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Gundog Seminar
for Beginner, Novice and Intermediate & Educational Working Test

~英国から講師を招いたセミナーとワーキングテスト~

    今回PhilippaとLauraに講師の依頼をした理由として、様々なガン
ドッグ育成方法がある中で2人の指導方針の共通点は「犬が前向きに
取り組める方法を選ぶ」ことです。日本も近年はトレーニングは様々
な手法に見直されていますが、本当の「ポジティブ」とは何か、、、
ガンドッグだけに囚われず、何をする上でも大切な犬との向き合い方、
共同作業をする上での絆を深めるアドバイスをしてくれることと思い
ます。
　今回のセミナーの目的はガンドッグのスキルアップのためだけでは
なく、、、

・犬と仲良く絆を深めたくてトレーニングをしていくのであれば、
　オープンマインドに周りのアドバイスを参考にして欲しい

Philippa Williams

　　　　　　　　　　ガンドッグ業界で初のK C A I（アドバンスレ
　　　　　　　　　ベル）の資格を所持。幼い頃からジャーマンシェ
　　　　　　　　　パードやビーグル、ボーダーコリーなど多犬種と
　　　　　　　　　暮らし、必然的にObedienceやAgilityに関わる
　　　　　　　　　生活をしていた。特に幼少期に初めてジャーマン
　　　　　　　　　シェパードを連れてトレーニングに行った先は
　　　　　　　　　軍用犬のトレーニング施設だったが、当時の主流
であった力を使ったハンドリングは幼いフィリッパには難しく“ズル
して”おやつを使って同じように犬たちの動きを見せていたそうです。
　ドッグトレーナーとして開業してからそれまでに経験してきたドッ
グスポーツの指導はもちろん、保護施設に入れられてしまった問題行
動を持つ犬のリハビリトレーニングや国際的ドッグトレーナーの資格
発行する団体の立ち上げに携わるなど多岐に活躍。９０年代にゴール
デンレトリバーを迎えて、ガンドッグの世界に踏み入れる。そこから
シューティングシーズンのピッキングアップはもちろん、W Tsや
F Tsで数多くのアワードを取得、I G Lチャンピオンシップにも犬を
変えながらも６回の出場を経験して、Bパネルジャッジとしても活躍
しています。

(フィリッパ　ウィリアムス) Laura Hill (ローラ　ヒル)

　　　　　　　　　　British Institute of Professional Dog 
　　　　　　　　　Trainer の資格を所持。
　　　　　　　　　【Gundog Network】というオンラインで発信
　　　　　　　　　する有料のトレーニングサービスも提供し、今イ
　　　　　　　　　ギリスでも注目を浴びています。また著書【A D
　　　　　　　　　 V A N C E D　R E T R I E V E R T R A I N I 
　　　　　　　　　N G】もイギリスのみならずヨーロッパ全体でも
人気を集めています。トレーニングの顧客ははレトリバーをメインと
して、Philippa同様にポジティブな姿勢で犬に向き合い、Reward-
based Trainingを推奨しています。Laura自身はコッカースパニエル
も所有、F Tに出場経験もありFTWinnerの称号もついています。
ラブラドールレトリバーをメインに繁殖するS T A U N T O N V A 
L E犬舎を所持し、近年Aパネルジャッジとしても活躍しています。
イギリスのナショナルチームである【England Team】にも複数回選
ばれて、チームを優勝に導く経験もされています。Lauraの繁殖した
犬がF Tでも注目を浴びる活躍をしていることにより２０１９年に英
国ケンネルクラブにトロフィーを授与された経験も積まれています。

   　　　　　　　　　  【ご案内】　
                                　今回のイベントのプロデユース兼セミナー
　　　　　　　　　　　の通訳は磯野麻衣子が行います。イギリスで
　　　　　　　　　　　の犬修行を経て、日本で開業して６年半。
　　　　　　　　　　　　ようやく実現できます！
    　　　　　　　　　　　私にとっての日本での恩師のひとり、森山
　　　　　　　　　　　敏彦先生から6年前に「日本でガンドッグを
　　　　　　　　　　　広める」バトンを渡されて、日本でのガン
　　　　　　　　　　　ドッグをヨーロッパに近づけるためただひた
すら前だけを向いて自分の経験や周囲のサポートを信じてここまで辿
り着きました。次の夢である「ガンドッグの世界大会に日本チームが
出場する」ための中間報告的な感じです。
　森山先生と共通の師匠であるPhilippa Williamsを日本に招いてのセ

 ・愛犬との絆をより深めていく中で模索中の方
・まだ知らない犬のできることの可能性を深めて知りたいドッグトレーナーの皆さん
・ガンドッグトレーニングを楽しんでスキルアップに繋げたい方
・レトリバーがただ好きで「犬が楽しい」姿を見ているのが好きな方
・犬と暮らす中で常に探究心を持ち、コミュニケーションを深める引き出しを増やしたい方

    犬あり参加はもちろん、見学者の方も学び多きセミナーにしていきますので参加をお待ちしています♪
・愛犬とのコミュニケーション手段としてアクティビティレベルの
　高い暮らしを求めたりドッグスポーツを取り入れていくのであれ
　ば、その道の憧れる熟練した方の姿をみて学ぶことをしてほしい
・ガンドッググループに所属する犬種が好きで憧れがある場合、そ
　の犬種を理解することや犬種として持ち合わせた特性や可能性を
　活かし暮らしを豊かにしてほしい
・犬と共に暮らす歴史が浅い日本がどうしたら欧米に近づけるのか、
　一人一人の意識の持ち方を変えるには何から変わればいいか、犬
　と共に暮らす歴史が長い国の愛犬家が持つ感性を感じて学べるこ
　とはたくさんあるので参考にしてほしい。。。

そんなセミナーとなっています。・・・・・・・・・・磯野麻衣子

ミナーです。フィリッパの来日は３回目です。それだけでも感激な
企画なのですが、今回はなんと！！！ガンドッグのオンライン講座
でも注目を受けて、ガンドッグトレーニングに関する本も出版して
いるLaura Hillも一緒です。こんな豪華な企画いいのでしょうか〜！
   ２人の講師を招き、ガンドッグスポーツに特化したセミナーを行い
ます。しかしはっきり言ってガンドッグスポーツのためだけのアドバ
イスにはなりません。参加してくださった方が学ぶべきなのは「犬と
の最良のコミュニケーション」の紡ぎ方です。英国でガンドッグスポ
ーツに出会い、学び体験してきた私がいつもお伝えしていることは
「ガンドッグトレーニングは家庭犬としてトレーニングの延長線上に
あるもので、ハンドラーの遠隔指示を聞きながら１００mを越える距
離のレトリーブが出来る犬の心境は最上級の遊び、飼い主さんとの共
同作業を堪能しているのである」



~  セ ミ ナ ー 概 要  ~
2023年3月19日（日）

開催場所　ASAGIRI　ハートランド
2023年3月18日（土）

開催場所　Field Dogs Garden ASAGIRI

講師：Philippa Williams
　ガンドッグとして猟場で活躍する犬たちはスポーツドッグであり
ながらも、最良の家庭犬であります。家庭でのマナーが守れて、飼
い主さんとの意思疎通が円滑にできていればそれはガンドッグとし
てのスタート地点に立ったとも言えます。ではそこに繋げるには何
をしたらいいのでしょうか？形の綺麗さを一番に追求するのではな
く、理想の犬から飼い主さんに向ける姿勢や態度、一緒に作業をす
る上で円滑にいくコミュニケーション方法に注目したアドバイスが
もらえます。　  講習内容：飼い主さんと愛犬との意思疎通ブラッ
シュアップ
　（ヒールワーク、呼び戻し、Toy Retrieve、集団でのマナー）

　参加対象犬：屋外での環境や複数の犬や人のいる環境の中でナー
　　　　　　　バスになりすぎずに飼い主さんとの意思疎通が取れ
　　　　　　　る（落ち着ける、おやつが食べられる）犬
　（他犬や他人に攻撃性のある犬の参加はご遠慮ください。）

講師：Laura Hill
　ストップコマンドや遠隔の指示の教え方、レトリーブに向けた犬
の送り出し方ひとつでも飼い主さんの姿勢の向け方で犬への伝わり
方は変わります。どんな自主練の仕方をしたらいいか、どのように
練習は組み立てていくべきか、、、「どんな練習を基礎練と呼び、
応用に繋げられるようになるか」を教えてもらいます。

　参加対象犬：ダミーの運搬をムラなくできる、オフリードにして
　　　　　　　逃走癖がない。
　（他犬や他人に攻撃性のある犬の参加はご遠慮ください。）

2023年3月20日（月）
開催場所　朝霧フードパーク

ガンドッグの基礎はここから始まるセミナー
               　 ~ for Beginner ~

ガンドッグに必要なスキルを教えられるハンドラー
になれるセミナー   ~ for Novice ~

2023年3月21日（火・祝）
開催場所　朝霧フードパーク

講師　Philippa Williams & Laura Hill
　PhilippaとLauraの2人にコース設定とジャッジを担当してもら
います。競技者は競技者の視点から今後の進展に繋げるための競技
場でのスキルアップができる内容に、そしてジャッジはジャッジの
視点からイギリスでパネルジャッジである2人から同じ目線で学べ
る内容で行うことになります。この日の競技の講評は後日のオンラ
インセミナーにてお伝えいたします。

　参加対象犬：ワーキングテストNovice Class, Open Classに
　出場経験のある、ジャッジ参加希望の方は犬なし参加で、M C
   C主催のジャッジセミナー中級まで参加したことのある方対象

　　　　Educational Working Test
~ ジャッジと競技者両視点から学び高めるWT ~

競技会の場面を想定した練習でのブラッシュアップ
                  ~ for Intermediate ~

講師　Philippa Williams & Laura Hill
　フィールドに出てW Tを想定したコースを設定して犬を送り出す、
そのときに犬からみたい行動は何か、ハンドラーとして何を頭にビ
ジョンとして浮かべるべきか、介入するタイミングで正確な介入を
した上で、伝えたいことが愛犬に伝えられているだろうか。犬のブ
ラッシュアップであり、ハンドラーとしてのブラッシュアップを目
的とした内容です。

　参加対象犬：犬を１００m前後の距離で送り出すことができて、
　　　　　　　ストップや遠隔指示、サーチのコマンドを教えてい
　　　　　　　る。

【セミナー参加費用】

2023年3月22日（水）
開催場所　ご自宅にて視聴可能

　　21日Educational Working Test
〜講師による解説　※ウェビナーにて〜

〜みなさまのご参加お待ちしています〜 【お申し込み方法】
１月３０日（月）21 : 00〜予約受付開始
お問合せ先R A J本部事務局宛
headquaters.raj@gmail.com
①お名前（犬と人の前）
②連絡先電話番号
③参加希望セミナー（犬同伴か、見学か）
　複数日受付可能
④犬の情報（犬種・年齢・性別）
⑤同伴者人数（犬同伴参加希望の方でご家
　族が同伴する場合入場料の入場料（会場
により異なるため、受付時にお知らせいた
します））
を記載の上、メールをお願いいたします。
参加希望者が多い場合は抽選とさせていた
だきます。参加は事前に振り込みでお願い
をしますので、振込先は受付完了した際に
お知らせいたします。

21日（火）

20日（月）

19日（日）

18日（土）

日程 曜日 内　容

ガンドッグの基礎はここから始まるセミナー
~ for Beginner ~

ガンドッグに必要なスキルを教えられる
ハンドラーになれるセミナー ~for Novice~

競技会の場面を想定した練習での
ブラッシュアップ ~ for Intermediate ~

Educational Working Test ~ ジャッジと
競技者両視点から学び高めるWT ~

種　別

犬同伴

人のみ(見学)

犬同伴

犬同伴

犬同伴・ジャッジ

RAJ会員 一　般 学　生

15,000円

25,000円

25,000円

10,000円

22日（水） 21日参加者

22日視聴のみ

無　料21日Educational Working Test
〜講師による解説　※ウェビナーにて〜 5,000円

8,000円

8,000円

8,000円

会場費のみ
 1,000円

人のみ(見学)

人のみ(見学)

人のみ(見学)

10,000円

10,000円

10,000円

5,000円 3,000円

5,000円

5,000円

5,000円

15,000円

25,000円

25,000円

10,000円

無　料

会場費のみ
 1,000円

会場費のみ
 1,000円


