
講座 講師 対象 講座内容 日時【予定】 会場【予定】 受講料【予定】 主催

開催中 HPS養成週末講座 松平千佳　他 専門職
HPSを養成するための週末講座第２クー
ルです。

2017年4月22日(土)～
2018年3月24日(土)

県短
148,000円

※教育訓練給付
制度対象講座

県短
NPO

準備中 HPS養成講座 松平千佳　他 専門職 第13回目となるHPS養成講座です。
開講準備中

(詳細・時期は追ってお知ら
せいたします)

県短
148,000円

※教育訓練給付
制度対象講座

県短　


終了
ホスピタルプレイを教える人の
ための研修

松平千佳 HPSのみ
ホスピタル・プレイの教授方法と内容を検
討し、教授内容のスタンダードを作るた
めのはじめての研修です。

5月20日(土)
10：00～16：00

県短 4, 000円 NPO

終了
上級HPS講座
ICT救助隊　with HPS Japan
病児　障がい児コミュニケーション講座

今井啓二、仁科恵美子
(NPO法人ICT救助隊)

HPS、専門職
(定員40名程度)

難病や重度障がいをもつ子どもたちとの
ICT(情報通信技術)を使ったコミュニケー
ション支援について学びます。

7月1日(土)
10：00～16：00

県短
当法人会員4,000円
非会員5,000円 NPO

終了 遊育サポーター育成講座（新） 松平千佳　他 一般
(定員各回25名）

HPS養成（週末）講座の受講資格に満た
ないが、遊びについて学びたい一般の方
が対象の講座です。

7月12日(水)、
19日(水)、26(水)
10：40～16：10

県短 5,880円（1回）
県短
NPO

終了
大人のためのホスピタル・プレイ・
ワークショップ

松平千佳　他 一般
(定員30名程度)

HPS入門講座です。
7月14日(金)

13：30～15：00

文部科学省
情報ひろば

ラウンジ
無料 県短

終了

静岡県立大学大学院　社会人講座①
～ホスピタル・プレイ・スペシャリストか
ら学ぶセラピューティックな理論と実践
～

松平千佳　 一般、専門職
HPSを知りたい、今後HPSを目指したい
方のための入門講座です。

7月15日(土)
10：00～15：15

県短 5,880円

静岡県立大学
地域経営研究

センター
提携 HPS　Japan

中止
子どものためのホスピタル・プレイ・
ワークショップ

松平千佳　
一般

(定員子どもと
家族15組程度)

子どもとその家族を対象に、医療器具を
使った遊びや、遊びながら医療体験の振
り返りなどを行うワークショップです。

7月28日(金)
13：30～15：00

文部科学省
情報ひろば

ラウンジ
無料 県短

中止 入門ホスピタルプレイ講座 in 福岡 松平千佳　 専門職
今後、HPSを目指したい人のための入門
講座を福岡で開催します。 未定 福岡市内 未定 NPO

準備中 遊育支援ワークショップ in 鹿児島 松平千佳、HPS 一般

毎年行っているSMAとのコラボ企画で
す。HPSによる楽しい遊びのワークショッ
プの開催と、ホスピタル・プレイとICTの融
合を学べます。

9月3日(日)
10：00～16：30

鹿児島県姶良
市文化会館

無料 NPO

準備中
子どもとパートナーシップをつくろう
Terry Kottman博士からアドラー派プレ
イセラピーを学ぶ

Terry Kottman博士(ｱﾄﾞ
ﾗｰ派ﾌﾟﾚｲｾﾗﾋﾟｰﾌﾟﾚｲｾﾗﾋﾟ

ｽﾄ)　通訳：松平千佳
専門職

Terry Kottman博士から子どもとパート
ナーシップをつくるためのアドラー派プレ
イセラピーの基礎を学びます。

9月23日(土)
10：00～16：00

県短 8,000円 NPO

準備中
Terry Kottman博士から親へのコンサル
テーションを学ぶ

Terry Kottman博士(ｱﾄﾞ
ﾗｰ派ﾌﾟﾚｲｾﾗﾋﾟｰﾌﾟﾚｲｾﾗﾋﾟ

ｽﾄ)　通訳：松平千佳
HPSのみ

Terry Kottman博士を講師に招き、HPSと
して必要な、アドラー派プレイセラピーの
基礎から親へのコンサルテーションまで
を学びます。

9月24日(日)
9：30～16：30

県短 8,000円 NPO

準備中 ホスピタル・プレイ講座 in 福井 松平千佳 一般、専門職
HPSを知りたい、今後HPSを目指したい
方のための入門講座です。

11月12日（日）
10：00～16：00

福井県立大学
中講義室

2,000円 NPO

準備中

上級HPS講座
子どもとパートナーシップを作り、ホスピタル・
プレイを届けるための集中トレーニング
プレイ・セラピーの知識・技術をホスピタル・プ
レイに応用する

松平千佳 HPSのみ
昨年度開講した上級HPS講座に参加で
きなかった方のための講座です。

12月2日(土)、3日(日)
両日とも10：00～16：00

県短 14,000円 NPO

準備中 静岡県立大学大学院　社会人講座②

Emma Eardley
ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑこども病院
上級HPS
通訳：松平千佳

一般、専門職
最新の英国の小児医療の情報を踏ま
え、英国におけるホスピタル・プレイの発
展と実際を学びます。

1月20日(土)予定
時間未定

県短 未定

静岡県立大学
地域経営研究

センター
提携 HPS　Japan

準備中
第10回HPS国際シンポジウム＆
ワークショップ

Elizabeth Lydia 他
英国ドーゼット州教育
委員会 Advisory
Teacher
通訳：松平千佳

HPS、専門職

海外からの最新事例を紹介するととも
に、我々HPSとしての1年の成果を振り返
るための1年の締めくくりの企画です。今
年で第10回目の開催となります。

2月10日(土)
10：00～17：00

県短 無料
(資料代2,000円)

県短

準備中 第6回HPSスキルアップ講座

Elizabeth Lydia
英国ドーゼット州教育
委員会 Advisory
Teacher
通訳：松平千佳

HPS、専門職
英国から優れたプレイプログラムを教え
てくれる講師を選定中です。

2月11日（日）
10：00～16：00

県短
当法人会員7,000円
非会員9,000円 NPO

準備中
すべての子どもを遊びで支えるために
第2回シンポジウム
-医療的ケア児の在宅支援を考える-

Elizabeth Lydia
英国ドーゼット州教育
委員会 Advisory
Teacher
通訳：松平千佳

専門職
英国における医療的ケア児への遊びに
よる在宅支援の実際を学び、日本での在
宅支援の現状について発表します。

2月18日(日)
時間未定

つばさ静岡 無料 NPO

＜実施予定場所＞　県短…静岡県立大学短期大学部

＜主催＞　県短…静岡県立大学短期大学部　NPO…NPO法人ホスピタル・プレイ協会

＜対象について＞
・対象が「HPSのみ」の講座は、静岡県立大学短期大学部　HPS養成講座またはHPS養成週末講座を修了したHPS資格取得の方が対象となります。
・対象が「専門職」の講座は、専門職(看護師・保育士・その他児童福祉や小児医療の現場経験者)向け講座のため、一般向けの講座より専門的な内容となっております
・対象が「一般」の講座は、専門職ではない方も(児童福祉や小児医療に興味のある方ならどなたでも)ご参加いただけます。
・HPS資格をお持ちの方は、対象が「一般」以外の講座への参加をお勧めいたします。

※NPO法人ホスピタル・プレイ協会　すべての子どもの遊びを考える会の通常総会は2017年7月1日（土）16：20～17：20に開催しました。

【お問合せ先】静岡県立大学短期大学部　HPS事務局
TEL/FAX:054-202-2652　Mail:hps-japan@u-shizuoka-ken.ac.jp
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