着けてホッ
としました。 今となっては本当に良い経験をしたと感じています。
 中澤翔太

「ペットと暮らす家」については、以前、新聞で読んだことがあり詳
しく知りたいと思っていたので、このような機会がありよかったです。
忘れてはいけないのは、 問題行動は家の工夫により全てなくなるわ
けではありません。しっかりとトレーニングをしたり、爪切りなどの
お世話をしてあげることが大前提です。 私も愛犬プリンとのことを
改めて見つめ直し、一緒に幸せな暮らしができたらいいと思います。
 大津寛子

今回の『のっぱら』を通して、『結果を恐れずにチャレンジする姿勢』
を学びました。プロ野球のマスコットキャラクターというテーマとい
うことで、写真の使用許可など、球団にアポイントをとる機会が多く、
最初はとても緊張したのですが、能勢さんの助言などのお陰で、なん
とか2球団の方から許可をいただくことができました。社会人になっ
ても『チャレンジする姿勢』はとても必要なことだと思うので、この
経験を今後の人生でも生かしていきたいです。
能勢さん、中澤くん、協力してくださったプロ野球球団の方々、あり
がとうございました。 南香里

ブリーダーさんや動物病院にお話を伺いましたが、 記事にする際の
言葉の選び方や繋がり方が、いかに大変であるか学びました。
 佐々木拓海

色々あって大変だったけど、楽しく書けました。 青木唯

去年に引き続き、ひとに伝える難しさを痛感しました。振り返ると
良き思い出です。 石川寛

わんこ目線動画を撮るのはなかなか難しかったですが、 楽しかった
です。 池田育美

編集後記

いつも道端見るかわいい犬達のトリミングについて詳しく知れて楽
しかったです。 宇埜友美子

トリマーという仕事について少しでも知ることができて楽しかった
です。 中川智仁

ウサギについて好きなように書けてよかったです。自分のウサギ愛が
少しでも伝わるとうれしいです。 為房大海
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17のチェック項目であなたがどんな飼い主さんなのか
をスピード診断！
知りたい方は下記アドレスへ

あなたはどんな飼い主さん？？
2分でできる!

日本獣医生命科学大学獣医学部　比較発達心理学教室

特別付録

17の質問に答えると

診断結果が解説付きで
あなたは…

さん
タイプです。




