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ホスピタル・プレイ・スペシャリスト（HPS） 週末養成講座 

募集要項  
 

 

１ 講座の目的 

静岡県立大学短期大学部では、平成 19 年よりホスピタル・プレイ・スペシャリスト 
(以下 HPS)の養成講座を開講してきました。平成 26 年度末までで 129 名の修了生を小

児医療機関、福祉施設などに送り出しています。この取り組みは優れた教育実践とし

て、各方面から評価されています。 
 
 しかし、残念なことに大学が開講する日程では、受講を希望しながらも勤務上の都

合により受講を断念せざるを得ない希望者が多く、週末開講などで計画してもらえな

いかという要望が多数寄せられていました。そこで、週末開講の養成事業を今年度パ

イロット事業として実施し、その結果を分析評価したいと考えています。 
 
新しい形式の養成事業は、静岡県立大学短期大学部が主催し、ホスピタル・プレイ

協会が運営を行うという大学と NPO 法人の協働･連携のもとで開講します。大学に求

められている地域連携という新たな役割を果たすことができるのではないかと期待し

ています。また、講師には、HPS 養成講座を修了し、病院などで活躍している修了生

も招へいする予定です。この方法も優れた取り組みとして、文部科学省が評価してい

る方法です。 
 

 
本学が培ったノウハウをさらに発展させ、子どもの医療体験をより肯定的なものに

する方法に関心をもち、遊びを用いて病児や障がい児の支援を小児医療チームの一員

として行いたい社会人などのニーズにこたえたいと考えています。地域と連携し、ホ

スピタル・プレイ・スペシャリストの専門的な視点、知識、そして技術を学ぶ新たな

機会を提供し、実績を評価するために実施したいと考えています。 
    
 

 

２ 受講者の募集 

（１）応募資格 

  次の①～④のいずれにも該当する方 

① 健康な子どもとのかかわり経験のある方 

② 児童福祉、児童教育、保育、小児看護など、子どもにかかわる関連領域での学びを 

修めた方 

③ 病児・障がい児の療養環境に関心をもち、その改善に努力する方 

④ 実習を含め、全日程を受講できる方 

 

 

（２）募集定員 

 8 人程度 
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（３）募集期間 

  平成 27 年 6月 4日（木）から平成 27年 6月 18日（木）まで（※必着のこと） 

 

 

（４）応募方法 
所定の受講申請書に必要事項を記入し、作文とともに郵送にて下記申込先まで送付

してください（郵送の際は封筒の表に「HPS 週末養成講座受講申請書在中」と朱書き
してください）。 

受講申請書は、本学ホームページ

（http://oshika.u-shizuoka-ken.ac.jp/index.html）及びホスピタル・プレイ協会 

ホームページ（http://hps-japan.net/）からダウンロードできます。 

受講申請書を郵送希望の方は、返信用封筒（角 2）に送付先住所・氏名を記入し、140 
円切手を貼付したものを、申込先までお送りください。 

 
作文について 

・テーマは「私の遊び体験」とし、自分自身の子ども時代を振り返りながら、どのよ
うな遊びをどのように体験してきたのかを自由に記述してください。 

・様式は自由とし、1枚目の冒頭に氏名を記入の上、字数 2400 字程度（A４サイズで 2
枚程度）にまとめてください（ワープロソフト等での作成が望ましいです）。 

 
 
（５）申込先 
   〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-2-1 

   静岡県立大学短期大学部 HPS 事務局 

 

     

（６）選考方法 

１次選考 書類、作文による選考 

２次選考 面接（免除される場合があります） 

 

  書類選考を通過された方には、面接の日程を 6月 19日（金）までにメール等でご連

絡します。 

   面接は 6月 20日（土）、6月 21日（日）いずれか 1日に行います。 

 

   

（７）受講者の決定 

平成 27年 7月 7日（火）までに選考結果を通知します。 
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３ 講座の概要 
  本講座は、英国ヘルス・プレイ・スペシャリスト教育財団の協力を受けて、カリ 
キュラム等を組んでいます。 

（１）期 間 

形 式 日 程 会場 日数

前期課程 

講義 

平成 27 年７月 25 日（土） 9:30～17:50 （9：30～10：30 開講式） 静岡 

23 日

７月 26 日（日） 9:00～16:10 静岡 

９月 ４日（金） 10:40～16:10 武蔵野

９月 ５日（土） 9:00～16:10 武蔵野

９月 ６日（日） 10:00～16:00 シンポジウム 武蔵野

実習 
10 月５日（月）～10 月 9 日（金） 

※あいち小児保健医療総合センターは 10 月 6 日（火）～10 月 10 日（土） 

 

講義 

11 月 21 日（土） 10:40～16:10 静岡 

11 月 22 日（日） 9:00～16:10 静岡 

12 月 12 日（土） 10:40～16:10 静岡 

12 月 13 日（日） 9:00～16:10 静岡 

平成 28 年 1 月 23 日（土） 10:00～17:00 シンポジウム 静岡 

1 月 24 日（日） 10:00～16:00 スキルアップ講座 静岡 

2 月 20 日（土） 10:40～17:50 静岡 

2 月 21 日（日）
9：00～16：10  

（14：40～16：10 中間学習確認試験） 

静岡 

実習 
３月 14 日（月）～３月 18 日（金） 

※あいち小児保健医療総合センターは 3 月 15 日（火）～3 月 19 日（土） 

 

 

 

後期課程 
講義 

4 月 23 日（土） 10：40～16：10 静岡 

9 日

4 月 24 日（日） 9：00～16：10 静岡 

5 月 14 日（土） 10：40～16：10 静岡 

5 月 15 日（日） 9：00～16：10 静岡 

実習 
6 月 6 日（月）～6 月 10 日（金） 

※あいち小児保健医療総合センターは 6 月 7 日（火）～6 月 11 日（土） 

 

口頭試問 平成 28 年 6 月 18 日 （土） 静岡 1 日

修了式 平成 28 年 6 月 25 日 （土） 静岡 1 日

 

○講義日の開始時刻及び終了時刻は、講義内容等により変更となる場合があります。
予めご了承ください。 

○講座期間中には受講生が取り組むための課題が複数出されます。 
○前期課程講義最終日に、中間学習確認試験を行います。この試験に通過しなければ、
2回目の実習及び後期課程に進むことはできません。 

○実習は次項「（２）会場」のいずれかで行います（実習先はこちらで指定します）。 

 

（２）会 場（予定） 

 講義：静岡県立大学短期大学部（静岡市駿河区小鹿 2-2-1） 

    武蔵野大学 武蔵野キャンパス（東京都西東京市新町 1-1-20） 

※講義日によって会場が異なりますので、ご注意ください。 
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実習：静岡県立こども病院（静岡市葵区漆山 860） 

     静岡県立総合病院（静岡市葵区北安東 4丁目 27-1） 
静岡済生会総合病院（静岡市駿河区小鹿 1丁目 1-1） 
総合病院聖隷浜松病院（浜松市中区住吉 2丁目 12-12） 
あいち小児保健医療総合センター（愛知県大府市森岡町尾坂田１番 2） 
東京都立小児総合医療センター（東京都府中市武蔵台 2丁目-8-29） 
心身障害児総合医療療育センター（東京都板橋区小茂根 1丁目 1-10） 

 

 

（３）主な教育内容 
①遊びの持つ力と医療施設・機関における遊びの活用 
②子どもの権利として遊びをとらえる 
③ホスピタル・プレイ・スペシャリストの専門知識 
④ホスピタル・プレイ・スペシャリストの専門技術 
⑤子どもにやさしい医療を実現するための方策 
⑥ホスピタル・プレイ実習 

 

  

４ 受講料 
   148,000 円（1 科目 29,600 円、前期 29,600 円×3 科目＝88,800 円、後期 29,600
円×2 科目＝59,200 円とし、前期後期に分けてそれぞれの受講期開始前にお支払頂く予
定です）※（交通費および教材費は別途、自己負担していただきます） 
教材費は約１万円を予定しています。   
受講料は選考決定後、前期分を平成 27年 7月 7日(火)～7月 24日(金)までに、後期分

を平成 28年 4月 1日（金）～4月 22日（金）までに、銀行振り込みにて、お支払い頂く
予定です（別途ご案内します）。 
各期の受講が決定した後は、受講料を還付しません。 

 

５ 修了認定 
  本講座の修了生（本講座修了認定基準を満たし、かつ口頭試問に合格した方）には、 
学校教育法、静岡県立大学短期大学部社会人専門講座受講生規程に基づく履修証明書、
及び HPS 資格認定書を交付します。 

 
 
６ 個人情報の扱いについて 
・ご記入いただいた個人情報は、本学及びホスピタル・プレイ協会にて管理し、本講座
の運営以外の目的には利用いたしません。 

・作文（応募の際提出するもの）については、本講座講義中に講義資料として使用しま
す。予めご了承ください（不合格の方については、返却いたします）。 

 
 

７ 問い合わせ先 
  〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-2-1 

静岡県立大学短期大学部 HPS 事務局 
TEL/FAX：054-202-2652 （平日の 10時から 16時まで） 
E-mail：hps-japan@u-shizuoka-ken.ac.jp 
 
※このパイロット事業は静岡県立大学短期大学部がNPO法人ホスピタル･プレイ協会に 
委託し、運営されます。 


