


講 座 案 内

年 間

４月より翌年３月までの４１日間（６４講座+施設実習 前期４回・後期５回）

・園芸療法実践に必要な園芸療法概論、医療、福祉、リハビリテーション、

園芸の栽培技術の基本を学びます。

・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ１級を取得出来ます。

・スタディ 1 級取得者は、JHTS の実践活動に登録することが出来ます。

・園芸療法年間コースを修了し、500 時間実践後、日本園芸療法学会認定園芸

園芸療法 療法士資格申請が可能です。

コース

基 礎

４月～８月までの１９日間（３０講座＋施設実習計４回）

・園芸、園芸療法の基礎知識を身につけます。

・講座スケジュール以外に、当会自主事業「水曜クラブ」実習１回、高齢者

デイサービス実習１回、当会会員施設における実習１回、夏の課題実習 1回

園芸療法 計 4回の実習を希望日に行います。

実践者を ・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ２級を取得出来ます。

目指す方向け

応用実践

９月～翌年３月までの２２日間（３４講座＋施設実習５回）

・園芸療法基礎コースを受講した方が進むコースです。

・様々な分野の専門講師を招き、実習にも力を注ぎます。

・講座スケジュール以外に「水曜クラブ」実習２回、高齢者デイサービス実習

２回、知的障がい者支援施設１日実習１回、計 5回の実習を希望日に行い

ます。

・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ１級を取得出来ます。

年 間

４月より翌年３月までの３８日間（３９講座＋施設実習 前期４回、後期５回）

・園芸療法を行う療法としての知識、技術を身につけます。

療法コース ・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ２級を取得出来ます。

基 礎

４月～８月までの１8 日間（18 講座＋施設実習 4回）

・園芸の知識や技術は既に身につけている方、療法として園芸を使う手法を

学びたい方向けです。

・講座スケジュール以外に、当会自主事業「水曜クラブ」実習１回、高齢者

デイサービス実習１回、当会会員施設における実習１回、夏の課題実習 1回

計 4回の実習を希望日に行います。

療法として

園芸を使う手法を

学びたい方向け

※応用実践コースは基礎コースを修了された方のみが受講できます。

園芸コース
10:00～12:30

療法コース
13:30～16:30

屋外実習が中心の対面講座。但し、4月 27日

はオンライン（ZOOM）になります。

対面とオンライン（ZOOM）とお選びいた

だけます。



応用実践

９月～翌年３月までの 20 日間（21 講座＋施設実習 5回）

・療法基礎講座を受講した方が進むコースです。

療法コース ・講座スケジュール以外に「水曜クラブ」実習２回、高齢者デイサービス実習

２回、知的障がい者支援施設１日実習を１回、希望日に行います。

・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ２級を取得出来ます。

年 間

４月より翌年３月までの２４日間（３２講座＋施設実習１回）

・１年を通して四季折々の栽培技術から利用を学び福祉施設などの園芸ボラ

園芸コース ンティアとして活動する知識を身につけます。

・講座スケジュール以外に、当会自主事業「水曜クラブ」実習 1回を希望日に

園芸の技術を 行います。

身につけ、園芸 ・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ３級を取得出来ます。

ボランティアとし
基 礎

４月～８月までの１２日間（１８講座）

て活動したい方, ・植物を育てる喜び、園芸の基礎知識を学びます。

医療・福祉従事

応用実践

９月～翌年３月までの１２日間（１４講座＋施設実習１回）

者等で園芸の技 ・園芸基礎講座を受講した方が進むコースです。

術を身につけ ・講座スケジュール以外に、当会自主事業「水曜クラブ」実習 1回を希望日に

たい方向け 行います。

・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ３級を取得出来ます。

受講料のご案内

コース 基礎 応用・実践

園芸療法 101,000 円 140,000 円

療法 62,000 円 94,000 円

園芸 60,000 円 59,000 円

＊新型コロナウイルス感染拡大防止を最優先にするため、実習

については状況に応じてご相談させていただきます。

聴講料のご案内 （年間 10 講座まで）

１講義/半日 ２講義/１日

正会員 4,000円 7,500円

学生会員 3,000円 5,800円

賛助会員 / 学生 4,500円 8,000円

一般 5,000円 9,000円

＊材料費は別途実費を頂きます。

募 集 要 項
■定員

２０名 定員になり次第締切らせていただきます。

■修了証交付

各講座規定回数を出席し、必須課題を提出・発表された方には当会認定講座修了証を交付します。

■申込方法（以下のいずれかの方法でお申込みください）

申込み専用メールアドレス⇒offoce@jhts-workshop.jp

電話・FAX⇒045-805-3663※ＦＡＸでのお申込みの場合は、申込み用紙をHPよりダウンロード願います

■お支払い方法

分割も可能（但し連帯保証人が必要です。）※回数その他のご相談は事務局まで お願い致します。

ご入金いただいた金額は（中途退学の場合を含め）返金致しかねますのでご了承下さい。

■奨学金制度

学生に限り、奨学金制度（貸与制・無利子）があります。詳細は事務局にお問合せ下さい。

＊最少催行人数（12名）に達しない場合には、中止となる場合がございます。

■特典

会員名簿及び活動名簿配付、当会主催研究会や講座への参加は正会員価格でお申込みできます。

スタディ修了後、正会員になられると、1年間は各コース半額で聴講できます。

さらにリエントリー(再受講)コースもご用意しております。

コロナ禍の新しい学び方、療法コースはオンライン可能です！！皆様のご参加をお待ちしております。



＊詳細はホームページをご覧いただくか、事務局までお問い合わせください。

『園芸療法入門講座』

開催方法：オンライン（zoom 使用）

日時：2 月 23 日 （祝・火）

13:00～17:00

受講料：1,500 円

※夏の特別講座と同様の内容になりま

す。スタディコースの受講を迷ってい

る方にもオススメです。是非ご参加く

ださい。

『2021 年第 26 期スタディ

コース説明会』

開催方法：オンライン（zoom 使用）

日時：

①3 月 20 日（土）14:00～15:30

②3 月 23 日（火）10:00～11:30

③3 月 30 日（火）14:00～15:30

参加費：無料

※3 回とも同じ内容です。いずれかご

都合のよい 1 日をお選びください。

『2021 年度第 26 期スタディ

コースガイダンス』
開催方法：会場（共働舎２F）

オンライン（zoom 使用）

日時：①４月 6 日（火）

②4 月 13 日（火）

14:00～16:00

参加費：無料

※両日同じ内容です。いずれかご都合

のよい 1 日をお選びください。

※コースの詳細をご案内致します。

受講を迷っている方は是非ご参加く

ださい。

NPO 法人 日本園芸療法研修会
〒245-0015

神奈川県横浜市泉区中田西１－１１－１

TEL/FAX 045-805-3663

e-mail info@jhts.jp

H P http://jhts.jp



2021 年 3 月現在

スタディコース講座開催における注意事項

NPO 法人日本園芸療法研修会

【新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組みとお願い】

当講座の開催は、ご受講者の皆様、会場福祉施設のご利用者および当会関係者へのウイルス感染拡大防止

を最優先に運営いたします。

当会は、厚生労働省・自治体など公的機関の指導に従って感染予防の対策を実施いたします。

つきましては、ご受講生の皆様へは下記の取り組みへご理解とご協力をお願い申し上げます。

＜会場および運営スタッフにおける対策＞

・フロア入口前にアルコール除菌液を設置し、使用を促すサインを表示する。

・ドアノブなど、多人数が頻繁に使用する箇所のアルコール除菌を行う。

・机、テーブル、演台の清掃およびアルコール除菌を行う。

・講師用マイク、PC、マウス、プロジェクター、ホワイトボードなどのアルコール除菌を行う。

・会場における換気を、講義前、講義途中、講義後にも継続的に実施する。

・当面の間、受講生間、講師との間隔を十分な距離を保ちつつ、密接しない状態で実施する。

・グループワークがある場合は、一定の距離を取りながら間近での会話の抑制をし、場合によっ

てマスクにフェイスシールドを併用する。

・スタッフならびに講師も予防対策（アルコール除菌、手洗い、うがいなどの励行、マスク着用

など）を行い、定期的な検温を義務化し、37 度以上の体温の場合は運営業務に従事しない。

＜受講生の皆様へのお願い＞

・フロア内にアルコール消毒液を準備しておりますので、ご使用ください。

・咳エチケットや手洗いなどの実施など、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

・当日はマスク装着のご協力をお願いいたします。畑やガーデンでの園芸作業等の場合は、体調

に留意し、熱中症などに十分注意してください。

・運営スタッフならびに講師もマスクを着用いたします。ご理解のほどお願いいたします。

・ご入室時に受付で検温を実施し、37.5 度以上の場合、会場でのご受講をお断りする場合がご

ざいます。

※以下の項目に１つでも該当する場合は講座出席をご遠慮ください。

（1）発熱や咳、全身痛などの症状がある場合

（2）1 か月以内に海外渡航歴のある方

（3）新型コロナウイルスの疑いがある患者と濃厚接触のある方

また、上記に該当しない場合でも、風邪やインフルエンザ対策と同様に、咳エチケットや頻繁な手洗い、

手指消毒など感染症対策に努めるようお願いいたします。発熱や咳、全身痛などの症状がある場合は、ご

来場前に医療機関にご連絡の上、受診いただきますようお願いいたします。ご自身の体調に不安のある方

は、くれぐれもご無理をなさらないようお願いいたします。会場で体調不良であることが見受けられた方

にはスタッフからお声がけさせていただく場合があります。また、講座開始後に体調がすぐれない方は、

お近くのスタッフまでお声がけください。



＜開催形式の変更等について＞

開催日近くの情勢により、感染拡大防止対策を理由に講座を中止する場合がございます。また、受講生の

皆様ご自身の感染防止対策の理由により、会場参加からオンライン参加への変更をご希望される場合は、

講座開催前日までにお申し出があれば対応させていただきます。以降は対応できない可能性がございます

こと、ご了承ください。

今後の対応につきましては、社会情勢に鑑み随時対応してまいります。

状況変化に伴う講義形式の変更や追加の感染予防対策などが必要になった場合は、詳細が決定次第、速や

かにご案内させていただきます。

以上


