
         ◆JHTS　2021年度スタディコース26期　スケジュール◆

       　基礎コース（2021年4月～2021年8月・全15日30講座)
　　　　＊年間コースは全30講座、療法コースは全18講座、園芸コースは全18講座となります。(講師名敬称略) 　　 　  2021.3　　　　　　

回 日　程 午前10:00～12:30　　午後13：30～16：30 コース

1 4月 20日 （火）
午前 　コースオリエンテーション、施設見学１（共働舎、グループホーム庭、ベルガーデン） 園・療両方

午後 　園芸療法概論１－園芸療法とは 園・療両方

2 4月 27日 （火）
午前 　園芸実習１－植物を知る・調べる、道具の使い方と手入れ 園芸

午後 　園芸療法概論２－園芸療法プログラム作成の考え方 療法

3 5月 11日 （火）
午前 　園芸実習２－夏野菜の育て方、稲の育て方 園芸

午後 　園芸療法実践講座１－知的障害者の福祉と園芸療法・アセスメントについて 療法

4 5月 18日 （火）
午前 　園芸実習３－花壇設計１（花壇設計の手法）、稲の植え付け 園芸

午後 　施設見学２ー高齢者への在宅支援、施設見学２－高齢者デイサービス 療法

5 5月 25日 （火）
午前 　園芸実習4－ハーブ栽培とその利用 園芸

午後 　園芸療法実践講座２－高齢者の介護予防と園芸療法（ベルガーデン水曜クラブ活動） 園・療両方

6 6月 1日 （火）
午前 　園芸実習5－病害虫駆除 園芸

午後 　社会福祉関係講座１－ボランテイア論 園・療両方

7 6月 ８日 （火）
午前 　園芸実習6－花壇設計２（花壇・プランターの植え付け） 園芸

午後 　園芸療法概論３－園芸療法における植物の選択 園・療両方

8 6月 15日 （火） １日 　共働舎施設実習1ー実習説明、アセスメント、プログラム準備 療法

9 6月 22日 （火）
午前 　園芸実習７－栄養繁殖(挿し木、株分け） 園芸

午後 　園芸療法概論４－道具の工夫と環境整備 療法

10 6月 29日 （火）
午前 　クラフト加工実習１－ドライ、押し花、フラワーアレンジメント 園芸

午後 　園芸療法概論５－記録の書き方・評価の仕方・夏休みの課題説明 療法

11 ７月 ６日 （火）
午前 　園芸実習8－夏の植物管理・じゃがいも収穫 園芸

午後 　園芸療法概論６－ロールプレイ（障害体験を兼ねた植物栽培） 園・療両方

12 7月 13日 （火） １日 　共働舎施設実習2ー実践 療法

13 7月 20日 （火）
午前 　園芸実習9－屋上・ベランダ・室内の植物管理 園芸

午後 　クラフト加工実習２－染色（藍染）、芝坊や 園芸

14 8月 3日 （火）
午前 　園芸実習10－・土の再生・基礎園芸コース修了式 園芸

午後 　園芸療法実践講座３－精神障害者の福祉と園芸療法 療法

15 8月 17日 （火） １日 　夏の課題「施設実習レポート」提出発表・基礎療法コース修了式 療法

講座第8回・12回・15回は、聴講不可となります、ご了承下さい。

新型コロナ感染拡大及びやむを得ない事情により日程や内容に変更がある事もございます。予めご了承下さい。



        ◆JHTS　2021年度スタディコース26期　スケジュール◆

     応用実践コース（2021年9月～2022年3月・全17日34講座)
　　　　　　*年間コースは全34講座、療法コースは全2０講座、園芸コースは全1５講座となります。(敬称略) 　　　　　   2021.3

回 日　程 午前10:00～12：30　　午後13:30～16:30 コース

1 9月 21日 （火）
午前 　園芸実習11-秋冬野菜の育て方１ 園芸

午後 　社会福祉関係講座２－コミュニケーション 療法

2 9月 25日 （土）
午前 　医療リハビリテーション関係講座１－理学療法　 療法

午後 　医療リハビリテーション関係講座２－医学概論、解剖学、精神医学 療法

3 10月 ５日 （火）
午前 　園芸実習１2－秋冬野菜の育て方２ 園芸

午後 　社会福祉関係講座3－レクリエーション 療法

4 10月 12日 （火）
午前 　園芸実習13－球根の育て方とその利用 園芸

午後 　社会福祉関係講座４－ネイチャーフィーリング（自然観察法） 療法

5 10月 19日 （火）
午前 　園芸実習14－宿根草の育て方とその利用 園芸

午後 　医療リハビリテーション関係講座３－カウンセリング 療法

6 10月 26日 （火）
午前 　園芸療法概論７ー説明の工夫 療法

午後   共働舎施設実習3－打ち合わせ、準備 療法

7 11月 2日 （火）
午前 　園芸実習15－多肉植物の育て方とその利用 園芸

午後 　園芸療法実践講座4－実践者の事例発表 療法

8 11月 9日 （火） １日 　共働舎施設実習4－実践 療法

9 11月 16日 （火）
午前 　園芸実習16－寄せ植え、ハンギングについて 園芸

午後 　医療リハビリテーション関係講座3－作業療法 療法

10 11月 30日 （火）
午前 　園芸実習17－腐葉土作り 園芸

午後 　クラフト加工実習３－クリスマスの飾りとお正月飾り 園芸

11 12月 14日 （火）
午前 　園芸実習18－冬の室内園芸の楽しみ方 園芸

午後 　園芸療法概論9・10－リスクマネージメント・年間プログラム作成 療法

12 1月 18日 （火）
午前 　共働舎施設実習5－打ち合わせ、準備 療法

午後 　園芸療法概論11－園芸療法実践のための植物の年間栽培計画 園・療両方

13 1月 2５日 （火）
午前 　園芸実習19－冬の園芸作業(天地返し） 園芸

午後 　クラフト加工実習４－タマネギ染め、芽出し球根を使った苔玉 園芸

14 2月 １日 （火）
午前 　園芸実習20－春先の園芸作業 園芸

午後 　共働舎施設実習6－打ち合わせ、準備など 療法

15 2月 8日 （火） 1日 　共働舎施設実習7－室内園芸作業実習 療法

16 2月 22日 （火）
午前 　園芸実習21－じゃがいもの植え付け、応用・実践園芸コース修了式 園芸

午後 　園芸療法概論12－目的達成のためのワーク 療法

17 3月 １日 （火） １日
　園芸療法概論12ー後期課題「年間プログラム」提出・発表
　応用実践療法及び年間コース修了式

療法

講座第6回午後・８回・12回午前・14回午後、15回、17回は聴講不可となりますので、ご了承ください。

新型コロナ感染拡大、天候不順や交通事情等、やむを得ない事情により日程や内容に変更がある事もございます。予めご了承下さい。


