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特集 福祉農業

園芸療法定着期における淡路景観園芸学校園芸療法課程の教育

豊田正博*

〔キーワード):園芸療法，カリキュラム

1 園芸療法の役割

1)日本における園芸療法紹介から今固までの経緯

園芸療法は， 1990年代，アメリカで閏芸療法を学

んだ日本人が，アメリカの園芸療法を紹介し，実践

をはじめた際に，当時のバブル経済崩壊後の心の癒

しを求める価値観の拡大とガーデニングブームを

背景にマスコミが注目したことで市民の関心が高

まった(豊田 1998).その後，園芸療法の普及をめ

ざす団体，教育機関が設立され，今日では国内で園

芸療法を学んだ実践者が活躍し始めている.

園芸療法が紹介され，団体や教育機関が設立され

た当時を園芸療法導入期とするならば，約 20年を

経過した現在は定着期にある.しかし，実践者が

育っているといっても，日本で園芸療法が広く安定

的に定着しているとはまだ言えない.定着期に求め

られることは，‘園芸療法'に魅力を感じ期待を寄

せる‘関心層'の増加，続いて，園芸療法の概略が

わかり，園芸療法土をめざしたり，ボランティアと

して，あるいは職場の同僚や上司・経営者として応

亡〉
関心層

園芸療法導入期

図 l 園芸療法定着期のあるべき姿

*兵庫県立淡路景観園芸学校/兵庫県立大学大学院 (Masahiro

Toyoda) 

援してくれる‘理解者'の増加，最後に園芸療法を

しっかり学び閏芸療法の臨床，研究，教育を担う‘実

践者'の増加が必要である(図1).

2)園芸療法課程と園芸療法

園芸療法課程の開講は，阪神淡路大震災の後，

2002年である.震災後，仮設住宅に暮らす人々に対

して Iがれきに花を咲かせましょう」と，空き地

やプランターを利用して花を育てるボランティア

活動が行われ，花が被災者の心を癒し，コミュニ

ティ形成や被災者の健康改善に大きな役割を果た

すことが再認識された.とうしたことがきっかけと

なり，兵庫県が全国から受けた支援に対して，“花

と緑で人を癒す"園芸療法士を育てて全国へお返し

するととを使命として，全国で唯一，県知事が園芸

療法士を認定する園芸療法課程が開講した.

園芸療法の最大の特徴は，植物という，自然の環

境条件によって姿かたちを変える生命(し、のち)を

用いることである.人は，時にか弱く，時にたくま

しく生きる植物の姿に，五感を通じて心地よさを与

えてくれる植物に興味・関心を覚え，次第に愛着や

収穫の欲求がうまれ，植物に向かつて自ら手を伸ば

理解者

関心層

園芸療法定策期
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人

植物

環境

支援者
医療介護スタッフ

家族など

五感の刺激

緑のある環境

図 2 園芸療法の 3要素

したり，歩み寄る気持ちが起きる.

園芸療法では，椋の環境，植物，人という 3つの

要素が対象者に影響を与える(図 2).園芸療法では，

疾患や障がいそのものの治療を目指すのではなく，

疾患や心身の障がいのために心ゃくらしに課題の

ある人に対して，心地よい緑の中で，五感の刺激，

植物との相互関係，植物の利用・創造，人とのかか

わりから，‘生きる喜び¥‘できる喜び'を与えて

いく.この過程で，精神や身体の機能が刺激され，

よい人間関係がうまれ，対象者のプラスの側面が発

揮されると同時に，心ゃくらしの課題が軽減して健

康改善につながる.

今日，超高齢社会，高ストレス社会といった社会

背景や，国家予算の中で最大の比率を占める社会保

障費が増大し続けている現状，あるいは東日本大震

災における被災者の心のケアの必要性などを背景

に，市民のみならず，自治体においてもみどりを用

いた健康づくりへの関心は高まり，‘花と縁で人を

癒す園芸療法士'を育てる意義も増大している.

2 新カリキュラム

2002年開講当初の園芸療法課程カリキュラムは，

当 時 の ア メ リ カ 園 芸 療 法 協 会 (American 

Horticultural Therapy Association : AHTA) における

園芸療法士の登録基準となるコアカリキュラムを

参考にして作られた (78単位，園芸療法実習 1000

時間)が，開講から 8年経過して修了生の活躍が増

えてきた2010年に，日本における園芸療法の状況，

実践者や施設のニーズ，有識者の意見などをもとに，

園芸療法士 仲間

利用・創造

園芸療法対象者

園芸療法課程のカリキュラム改善にむけた検討が

行われ， 2011年度より， 17科目(ガイダンスを除

く)36単位の授業と，園芸療法実習，計 800時間か

らなる新カリキュラムに移行した.

現在は，全寮制コース(履修期間 1年)と，仕事

を続けながら学ぶ社会人向けに神戸市内でも授業

を開講する通学制コース(履修期間 2年， 2012年開

講)の 2つがある.

AHTAも2008年にそれまでの 78単位， 1000時間

の園芸療法実習のカリキュラムを大幅に改定した.

4年制大学で園芸療法関連学部を卒業した園芸療法

学士には 480時間の園芸療法実習を，その他学部の

学士には，学部の授業から 33単位(人文科学関連

12単位以上，園芸関連 12単位以上，園芸療法関連

9単位以上，合計 33単位以上)の修得と 480時間の

園芸療法実習を登録基準とした.その他学部の学士

が登録園芸療法土となるのに必要単位数を比べる

と，本校の新カリキュラム 36単位とほぼ同様，園

芸療法実習については本校が 800時間で， 320時間

多いことになる.

新カリキュラムでは，科目は 4群に分かれる.園

芸の基礎となる知識・技術を身につける園芸関連科

目群 (4科目 10単位)と医療・福祉関連科目群 (5

科目 10単位)，カリキュラムの中心となる園芸療法

科目群 (8科目 16単位)，そして園芸療法の実践力

を高める園芸療法実習科目群 (3科目 800時間)で

ある.園芸療法実習を除き 1科目あたり， 90分授業

15回を 2単位としている(1栽培演習jのみ 4単位)

(図 3).



分野名

巳とと三

園芸療法関連科目

園芸関連科目

医療・福祉関連科目

園芸療法実習
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l科目 =2単位 (15講義)(*講義1つにつき90分)“栽培演習"=4単位

科目名 学習内容

ト→ガイダンス |学習・生活などについてのオリエンテーシヨン

園芸療法基礎 |園芸植物・園芸活動の特徴・園芸療法の効果，基礎理論など

園芸療法の手順 |評価方法，目標設定，プログラム計画，実践，記録・報告広仕方など

医療と園芸療法 |病院におけるリハビリテーション，精神科，緩和ケア医療と園芸療法

生活支援と園芸療法 |生i舌を支えるリハビリテ一泊ン，職業リハビリテーションと園芸療法

発達支援と園芸療法 |発達段階や発達障害に応じた園芸の活用や教育支援

園芸療法研究法 |園芸療法論文理解，統計処理，生理的評価法，行動評価法など

園芸療法演習 |園芸療法実践事例検討，論文作成指導など

園芸療法マネジメント |人的・物的資源・環境のマネジメント，コーチングなど

闘芸学基礎

植物の育ちと特性

園芸と環境

栽培演習

園芸療法における

植物の利用

治療・援助学基礎

人の病気と健康一

人・植物・健康

園芸療法のための

医療・医学

対象と理解

園芸療法のための

対人関係論

園芸療法実習 I

(150時間)

園芸療法実習H

(150時間)

園芸療法実習E

(500時間)

|園芸植物の分類，特性，繁殖，環境制御など

栽培環境，緑の環境の管理・創造

草花・野菜の栽培管理・花壇管理の演習，リスク管理，作業分析

園芸療法におけるハーブ・園芸デザイン・植物クラフトなどの活用

身体のしくみ，医療福祉基礎用語，疾患・薬剤の基礎知識など

環境保全，公園管理と園芸療法，緑に関する市民活動など

園芸療法対象者の病理・治療についての医学的基礎知識

対象者の病理・心理・支援など

園芸療法に必要な臨床心理学基礎，面接態度，支援技法など

園芸療法対象者との関係構築・評価・園芸療法計画・準備・支援

医療・福祉施設における対象者の評価・プログ、ラム計画，発表

医療・福祉施設における園芸療法実施，発表

図 3 閤芸療法課程新カリキュラム

本課程の受験資格は， 4年制大学卒業者，あるい

は，看護師，作業療法土，介護福祉士など医療・福

祉の国家資格取得者，園芸・造園系の短大，専門学

校，農業大学校卒業者などである.入学者には，大

学新卒者，医療・福祉・教育関係者，園芸・造園関

係者，主婦，定年後の新たな仕事として学ぶ人など

がおり， 20代から 60代まで社会経験も多様で、ある.

第 1期生から第 9期生まで修了生は 125名，うち

就職希望者は 116名，就職者は 104名で 90%の就職

率となっている.専任園芸療法士として働く人，今
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まで働いていた分野に戻り従来の職能を基盤に園

芸療法をし、かす人，園芸療法非常勤講師として働く

人がいる.医療・福祉分野での活躍が多いことはも

ちろんだが，発達障害児童が増えていることもあり，

近年は教育分野の人々の関心が高まってきている

新カリキュラムは，こうした状況をふまえて作られ

た.
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造園・特例子会社

10% 

淡路景観園芸学校園芸療法課程修了生の進路分

野割合

図 4

野である.

そこで，新カリキュラムでは，園芸療法科目の中

に， I医療と園芸療法J，I生活支援と園芸療法J，I発

1)園芸療法に求められるニーズの提供

本課程の修了生の活躍分野を紹介する(図 4，5)

医療では，回復期リハビリテーション，慢性期医療，

精神，緩和ケアなどの分野，福祉では，高齢者デイ

サービス，介護老人保健施設，特別養護老人ホーム，

有料老人ホーム，知的障害者や精神障害者の職業リ

ハビリテーション，教育では，保育，特別支援教育

や，発達障害・不登校など心のケアを必要とする分

3.新カリキュラム

4年制大学卒業生

園芸・造園系短大

園芸・造園系専門学校
.農業大学校卒業生

婦

職者

主

定年退

造 者

師

師

護

健

看

保
病院'精神科

既存資格業務兼任園芸療法± 専任園芸療法士

病院・リハビリテーション科
既存資格業務兼園芸療法士 専任園芸療法士

病院・緩和ケア
看護士兼園芸療法士 専任園芸療法士

高齢者福祉施設

既存資格業務兼園芸療法士 専任園芸療法士

非常勤園芸療法講師

障がい者福祉施設

支援員兼園芸療法士 非常勤園芸療法講師

特例子会社等
障がい者就労指導

係関園
造園会社公園

指定管理業務 緑の指導員

病院・慢性期医療
専任園芸療法士

業療法士

理学療法士

言語聴覚士

作

介護福祉士

社会福祉士

ホームヘルパー

保育園・幼稚園 小学・中学・高校
不登校児童生徒量発達障害児童支援

特別支援教育支援員

特別支援学校
園芸を活用した指導 職業教育

小・中・高教員

幼稚園教員

保育士

高齢者・障がい者向け園芸療法 NPO設立

入学前の職業などからみた園芸療法課程修了生のおもな進路先と職種・職務図 5
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達支援と園芸療法Jの 3科目を設置した r医療と

園芸療法」では，リハビリテーション病院や精神科

病院における急性期・回復期医療，あるいは緩和ケ

アのような終末期医療における園芸療法の活用な

どを学ぶ r生活支援と園芸療法Iでは，生活支援

段階のリハビリテーション医療や職業リハビリ

テーションと園芸療法のかかわりを r発達支援と

園芸療法j では，幼児から高齢者にいたるまでの発

達段階の特徴に応じた園芸の活用，発達障害や不登

校の児童・生徒に対する園芸療法について学ぶ.

2)園芸療法士に求められる能力と科目の関係

園芸療法士は，施設における園芸療法の専門家で

あり，園芸療法部門を管理運営するマネージャーで、

もある.専門家として園芸療法を遂行して健康改善

を行う能力と園芸療法の成果を発信する能力，マ

ネージャーとして園芸療法を行う環境や園芸療法

部門を管理運営する能力が求められる.こうした力

を養うため，いろいろな科目を学ぶことになるが，

その基礎となる科目が「園芸療法基礎Jである.こ

の科目では，園芸の療法としての意義を考えるため

に園芸植物や園芸作業の特徴をふりかえるそして，

人と植物のかかわりの歴史，園芸の効用，医療・福

祉・教育分野における園芸療法の概要，世界の園芸

療法動向などを学ぶ(表1).

(1)評価(アセスメント)能力

園芸療法士は，疾患や障がいの現状と今後(回復，

維持，低下・悪化)をふまえて対象者の健康状態を

とらえる.そこでは，対象者の健康上の課題と本人

が気づかないことも含めた肯定的(プラスの)側面

(例えば，右手に麻症があっても左手が使えること

は，一つの肯定的側面となる)を見つけ，園芸療法

が担う目標を立ててプログラムを遂行する.その際，

園芸療法が有効な療法となるためには，一定の水準

表 l 園芸療法士に求められる能力

専門家(スペシャリスト)として・..
1.対象者について

を満たした園芸療法士であれば誰でも，客観的に対

象者の健康状態とその課題や肯定的側面を把握し，

もっとも効率的な支援計画を立てて実行できるこ

とが必要である.この能力を評価(アセスメント)

能力といい，専門家が行う療法としての園芸療法が

効果的に行われるか否かのカギを握る

本課程では，客観的な評価を行う能力の育成に

もっとも力を入れており r園芸療法の手順j のな

かで評価に必要な観察力や，得た情報をまとめて解

釈し，合理的な支援目標を立て，プログラム計画す

る力を高める演習を行っている.図 6は， WHOが提

唱した国際生活機能分類(IntemationalClassification 

of Functioning， Disability and Health ; ICF) に基づい

て，園芸療法士が調査すべき最小限の項目(例)を

提案したもの(豊田・山根 2008) の一部改定版で

ある.これらの項目を基本にして対象者の情報を収

集することで，客観的に対象者の健康状態が客観的

に把握できる.

(2)支援(ケア)能力

園芸療法士は，対象となる人が疾患のためにどの

ようなつらさを抱えているのか，今後疾患や障がい

がどう回復あるいは進行していくのか，といったこ

とを把握したうえで支援を行う.その際，医療ス

タッフや介護スタッフとの連携も求められる.そこ

で，医療や福祉の現場で用いられる基本的用語，基

本的介護技術，カルテの見方，あるいは疾患や薬剤

などについての調べ方などをあらかじめ理解して

おく必要がある.医療・福祉現場における基礎的知

識・技能と，わからないことに出会った場合の調べ

方などを学ぶのが「治療・援助学基礎Jである.

園芸療法の対象者となる人の疾患については，現

場で働く修了生の実践状況などをもとにある程度

集約し，これらについて学ぶ I園芸療法のための医

1)評価(アセスメント)能力， 2)支援(ケア)能力
2植物・園芸について
1)植物活用能力， 2)環境管理能力， 3)栽培能力， 4)作業分析能力

3.園芸療法について
1)プロク、ラム遂行能力， 2)研究能力， 3)発信(プレゼンテーション)能力

管理者(マネージャー)として・..
1)計画力， 2)実行力， 3)交渉力， 4)課題対応力， 5)指導力
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健康状態

↑ 

↓ ↓ ↓ 

心身機能・身体構造 活動 参加

[精神]意識，見当識(時間， {課題]作業遂行性 日常生活，コミュニティライ

場所，人)，知的機能，注意 Iコミュニケーション】理解・表 フ，社会生活，市民生活，職

(維持，移動，配分，共有)， ト→ 出 モーータ 業生活などに対する本人の

記憶(短期，長期)，情動制 [運動・移動]姿勢の変換と保 意思・取り組み，制限・制約

御，高次認知機能(抽象化， 持，物の運搬，移動・操作
判断，問題解決) (車椅子等の利用)，歩行と

[感覚]視覚，聴覚，嘆覚，触 移動(杖・歩行器等)
角，味覚，その他の感覚 [日常生活活動]生活維持，

[音声発話]発声，発音，発 更衣の自立度，生活管理の

語の流暢性 状況
[循環呼吸]，心機能，血圧， [対人関係]基本的な対人関

呼吸機能 イ系
[運動]運動機能，身体構造

異常

T ↑ ↑ 

↓ ↓ 

環境因子 個人因子

[物理的]生活環境，庭や花壇などの活動環 [背景情報]個人背景，疾病歴，治療歴，生

境，自然環境 育歴，教育歴，職歴，家庭，社会(施設)に

[支援関係]キーパーソン，援助者 おける役割，園芸経験，植物・園芸への輿

[程度]家族，関係者 味・関心，その他のことへの興味・関心

[サービス・制度]経済・社会支援

主観的次元

病気や障害の受容，今の生活に対する気持ち，今後の生活への希望など

-観察，聞き取り，検査，カルテ情報などを各項目について情報収集を行い，健康状態をとらえる.
・図の矢印は，各因子が相互に影響を与えあうことを意味する

図6 国際生活機能分類 (ICF) を活用した園芸療法対象者の評価項目(例)

療・医学j を新設した.これらの科目により，膨大

な医学の知識を網羅的に学ばなくても，本課程の修

了生が医療・福祉現場でより働きやすくなることを

可能にした.

心理学の基礎，面接態度，支援技術などを学び，認

知症，精神疾患などにより対応が困難な対象者につ

いても適切な対応がとれる力を養う.

(3)植物活用，環境管理，栽培，作業分析の能力

また，心の回復にかかわる園芸療法では，疾患や

障がいと同時に心理面も含めて対象者を理解して

支援を行うことが不可欠である. I対象と理解Jで

は，対象者の病理，心理，支援方法を I園芸療法

のための対人関係論」では，園芸療法に必要な臨床

園芸療法を行う上では，植物を栽培するための知

識・技術だけでなく，植物を栽培する環境を管理し

たり，対象者が気持ちよく過ごせるための心地よい

縁の環境を創造する力，そして療法としてプログラ

ムを実行するために，作業を分析して，対象者の健
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康改善につながるような作業や場面を作るカが求

められる.

実際に医療・福祉・教育の現場で行われる園芸療

法では，成長が早い一年性草花・球根類・鉢物類・

野菜・ハーブの栽培，あるいは植物クラフトなどが

中心となる.そこで，栽培や環境管理に関しては，

カリキュラム内で育苗管理，畑や花壇管理，植物利

用に関する基本的な知識・技術を身に着けておき，

あとは実践経験を積みながら，就業現場で必要な知

識・技術を補うことが求められる.

植物の分類と特性・繁殖など基本事項は「園芸学

基礎 一植物の育ちと特性一jで学ぶ.こうした科

目や後述の「園芸と環境J，I園芸療法における植物

の利用」や「栽培演習」で，園芸療法プログラムに

おいて植物を選択し活用する力を養う.

「園芸と環境」では，栽培環境の管理と縁の環境

の創造に関する理論や技術を学び，それらを病院，

福祉施設，学校などの緑の環境創造に活かす力を養

フ.

「栽培演習Jでは，花壇用草花や鉢物，野菜などに

関する栽培技術はもちろん，同時に，疾患や障がい

のある人を対象とした場合に必要なリスク管理，作

業分析(作業を一つ一つの工程に分析して，各工程

で求められる精神や身体の機能や知的能力などを

分析する)を学ぶ.

さらに，全寮制の学生は， 4 月 ~7 月の毎朝，花

苗の管理について指導を受け，植物の生育状況と天

候・気象条件を考慮、したかん水のしかたから，温室

の窓や遮光ネットの開聞に至るまで環境管理に必

要な技術を身につける.

「園芸療法における植物の利用j では，ハーブ，

園芸デザイン，植物クラフトなどの園芸療法プログ

ラムにおける活用について学ぶ.

(4) プログラム遂行能力

旧カリキュラムでは，園芸療法実習時聞は 1000

時間であった.その内訳は，病院・福祉施設におけ

る7週間の実習と報告会を 2回行うもので，学生は，

医療と福祉のように異なる実習施設で 2回実習を

行っていた.これは，開講当初，園芸療法の社会的

ニーズもまだ不透明な時期には，医療と福祉の現場

で実習を行い，どちらのニーズにも対応できうる経

験を積むことにつながるとともに，自分の適性を知

る上で有効であった.一方で 1回ごとの実習につ

いて振り返り，課題を見つけて解決に向けて考える

時聞が限られていた.

そこで，新カリキュラムの作成にあたっては，で

きるだけ学生が希望する分野の施設で段階的に園

芸療法実習を行い，振り返りの時間を確保しながら

評価能力や実践力の向上を図るほうがより効果的

と考えた.

「園芸療法実習 1Jでは 150時間分の臨床実習を

行う.全寮制コースの I園芸療法実習 1Jでは，学

生全員が，認知症高齢者，知的障害者，精神障害者，

身体障害者を対象に，対象者との関係っくり，施設

環境の評価，対象者の評価，目標設定・園芸療法プ

ログラム計画，リスク管理，準備，プログラム遂行

などを実践を通して学ぶ.

通学制コースの「園芸療法実習 1Jでは，全寮制

のように学生全員がまとまって実習を行うことが

困難なため，施設におけるボランティア活動を通し

た対象者との関係っくりや環境評価，園芸療法の見

学，施設利用者を対象とした評価・目標設定・園芸

療法プログラム計画などを個別に計画して行う.

「園芸療法実習 IIJは，対象者の評価能力の向上

を目標としている.全寮制，通学制とも，学校と契

約している病院や福祉施設，あるいは勤務している

施設で 150時間分の臨床実習を行う.学生の直接的

な指導は，修了生の園芸療法土，園芸療法を理解し

ている作業療法土などが行う.どの施設においても

園芸療法課程教員が実習指導者，学生と連絡を取り，

実習全体の進捗状況の把握や実習のアド、パイスを

f丁う.

「園芸療法実習 IIJでは，園芸療法対象者を選定

し，観察や面接，試行的な園芸活動，評価尺度を利

用した客観的評価，職員やカルテからの情報をもと

に，患者の健康状態を把握して，園芸療法の目標設

定，プログラム計画までを行う.実習終了後学校に

戻り，対象者の評価，目標設定，プログラム計画な

ど、について事例検討を学生全体で行い，いろいろな

事例を共有しながら評価能力の向上をはかる I園

芸療法実習11• IIIJにおけるふりかえりや事例検討

は I園芸療法演習」で行う.

「園芸療法実習IIIJは 500時間分に相当する実習

で，両コースとも，授業や園芸療法実習 1• 11で身

につけた知識や技術を用いて，継続的に園芸療法の

対象となる人々と接し，気持ちゃ体調の変化などに
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合わせて園芸療法を実践する力，園芸療法による対

象者の変化(園芸療法の効果)を客観的にとらえる

力を身につける.

(5)管理(マネジメント)，指導能力

園芸療法土は，多くの場合施設で1名勤務となる.

その場合，園芸療法士には，たとえ新人で、あっても

園芸療法部門の仕事を遂行するためのマネジメン

ト能力が求められる.

「園芸療法マネジメントIはカリキュラムの後半

に学ぶ科目であるが，マネジメントの基本的事項の

ほか，実際に学生が園芸療法実習を行った施設など

を事例として，年間の植栽計画・予算執行計画・人

的資源の活用などを検討したり，園芸療法を遂行す

る上で発生する課題に対して園芸療法士はどのよ

うに対処すべきか，園芸療法士として後輩を育てる

うえでどのような指導が適切か，などについて，事

例をもとにディスカッションをして考えを深める.

また，園芸療法士は，社会貢献の立場から，現代

社会における禄の保全・活用といった園芸療法に関

連する社会全般の事柄にも関心を持つ必要がある.

「人・植物・健康」は，淡路景観園芸学校の園芸療

法課程以外の専門分野の教員らによるオムニパス

方式の授業で，自然環境と人の活動，公園管理と園

芸療法士の活動，バリアフリーの取り組み，地域貢

献を目指す園芸ボランティアなどについての講義

が行われている.

(6)研究，発信(プレゼンテーション)能力

園芸療法が安定して日本に定着していくために

は，園芸療法の‘理解者に‘実践者'が増えていく

必要がある.そのためには，過去の実証的研究事例

にもとづいた理論や，臨床事例にもとづいた成果を

積み重ねて実践に反映させ，より効率的な園芸療法

を行う必要がある.

園芸療法の成果を蓄積していくには，まず，園芸

療法士が実践事例や研究論文を読んで理解できる

こと，そして，自ら実践結果をまとめ，発表できる

ことが求められる.

「園芸療法研究法Jでは，園芸療法に関する論文

読解演習や統計処理，行動評価，事例報告の書き方

の指導などを行う.

園芸療法の成果は，得られた結果を正しく解釈し，

正確に，わかりやすく人に伝えることで理解者，実

践者の拡大につながる.こうした発信(プレゼン

テーション)能力は I園芸療法実習 II• IIIJ後に

行われる実習報告会の口頭発表，発表要旨や実習報

告書作成などを通して養われる.

4 関心者・理解者の拡大に向けて

本校では，園芸療法の関心者・理解者の拡大に向

けて，生涯学習コースである‘まちづくりガーデ

ナーコース'での園芸療法講義のほかに，園芸療法

サボータ養成講座(旧園芸療法ボランティア養成講

座)を 2008年から開講している.講座受講生から

は，園芸療法士が勤務する施設で園芸療法ボラン

ティアとして活動する人，本校の園芸療法ガーデン

管理に協力する人，園芸療法課程を受験し園芸療法

士をめざす人がうまれている.

また，本課程修了生が園芸療法講座の講師として

指導する機会も増えている.園芸療法土が市民に対

して行う園芸療法講座が増え，市民とのつながりが

増していくとき，園芸療法のすそ野は広がり安定し

た定着につながる.

5 まとめ

これまで園芸療法土に求められる力という視点

から新しいカリキュラムの内容について述べてき

た.多様な能力を求められる園芸療法士は施設で 1

名の場合が多く，園芸療法を遂行していくうえでの

苦労をわかちあい，自らに足りないところを補って

くれる仲間や組織の存在は必須である.

本校修了生の多くは，兵庫県園芸療法士会に所属

して情報交換や研修活動を行ない，学校もこれを支

援している.

今年からは開講 10年を迎えたことを機に，さら

なる理解者，実践者の拡大を目指して 2つのことに

重点を置いて取り組みたい.

一つは，実践者が増えてきた今こそ園芸療法の成

果蓄積に向けて，修了生が働く園芸療法実践施設と

連携して成果をまとめて内外に発信していくこと

である.これは，日本において園芸療法士を育てる

学校・団体みなで取り組むべき課題でもある.

二つめは，海外園芸療法団体との交流強化である.

本校では，海外の園芸療法関係専門家の招鴨，園芸

療法の調査，国際シンポジウムの開催などにより，

EU諸国，米国，韓国，台湾などの園芸療法関係者

と交流を図ってきた.こうした交流には修了生も参
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加しているが，今後はさらに現場で活躍する園芸療

法士同士の交流機会を増やし国際的な情報共有を

増やしていきたい.

こうした取り組みを通して日本の園芸療法定着

期を担う人材を育て，日本人の健康改善に貢献して

いきたいと考える.
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〔主要因次〕

第 1章序論(はじめに，地球の悲鳴が聞こえる，人類

の課題，分離の病，農医連携の定義)， r言葉の散策:r言
葉」と「散策」の語源、Jrコラム 決河之勢(けっかのい

きおい)J第2章 歴史にみる農と医(農学と医学の原点，

農と医の類似性，農学と医学の共生)， r言葉の散策:医

食同源Jrコラム:姿勢」第 3章農医連携を心した人び

と(はじめに，炎帝神農.古代中国(神話伝説 :BC2700頃)，

ヒポクラテス:古代ギリシヤ (BC460 頃~ BC370頃)，フィ

リップ・フランツ・フォン・シーボノレト:ドイツ

(1796-1866) ，ユストウス・フォン・リービヒ:ドイツ

(1803-1873) ，北里柴三郎:日本 (1853-1931)，ルドノレフ・

シュタイナー.オーストリア帝国 (1861-1925)，新渡戸

稲造:日本(1862ー1933)，アレキシス・カレル:フラン

ス (1873-1944)，アルパート・ハワード:イギリス

(1873-1947)，岡田茂吉:日本 (1882-1955)，吉岡金市:

日本 (1902-1986)，アンドルー・ワイル:アメリカ

(1942ー現在))， r言葉の散策:[亙(醤)は仁と矢と交と

酒(酉)から成立Jrコラム:事実と真実j 第 4章農医

連携:世界の動向(はじめに，国際窒素イニシアチブ

(INI)，地球圏一生物園国際協同研究計画 (IGBP)/地球

変動と健康プロジェクト (GEC&HH)，国際土壌科学会議・

土壌と安全食品と健康，オランダ:ワーへニンゲン大学

とワーへニンゲン食品科学センター，オランダ.国立

健康環境研究所 (RIVM)，コベンハーゲン大学，メリーラ

ト∞養賢堂一

ンド大学，南カロライナ医科大学，サスカチュワン大学，

イギリス:1)ーパーヒューム農医連携研究所 (LCIRAH)， 

タイ:チャオ・プラヤー・アパイブべ郡立病院)， r言葉

の散策:環境Jrコラム:仁和寺にある法師j 第5章 農

医連携 日本の動向(はじめに，北里大学農医連携，

千葉大学環境健康フィールド科学センター，島根大学:

医工農連携フoロジェクト，高知大学.環食同源，大阪府

立大学生命環境科学部生命環境科学部，学術会議の動向

生命科学，医と食，農学アカデミー，農林水産省:食料・

農業・農村白書，農医連携事業，文部科学省:大学教育

改善支援プログラム，学会関係:日本衛生学会， 日本栄

養改善学会， 日本畜産学会，人と動物の関係学)， r言葉

の散策:人と病人と故人Jrコラム:告朔の総羊」第 6章

代替医療と代替農業(はじめに，代替医療，代替農業，

代替農業と代替医療の連携，農医連携の実践:タイの例)， 

「言葉の散策:農と環境と医療Jrコラム・蛍雪の功J第

7章農医連携各論(烏インフルエンザ，重金属:カド

ミウムとヒ素の例)，言葉の散策:身土不二，コラム:い

のちの食べ方(地球温暖化，オゾン層破壊，動物と人が

共存する社会，その他)， r言葉の散策:教・育・学・習J

「コラム盈科而進I

おわりに

附 I 北里大学農医連携学術叢書シリーズ

附2 農医連携に関わる本の紹介

附 3 環境変動を基とした農と医の 50年史
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