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〒289-1622 千葉県山武郡芝山町宝馬21-5

馬の学校　アニベジ 検索

TEL.0479-74-3717
（24時間受付）

（受付時間 9：00～17：00）

FAX.0479-77-1548
https://www.oc-avc.com/

空
港
第
２
ビ
ル
駅

学校見学・体験入学のご案内

アニマル・ベジテイション・カレッジ［学校事務局］
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アニマル・ベジテイション・カレッジ

スクールガイド

成田
東京●

●千葉

横浜●

成田国際空港

日 本 全 国 よ り 抜 群 の ア ク セ ス ！

宝馬乗馬学校
（基本馬術実習施設）

▶成田I.Cより車で約15分
▶富里I.Cより車で約20分
〒289-1622
千葉県山武郡芝山町宝馬21-5

富里トレーニングファーム
（専門馬術実習施設）

▶富里I.Cより車で約15分
▶成田I.Cより車で約20分
〒286-0205 
千葉県富里市根木名813-2

動物を愛し、馬に興味がある方ならどなたでも大歓迎です。
施設・設備のご案内をはじめ、本格的な体験乗馬など、
初めての方でも安心してご参加いただける学校見学です。
お電話またはホームページよりお気軽にお申し込みください。

都合の
良い日に
いつでもOK!
※要予約
お電話または
HPから簡単予約

飛行機でおこしの場合
⇨成田空港までお迎えにあがります。

⇨東京駅、池袋駅、成田駅までお迎えにあがります。
電車でおこしの場合

学校見学に

来てみませんか !

初
め
て
の
乗
馬
体
験
♪

み
ん
な
最
初
は

 

未
経
験
だ
か
ら

　安
心
し
て
来
て
ね
♪

実
際
に
馬
に

 

触
れ
て
み
よ
う
♪

早期より真剣に進路活動に取り組み、本校への入学を希望する学生を対象に
入学金の割引制度がございます。お気軽にお問い合わせください。早期入学金割引制度

馬
の
世
界
に
レ
ッ
ツ
ゴ
ー♪

就職率100% !
　憧れの舞台へ! !
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あそこで馬に乗ってるのは
入学して半年くらいの先輩だよ
どのコースを選択しても
乗競馬技術はみんな習得
できるんだよ。

どのコースでも馬に乗るための
基礎的な体力が
自然と身につきますよ。

てい  せん じょう
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おっ！聞き逃し

 ませんでしたね
。
高校卒業の資格をとれる
カリキュラムをご用意して
いるんですよ。

馬の学校は中学校卒業後から入学する
学生が多いので、馬を学びながら、
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選ばれる理由選ばれる理由 当校では「日本馬術連盟」公認の大会を
学校の馬場で年7～8回開催しています。
これらの競技会にエントリーして良い成
績を収めることにより、全日本大会に出
場することが可能になります。つまり、い
つも練習している馬場で、全日本出場の
ためのポイントを獲得することができる
のです。
また、本科学生が上記の競技会等に参加
する場合には、馬の輸送費がかからな
かったり、競技馬の借馬料が免除された
りなど経済的負担が軽減されるので、気
軽に参加することが可能です。
競技会で良い成績を収めることは、将来
の競馬学校入学試験(騎手・きゅう務員)
や牧場・乗馬クラブなどへの就職活動の
際には大きなアピールポイントとなりま
す。また、スタッフとして目の前でトップ
ライダーの技術を学ぶことができるのも
大きな魅力です。

競馬の世界に憧れをお持ちの方でしたら、一度は目に
したことがあるジョッキーも、みなさんと同じように、
当校で学び、見事夢を叶えた卒業生です。
学生時代にしっかりと練習し基礎を身につけたこと
で、今では第一線で活躍し続けています。

当校では、どのコースでもすべての乗競馬術（競
馬術、乗馬術、障害馬術、総合馬術、馬場馬術な
ど）を、修得することに力を入れています。
卒業生たちが、日本全国多岐にわたる馬の業界
で、即戦力として活躍できる理由はここにあると
言っても過言ではありません。
様々な馬の仕事のために必要な、高い技術力を身
に着けた一流のホースマンを育成いたします。

あの有名ジョッキーも
アニベジ卒業生!?

すべてのコースで
身に付く乗競馬術

実は、現在活躍中の有名なジョッキーも
アニベジ卒業生なんです

すべての馬業界で通用する
一流のホースマンを育成いたします

騎手養成コース卒業

JRA騎手
三浦 皇成さん

騎手養成コース卒業

ヤング
ジョッキー杯
優勝

大井競馬騎手
吉井 章さん

先生や仲間がいたから
夢を叶えることが
できました。

徹  底  分  析

卒業生・父兄・就職先が絶賛！卒業生・父兄・就職先が絶賛！

アニベジは
自分にとって
故郷です。

日本馬術連盟公認馬術大会の
会場がいつもの練習の場に

全日本馬術大会や国体で
優勝者を数多く輩出しています

アニベジはここがすごい!
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馬の世界の仕事について見てみよう。ジョッキーから順を追っていくと、様々な職
種の人たちが力を合わせて、馬の業界を支えていることが分かるね。
アニマル・ベジテイション・カレッジでは、どの職種でも共通する基本をしっかり
と吸収して、自分のなりたい職種を目指せるから、沢山の卒業生たちが業界で活
躍してるんだよ。

馬の世界のお仕事
ここがみんなの未来のステージ！

ジョッキーの仕事は競走馬に騎乗することです。高額な競走馬に、1日10レース以上も
騎乗する場合がありますので、プレッシャーも相当なものとなります。体力的にも精神
的にもとてもタフな仕事なので、トレーニングはかかせません。
人気ジョッキーともなると、テレビや雑誌などの取材で引っ張りだこになりますが、これ
も競馬界を盛り上げる重要なポジションです。
また、もうひとつの仕事としてレースが無い日は競走馬の調教を行います。馬の性格や
癖をはじめ、体調などを確かめます。 詳しくはP09騎手養成コースへ

ジョッキー 進路先 JRA・NARなど

乗馬クラブやテーマパークで、馬に安全に乗るた
めの技術や、乗馬の楽しみ方をアドバイスする仕
事です。趣味やスポーツから体験乗馬など、さま
ざまなシチュエーションで、お客様に乗馬ライフ
をコーディネートします。指導する立場になるの
で、乗馬スキルはもちろん、基礎から応用までしっ
かりと身につけ、「乗馬インストラクター」のライセ
ンスを取得します。また、馬術大会などのイベント
の企画運営をはじめ、自身も大会に出場したりと、
広い視野で多くの経験をすることができます。

詳しくはP11インストラクター養成コースへ

乗馬インストラクター
進路先 乗馬クラブ

テーマパークなど

馬の生産から育成まで、馬に接する機会が一番多
く、馬のプロと言えばきゅう務員と呼ばれるくら
い、馬好きにはダントツ人気のお仕事です。全国の
競馬場や牧場に務めるチャンスがあり、就職率と
安定率もナンバーワンです。

詳しくはP10きゅう務員養成コースへ

きゅう務員
進路先 JRA・NAR

生産牧場育成牧場など

競走馬のトレーナーです。性格や癖が違う馬の特
性に合わせ、レースで勝てるように調教します。一
般的にジョッキー引退後の仕事として調教師にな
るケースが多いようですが、きゅう務員としてスキ
ルを磨きながら調教師を目指すこともできます。

調教師を目指すならP10きゅう務員養成コースへ

調教師
進路先 JRA・NAR・廐舎開業など

馬に関わる仕事の中で、縁の下の力持ち的な役割
なのが、馬の蹄鉄を取り付ける装蹄師と、馬の健
康を担う獣医師です。装蹄師の場合は装蹄教育
センター（装蹄学校）へ入学し、資格を取得するこ
とから始まります。獣医師の場合は大学へ進学
し、それぞれの道を目指すことが一般的です。

装蹄師・獣医師を目指すなら
P10きゅう務員養成コースまたはP12専修コースへ

装蹄師・獣医師
進路先 JRA・NAR・廐舎開業など

Dreams come true！ 夢を叶えたアニベジ生 浦和競馬場所属 騎手 室 陽一朗（むろ ひいろう）さん

ジョッキーデビュー後、3日で初勝
利！

室騎手のインタビューは
P20へGO!

アニベジ時代に
しっかりと基礎を学びました

Before

After
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競馬学校に入学し、ジョッキーになるための基礎づくり

JRAの競馬学校やNARの地方競馬教養セン
ターなどの養成校で騎手になるための養成期

間を経て、騎手免許試験に合格して初めて免許を手に
することができます。養成校入学には、ハイレベルな
騎乗技術、筆記試験や面接対策などが必要不可欠で
す。本校では養成校の受験対策も万全です。

競技会は日々の成果を試すチャンスで
す。緊張へ打ち勝つためのメンタル面
や、関係者たちとのコミュニケーション
能力が養われます。

騎手になるために必要な体力強化。過
去のデータと最新の情報をもとに、効率
的かつ効果的なトレーニングメニューを
実践します。

騎手になるための条件を満たすために
必要な体重制限。体調を万全に保ちな
がら体重をコントロールするために、食
事面や生活面をサポート。

基礎トレーニング 競技会・イベント 健康・体重管理

卒業したらすぐに騎手デビュー
できるの？

1 2 3

A

Q
みんなのQ&Aコーナー

�次試験
筆記試験など

騎手免許
試験受験

競馬学校
卒業

きゅう舎
に所属

騎手
デビュー

�次試験
騎乗適正検査など

競馬学校入学
�年間の養成期間騎手になるまで

Dreams come true！ 夢を叶えたアニベジ生

キミの“なりたい”を全力応援！

様々な理由から、高校へ進学しなかった方や、高校を中途退学してしまった方へ、高等学校の卒業
資格を取得できるサポート制度を取り入れています。また、馬の世界は幼い頃からの英才教育が
一般的ということもあり、本校では多くの生徒さんがプロのホースマンを目指しながら、高校卒業
資格を取得しています。

高等学校卒業サポート支援制度 アニベジ卒業後は

大学への進学もOK♪

憧れのジョッキーを目指し、難関の競馬学校
（日本中央競馬会競馬学校や地方競馬教養セ
ンター）騎手課程へ入学するために必要な、乗
馬技術や運動能力強化、学科などの知識を修
得するためのコースです。筆記試験対策講座な
ど、JR A競馬学校騎手課程合格を目標にした
カリキュラムで、乗馬の基礎から応用まで着実
に実力を身につけるとともに、体力づくりにも
取り組みます。

ジ
ョ
ッ
キ
ー
を
目
指
し
た
い
！

騎手養成コースコース紹介
高校課程・一般課程：�年

騎手養成コース きゅう務員養成コース

インストラクター養成コース 専修コース

小・中学生科 ホースセラピーコース
ホースセラピスト養成コース

それぞれの目標に合わせて選べる�つのコース。
馬のプロとして幅広い知識と技術、
そして豊かな人間性を養います。

P09 P10

P11 P12

P12 P13

高等学 校の卒業資 格取得OK! 在学中の高校からの転 入OK!
騎手養成コース卒業

大井競馬場騎手
吉井 章さん

ヤング
ジョッキー杯
優勝
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乗 馬 の 楽 しさや 馬 との 触 れ 合 い の 愛しさ を 伝 えるた め に

乗 馬インストラクターに欠か せない乗 馬の 技 術
を、基 礎から応用まで確 実に自分のものにし、人
に乗馬の楽しさや動物との触れ合いの大切さを伝
えるためのコースです。一般教養やビジネスマナー
なども学び、人間性豊かで即戦力となるインスト
ラクターとして成長できるので、全国の乗馬クラブ
からのニーズが高く、卒業後すぐに乗馬インストラ
クターとして活躍することができます。

アニベジでは基礎からしっかりと馬について学
ぶだけでなく、自身の乗馬技術やお客様への指

導技術も身に付きますので卒業後すぐに、乗馬インスト
ラクターとして活躍できます。乗馬クラブでは即戦力と
なる人材へのニーズが高く、全国の乗馬クラブでアニベ
ジの卒業生が多く活躍しています。

卒業してすぐに
乗馬クラブで働けますか？

A

Q
みんなのQ&Aコーナー

講習会
受講

インストラクター
デビュー受験

インストラクター
になるまで

馬 の 気 持 ち を 理 解 し 向 き 合 える 豊 か な 人 間 性 が 魅 力

生徒 � 人ひとりに担当馬が与えられ、じっくりと馬
と向き 合 い な がらきゅう務 員 へ の 道 を 歩 むこと
が できます 。カリキュラムを 通じて乗 馬 の 基 礎 か
ら応 用までをマスターするとともに 、馬 の内 科 学
や草 地 学 など 、馬 の 管 理 に 欠 か せ な い 知 識 を身
につけます 。毎 年多くの 合 格 者を送り出している

「きゅう務員筆 記 試 験 対 策 講 座」でJR A 競 馬学 校
の試 験 突 破を目指します。

一人ひとりに担当の馬が与えられま
す。担当馬の気持ちを理解し向き合
うことができる、きゅう務員にとって
大切な能力を養うことができます。

競走馬の管理をするきゅう務員とし
て活躍するために必要な、騎乗技術
と馬の体調管理に必要な知識、経験
をじっくりと学びます。

牧場などへの就職には人脈も大切に
なるため、アニベジ卒業生が活躍中
の牧場などへのインターンシップを
活用して、人脈を広げましょう。

騎乗技術と管理知識 担当馬制 インターンシップ1 2 3

�次試験
一般教養など

競馬学校
卒業

きゅう舎
に所属

きゅう務員
デビュー

�次試験
適正検査・面接

競馬学校入学
�ヶ月の教育期間

JRAきゅう務員に
なるまで

※（公社）全国乗馬倶楽部振興協会の例
　 (公社)日本馬術連盟、（公財）日本体育協会でも
　 資格を認定しています。

乗馬指導者
資格認定※

夢を叶えたアニベジ卒業生 大下田 健人さん｜クラウン美浦牧場勤務

14歳の時に父と一緒に行った競馬場で馬の疾走する姿に圧倒され、将来は馬
の世界で働くと心に決めました。地元は大阪ですが、実績、設備、ブランド力、
全てに秀でるアニベジを選び入学。当初は騎手志望だったので、主に乗馬を学
びました。その技術は今、飼育や調教がメインとなる牧場の仕事にも活かされ
ています。それぞれ個性の違う馬を育てることは毎日勉強ですが、これこそが
「やりがい」なのだと実感しています！

馬を育てることで自分自身も成長できる

夢を叶えたアニベジ卒業生 山梨 真理子さん｜オリンピッククラブ勤務

小学校入学前から馬に接していて、将来は馬に関わる仕事をしたいとずっと思
い、アニベジに入学しました。現在は姉妹校のオリンピッククラブで一般の方
や生徒への乗馬指導を行っています。指導の準備のために朝8時前から慌ただ
しい毎日ですが、とてもやりがいのある仕事です。姿勢・無駄な力を抜く・馬に
気をつかうなど基本をしっかりと教え込むことを意識しています。将来はなん
でも相談しやすいインストラクターになれたらいいなと思います。

なんでも相談しやすいインストラクターになりたい

インストラクター養成
コース

きゅう務員養成
コース

高校課程・一般課程：�年 高校課程・一般課程：�年

乗馬インストラクターに不可
欠な、騎乗技術、指導技術、
馬学、調教技術、飼育管理、
健康管理などに関する知識
を学びます。姉妹校に乗馬ク
ラブ「オリンピッククラブ」が
あり、補助員として会員さん
への指導を実践しながら、ラ
イセンス取得を目指すこと
ができます。

実践的に「指導」を学びながらライセンス取得★

憧 れ のジョッキーを目指し 、難 関 の 競 馬 学 校（ 日
本 中 央 競 馬 会 競 馬 学 校 や 地 方 競 馬 教 養 セ ン
ター ）騎 手 課 程 へ入学 するために 必 要 な 、乗 馬 技
術 や運 動 能 力強 化、学 科などの知識を修 得するた
めのコースです 。筆 記 試 験 対 策 講 座など 、J R A 競
馬 学 校 騎 手 課 程 合 格 を目 標 にした カリキュラム
で、乗 馬の基 礎 から応 用まで着実に実 力を身につ
けるとともに、体力づくりにも取り組みます。

競
走
馬
を
育
て
た
い
！

乗
馬
の
楽
し
さ
を
教
え
た
い
！
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専修コース

ホースセラピー科小・中学生科
心
身
と
も
に
豊
か
な
成
長
を

わ
が
子
を
伸
び
伸
び
育
て
た
い

夢
の
実
現
へ

�年間で馬術の基本を学び、ホースセラピ
ストを養成するコースです。３年間で全
乗振１級を取得し乗馬の基礎をしっかり
と身につけます。さらに、医療・福祉・教
育などの多岐に渡る分野の授業も行いま
す。

対人関係に不安があり、中学・高等学校
に通学することが苦手でも、馬と共に�年
間学ぶことにより、高校卒業資格を取得
し、馬のプロを目指すことができるコース
です。(高校生の中途転入可)

平日は、通常の小中学生と同じく、学校へ通い、下校後に約�時
間程度のレッスンを行います。
土曜日は、朝から夕方までしっかりと、レッスンを行います。
日曜日はお休みなので、お友達と遊んだり、好きな時間を過ご
せます。

ホースセラピーコース

ホースセラピスト養成コース
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2

馬との触れ合いの中から、それぞれの個性を伸ばす

自然豊かなこの場所が第�の故郷に★

小中学生科の１日の流れ★

ホースセラピー（ホース・アシステッド・セラピー）と
はヨーロッパ発の動物介在療法の一種です。馬など
動物との交流を通じ、心理・情緒面などの精神的な
健康を回復させる治療法として考えられ、効果が期
待されています。また、身体に障害を持たれている方
にも、馬に乗ることで身体の状態が改善した効果も
認められ、障害者乗馬としても注目されています。

高校課程・一般課程：�年

週6日以内で馬の騎乗技術や
育成管理を学ぶコース
騎乗パターンは選べます

乗馬を通じて人の心の支えになりたい！

情操教育の一貫として新たに注目される山村留学。
隣接する芝山町立芝山中学校や芝山小学校へ通い
ながら、馬や羊などの動物とふれあい、豊かな心を
育みます。

豊かな心を育む情操教育

芝山小学校 芝山中学校

在校 生インタビュー｜ホースセラピーコース� 年 犬 塚 あいさん

・ホースセラピーコース
・ホースセラピスト養成コース

専修コースでは、牧場スタッフになるために必要な、
基礎から応用までのスキルや知識を�年間でマスター
します。きゅう務員養成コース同様、一人ひとりに担
当の馬が与えられます。また、牧場へのインターン
シップ制度もあり、卒業生たちが活躍する業界へい
ち早く踏み出すことができます。

一般課程：�年

牧場で馬を育成したい！

引きこもりからの脱却、ホースセラピーの効果を伝えたい
私が初めて馬に触れたきっかけは、中学校時代に親か
ら勧められて「ホースセラピー」を受けたことでした。そ
れから乗馬を始め、そこで携わっていた馬にすごく癒さ
れてとても大好きになり、もっと馬の事を勉強したいと
思うようになりました。
中学を卒業してすぐ馬の学校に進むということに最初
はとても不安でした。でも当時中学校へ行けずに、ずっ
と引きこもりだったので、多分このまま実家にいたらダ
メだなと思ってこの進路を決めました。
　将来は私の経験も踏まえて、馬の乗り方だけじゃな
く馬の素晴らしさを伝えらえるようなホースセラピスト
兼インストラクターになることが私の夢です。

小・中学校へ通いながら、馬の騎乗や育成を学ぶ
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学校から帰ったら、楽
しみなレッスン。毎日
少しずつ上手になっ
ていきます。
レッスンが終わった
ら、お馬さんをキレイ
にお手入れしてあげ
てね。
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SKILL UP!
馬を通じ、特技を伸ばす
アニベジだけの4つのスキルアップ制度
馬の世界の入り口は社会への入り口と考え、将来社会人になった時に
困ることがないよう、ひとりひとりをサポートします。

本校では高等学校と連携し、プロのホースマンになる
ための技術を学びながら、同時に高等学校の卒業資格
を取得できるサポート制度を取り入れています。カリ
キュラムの特別選択科目ですので、無理なく高校卒業
資格を取得することができます。

本校3年間のコースに在学し、本校と高等学校を同時に卒業します。単位履修登録料のみのご負担で、高等学校の入
学検定料・教科書代・施設利用料・訪問指導料は本校が負担します。他校からの転入や編入も可能です。

高等学校卒業サポート制度の高卒資格は、大学受験や
国家公務員受験・地方公務員受験、さらに海外大学の
受験、各種国家資格受験の際も全日制高等学校の卒
業資格と全く同等に扱われます。

全日制高等学校と同等の卒業資格を取得

様々な理由から、高校へ進学しなかった、中途退学してしまった生徒さんへ

受講パターン１

本校の授業の中で単位の一部が取得できますので、無
理なく高等学校の課程を修了することができます。
決められた期日にレポートを提出し、キャンパスへの通
学は、年に数回程度（主に土・日曜）、月に2回、教員が来
校し、直接指導にあたります。

無理なく学べる学習スタイル

前籍校からの転入・編入後、本校に在学し、
本校と高等学校を同時に卒業。パターン1と
同様に、ほかの高等学校から転入・編入後
の本校での高等学校の履修は特別選択科
目となり、高等学校の入学検定料・教科書
代・施設利用料・訪問指導料は本校が負担
します。他校からの転入や編入も可能です。

受講パターン2
卒
業（
就
職
・
進
学
）

外国での生活に不安があっても、事前に英語（ホースマンイ
ングリッシュ）と騎乗技術を日本でしっかりと身につけてか
ら留学しますので、安心して参加できます。また、騎乗技術を
磨くだけでなく、日常英会話なども自然に身に付きます。
留学内容は「競走馬関連」、「乗馬関連」がありますが、特に
「競走馬関連」では調教師の下に配属され、トラックライダー
や騎手になる道が拓かれています。免許を取得すれば、騎手
として活躍する事も可能ですし、トラックライダーとして調教
をつける事も可能になり相応な収入も得る事が出来ます。留
学期間は1ヶ月、2か月、3ヶ月から選択することができます。

卒業後、すぐに『馬のプロ』として活躍するために貴重な機
会となるのが、校外実習（インターンシップ制度）です。就職
前のワンクッションとして在学中に実際の仕事を経験する
ことにより就職後の活動を具体的にイメージすることがで
き、プロのホースマンとしての自分をグッと身近に感じるこ
とができるようになり、新たな課題もはっきりとわかること
で学校での実習もより効果的に行えます。

乗馬技術のレベルを確かめる「日本馬術連盟」公認の大会
を学校の馬場で毎月開催しています。競技会で良い成績を
収めることは、将来の競馬学校入学試験(騎手・きゅう務
員)や牧場・乗馬クラブなどへの就職活動の際には大きな
アピールポイントとなります。
いつも練習している馬場で、全日本出場のためのポイント
を獲得することができるのは、アニベジだけの魅力です。

競技会・馬術大会

インターンシップ制度

オーストラリア留学制度

前籍校で取得した単位数によって受講期間は変わります。ほかの高等学校で2年間在籍していても、認められ
る単位数が1年分だと、2年間の受講が必要になることも。ほかにも、さまざまなケースが考えられますので、ま
ずは一度お問い合わせください。

他の高等学校からの編入・転入は、4月、10月と年2回の入学チャンスがあります！

受講パターン１

受講パターン2

受講パターン2

□騎手養成コース
□きゅう務員養成コース
□インストラクター養成コース
□ホースセラピーコース
□ホースセラピスト養成コース

中学校卒業

高等学校
中途退学

高等学校
より編入

通信制高校課程

各コース

外国人と触れ合う機会と英会話が自然と身に付く海外留学を経験できる

実際の仕事を経験できるから、将来像がより鮮明に見えてくる

アニベジの生徒は、乗馬の基礎力が格段に優れている理由はここにあり！

3

4

2

高等学校卒業資格サポート支援制度1
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INTERVIEW
在校生
インタビュー

なぜ馬の世界に？ 実際の学校生
活は？

  アニベジを選んだ理由は？

みんな最初は不安だったけど、アニベジなら大丈夫！
練習の合間の先輩たちに突撃インタビューしてみました。
さてアニベジでの学校生活を聞いてみましょう。

きゅう務員養成コース
（2022年卒業）

東京都出身
佐伯 唯衣さん

騎手養成コース3年
（2022年4月現在）

大阪府出身
薗畠 一斗さん

　吉井騎手が学んでいた同じ場所で自
分が学べることが嬉しい反面、入学式で
は、これから知らない人たちと一緒に
やっていけるかという不安もありました。
でも、みんな香川県や兵庫県など別々の
出身で、同じ夢を持って集まっているので
３～４か月ぐらいで慣れてきましたね。同
じ夢を持った仲間と一緒に練習し、どん
どんレベルが上がっていくのは、本当に楽
しいですし良い経験です。
　今年は、いよいよ競馬学校の受験に
チャレンジする年です。必ず合格し近い
将来は、憧れの吉井騎手のように、若い
頃から結果を出し、いろいろな人から信
頼してもらえるような騎手になりたいで
す。いや、なります！

きゅう務員養成コース 3年
（2023年3月現在）

兵庫県出身 27歳
川又 祐司さん

騎手養成コース
（2022年卒業）

神奈川県出身 21歳
関 陽菜さん

憧れの吉井章選手が選んだアニベジで騎手を目指
す

内定していた高校進学を蹴り馬の道へ 自動車業界から競走馬業界へ、25歳からのスター
ト

名馬ゴールドシップときゅう務員さんの絆に憧れて

YUI
SAEKI

KAZUTO
SONOHATA

HARUNA
SEKI

YUJI
KAWAMATA

　物心つく前から馬とのふれあいが多
かったせいか、高校を卒業後は馬の道を
目指そうと思っていたので、高校を受験
し進路も決まっていたのですが、アニベ
ジに見学に来たら今すぐに馬の学校に行
きたくなってしまって、両親に「進路を変
えてアニベジに行きたい！」と伝えまし
た。両親や周囲の方々からは、「せっかく
高校受験を頑張ったのに勿体ない。」っ
て猛反対されましたが、我慢しながら普
通の高校に3年間通う事が無駄に思える
ぐらい自分の中では想いが強かったの
で、一ヶ月間ぐらいかけて説得しました
ね。
　馬の学校って敷居が高くて、入りにく
い印象がありましたが、アニベジはみな

さん温かくフレンドリーに受け入れてくれ
たうえに、馬に関するいろいろな分野を
学びながら高校卒業の資格を取れたの
で、あの時高校に進まず馬の世界に飛び
込んで良かったと思います。普通の高校
に進学していたら、今もまだ馬の勉強は
できていませんからね。
　中学卒業後すぐにアニベジに入学でき
たおかげで、今年5月からは夢にまで見
たJRAのきゅう務員を目指して、実際に
競走馬の育成牧場に就職することがで
きました。これからはプロの現場でより
実践的な経験を積んで学んでいきたいと
思っています。3年前に猛反対した両親
や周囲の方々は、今ではみんな応援して
くれています。（笑）

　中学3年の時にいろいろな馬の学校へ
体験入学にいきましたが、JRAと地方競
馬の交流戦である「ヤングジョッキー杯」
で優勝した、吉井章騎手が卒業した学校
というのが決め手で、アニベジに入学し
ました。（笑）
　幼いころは、競馬場で競走馬を操る騎
手を見て、漠然とかっこいいなとは思って
はいましたが、まさか自分が騎手になる
なんて思ってもなく、違う進路を希望して
いたんです。
　でも、なぜか進学を決める中学3年生
になりたての時に、改めて騎手を目指し
たいという思いが強くなってきて、両親と
先生に相談してみたところ、最初は驚き
つつも背中を押してくれました。

　学生時代は将来は馬に関係する仕事
に就きたいと考えながらも、馬の学校が
あることを知らなかったので、まずは一
般企業へ就職して、30歳までには貯金な
ど準備を整えた上で、競走馬の牧場へ転
職しようと考えていました。そんな中、牧
場での仕事について情報収集をしていた
時に、初めて馬の学校があるという事を
知りました。（笑）
　貯金などの準備が整ってから牧場の
面接を受けても就職できるのか？仮に就
職できたとしても、何も経験の無い自分
がいきなり馬の世界で通用するのか？と
いう不安がありましたし、30歳手前で未
経験の仕事を始める事になるので、やり
直しがきかないし、間違えるわけにはい

　２０１２年に皐月賞、菊花賞の２冠を獲
得し、有馬記念などＧ1で６勝した功績を
残す名馬ゴールドシップという名馬がい
たのですが、すごく気難しい性格で他の
馬を蹴ったり、ゲートで大暴れしたりと破
天荒な馬だったんです。そんなゴールド
シップでも唯一心を開いたきゅう務員さ
んがいらっしゃって、そんな2人（2頭？）
の絆に強い憧れを持ち、きゅう務員を目
指す事にしました。
　高校生の時は獣医学部と馬の学校ど
ちらにすすむべきか迷っていたんですけ
ど、馬を専門に学びたいと考え、アニベジ
に入学しました。馬の事は好きでしたが、
クラブに通った事もない、勉強をした事
もない初心者だったので、体験に行って

細かく教えてもらえて安心できたのが決
め手のひとつです。
　卒業後はJRAのきゅう務員を目指し、
競走馬の育成牧場できゅう務員として仕
事をします。具体的には競走馬がトレー
ニングセンターに入れるように調整、調
教して入舎前の準備を整えてあげるよう
な仕事です。JRAきゅう務員の年齢制限
が撤廃されたので、５年間ぐらい現場で
いろいろな事を経験してからJRAに挑戦
しようと思っています。
　あ、ゴールドシップって破天荒でした
が、勝っても負けても愛されるキャラだっ
たことは最後に付け加えておきますね。
（笑）

きません。なので、まずは馬の学校で馬
に対する知識をしっかり勉強した上で馬
の世界で仕事をしたいと思い、馬の学校
に入ることを決めました。
　将来の夢は競走馬の育成（競走馬とし
てのトレーニング）か、生産（仔馬が生ま
れるところから大きくなるまでの世話）の
どちらかで迷っていますが、アニベジの
卒業生の就職先にはさまざまな業種が
あり、100%に近い確率で希望の道に進
める可能性がありますので、残りの在学
期間中に自分の進むべき道をはっきりさ
せたいと思います。

18 19Animal Vagetation College Animal Vagetation College



卒業生
インタビュー

アニベジ時代から仲が良かったという
お二人ですが、当時のお互いの印象は
どうでしたか？

丸山：（室は）誰よりも努力家だなと
思っていました。

室：（丸山は）僕をいつも元気にしてく
れる存在でした。そして、尊敬できると
ころがたくさんあります。じゃないと
仲よくならんよな。

丸山：そうだな。（笑）

きゅう務員、そして騎手は、どんなお仕
事ですか？

丸山：きゅう務員は、馬の餌やりや手入
れ、馬房掃除といった馬の世話全般を
しつつ、馬の体調管理や飼養管理、馬の
調教の際の準備運動などを毎日してい

ます。競走馬を管理することでベスト
な状態を保ち、レースに出場させるの
がきゅう務員の仕事です。
　毎日馬を触って世話をしていると、
ボロ（馬糞）の硬さだったり、汗のかき
具合や息遣いなんかで、異常があると
わかるんですよね。違いを感じて、対処
の仕方が分からななかったら、すぐ調
教師に相談します。

室：ジョッキーは、朝2時から9時半ま
で馬を調教し、そのあと仮眠をとって、
レース開催日はレースに出場します。
ちなみに今日も午後レースなんです

（笑）。　基本的に日曜日は休みですが、
月曜日に出走する馬には乗ったりしま
す。

きゅう務員、騎手を目指したきっかけ
は何でしたか？

丸山：最初はジョッキーを目指してい
たんです。アニベジに入学して、室と毎
日ランニングしたりしてたんですが、
身長が伸びて体重制限がきつくなった
ので、室を全力で応援しようと決めま
した。騎手のほかにできる仕事は何か
なと考えて、きゅう務員になろうと
思ったんです。

室：母の勧めで小学6年生のときに乗
馬を始めて、父に連れて行ってもらっ
た阪神競馬場で「騎手ってかっこいい
な」と思って目指しました。乗馬をやっ
ていたのでインストラクターとかほか

の進路も考えましたが、やっぱり騎手
になりたいという気持ちが強かった
です。

きゅう務員、騎手という仕事に就いた
感想と、どんなときにやりがいを感じ
るかを教えてください。

室：馬は人間の思い通りにはならない
のですが、この馬はどうやったら言う
ことをきいてくれるのかなって、性格
を見極めて信頼してもらえるように努
力しています。
　まだデビューしたばかりなんです

が、勝ったときはうれしいし、負けたと
きももっとうまくなりたいって思いま
す。毎日が勉強ですが、とにかく楽しい
です。

丸山：良いこと言うなぁ（笑）。僕は、自
分が育てた馬が一着になったりした

ら、うれしいですね。それが一番のやり
がいでもあります。馬は担当するきゅ
う務員によって性格も変わるんです
よ。僕の担当する馬は基本おとなしい
ですけど、めちゃくちゃ甘やかしちゃ
うのでちょっとわがままかもしれませ
ん。でも、力で言うことを聞かせること
はしないという信念を持って世話をし
ています。

室：一番うれしいと感じる瞬間は、やは
り一着をとったときですね。馬の世話
をする人たちとチームみたいな形で
戦っていて、そういう人たちの想いや
期待を背負ってレースに出ているの
で、そこで勝てると本当にうれしいし、
達成感を感じます。きゅう務員さんと
か、毎日馬の世話をしてくれている人
たちが苦労をしていることを知ってい
るので、なおさらですね。

仕事で辛いなと思うことはあります
か？

丸山：無いですね。馬が好きなら絶対に
できる仕事ですし。強いて言えば朝が
早いことが辛いですかね。朝早いのは
慣れないですけど、何時に起きても眠

いのは一緒なので。

室：辛いと思うことは無いですけど、
レースの結果が出ないことが続くとい
ろいろ悩んだりはします。でも、丸山の
ように、騎手を目指していたのになれ
なかった人もたくさん知っているの

で、こういう環境にいられることは幸
せなことだと思って、感謝を忘れずに
やっていきたいなと思っています。

アニベジを選んだ理由を教えてくだ
さい。

丸山：いくつか見学した馬の専門学校
のなかでも、アニベジは寮がひとり部
屋できれいで、生活環境が良いなと思
いました。学校見学のときに馬に乗っ
たんですが、教えてくれた先生も優し
くて、ここならいろいろ学べるかなと
思って入学を決めました。

室：アニベジは、三浦皇成さんや大野拓
弥さんなどJRAにも有名な騎手がいま
すし、地方でも騎手になっている先輩
がいるのを知っていたので、選びまし
た。　寮もきれいだし、馬の頭数も多い
ので、いろいろな馬を知ることができ
るかなと思って。施設も広いので、走路
もたぶんほかの学校に比べて大きいと
思うんですよね。

アニベジはどんな学校でしたか？

丸山：自分でやることを探せて、考える

力がつくと思います。作業面でわから
ないことがあったら先生に聞けば教え
てくれますし、騎乗面でも、競走馬、乗
馬、障害と、各ジャンルの専門の先生が
揃っていて、徹底的に教えてくれます。
　何よりも、馬が本当に可愛いんです
よ。アニベジに入ってたくさんの馬を
見て、もっとたくさんの馬を知りたい
と思いました。

室：日常生活では、周囲に遊ぶところ
が結構あって楽しかったですし、技術
や作業では、いい先生と出会うことが
できました。いろいろな先生が、いろ
いろな教え方をしてくれて、その全て
を吸収しようと思って相当がんばり
ました。馬の技術も作業も、基礎はア
ニベジで教わったと思っていますし、
それは騎手になった今でも役に立っ
ています。

仕事としての目標と、将来の夢を教え
てください。

丸山：世話をしているどの馬も一着だ
けを目指しているので、勝率を上げる
ことが目標ですね。夢は、預かった馬の
全責任を負う調教師になることです。

室：これからもっともっと勝てる騎手

になれるように、技術を上げていきま
す。それと同時に、謙虚な気持ちを常に
忘れず、技術だけではなく、生活面でも
がんばっていきたいと思います。
　地方競馬場の南関東公営競馬で有名

な騎手になって、勝利数が一番多い
リーディングジョッキーになれるよう
にがんばります。

アニベジの後輩たちへメッセージをお
願いします。

丸山：ジョッキーやきゅう務員のほか
に、牧場スタッフやインストラクター、
装蹄師、競馬で怪我をした馬のリハビ
リなど、馬に携わる仕事はたくさんあ
ります。
　アニベジに入学すると進路がたくさ
ん見つかると思うので、やりたいこと
を探すならやはりアニベジかなと思い
ますね。

室：アニベジの卒業生はみんな馬に携
わる仕事をしているので、職場で偶然
会うこともありますよ。馬との出会い
はもちろんですが、アニベジには人と
の出会いもたくさんあります。いろい
ろな世界を見て視野が広がるし、さま
ざまなことを学んで知ることができ
ます。
　大変だと思うことも多いけれど、馬
が好きだという気持ちがあれば、きっ
と楽しく過ごせるはずです。もちろん、
楽しいこともたくさんあるし、良いこ
とばかりでしたよ。

丸山・室：馬には夢があります。競馬は、
携わるひとたち全員が一着を目指して
いる世界です。一頭一頭の個性が魅力
的な馬を見に、ぜひ競馬場に足を運ん
でみてください。

INTERVIEW
アニベジ同期で仲の良い2人が同

じ職場に！

出身地は違うが、アニマル・ベジテイション・カレッジで
出会い仲良くなった、丸山（まるやま）くんと、室（むろ）くん。
この春、丸山くんはきゅうむ員として、室くんは騎手として、
浦和競馬場に同期で入職しました。
「競走馬」の世界で勝利という夢に向かい、切磋琢磨している二人に、
仕事のやりがいや将来の夢を伺いました。

毎日が勉強ですが、とにかく楽しい

室を全力で応援しよ うと決めました

アニベジは進路がたくさん見つかる

夢
叶先

輩
を

え
たた

ち

浦和競馬場宇野木博徳厩舎所属
きゅう務員
丸山 桜人（まるやま さひと）さん
大阪府出身。2020年にアニベジ
を卒業後、牧場で一年間競走馬の
育成経験を積む。同期の室さんの
紹介で、浦和競馬場野田トレーニ
ングセンターのきゅうむ務員に。

浦和競馬場所属 騎手
室 陽一朗（むろ ひいろう）さん
広島県出身。2020年にアニベジ卒業後、競馬学校
に入学。今年騎手試験に合格し、浦和競馬場所属騎
手として5月にデビュー後、7勝をあげている。
（2022年7月1日現在）
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15：30
作業終了

16：00
寮に戻る

18：00
夕食、入浴

22：00
就寝

アニベジ号

行ってきま〜す♪

一日の始まりは、朝食食べてパワー全開！

バスで学校へ
6：30

朝礼
7：00

朝のお世話はとっても大事。今日も一日よろしくね！

8:00
厩舎掃除・えさやり・馬場づくり

待ちに待ったランチタイム♪

昼食
12：30

ちょっと眠いけど、お馬さんのことをきちんと学びます！

講義
13：30

本格的に様々な技術を身につけます。

授業・騎乗など
14：30

宿題もみんなでするからつらくない♪いつも頑張ってくれているお馬さんに感謝！

厩舎作業・えさやりなど
15：00

9：00
騎乗

ウォーミングアップでお馬さんの体調もチェック。

おやすみな
さい～

ハイヨー！!

起床・朝食
6：00

自由時間
19：00

いつもありがと♡

CAMPUS LIFE EVENTS
アニベジ生の一日
アニベジの学びは早朝から。厩舎の掃除や馬場づくりができたら、
馬に餌を食べさせて毛並みや健康状態をチェック。さぁ一日が始まります。

年間のイベント
一流のホースマンを目指して全国から集まった仲間たちと
共に過ごした時間は一生の宝物になります。

全国から集まった仲間たちとの初対面。始め
は緊張するけどすぐに意気投合♪

障害馬術競技会
をはじめ、仮装
大会など、みん
なで盛り上がれ
るイベントを開
催します。

勝ち負けは関係な
し♪楽しんだもん
勝ちの運動会。

�年生全員で、JRA
の競馬学校を訪問
し、走路騎乗や学
生寮の見学ができ
る貴 重 な 機 会 で
す。

ノーザンファーム天
栄育成牧場を訪問
して現場を見せて頂
き、どのような仕事
をするか学びます。

J R A 競馬学校を
訪問して、実際に
講義を体験でき
るチャンスです。

入学式

JRA競馬学校見学会

育成牧場見学JRA関連施設見学会

クリスマス競技会

卒業式

運動会

文化祭

４月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

毎月イベントや大会が開催さ
れるから、基礎の乗馬技術が
格段に向上するよ！

毎日お馬さん
と

会えることが
楽しみ♪
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毎日3食
美味しい食事で
元気いっぱい！
毎日、朝・昼・晩の食事は、
私たちのお母さん「寮母さん」手作りの
美味しくて栄養バランス抜群の食事を
食堂でみんな一緒にいただきます。

1日のカリキュラムが終わったら

みんなで集まっておしゃべりタイム♪

PRIVATE
新しい寮が完成しました！

ひとりひとり完全個室の寮があることもアニベジが人気の理由のひとつ。
この春、新たに新しい寮が完成しました。
最新の設備でみなさんの快適な学生生活をバックアップします！
もちろん学校へのアクセスも便利です。
学校見学会の際に是非チェックしてみてください!

部屋のタイプは好みで選べる3種類

全部屋共通
快適な生活空間♪
※室内写真は、TYPE_1戸建てタイプの一例です。

生活に必要な家電完備

綺麗で生活しやすい間取り

清潔なユニットバス

楽しい学生生活が　はじまるね♪

ワクワク

ボックスタイプ
シンプルにこだわり

テラスハウスタイプ
寂しがり屋のあなたは

戸建てタイプ
専用テラス付き

綺麗なお部屋には生活に必要な電化製品や
家具が揃っているから,自分のお布団を持って
くるだけで、すぐに快適な学生生活をスタート
できます。
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人として、馬のプロとして成長できる
本校の教育とサポート体制

お子さまが心身共に“伸び伸び”と  成長できる環境がここにはあります

「馬のプロ」を育てる。馬に関する専門知識や騎乗技術はもちろん、
自分で考え行動する力や、思いやりやコミュニケーション力といった、
人間としての総合的な力を身につけ自立した人間を育てることを主眼に置き、
3つの教育理念を掲げています。

「夢を追いかけるみんなを応援したい。」その想いから経済的な面からも支援をしています。
また、入学時に申し込める奨学金も多数設けています。

成田国際空港からほど近い、自然に恵まれた国内有数の広大な敷地内に整えられた、
快適な学習環境「宝馬乗馬学校」と「富里トレーニングファーム」が、
みんなの学びのフィールドです。

�つの教育理念

「行動力」
をつける

「個性」を伸ばす
「心」を育てる

夢を追いかけるみんなを応援します

ダイナミックな学びのステージ
教育
理念

支援
制度

施設
環境

➀早期入学金割引制度

➁ライセンス保持者優遇制度

➂特待生制度

早期より真剣に進路活動に取り組み、本校への入学願書を提出した
学生を対象に、入学金の割引をする制度を設けています。

乗馬関連のライセンスを保持している騎乗経験者対象とした
優遇制度を設けています。

�・�年次に騎乗技術や社会性・人間性など、一定のレベル以上と
認められた学生対象に、特待生として手当てを支給する制度を設けています。

事前審査にて経済的に修学が困難、かつ奨学生として適当と認められた学生対象に
奨学金制度を設けています。

�年間で高等学校卒業資格を取得できる制度を設けています。
（他校からの転入や編入も可能）

オーストラリアにて�～�ヵ月間の馬術研修を受けられる留学制度を設けています。

1

2
3 宝馬乗馬学校 富里トレーニングファーム

敷地面積：��,���㎡　馬場：�面　繁養馬：���頭
付属設備：教室、職員室、学校事務室、食堂、
　　　　 公式競技会開催用馬場、ナイター設備

敷地面積：��,���㎡　馬場：�面　繁養馬：���頭
付属設備：競走馬術専用���m走路、障害馬術専用馬場、
　　　　  馬場馬術専用馬場、繁殖牝馬専用厩舎

計5棟に最大80頭が収容可能な洗い場 実技試験直前の練習などに役立つナイター設備富里トレーニングファームの走路

障害馬術専用馬場完備

各馬場付近に設置された明るく清潔な厩舎

保護者のみなさまへ

➃奨学生制度（乗馬経験者・未経験者不問）

➄高等学校卒業サポート制度

➅オーストラリア留学制度
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海　外

オークヒルエクエストリアンセンター（AUS）・
アップヒルロッジ（AUS）・ハノーバーライディングクラブ（FRG）・
ティムマーティンレーシングステーブル（AUS）・
ペッパーツリーエクエストリアンステーブル（AUS）・
デビットウオッチマンステーブル（IRE）

ノーザンファーム（育成牧場）・ノースヒルマネジメント（育成牧場）・
ファンタストクラブ（育成牧場）・ビッグレッドファーム（育成牧場）・
社台ファーム（育成牧場）・門別競馬場（競馬場/きゅう務員）

岩国乗馬クラブ（乗馬クラブ）

福岡馬事公苑（乗馬クラブ）

エルランチョグランデ（乗馬クラブ）

ヨナグニウマふれあい広場（テーマパーク）

栄進牧場（育成牧場）・ドイツの森クローネンベルグ（テーマパーク）

ラ・シュボーシェ（乗馬クラブ）

ステイブル・シメール（乗馬クラブ）

MS遠野（育成牧場）・遠野馬の里（テーマパーク）

ルネサンス棚倉乗馬クラブ（乗馬クラブ）・
JRA競走馬合研究所常磐支所

那須どうぶつ王国（テーマパーク）・地方競馬教養センター騎手課程

下河辺トレーニングセンター（育成牧場）・船橋競馬場（競馬場/きゅう務員）
NSGライディングディビジョン（乗馬クラブ）

信楽牧場（育成牧場）・信楽ホースパーク（育成牧場）
JRA栗東トレーニングセンター（競馬場/きゅう務員）

小松温泉牧場（育成牧場）

卒業生の進路一例

北海道

勤務地 勤務地就職先

山口県

福岡県

大分県

沖縄県

滋賀県

岡山県

三重県

大阪府

岩手県

福島県

栃木県

千葉県

石川県

MRC（乗馬クラブ）

夢★大地グリーンバレー（乗馬クラブ）

佐賀競馬場（競馬場/きゅう務員）

大山ヒルズ（育成牧場）

日本トレッキング（乗馬クラブ）
白樺湖ファミリーランド（テーマパーク）

富士サファリパーク（テーマパーク）
つま恋乗馬倶楽部（乗馬クラブ）

名古屋競馬場（競馬場/きゅう務員）・エルミオーレ豊田（乗馬クラブ）

宇治田原優駿ステーブル（育成牧場）

川崎競馬場（競馬場/きゅう務員）
アバロンヒルサイドファーム（乗馬クラブ）

浦和競馬場（競馬場/きゅう務員）

東京乗馬倶楽部（乗馬クラブ）

広島県

熊本県

鳥取県

佐賀県

長野県

静岡県

愛知県

京都府

茨城県

神奈川県

埼玉県

東京都

ミホ分場（育成牧場）・ライディングクラブウインズ（乗馬クラブ）・
JRA美浦トレーニングセンター（競馬場/きゅう務員）

就職先

全国の馬業界最前線に就職してすぐに即戦力として活躍しているアニべジの卒業生たち。
就職先からはうれしい声が届いています。

※専修課程編入・進学、
　競馬学校・装蹄学校入学、
　馬関連会社就職など

（2002～2015年学生対象/本校実績）

卒業後の
進路状況比較

100%
就職率

10％
生産牧場

15％
その他※

40％
育成牧場

乗馬
クラブ
25％

5％
テーマ
パーク

5％
きゅう務員・
ジョッキー

貴校の魅力の一つは、基本馬術から競走馬生産・育成な
ど、学習環境が充実していることです。馬に関する幅広い
教育を展開されており、頼もしい限りです。ノーザンファー
ムでは、数多くの卒業生のみなさんを受け入れています。入
社すると、空港、遠浅、そして福島県の天栄、滋賀県の信楽
の各施設で働きますが、卒業生はそれぞれの立場で活躍
し、結果を出してくれています。

大山ヒルズ ビッグレッドファーム

RECRUIT VOICES
就職率100%の実績！
卒業生の技術力・即戦力が高く評価されています！

「アニベジ生はここがスゴイ！」卒業生たちが活躍する現場の声

事務局長 中尾 義信さん
ノーザンファーム

騎乗レベルの高さ、そして馬の仕事に対して情熱を持って
いることが、貴校から来たみなさんの印象です。それは、基
礎から応用まで、幅広い教育を展開されているからでしょ
う。また、在学時代から担当馬の世話をする経験を積んで
いるので、馬の気持ちをよく理解し、安心して仕事を任せら
れます。仲間とのコミュニケーションもよくとれ、仕事場で
もムードメーカー的な役割を果たしてくれています。

事務局 人事担当 平間 政憲さん
宇治田原 優駿ステーブル

即戦力として活躍してくれるのが、卒業生のみなさんの魅力で
す。乗馬の基本や馬の扱い方など、技術を身につけているのは
もちろん、現場のことも最初からよく知っています。それは、現
場の第一線で活躍する講師による授業や、インターンシップ
制度によるものでしょう。馬の仕事は、学校に通うだけでは学
びきれません。現場を知るチャンスに恵まれている貴校を卒
業したみなさんは、私たちにとって頼りになる存在です。

ゼネラルマネージャー 斎藤 慎さん
大山ヒルズ

卒業生のみなさんを迎えて感じるのは、技術面はもちろんで
すが、人間性がとても豊かなことです。挨拶ひとつにしても
元気いっぱいで明るく、相手が気持ちよくなるほどです。ま
た、来客の方や他の従業員に対しても、細やかな気づかいが
感じられます。仕事面では、とにかく前向きな姿勢で臨んで
います。これは、貴校での教育の確かさによるものでしょう。
これからも、卒業生の方々の活躍を期待しています。

マネージャー 蛯名 聡さん
ビッグレッドファーム

高い技術力を身
につけた卒業生
に、現場では大
きな期待を寄
せています。

広く深く学び、
担当馬の世話も
する。その成果
が現場でも発揮
されています。

実習やインター
ンシップで実践
力をつけている
ので、即戦力に
なります。

卒業生のみなさ
んは、技術はも
ちろん、豊かな
人間性が魅力
的です。

近年は求人倍率が300%を超え、各企業（牧場等）から
本校卒業生への期待は大きくなってます。
当校の卒業生は、毎年就職先より技術力・即戦力が高く
評価されており、育成牧場、競馬場厩舎、乗馬クラブか
ら、毎年安定した求人依頼が多数寄せられています。

みんなおめで
とう～！
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本校では学生の個性を尊重した教育を行っており、教員も個性豊か
ですが、どの生徒・教員にも共通することがあります。それは「馬が好
き」という純粋な思いです。同じ想いを持った者たちが集い、ともに学
び、お互いを高めていくなかで得られるものには、とても価値があり
ます。人生の中で、大きな宝物となるでしょう。
やりたい仕事や夢がある人はもちろんですが、馬を愛する人ならどな
たでも大歓迎です。将来の方向の転換にも臨機応変に対応し、親身に
なって相談に応じます。基礎から就職までしっかりサポートし、初心者で
も安心して学べる環境を整えています。

アニマル・ベジテイション・カレッジ　学校長

○千葉県馬術協会理事長
○国体千葉県チーム監督
○オリンピッククラブ代表取締役

江里口 裕子

「馬が好き。」同じ想いの仲間が人生の宝物に
馬の学びと共に、一人前の人間として卒業生を全国に送り出してきた経験豊富な講師陣が、
皆さんをプロのホースマンへと導きます。

MESSAGE

成田 優喜
人と馬の気持ちがわかるホースマ
ンの養成を心掛けています。たくさ
んの馬との出会いや、乗馬クラブと
提携しているからこその人との繋
がりがアニベジの魅力です。

藤井 琢也
馬優先主義をモットーに、人と馬と
の架け橋になれるよう心掛けていま
す。馬と共に学ぶことは人としてのあ
り方を考えることにもつながり、成
長するきっかけを与えてくれます。

宮崎 真史
騎乗レッスンに関しては安全に行うこ
とはもちろん、生徒の良いところを伸ば
せるように意識しています。騎乗だけ
でなく、馬との接し方も一流のホースマ
ンになれるように指導しています。

六沢 優
馬が好きな気持ちを忘れず、馬に
感謝することを心掛けています。
たくさんの馬に囲まれ、仲間と共
に自分の夢に向かって勉強できる
ところがアニベジの魅力です。

村上 力也
騎乗も作業も雑務もすべてを全力
で楽しみます！笑う時も常に全力
です。馬にも楽しい雰囲気が伝
わって一緒に楽しめるようにでき
たらいいなと思います。

学校見学・体験入学のご案内
日本各地からプロのホースマンを
目指す仲間達が見学に来ています。
是非、あなたも見学に来てみませんか！
詳しくは次のページをご覧ください。
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アニベジを卒業しオリンピッククラブで乗馬イ
ンストラクターとして活躍する白川さんと水村さ
ん。アニベジ時代は2人とも埼玉県出身で同級
生ということもあり、すぐに意気投合し大の仲良
しに。
今では各地から乗馬に訪れるお客様とって、と
ても頼りがいのあるインストラクターに成長し
ました。

数ある馬の学校の中から
アニベジに入学した理由を
教えてください

白川さん：もともとは留学制度が
あったからです。コロナ渦もあり
結果的には留学にはいきません
でしたが、乗馬学校と乗馬クラブ
が併設している為、学べる事はた
くさんあったので後悔していま
せん。いつかは留学してみたいで
すけどね。

水村さん：私は、馬の数が他と比
べても多いと思ったからです。単
純にたくさんいる方がいいな
～って（笑）。実際入学してみて
も、一人一頭担当馬がつくので、
馬とコミュニケーション密に取れ
て良いと思っています。

在学中の一番の思い出は？

白川さん：大会への参加ですね。
大会って今までしてきた練習の
成果を出せる場所で、その度に
成長を実感できるので印象に残
りやすいです。中でも３年生最
後の障害馬術大会が思い出に
残っています。障害は苦手な競
技で、練習でもうまくいきません
でした。けど本番では上手くいっ

たんです！たくさん練習もしたの
で、とにかく嬉しかったです。

水村さん：私は学生生活全てが
思い出です。先生に怒られたり、
褒められたり。白川さんとは特に
仲が良かったので、よくしゃべっ
たり、喧嘩したりもしました。お
互いピリピリしている時は近づく
のをやめておこうみたいな。（笑）
そんな日常が大切な思い出で
す。

学生時代に経験した事で
今の仕事に活かされている
事はありますか？

白川さん：今働いているオリン
ピッククラブはアニベジの関連
施設なので、在学中から知ってい
る馬やお客様がいるというのが
一番やりやすいです。

水村さん：私も一緒です。他の場
所での仕事も考えたのですが、
まずは慣れた環境でインストラ
クターとしての経験を積んでいこ
うと思います。

白川さん：学生時代からインスト
ラクターとしてお客様と接する
機会があったので、自分の感覚

を言葉にする難しさや相手に伝
える事の大変さなどを経験した
ので、今は相手の立場に立つと
いうのを常に意識しながらやっ
ています。お客様に伝わった時
はとてもやりがいを感じますね。
あ、あと人見知りも直りました！

今後の目標を教えてください

白川さん：馬に乗る技術の向上
と教える技術の向上です。私が
調教した馬を競技に出したいで
すね。自分の成長や馬の成長を
実感しながらずっとインストラク
ターでいたいと思っています。

水村さん：どんな時も落ち着いて
レッスンができるようになりたい
です。ちょっとしたトラブルなど
で焦ってしまうと教え方も雑に
なってしまいやすいので、基本に
忠実、丁寧な対応ができるよう
にしたいです。それがお客様に
とっても馬にとっても、自分に
とっても一番いい事だと思ってい
ます。

ありがとうございました。これか
らも、乗馬の楽しさをたくさんの
方々に伝えてくださいね。

オリンピッククラブ乗馬インストラクター

白川 瑠々さん
埼玉県出身 １９歳

オリンピッククラブ乗馬インストラクター

水村 真衣さん
埼玉県出身 １９歳
保育園の時に経験したポニーの乗馬体験が
きっかけで、馬が大好きになる。中学卒業後の
進路を考える際、普通の学校ではなく、特別な
経験をしたいと思い、馬の専門学校へ進学。ア
ニベジ入学後、講師の影響もありインストラク
ターを目指す。大好きな馬やお客様とのコミュ
ニケーションを楽しみながら日々の業務に取
り組んでいる

幼少期から動物が好きで、動物園などで動
物に触れあう中で、自然と動物に関わる仕
事がしたいと考えるようになった。中学卒
業後の進路を決める際、動物の専門学校
を調べている時に馬の専門学校がある事
を知り入学。人に教える事に魅力を感じイ
ンストラクターとなる。現在は成長を実感
しながら仕事を楽しんでいる

卒業生
インタビュー

INTERVIEW

夢
叶先輩

を

え
た

た
ち
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〒289-1622 千葉県山武郡芝山町宝馬21-5

馬の学校　アニベジ 検索

TEL.0479-74-3717
（24時間受付）

（受付時間 9：00～17：00）

FAX.0479-77-1548
https://www.oc-avc.com/

空
港
第
２
ビ
ル
駅

学校見学・体験入学のご案内

アニマル・ベジテイション・カレッジ［学校事務局］

AnimalVegetationCollege
School Guide 2023

アニマル・ベジテイション・カレッジ

スクールガイド

成田
東京●

●千葉

横浜●

成田国際空港

日 本 全 国 よ り 抜 群 の ア ク セ ス ！

宝馬乗馬学校
（基本馬術実習施設）

▶成田I.Cより車で約15分
▶富里I.Cより車で約20分
〒289-1622
千葉県山武郡芝山町宝馬21-5

富里トレーニングファーム
（専門馬術実習施設）

▶富里I.Cより車で約15分
▶成田I.Cより車で約20分
〒286-0205 
千葉県富里市根木名813-2

動物を愛し、馬に興味がある方ならどなたでも大歓迎です。
施設・設備のご案内をはじめ、本格的な体験乗馬など、
初めての方でも安心してご参加いただける学校見学です。
お電話またはホームページよりお気軽にお申し込みください。

都合の
良い日に
いつでもOK!
※要予約
お電話または
HPから簡単予約

飛行機でおこしの場合
⇨成田空港までお迎えにあがります。

⇨東京駅、池袋駅、成田駅までお迎えにあがります。
電車でおこしの場合

学校見学に

来てみませんか !

初
め
て
の
乗
馬
体
験
♪

み
ん
な
最
初
は

 

未
経
験
だ
か
ら

　安
心
し
て
来
て
ね
♪

実
際
に
馬
に

 

触
れ
て
み
よ
う
♪

早期より真剣に進路活動に取り組み、本校への入学を希望する学生を対象に
入学金の割引制度がございます。お気軽にお問い合わせください。早期入学金割引制度

馬
の
世
界
に
レ
ッ
ツ
ゴ
ー♪

就職率100% !
　憧れの舞台へ! !


