
これまでのJHTS勉強会の変遷（1996年～2022年6月まで）
「実践者の会」から始まった「研究会」を始めとするさまざまな勉強会も、延べ150回以上開催されました。

年 月

1996 園芸療法研究会の立ち上げ

6 第1回実践者の会

11 第2回実践者の会

1997 2 第3回実践者の会

6 第4回実践者の会

9 第2回入門講座 園芸療法概論ほか

1998 2 第5回実践者の会／研究会 園芸福祉学の提言、植物の選択、管理ほか

4 第3回入門講座 園芸療法概論ほか

5 ダイアン・レルフ教授　特別講演
アメリカにおける園芸療法の定義、園芸療法発展の歴史と今後の方

向性

アメリカスタディーツアー

6 第6回実践者の会／研究会 障害を持つ人の自立とノーマライゼーション

第1回グリーンステップ 今後の活動方針

9 第2回グリーンステップ 障害疑似体験による園芸療法

第4回入門講座 園芸療法概論ほか

11 第3回グリーンステップ／研究会 実践者活動報告

1999 1 第5回入門講座 園芸療法概論ほか

2 第7回実践者の会 安らぎのための緑

名　　　称 内　　　容
開催年月



第4回グリーンステップ 実践者活動報告（むらさき愛育園、たけのこクラブ）

4 第6回入門講座 園芸療法概論ほか

5 アメリカスタディーツアー

6 第8回実践者の会 子供たちの立ち直りのための農と園芸

第5回グリーンステップ アメリカスタディーツアー報告、花っこクラブのこころみ

7 第7回入門講座 園芸療法概論ほか

9 第6回グリーンステップ

第8回入門講座 園芸療法概論ほか

11 第9回実践者の会 知的障害を持つ人のための園芸療法

第7回グリーンステップ

2000 1 第9回入門講座 園芸療法概論ほか

2 第10回実践者の会 5周年を祝う集い

第８回グリーンステップ

4 第10回入門講座 園芸療法概論ほか

5 第11回実践者の会 人にやさしい環境づくり

第9回グリーンステップ 淡路園芸学校園芸療法ガーデン

9 第11回入門講座 園芸療法概論ほか

11 第12回実践者の会 精神科領域における園芸療法

第10回グリーンステップ いずみ病院の取り組み

園芸療法シリーズ2 園芸療法における人と場の利用

2001 1 第12回入門講座 園芸療法概論ほか

2 第13回実践者の会 園芸療法実践紹介（栃木県小山整形外科）



第11回グリーンステップ 園芸療法実践紹介（名瀬ホーム）

4 第13回入門講座 園芸療法概論ほか

6 第14回実践者の会 園芸療法基礎講座、事例報告

第12回グリーンステップ グリーントープの活動ワークショップ

9 第14回入門講座 園芸療法概論ほか

2002 1 第15回入門講座 園芸療法概論ほか

2 第15回研究会 活動の記録と評価はなぜ必要か？

園芸療法シリーズ3 高齢者の疾病、臨床記録の実際

高齢者のための園芸療法の取り組み1 高齢者へのケアとアセスメント

活動をまとめることの意義

癒しのための風景

7 第16回研究会 高齢者施設における園芸療法導入

園芸療法シリーズ4 活動紹介

高齢者のための園芸療法の取り組み2 品川区JHTSボランティア派遣施設

一人のボランティアに求められるもの

11 第17回研究会 東和町老人保健施設華の苑

園芸療法シリーズ5 特別養護老人ホームラポールしもつま

高齢者のための園芸療法の取り組み3 老人保健施設城山、多肉植物移動植物園、NPOとは何か？

2003 1 第16回入門講座 園芸療法概論ほか

2 第18回研究会 訪問園芸療法の試み（たきざわ苑）

園芸療法シリーズ6 今日を分かち合う（HTネットワーク）

高齢者のための園芸療法の取り組み4 ゴジカラ村での・・（愛知たいようの杜）



ボケないための・・（昭和在宅介護支援）

園芸療法における療法としての基礎と展開-療法をめぐる最近の

問題点-フリーディスカッション

7 第19回研究会 ターミナルケアにおけるQOLとOT

園芸療法シリーズ7 難病疾患における園芸療法

難病、慢性疾患、ターミナルケアにおける園芸療法の

取り組み1

有機農法の考え方とその実践、在宅情報患者における試み

（ALS）、限られた生活場面での園芸療法、緩和ケア病棟における

園芸療法

10 第17回入門講座 園芸療法概論ほか

11 第20回研究会 バリアティブケアにおける園芸療法1

園芸療法シリーズ8 ピースハウスにおける庭づくり

難病、慢性疾患、ターミナルケアにおける園芸療法の

取り組み2

ピースハウスにおける園芸療法、バリアティブケアにおける園芸療

法2、治療困難症例へのアプローチ

2004 1 第21回研究会 育て育てられ植物と共に生きる楽しみ

園芸療法シリーズ9 慢性疾患への園芸療法の実践

難病、慢性疾患、ターミナルケアにおける園芸療法の

取り組み3

緩和ケアの現場から、トークセッション（緩和ケアの展望）、室内

で植物を育てる上での問題点

7 第22回研究会 園芸を通した社会参加（仲間の会作業所）

園芸療法シリーズ10 共に生き共に働いて（畑の家）



園芸療法と社会参加

園芸療法士の資格制度の整備、共働舎における園芸を通した社会参

加、地域で生活できる就労支援を目指して、精神障害者の社会復帰

（諏訪赤十字病院グリーントープ）

10 第1回ステップアップ 医学概論、精神医学概論、精神医学総論、精神医学各論、実習

11 第23回研究会 むらさき愛育園における6年の取り組み

園芸療法シリーズ11 地域に根ざした園芸療法（いずみ病院）

園芸療法と社会参加

医療・福祉での庭づくり（東京農業大学生）

中庭を通じて地域とつながり合う、地域の風を運ぶ、中庭ボラン

ティア（グループあおぞら）

2005 2 日本園芸療法研修会10周年記念式典

基調講演「園芸療法とは？10年のあゆみ」、パネルディスカッショ

ン：景観と園芸療法、多職種多機能の医療、植物の関わり、資格制

度について

5 第2回ステップアップ 緑の風施設紹介、地域の中に溶け込んで

6 第24回研究会　 ベルガーデンからの発信

庭からの発信1
ガーデンコンテスト入賞者のプレゼンテーション、新生ベルガーデ

ン造成計画など

7 畑の家見学会 ジャガイモの収穫、懇親会ほか

9 第18回入門講座 園芸療法概論ほか

10 第3回ステップアップ 作業と場の設定、リハビリテーションについて

11 第25回研究会 病院・福祉施設における環境デザイン



庭からの発信2
庭からの視点（緑が作る心豊かな空間）、くつろぎの庭づくり、水

曜クラブからの発信（地域福祉へ）、障害者自立支援法について

2006 3 第26回研究会
園芸療法の日本導入を目指して15年（グロッセ世津子×澤田みどり

対談）

5 第27回研究会
障害者自立支援法がスタートして、介護保険改正-包括支援セン

ターの機能

7 第4回ステップアップ 目標達成のためのコーチング、グループワーク、ディベートなど

8 第5回ステップアップ
作業の捉え方、作業を介した関わり、拾円塾、土の会の活動理念と

基礎（山根寛×鈴木正明BIG対談）

10 第6回ステップアップ リハビリテーションにおける園芸の利用、園芸療法における評価

2007 2 緑と水の市民カレッジ（東京都） 園芸療法の基礎

スタディコース公開講座 いのちを支える、がん告知後の生き方、心を支える

3 第28回研究会 園芸療法の中の理学療法

4 第1回園芸療法教室（富士グリーンテック企画） 園芸療法概論、実践紹介、ロールプレイほか

7 第29回研究会
共働舎の園芸作業に見る3つのP、園芸作業の進め方、

園芸の技術指導をして（グロッセ世津子×澤田みどり対談）

9 第7回ステップアップ 観て聞いてまとめる、効果と評価、ロールプレイ（ベルガーデン）

10 第30回研究会
園芸療法実践継続のために：園芸療法という仕事を考える、

リフレッシュ講座：トウモロコシの皮で作るドア飾り

2008 2 第31回研究会
園芸療法実践継続のために：成功の法則について考える、

アロマセラピー手浴



3 第19回入門講座 園芸療法概論、ロールプレイ、実践紹介

6 第32回研究会
園芸療法実践継続のために：音楽療法を続けて20年のあゆみ

ベランダですずなり野菜

9 第20回入門講座 園芸療法概論、ロールプレイ、実践紹介

10 第8回ステップアップ講座 作業療法の原点、暮らしの中の園芸、コミュニケーションのこつ

2009 2 第33回研究会 園芸療法実践継続のために：ZIZI-YAMAと実践をことばに

6 第34回研究会（IN群馬）園芸療法の実践を言葉に

デイサービス園遊亭での取り組みと見学、

有料老人ホームカペナウム、介護老人保健施設森の泉、介護老人保

健施設ふじあく光荘、特別養護老人ホーム榛名憩いの園

8 第1回資格取得者のためのセミナー コーチングを学ぶ

10 第9回ステップアップ講座 ZIZI-YAMAの体験ワールド「作業療法の詩」を読み解くその1

2010 6 第35回研究会（IN静岡）園芸療法の実践を言葉に
援農を行いながらの職業訓練、精神科デイケアにおける活動、レイ

ズドベッドの取り組み

7 第2回資格取得者のためのセミナー 音楽療法に学ぶ　おとと音楽の効用

10 第10回ステップアップ講座 ZIZI-YAMAの体験ワールド「作業療法の詩」を読み解くその2

2011 2 第36回研究会（IN千葉）園芸療法の実践を言葉に
ホビーファーム見学、多肉植物の寄せ植え実習、フリースクールで

の取り組み

7 第3回資格取得者のためのセミナー
被災者への心理的援助と援助者自身のセルフケアについて、

リフレッシュ講座：ウィズリーでの研修生活

10 第11回ステップアップ講座
ZIZI-YAMAの体験ワールド2011「作業療法の詩」を読み解くその3

ひとがなにかする、今も昔も変わりないその現象を言葉に



2012 3 第37回研究会　シリーズ植物に学ぶ 春に咲く草花の紹介

4 植物に学ぶ2 樹木医と歩く桜の新宿御苑

6 第38回研究会　実践を言葉に（事例発表）

千代田区プランター管理（ジョブコーチとして）、園芸療法支援ソ

フトウェア製作と取り組み、有料老人ホーム～うつ病の方への取り

組み、個人に焦点をあてた園芸療法の効果と評価、地域交流の拠点

となるガーデン造り（南三陸町にて）

10 第12回ステップアップ講座 ZIZI-YAMAの体験ワールド2012

2013 3 第39回研究会　シリーズ植物に学ぶ3 一年草の楽しみ方、宿根草の楽しみ方

第4回資格取得者のためのセミナー 園芸療法講師養成講座（基礎編）

4 植物に学ぶ4 樹木医と歩く桜の皇居

6 第40回研究会　実践を言葉に（事例発表）

介護老人保健施設和佐の里における取り組み、中延特別養護老人

ホームにおけるJHTSボランティア派遣、飯田病院屋上庭園改修プ

ロジェクト、橘学園通信制高校・サポート校での取り組み

10 第13回ステップアップ講座
ZIZI-YAMAの体験ワールド2013　事例を通してみんなで考えてみ

よう、新たな発見と気づきの世界へZIZIの道案内

11 第5回資格取得者のためのセミナー 園芸療法講師養成講座（応用編）

2014 3 第41回研究会　シリーズ植物から学ぶ5 日本のハーブ

4 植物に学ぶ6 樹木医と歩く桜の上野公園

6 第42回研究会　実践を言葉に（事例発表）

老人保健施設さくら会における取り組み、漢方薬膳を園芸療法プロ

グラムに取り入れる、まちだ正吉苑における園芸療法の取り組み、

精神障害者地域生活支援施設での取り組み、JHTS宮城県震災復興

支援における取り組み



9 第6回資格取得者のためのセミナー 園芸療法講師養成講座（基礎編）

10 第14回ステップアップ講座
ZIZI-YAMAの体験ワールド2014　事例を通してみんなで考えてみ

よう、新たな発見と気づきの世界へZIZIの道案内

12 第7回資格取得者のためのセミナー 園芸療法講師養成講座（応用編）

2015 3 日本園芸療法研修会10周年記念シンポジウム 日本の未来のために園芸療法にできること

4 植物に学ぶ７ 樹木医と歩く桜の神代公園

5 第43回研究会　実践を言葉に（事例発表） NPO法人Ohanaの活動

9 第7回資格取得者のためのセミナー 園芸療法講師養成講座（基礎編）

10 第15回ステップアップ講座

ZIZI-YAMAの体験ワールド2015　事例を通してみんなで考えてみ

よう、新たな発見と気づきの世界へZIZIの道案内　見晴学園「みは

らしの里」

11 植物に学ぶ8 樹木医と歩く等々力渓谷紅葉狩り

2016 3
第44回研究会

園芸療法シンポジウム（神奈川県共催）
神奈川県花きイノベーション推進事業　参加施設の発表

4 植物に学ぶ9 樹木医と歩く桜の多摩森林科学園

6 第45回研究会　実践を言葉に（事例発表）
障害者就労支援と園芸療法（就労支援サービスレインツリー）

実習：種団子づくり

11 植物に学ぶ10 樹木医と歩く新宿御苑の菊花展と紅葉狩り

第16回ステップアップ講座
ZIZI-YAMAの体験ワールド2016　事例を通してみんなで考えてみ

よう、新たな発見と気づきの世界へZIZIの道案内　橘学園

2017 3 第46回研究会　 漢方薬膳を園芸療法プログラムに取り入れる

4 植物に学ぶ11 樹木医と歩く荒川の桜堤、都市農業公園



6 第47回研究会　実践を言葉に NPO法人畑の家の25年

10 第17回ステップアップ講座
ZIZI-YAMAの体験ワールド2017　事例を通してみんなで考えてみ

よう、新たな発見と気づきの世界へZIZIの道案内

12 第48回研究会

認知症の方とのかかわりの中で大切にしていること～本人の持つ力

を信じる～　中延園芸サークルの取り組み、マエカワケアサービス

認知症対応型デイサービスにおける取り組み

2018 3
第49回研究会　植物に学ぶ12

実践を言葉に

さくら事始め

ワークシェアする働き方（練馬福祉園）

6
第50回研究会　澤田みどり代表講話

実践を言葉に

「園芸療法の魅力の再発見」

森の泉での活動

10 第18回ステップアップ講座

ZIZI-YAMAの体験ワールド2018　事例を通してみんなで考えてみ

よう、新たな発見と気づきの世界へZIZIの道案内

高齢者デイサービスのレクレーションとして園芸療法の可能性につ

いて

12 第51回研究会
ボランティア論Part2　ゼノさんから学ぶボランタリズム

ヨモギの力・育てて手を加えて生活に役に立つ健康法

2019 3 第52回研究会 和佐の里活動紹介、ベルガーデン活動紹介

6 第53回研究会

SDGｓ持続可能な開発目標について

自主事業「ベルガーデン水曜クラブ」「東北復興支援活動・南三陸

町において」

10 第19回ステップアップ講座

ZIZI-YAMAの体験ワールド2019　事例を通してみんなで考えてみ

よう、新たな発見と気づきの世界へZIZIの道案内

ベルガーデン水曜クラブ



12 第54回研究会　25周年記念講演 育て方より育ち方を知る（深町貴子氏）

2020 9 第55回研究会
「子供と園芸療法」保育園における園芸、北海道の自然の中で、子

供向けクラフトワークショップ

10 第20回ステップアップ講座

ZIZI-YAMAの体験ワールド2020　植物（静かな命）との生活を見

直す：事例提供「長期入院により活動が消極的になった方への園芸

療法」

2021 3 第56回研究会

こんな時こそ希望をつなごう「コロナ禍と園芸療法」

コロナ罹患後の患者様との園芸療法、施設の外部ボランティアとし

て行った支援、オンライン利用により継続できた活動

6 第57回研究会
園芸療法の可能性「小学校の実践から見えてきたもの」（川崎市立

下作延小学校校長　棟居謙氏）

11 第58回研究会　特別講演 社会運動家としての渋沢栄一（枝見太朗氏）

2022 3 第59回研究会
園芸×SDGｓ　エシカルガーデニング　地球に優しい庭仕事（高橋

三和子氏）

6 第60回研究会

みんなで生きていくこれからの社会～経験から学ぶ1～

ベルガーデンガーデナーズクラブの活動紹介、オンライン園芸講座

を開催して感じたこと


