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北海道

青森県 八戸市 7月28日 （市教委・獣医師会共催）　市内園・小学校教員他対象
「物飼育の教育への活用と成果～豊かな感性を培うための獣医師の
支援～」

市内小学校・幼稚園へふれあい訪問活動

岩手県

宮城県

秋田県

福島県 県 7月25日
（(社）福島県全私立幼稚園協会主催）福島県全私立幼稚園教員
研修大会　県内私立幼稚園教員

「将来の育児につながる園での動物体験～生命への感性を開く～」

茨城県 県 8月8日 （県教委・県生活衛生課主催）学校飼育動物担当者研修会

県 8月8日 （県教委・県獣医師会主催）　県内小学校教員

宇都宮市 7月28日 （県教委・県獣医師会主催）市内小学校教員 動物飼育の講義とふれあい実習

佐野市 10月20日 （県教委・県幼稚園連合会・県獣医師会主催）私立幼稚園教員　 動物飼育の講義とふれあい実習

下野市 10月27日 （県教委・県幼稚園連合会・県獣医師会主催）私立幼稚園教員　 動物飼育の講義とふれあい実習

宇都宮市 12月18日
シンポジウム「子供の心を育てる学校飼育動物」獣医師会主催、
教育委員会共催

「子供の成長・発達と動物飼育」「学校飼育動物と獣医師」

群馬県 県 9月24日 （県教委主催）学校飼育動物研修講座幼・小・特別支援学校の教員「学校飼育動物の生命尊重の教育での活用」講義とふれあい実習

県 11月12日 （県教委主催）学校飼育動物研修講座幼・小・特別支援学校の教員「先進校に学ぶ学校飼育動物の活用」

県 1月20日 （県教委主催）小学校初任者研修　新規採用小学校教員全員 講義と実習「動物飼育に関する基礎的な知識と技術」

（大学） 群馬大学　教員コース　講義 飼育教育の意義とあり方、ふれあい実習

さいたま市 7月31日 （市教委主催）　幼・小・中・特別支援学校動物飼育担当者 小学校の研究発表と講演「動物飼育体験の教育への活用法」

6月17日 （市教育研究所主催）飼育・生活科担当教職員講習会 小学校教職員　講習と実技（抱き方と聴診）

8月7日 （市教育研究所主催）川越市新任者講習会 川越市新規採用小中学校教職員　講習と実技（抱き方と聴診）

久喜市 1月13日 （市教育委員会主催）教員研修 動物飼育教育の意義とあり方、ふれあい実習など

千葉市 訪問指導４０校

市川市 モデル３小学校に訪問指導

浦安市 モデル４小学校・園に訪問指導

船橋市 希望校２０校に訪問指導

市原市 訪問指導

柏市 ６月 （市教育委員会・獣医師会）教員研修　 飼育担当教員 ４小学校に訪問指導

柏市 1月12日 （獣医師会主催）市民、保護者、教員向け講座 「動物の交流が、子どもの生涯に与える意義について」

長生支部 希望校に訪問指導

かずさ支部 希望校に訪問指導

東京都 都 8月15日 （都教委教職員研修センター主催）　都内公立小学校教員　午前午夏季集中講義「生き物飼育」　講義と実践発表

都 9月9日 （東京都公立幼稚園教頭・副園長会主催）研修会 講演「将来の育児につながる園での動物体験～生命への感性を開く

都 9月13日 （東京都教職員研修センター主催）東京都教師養成塾　講座 講演「動物飼育活動の実際と教育への活用と成果」 　行政の事業費のある自治体１９市区

葛飾区 2月10日 （区教委主催）教員研修 　獣医師会が手当している地域はほぼ全域

豊島区 6月20日 （幼稚園主催）教員研修　　区立幼稚園教員など ふれあい実習と講義 　　1021小学校・101幼稚園

練馬区 10月30日 （区教委主催）　区立幼稚園・小学校教諭対象
講演「小動物を通して命の大切さについて考える」～将来の育児につ
ながる園での動物体験～生命への感性を開く

町田市 8月21日 （市教委主催）飼育担当の教員研修 講演とふれあい体験実習など

（大学） 12月5日、 東京学芸大学3年生　生活科講義 飼育活動の教育的意義とあり方

（大学） 12月12日 東京学芸大学3年生　生活科講義 続き、動物飼育導入授業実習

神奈川県 小田原市 7月1日 （市教育委員会主催）学校飼育動物研修会　　小学校教員

新潟県 新潟市 5月20日
（市教委主催）学校飼育動物に関する研修会　市立小・中・幼・養
護学校の教職員

｢学校・園での動物の飼い方、接し方｣　講義・ふれあい実習

栃木県

地域

川越市

千葉県

連携地区以外の希望校に随時　理事と担当
支部会員が一緒に訪問指導、

埼玉県
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下越地区 2月 (県下越理科ｾﾝﾀｰ主催）学校飼育動物に関する研修会　小学校教学校飼育動物について

新潟県 三条市 Ｈ２０に連携

（大学） 7月1日 新潟大学　教育人間科学部　講義 ｢生活科教育法・学校での動物の飼い方、接し方｣講義

（大学） 7月26日 新潟大学　教育人間科学部　講義 ｢生活科教育法・学校での動物の飼い方、接し方｣講義とふれあい実習

富山県

石川県 白山市 11月18日 （教育委員会主催）飼育担当教員研修 飼育活動の教育的意義とあり方

福井県

山梨県

長野県 8月6日 学校飼養動物担当教職員研修会

岐阜県 県・岐阜市 2月11日
（県獣医師会主催、岐阜市、市教育委員会、岐阜市ＰＴＡ連合会
共催）シンポジウム「学校飼育動物への取り組み」

「学校における動物飼育の役割～動物から学び生きる力を培う～」
「学校内におけるケージ飼育の実践報告」

契約市町村：22市町村　、対象校：220校園。
１校当たり年２～３回訪問 , 「いのちの授業」

実施
静岡市 8月4日 （（社）静岡県私立幼稚園振興協会）私立幼稚園主任教員研修会

講演「動物との交流が、子どもの生涯に与える意義について～心・い
のち・脳をはぐくむ～」　他

静岡市 8月13日 （市獣医師会主催）　小学校教員　他 講義「学校教育における動物飼育の意義」と実習

岡崎市 10月24日 (教育委員会配慮）生活総合科主任者の先生が集まる会合にてお話学校で飼育している動物の適切な飼育法・扱い方・注意点・アドバイス
等

安城市 7月30日
（市教育センター主催）学校動物飼育支援講座市内小学校・幼稚
園教諭

小動物飼育・観察の基礎基本、動物由来感染症の基礎知識

県 10月16日 （県教委主催）平成２０年度第９回初任者研修　小学校教員対象 『学校飼育動物の重要性』

（大学） 年２回 三重大学　教育学部の学生に講義 講義

大津市 7月2日 （市教育委員会主催）小学校生活科部会　夏期研修会

大津市 7月2日 幼稚園環境部会　研修会

彦根市 7月31日 （総合教育センター主催）幼稚園等新規採用教員研修 　(定例）

草津市 ふれあい教室とともに随時　研修会

京都市 8月1日 （市教委主催） 生活科・総合的学習指導講座小学校教職員 実践発表、講義、ふれあい体験教室

京都市 (H19）2月 小学校飼育動物担当教諭研修会
「動物介在教育の意義と獣医師による飼育支援」「ウサギの飼い方と
主な病気」

（大学） 11月25日 京都女子大学　教育学部　講義 講義２回目12/16、３回目１/13

府 2月23日
（府教委主催）　学校飼育動物研修会大阪府教育委員会担当指
導主事・市町村教育委員会担当指導主事など担当教員

講演と発表など「子どもたちの豊かな心をはぐくむ学校飼育動物」

東大阪市 7月24日 （市教委主催）平成２０年度学校安全教育研修 『学校園における望ましい動物飼育のあり方』

堺市 H19）5月23日 （市教育委員会主催）飼育担当教員研修　　教員　他 「命のぬくもりを教育に」

明石市 9月18日 （市獣医師会主催・市教育委員会後援）動物愛護週間によせて２０ 市民向けに獣医師会や市民との関わりについて講演

明石市 2月3日 （市獣医師会、市教育委員会共催）教員研修
動物飼育により命の大切さを実感する「新学習指導要領における生命
尊重の指導」

尼崎市 Ｈ２１年度に獣医師会と委託契約が結ばれる予定

姫路市 8月11日 （市教委主催）　市内の小・幼の校長・教頭・飼育担当教員 「動物の飼育が子供の将来に与える意義について」ー飼育の注意点と
教育効果神戸市 7月29日 （市小学校教育研究会主催）学校飼育動物飼育担当者研修会 学校飼育動物モデル事業について・ウサギの飼い方扱い方（講義・実
習）

参加21校31名・小学校教諭

（大学） 6月24日 奈良教育大学　生活科教育法　講義 講義

奈良市 9月10日 （市教委主催）幼稚園主任者研修 「動物の飼育を通した命の教育」

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県 県 1月29日 （県獣医師会主催）教員研修会 「飼育体験による教育とあり方」

広島県 県 8月27日  (県立教育センターと県獣医師会との連携講座）　午前午後 「生命尊重の心を育む飼育活動」　講義と実習、実践報告など

山口県

大阪府

滋賀県

奈良県

愛知県

兵庫県

三重県

京都府

静岡県

年一回訪問指導と希望校に生活科などで授
業
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徳島県 　　　県 8月2日

（県教育委員会主催・総合教育センター）「学校動植物飼育栽培
講習会」県内の国公立幼稚園教員及び保育所保育士　/「小学校
低学年担任者等研修講座」県内公立小学校１・２学年の学習指導
担当教職員

同日に開催「動物の愛護及び管理について」

愛媛県 県 12月14日
（県獣医師会主催）教育委員会にも案内した学校飼育動物講習
会

学校飼育動物の病気「うさぎの消化器疾患と歯牙疾患」
松山市との契約のもと獣医師会会員が小学
校に訪問指導をしている。

香川県

高知県

福岡市 7月29日 （日本幼児教育研究会主催）　幼稚園教員 幼児教育セミナー（福岡大会）講義「教育としての飼育活動のあり方と
成果福岡県 筑後市 7月23日 （県教育委員会主催）筑後市立古島小学校　教員研修 雌雄鑑別方法　過剰繁殖対策

筑豊 7月31日 （県教育委員会主催）飼育動物担当者講習会 「小学校における飼育動物の飼い方について」

北筑後 8月22日 （県教育委員会主催）北筑後教育事務所　初任者研修 「学校における望ましい動物飼育の在り方」

8月13日 （学童・学校）飼育舎移設についての会議

8月18日 （動物園主催）　「生涯教育プログラム」講習会生活科教職員　

9月28日 （市獣医師会主催・動物園協力）公開　ふれあい授業 子どもと保護者・市民向け

佐賀県 県 7月24日 （県獣医師会主催）　県内小学校学校飼育動物担当教職員
「動物飼育の教育へのゆとりある活用法と成果～豊かな感性と科学的
興味を培う～」

長崎県 諫早市 8月27日 （市獣医師会主催）小学校生活科・総合部会研修会 「学校飼育について　—動物飼育と獣医師の支援—」

雲仙市 8月20日 （市教委、県獣医師会主催）小学校生活科・飼育担当教諭 講義と実習「小動物とのかかわりについて」

熊本市 5月9日 （県健康危機管理課主催）学校飼育動物講習会
「心を育てる学校での動物飼育と獣医師の支援～こころ・いのち・脳を
育む教育～」

菊池郡大
津町

5月14日 （県獣医師会大津支部主催）教員研修 「動物との関わり　人獣共通感染症」

宇城市 8月1日 （市保健所主催）　市内公立小学校・園教諭

阿蘇市 10月16日 （市保健所主催）　市内公立小学校担当教員及び教育委員会担
当者天草市 10月21日 （市保健所・獣医師会主催）　市内公立小学校・幼稚園教員 「動物由来感染症について」

大分県

宮崎県

鹿児島市 7月23日 (県獣医師会主催）県内小学校教職員研修 教育効果のある飼育法、知っておきたい動物由来感染症

鹿児島市 11月30日 (県獣医師会主催）県内小学校教職員研修 ウサギを用いての実習

沖縄県 豊見城市 7月29日 （市教委主催）　市内小学校教員研修

ふれあい教室、学校訪問は１０月末までで５
２件

北九州
市

鹿児島
県

ふれあい教室

熊本県








