
園芸療法士養成講座
花とみどりと人をつなぐ「園芸療法士」の仕事が注目されています。医療・
福祉・教育・地域などの場で園芸療法の視点と手法を取り入れたい方を対象
に「園芸療法士養成講座」を開設しました。当会が養成する園芸療法士は
園芸療法実践家です。実践に役立つ知識・情報・技術を有する経験豊か
な講師陣と実技・実習がメインのカリキュラムで、未来のあなたを支えます。 

第5期 受講生募集
1コマごとの聴講も可能

園芸療法って何？ どんな事を学ぶの？ 

そんな疑問にお答えするために、事前説明

会（Open Day）を常総officeで開催しま

す。修了生から話を聞くことも出来ます。 

会場の下見も兼ねて、ぜひお越しください。 

＊説明会申込書はHPからもダウンロードできます

事前説明会

OPEN DAY 2017 11/26 日

2018 1/14 日

13:00-15:00

 プロの講師になろう！

農業・園芸業
造園のお仕事を
されている方

医療・福祉施設・
教育機関などで
働いている方、
活動したい方

緑を活用した
 幼児～高齢者・
障がい者支援に
取り組みたい方

現在のお仕事に
園芸療法の

視点と手法を
取り入れたい方

地域コミュニティ
での活動に

役立てたい方

こんな方に

おススメ！！もってる力、
まってる人へ。



グロッセ  虹色の種を育てる人／㈲みどりのゆび	代表取締役／	
					　	世津子	 東京農業大学	客員教授
澤登早苗 恵泉女学園大学　人間社会学部教授
杉原 式穂 淡路景観園芸学校	園芸療法課程	講師／	
	 兵庫県立大学大学院	緑環境景観マネジメント研究科	
	 客員准教授
関口 忠雄 特別養護老人ホーム	ハーモニー	施設長／	
	 とちぎいやしの園芸研究会	副会長
高橋弘美 茨城県立医療大学付属病院／精神科デイケア	作業療法士
中井雅夫 IHT正園芸療法士
中川哲人 社会福祉法人かしわ学園　施設長
中嶋潔 IHT正園芸療法士
古橋正智 有機農家
毛利 ユカ いばらき園芸療法研究会	会長／	
	 日本園芸療法学会	専門認定登録園芸療法士
涌井義郎 NPO法人あしたを拓く有機農業塾代表理事／技術士（農業）

園芸療法の第一線を支える講師陣 （五十音順、敬称略）

修 了 生の 声

山本 悦子
養成講座修了後、月刊誌の執
筆やイベントの講師など、実践
の機会に恵まれました。植物が
つなげる人との素晴らしい出会
いに感謝しています。

吉井 恵美子
園芸療法士のお花屋さんとし	

て、お花のレッスンをしています。

園芸療法の視点を取り入れた事
で一層、地域・学校・施設など
活動の場が広がりました。

＜主な活動先＞
介護老人保健施設ルーエしもつま、特別養護老人ホーム
ラポールしもつま、川崎市立井田病院、障がい者自立支援
事業所ディライトホーム、掛川東病院、有料老人ホーム	
ルフラン荻窪、障害者自立支援センターみなみかぜ、水戸
市精神障害者自立支援事業所ひだまり、認定こども園	
みつかいどう、障害福祉サービス事業所ひなた、いばらき
の花振興協議会（茨城県の花育事業で講師）、有料老人
ホームグレースメイト鷺ノ宮壱番館など

　IHT（いばらき園芸療法研究会）は、	園芸療法や園芸療
法に関連する事業の啓蒙・普及につとめる任意団体です。	
　「無理なく、	楽しく、できるところからの園芸療法」をテー
マに2001年4月に発足しました。
　活動内容は仕事先である施設などでの園芸療法指導

や園芸療法士のフォ
ローアップとなる勉強
会やゼミが中心です。
茨城県立医療大学や
水戸市植物公園など
公共施設での講演会
やワークショップも開
催しています。なかでも

会員が執筆した雑誌連載をまとめた
2009年発行の単行本「高齢者の	
リハビリ	園芸クラフト」は、全国から
反響をいただき、現在も売れ続ける
ロングセラーになりました。会員は
園芸や農業に関心のある医師や看
護師、施設スタッフなど医療	・	福祉
にかかわる方を中心に、	造園家、地域ボランティア、	定年
退職者・主婦などさまざまで、茨城県内はもちろん関東	
一円、遠くは静岡・奈良・沖縄など県外からも多数在籍	
しています。	 ＊詳細はIHTにお問い合わせください

＜実績＞
2003年：緑のデザイン賞で国土交通大臣賞
2009年：「高齢者のリハビリ　園芸クラフト」を出版
2013～15年：農林水産省の交付金事業団体に認定

IHT提携施設

修了生の多くが、
基礎コース＋応用コース 修了後
プロの講師として活躍しています。

授業風景

IHTの紹介

プロの
 講師になる！



回 日　程 内　容 午前10：00～12：00　午後13：30～15：30

1
午前 園芸療法プログラム４：記録と評価
午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸

2
午前 農園芸実習  育てて食べる野外調理
午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸

3
午前 人を育てる農園芸  ～教育・支援・ケアの観点から～*
午後 園芸療法のこころ  ～園芸療法の現場から～*

4
午前 園芸療法プログラム５：企画書の立て方
午後 農園芸実習  冬の農園芸

5
午前 実践発表
午後 実践発表  ／  応用コース修了式

6 外部実習  IHT提携施設で農園芸活動のサポート
7 外部実習  IHT提携施設で園芸療法活動の実践

＊基礎コース修了者のみ受講可

回 日　程 内　容 午前10：00～12：00　午後13：30～15：30

1  
午前 ガイダンス
午後 農園芸実習  レイズドベット製作

2
午前 園芸療法プログラム１：レシピの作り方
午後 農園芸実習  レイズドベッド概論と体験

3
午前 高齢者・認知症の理解と支援*　

雇用側から見た園芸療法士・園芸ボランティアに求めるもの
午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸

4
午前 園芸療法プログラム２：シナリオの作り方
午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸

5
午前 精神疾患・発達障がいの理解と支援*　

午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸（障がい疑似体験を通して）

6
午前 園芸療法プログラム３：ロールプレイ
午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸（有機農業概論）*

7
午前 知的障がいの理解とそのかかわり（施設見学も含む）
午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸  ／  基礎コース修了式

8 外部実習  IHT提携施設に園芸療法活動の見学

受講料  ¥80,000 +税　＊教材費、IHT年会費、外部実習先や会場までの交通費などは別途
認定証  基礎コースを修了された方には、 認定証『IHT准園芸療法士』を交付します

基礎コース
　　　　 　全8 回

全7 回
受講料  ¥72,000 +税　 ＊教材費、IHT年会費、外部実習先や会場までの交通費などは別途
認定証  基礎コースを修了された方には、 認定証『IHT准園芸療法士』を交付します

応用コース

受講料  ¥150,000 +税 
＊教材費、IHT年会費、外部実習先や会場までの交通費などは別途

1年間コース（ 基礎コース + 応用コース ）
全15 回　定員15名

聴講料  ¥4,000 +税
 ＊ 聴講できない授業もあります

1コマごとの聴講も可能です!!

＊天候不順など諸事情により講師・内容が変更になる場合もございます。ご了承ください。

2018
3／25日

4／8日

4／22日

5／13日

5／27日

6／17日

7／1日

9／9日

9／30日

10／14日

11／11日

12／9日

履修後の
フォローも
充実

魅力ある
納得の

カリキュラム

農園芸実習は
無農薬
有機農法



いばらき園芸療法研究会(IHT) 事務局 TEL/FAX 0297-45-6392
携帯（代表） 090-6343-4260http://iht.main.jp いばらき園芸療法 検 索 ホームページからも

お申込できます！
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常総office
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まちの庭
常総office

常総office
〒303-0042茨城県常総市坂手町5881-6

つくばエクスプレス秋葉原
駅から35分。守谷駅下車。

守谷駅から送迎あり（有料）
あらかじめご予約ください。

電車でお越しの場合

アクセス

お車でお越しの場合
常磐自動車道谷和原I.C.から20分。
谷和原I.C.をおりて国道294号線をつ
くば方面へ。新井木交差点を左折し、
県道354号を坂東市方面へ。貫通道
路入口交差点を左折し、県道58号へ。
坂手工業団地入口を左折し、一つ目
の信号を左折。70mほど進行左手

園芸療法士養成講座 5期　申込書
ふりがな

ご住所

申込内容
希望番号に○
複数可

職業

学びたい内容やご質問など自由にご記入ください

電話	 FAX	 携帯電話

Eメールアドレス

①	事前説明会	2017年11月26日13～15時
②	事前説明会	2018年1月14日13～15時
③	基礎コース受講（定員を超えた場合は抽選）
④	通年コース受講（定員を超えた場合は抽選）
⑤ 1コマ聴講（＊のついている授業のみ聴講可）

□農業・園芸　□造園　□介護・福祉　□医療・看護　□教育・研究　□会社員　□学生
□公務員・団体職員　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

複数お持ちの方は
複数ご記入ください

生年月日　　　　年　 　月　　日 男 　女

〒

お名前

　　　
　　　

今後のご連絡

希望する

希望しない


