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１．巻頭言 

 

千葉支部の地域性と生涯発達を踏まえた独自な研修

と活動を 

                           千葉支部長 長崎 勤 

  
今年度から、特別支援教育が本格実施となり、シ

ステムは整いつつありますが、課題は山積みです。

内容の充実はこれからでしょう。内容を考えるとき、

発達的観点に立つ臨床発達心理士は他の専門職と連 

携しつつも、独自な提案を行っていける可能性を持 

っているでしょう。千葉支部では、千葉県の地域性

に注目しつつ、行政や親の会とも連携し、子どもた

ちの豊かな生涯発達を支えるための提案と自己研修

を行っていきたいと考えています。 

  今年度から、関東ブロックが解散し、研修会、ニ

ュースレター共に千葉支部が独自に行うことになり

ました。役員会では、今後の研修会や活動をどのよ

うに行ってゆこうかと、何回にもわたり意見交換を

行いました。その結果、「千葉の地域の特性」「生涯

発達」を軸にした研修会企画と実施のために、（A）

育児・保育支援分野と、（B）特別支援教育分野には

①通常学校(学級)での発達支援、②自閉症スペクト

ラムへの発達支援の大きく３つのテーマを中心に研

修を行ってゆくことになりました。第 2回目の公開

シンポジウムも 10月 28 日に実施します。  

  また、地域でのネットワーク化を促進するために、

千葉県のいくつかのブロックで情報交換会勉強会

（文献抄読会、事例検討会など）の試みを始めるこ

とにしました。こちらにも、ぜひご参加下さい。 

  今年度で 100 名を超えた千葉支部ですが、アット

ホームな支部でありたいと思っています。会員の皆

さん、研修会に参加し、交流を行いましょう。新し

い人間関係・ネットワークが生まれ、明日からの教

育、療育に様々な形で成果が出てくることでしょう。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

２．2007 年度千葉支部研修会のお知らせ 

     
○日 時：2007 年 10 月 28 日（日）9：00～ 17：00  

○会 場：千葉大学西千葉キャンパス 

教育学部 2111号教室 

      ＪＲ西千葉駅より徒歩２分(南門) 

     京成みどり台駅より徒歩７分(正門) 

     ※車の乗り入れはできません 

 

 
○プログラム 

9：00～ 9：30  午前の部受付 

9：30～12：30  資格更新研修会 

 

13：30～14：00    午後の部受付 

14：00～17：00    公開シンポジウム 

 

第 2回研修会・公開シンポジウム 
千葉・特別支援教育のあしたを考える２ 
－社会性の生涯発達への支援をめぐって－ 
主催 日本臨床発達心理士会 千葉支部 

後援 千葉県教育委員会 
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＜午前の部：資格更新研修会＞ 
 

○テーマ：「社会性の発達支援をめぐって」 

 

○プログラム 

9：00～ 9：30  午前の部受付 

9：30～ 9：35  企画主旨説明 
9：35～10：45  講義（質疑含む） 
11：00～12：00  社会性の支援に関する事例報告 

12：00～12：30    全体討論 

 

○講義 

テーマ：社会性の発達を問い直す－「自己の個性化」

と「他者との関係性」をキーワードに－ 

講師：長崎 勤(筑波大学) 

概要：発達障害児が、自己というものを育て、自己

を大切な存在と認める「自己の個性化」と、かつ他

者と関わり、協同する力を付けてゆく、「他者との関

係性」という２つのキーワードから、社会性を捉え

直してみたいと思います。そして、これらの社会性

の発達の基礎となる、通常 1、2 歳児で獲得される

とされている、一緒に目標に向かって、何かをプラ

ンしてゆく「協同する力」「意図の共有」の発達につ

いても考えてみたいと思います。 

 

○事例報告 

中村晋（筑波大学附属大塚特別支援学校） 

大槻美智子（香取市立佐原小学校）    

 

○司会：瀧川恵里子（千葉県立印旛特別支援学校） 

 

○企画趣旨 

今、「社会性を育てる」ことが特別支援教育の大き

な課題として浮上してきていますが、社会性とはい

ったい何でしょうか？社会にうまく適応することで

しょうか。経済的に自立することでしょうか。日常

生活を適切に行えることでしょうか。何を持って「社

会性」というのかは、使う人によってばらばらなの

ではないでしょうか。 

 発達的な観点からは、社会性をどう捉えることが

できるのでしょうか？自己の育ちなどとはどのよう

な関係があるのでしょうか？ 

 最近、自閉症児の「社会性」にも注目が集まって

います。それは「構造化」した後、「何を支援したら

よいか」という問題に、多くの人々が気づき始めた

ためではないでしょうか?そこで、今回の研修会の午

前中は、講義で、「社会性とは何か？」を問うことか

ら始め、社会性に焦点をあてた事例報告を通して、

社会性の発達支援の方向性を皆で検討したいと思い

ます。 

 

○ポイント：１ポイント 
ID カード、参加記録ノートを必ずご持参ください。 

 
 

＜午後の部：公開シンポジウム＞ 
 
○テーマ：「千葉・特別支援教育のあしたを考える２」 
    ～社会性の生涯発達への支援をめぐって～ 
 
○プログラム 
13：30～14：00  午後の部受付 

14：00～17：00  公開シンポジウム 

 

○シンポジスト 

就学前・心理発達相談の場から 

 小渕隆司（千葉県鎌ヶ谷市役所こども課子育て 

支援センター） 

小学校・通級指導教室の場から 

 内田真弓（習志野市立東習志野小学校） 

特別支援学校の場から 

鈴木彰典（千葉県立富里特別支援学校） 

 

○指定討論者 

加藤哲（千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課長） 

長崎勤（筑波大学大学院人間総合科学研究科教授） 

 
○司会：中村 晋（筑波大学付属大塚特別支援学校） 

 

○後援：千葉県教育委員会 

 

○企画趣旨 

いま、特別な支援を必要とする子どもたち、とり

わけ自閉症のある子どもや軽度発達障害のある子ど

もたちへの支援において、「社会性」への支援は、ひ

とつの“キーワード”ともなっています。今回は、

社会性の生涯発達への支援をめぐって、就学前児の

心理発達相談、小学校の通級指導教室、特別支援学

校の各現場から日々の実践にもとづいた提案をして

いただきます。指定討論者からは、このような支援

を支える千葉県の特別支援教育の現状と今後の展望

について、また、社会性の発達をどのようにとらえ

て支援につなげていけばよいのかについて語ってい

ただきます。支援に携わる方、特別な支援を必要と

する人のご家族の方など、どなたでも参加できます。 

 
○ポイント：１ポイント 

ID カード、参加記録ノートを必ずご持参ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回研修会 
 

○日時：2008 年 2月 17 日（日）  

○内容：（A）育児・保育支援分野と（B）

特別支援教育分野について、講演や事例

検討会を行う予定です。 

＊詳細は，第 2号 NLでお知らせします。 

 



 3

３．第１回研修会報告 

＜午前研修会＞ 
○テーマ：「子どもと仲間関係」 

○講師：中澤潤（千葉大学） 

○概要：中澤潤（千葉大学）氏に「子どもと仲間関

係」をテーマにご講演をいただいた。仲間関係の発

達過程及び、その諸要因、維持要因とともに確認し

た。また、近年の仲間関係に関して、仲間関係によ

るストレスを外在化した行動として示す場合、内在

化した行動として示す場合などがあり、今後、長期

縦断的な研究などからの発達病理モデルの研究が待

たれる。さらに、いじめなど仲間関係への援助の問

題については、 自尊心・自己知覚的社会的コンピテ

ンス・アサーションへの自己効力感

を高めること、社会的スキルの学習、

社会的認知スキルの学習、情動の処

理方略の学習、構成的エンカウンタ

ーなどによる集団づくり・仲間づく

りの必要性が示された。 

（文責 井桁重乃） 
 

＜午後研修会１＞ 
○テーマ：「子育て支援と地域連携について／発達障

害と虐待・家庭内暴力事例への対応から」 

○講師：黒澤礼子(江戸川区子ども家庭支援センタ

ー) 

○概要：最初に、子育てを取り巻く環境が少子・超

高齢化社会になっていること、家庭教育力が低下し

ていることをあげ、それに伴い生じる育児不安・育

児ノイローゼ等に対応するために家庭支援センター

が 2007 年に都内 56 自治体 61 箇所設置されたとい

う現状が報告された。相談は深刻化し、電話相談だ

けでなく来所相談も増えてきているのが現状とのこ

とであった。 
 次に、発達障害である自閉症・ＡＤＨＤ・ＬＤに

ついて詳しく説明していただき、その支援として早

期発見と早期療育の重要性があげられた。学校担

任・保護者・関係機関との連携についても、事例に

よってわかりやすく説明がされた。更に、児童虐待

の要因や事例、家庭内暴力の背景と事例もわかりや

すく説明がなされた。 
 最後に、臨床発達心理士の役割として、子供を危

険から離すだけでなく親の元に返して親子関係を再

構築すること、発達に関する知識判断などを踏まえ

た上で総合的な観点から家庭や親子の状況を把握し

支援の計画を立てること、そして目先のことだけで

なく長期視点で子どもや家族を見て支援を継続して

いくことが述べられた。 
（文責 小島明子） 

 
＜午後研修会２＞ 
○テーマ：「自閉症児への発達支援の方向性について

考える」 

○話題提供：鈴木彰典（千葉県立富里特別支援学校） 

      中村 晋（筑波大学大塚特別支援学校） 

○企画趣旨：現在、自閉症児の療育や教育の現場で

はさまざまなアプローチが展開されている。その主

な内容は将来的な自立に向け、社会参加するための

「適応」を目指したものである。これらの指導法は

自閉症スペクトラム圏内の様々な障害特性に応じて

「個」と「環境」への支援が行なわれている。学校

現場では、自閉症児教育の確立に向けた研究開発が

全国規模で行なわれ、その成果に期待がかかってい

る。一方では、近年、０－２歳児の社会的認知の発

達機序に関する研究が急速に進展しており、この領

域に困難さを示す自閉症児に対し、研究知見を生か

した包括的なアセスメントによる「発達」支援の可

能性が高まっている。千葉支部では、研修会の企画

について、①育児・保育、②特別支援教育の二つを

構成し、②をさらに「通常学校（学級）での発達支

援」と「自閉症スペクトラムへの発達支援」にわけ

た。今回のラウンドテーブルでは、これまでの自閉

症児療育や教育の実践を踏まえ、発達理論的アプロ

ーチの可能性と方法論についての展望を描き、今後

の研修会のありかたについて議論していきたい。  
○概要：ラウンドテーブルでは中村晋（筑波大学附

属大塚特別支援学校）氏、鈴木彰典（千葉県立富里

特別支援学校）氏より話題提供され、会場との議論

が行なわれた。 
はじめに中村晋氏から、自閉症スペクトルの心理

的機能の特徴、DSM-Ⅳ診断基準、自閉症研究の変

遷に続き、自閉症の社会的認知障害に関連して心の

理論仮説・共同注意・意図共有の理解の困難さの例

について実演を加えて具体的に説明された。自閉症

への対応の変遷として受容的・社会的関係の回復が

強調された時期から、応用行動分析・TEACCH プ

ログラムなど環境改善による実践的「適応」の手法

へと発展した経緯が紹介された。近年では、SERTS 
Model による対人的認知の評価プログラム、AAMR
の「資質」「環境」「機能」の３方向の適応スキルへ

のアプローチをもとに、「資質」に関しては社会的知

能が重視され自立と社会参加のスキルをどう高め支

援すべきか、特別支援学校における自閉症教育に携

わる立場として話題を投げかけた。 
一方、鈴木彰典氏は研究主任として自閉症児の教

育課程編成に関連した研究の一環で、実態把握・支

援の実際につぎ、自閉症の子どもたちに対する特化

した教育課程編成に取り組まれている。自閉症に対

する教育課程の編成のスタンダードとされている東

京都教育委員会の「知的障害養護学校における自閉

症の児童生徒の教育課程の開発・研究事業報告」、筑

波大学附属久里浜特別支援学校の教育課程、千葉県

立富里特別支援学校での教育課程で考案された実際

の具体例を紹介された。そして、個別の支援・学校

の教育課程の両面から検討を重ねていくことが今後

の課題であると述べられた。 
また、同校会員から具体的な取り組みの例として

フリーの教員が４名の子どもに関わり、個別に抽出

して認知面の課題や遊びの日課に教員が加わってい

る状況が補足された。 
会場から、中村氏へ意図共有の具体的な方法につ
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いて質問があり、長崎（筑波大学）氏が実践してい

るTomaselloの意図共有プログラムによる具体例が

紹介された。また、それらの試みの般化の過程につ

いての質問に対し、SERTS Model による対人認知

の評価プログラムを用い意図や注意の観察を行うこ

とが紹介された。 
社会的認知に関連して、不登校等のケースに関し

てひとことで愛着障害・親子関係の問題と捉えるの

ではなく、背景に発達障害に関連した問題を抱える

可能性があるという意見があった。 
また、小中学校での通級指導教室での教育課程に

ついての質問に対し、実際に取り組んでいる会員か

ら、広汎性発達障害に類する困難感をもつ子どもも

多く、教室への不適応などに対し必要に応じ個別指

導のほか教室にいっしょに入り社会性に関連した指

導を行なっている状況が報告された。 
最後に、会場の長崎支部長より、TEACCH にみ

られるように社会的認知の困難さに対して目標とは

しない指導か、あるいは東京都教育委員会のように

社会性を育てることを目ざすのか、自閉症の教育に

コンセンサスは得られるのか？果たして社会性とは

何か？午前に行なわれた中澤（千葉大学）氏の講演

で述べられた発達精神病理学モデルによる社会的情

報処理の概念も含め、今後継続して議論を深めてい

く必要性があるという課題が投げかけられた。 
（文責 井桁重乃） 

 

４．総会報告 

（１）概要 
 2007 年 5 月 27 日（日）千葉大学にて第２回千葉

支部総会を実施し、2006 年度活動報告と会計報告、

および 2007 年度活動計画案と予算案が承認された。

以下に会の内容を報告する。 

 

（２）活動報告、活動計画 

＜2006 年度活動報告＞ 
支部単独の研修会としては、10 月 29 日（日）に

「千葉県における特別支援教育の今後と臨床発達心

理士の役割」をテーマに資格更新研修会を行った。

午前中は事例検討会を行い、午後は広報活動として

公開シンポジウム「千葉・特別支援教育のあしたを

考える」を開催した。シンポジウムでは県内の特別

支援教育に関係する 100 名の一般参加があり、臨床

発達心理士の活動紹介や資格案内を展開できた。ま

た、日本臨床発達心理士会および関東ブロックへの

参加・協力を行い、2月 18日（日）ブロック合同の

資格更新研修を開催した。その他に、全国大会準備

委員会に役員を派遣し、運営の協力を行った。 

 
＜2007 年度活動計画＞  
①研修会・情報交換会の開催 

「地域の特性」「生涯発達」を軸にした研修会（事

例検討会、基礎勉強会）を、5月 27日、10月 28 日、

2月に開催します。10月28日は千葉大学を会場にし、

公開シンポジウム・研修会を行います。 

研修会企画と実施のために、「研修委員会」を設置

し、当面 

（A）育児・保育支援分野      

（B）特別支援教育分野 

①通常学校(学級)での発達支援 

②自閉症スペクトラムへの発達支援 

の３つのテーマを中心に研修を行ってゆきます。 

②ブロック情報交換会の試み 

今後の千葉県のブロック毎の活動の可能性を探る

ために、いくつかのブロックでの情報交換会、勉強

会（文献抄読会、事例検討会など）を試験的に実施

します。 

③広報のためのリーフレットの刊行 

 2006 年度秋に行われた公開シンポジウムを基に

した、リーフレット「千葉・特別支援教育のあした

を考える」を刊行・配付し、千葉支部の活動を対外

的にアピールします。 

④地域社会への貢献：行政･親の会などとの連携 

 行政への情報提供、行政との情報交換、また親の

会、当事者との交流をとおして、地域社会への貢献

を積極的に行います。 

 

（３）会計、予算報告  
 資料 1（P7）、資料 2（P8）をご参照ください。 

 

（４）役員紹介 
第２回総会にて、新役員１名の推薦があり、渡邉

亮一氏（千葉県教育庁東上総教育事務所）が承認さ

れた。 

支部長   長崎 勤（筑波大学） 

副支部長  鈴木彰典（千葉県立富里特別支援学校） 

事務局長  中村 晋（筑波大学大塚特別支援学校） 

研修担当  堀 彰人（八千代市教育委員会） 

会計    大槻美智子（香取市立佐原小学校） 

NL/HP 担当  上原素子（千葉県立香取特別支援学校） 

幹事    長崎 勤（筑波大学） 

研修担当    井桁重乃（千葉県教育庁東上総教育事

務所） 

       黒沢礼子（江戸川区子ども家庭支援セ

ンター・聖徳大学幼児教育専門学校） 

      瀧川惠里子（千葉県立印旛特別支援学

校） 

広報担当  鈴木彰典（千葉県立富里特別支援学校） 

        鶴見晴美（香取市立小見川西小学校） 

        太田律子（東京医薬専門学校） 

            小島明子（東金市簡易マザーズホーム） 

      渡辺芳江（香取市立小見川中央小学校） 

役員     中澤 潤（千葉大学教育学部） 

      渡邉亮一（千葉県教育庁東上総教育事

務所） 

監査     佐川幸代（江戸川区子ども家庭支援セ

ンター） 

      渡邉正人（千葉県立千葉盲学校） 
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５．地区情報交換会の提案とお知らせ 

 
「千葉支部地区情報交換会」を下記のように提案

いたします。開催、またはご参加のほど検討くださ

い。 
記 

１ 目 的 ・県内の近隣で活躍している会員同士

の連携をはかる。 
      ・地域の実態に合わせたよりきめ細か

い支援ができるようにする。 
 
２ 日 時 平成 19年６月～平成 20年３月の休日 

午前 9 時～12 時、又は午後 1 時～4 時 
 
３ 内 容 情報交換会  
 
４ 場 所 県内各地域 
 
５ 参加者 臨床発達心理士 等 
 
６ 諸経費 会議費として、茶菓代・会場使用料等 

実費を補助  
 
７ その他  

・情報交換会を企画・運営してくださる方を募集

します。大槻携帯またはメールへ連絡下さい。

（下記枠内参照） 
・10 月の県研修会の準備のための地域研修会とし

ても、ご活用下さい。 
・責任者は、簡単な記録を、地区情報交換会担当

（大槻）までメールの添付ファイルでお渡しく

ださい。（内容によっては、臨床発達心理士の研

修ポイント 1 ポイントとなります。）連絡いた

だいた方に、メールアドレスをお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．私の職場紹介 
  

井桁 重乃（東上総教育事務所 巡回指導職員） 

 

千葉県の『巡回指導職員』制度の特色は、他職と

の兼任ではなく、巡回相談“専任”の職であるとい

う点です。小中学校からの要請により 2週間前後の

期間直接現場に出向き、アセスメントや個別指導計

画立案の助言、校内体制の助言など、担任・特別支

援教育コーディネーターへのコンサルテーションを

行うことが主な役割です。 

教室の後の方で行動観察していると、子どもたち

が困っているところ、がんばっているところを見る

ことができます。たとえばめずらしく集中し、懸命

に指で文字を追っている子どもに「姿勢が悪いぞ！

ちゃんと教科書を持ちなさい！上ぐつをきちんとは

いて！」と先生の何気ないお言葉。教壇からは、短

所は目に止まりやすく、反対にがんばっていてもで

きて当たり前のことは評価されにくいようです。 

放課後は先生とその日のできごと、感じたことを

情報交換する時間をもつようにしています。「『指で

なぞりながら読むのはいい考えだね。キミががんば

っているのを先生はちゃんと見てるゾ』なんていう

セリフはどうでしょうか？」など、子どもたちが苦

手な課題をがんばる方法、意欲に結びつく支援はな

いものかと話し合います。 

また、知能検査は“判定”ではなく、家庭や学校

で役立つ手がかりになる情報をフィードバックする

よう努めています。 

巡回指導職員は相談室やプレイルームとは一味ち

がい、子どもたちの日常の姿から発達を理解できる

という点で臨床発達心理士としてとても魅力的なフ

ィールドだと感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ19年度 香取市周辺地区情報交換会の御案内 

 

１ 日 時  平成 19 年９月２日（日） 午後 1:00～4:00 

２ 場 所  香取市佐原中央公民館  2階第２研修室 

          （ＪＲ佐原駅下車徒歩 2分、駅の裏） 

３ 内 容  情報交換会 

４ その他 ・当日は、研修手帳を持参下さい。（１ポイント申請） 

         ・参加希望者は、大槻携帯またはメールへ連絡下さい。 

ＴＥＬ ０９０（１４５５）９０９６ （午後 6時以降にお願いします。） 

メールアドレス  Otsukitmym1960@ybb.ne.jp 
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７．各支部の研修会案内 
ここでは各支部で開催される研修会

情報をお伝えします。近くで開催され

る他支部の研修会にも足を伸ばしては

みてはいかがでしょうか。 

 
（１）東京支部 
   第２回研修会は 12月 2日（日）に実施する予定

で準備を進めています。また、9 月～来年 1 月に

かけて「東京都特別支援教育特別研修（3回）」も

実施する予定です。 

  

（２）神奈川支部 
11 月 17 日（土）に第 2 回神奈川支部研修会を

開催する予定です。 

 
（３）茨城支部 
  ＜第２回茨城支部研修会＞ 
 ○日 時：2007 年 10 月 21 日（日）時間は未定 

 ○場 所：茨城大学インフォメーションセンター 

 ○講師及びテーマ：東條吉邦（茨城大学） 

          テーマは未定 
 
（４）栃木支部 
＜研修会１＞ 

○テーマ：「障害幼児の保育支援の現状と課題」 

（詳細は検討中） 

○期 日：2007 年 10 月 20 日（土）14：00～ 

○場 所：宇都宮大学国際学部棟 1154 教室 

○講 師：京林由季子・池田良子・小林英二 

○参加費：会員及び学生 500 円、非会員 1,000 円   

○申込先：jacdptochigi@yahoo.co.jp   

○締 切：10月 10 日（水） 
 ＊お申し込みの際、必ず見出しに『栃木支部研修

会１参加希望』と明記してください。 

 
＜研修会２＞ 

○テーマ：「保育園・小中学校の通常学級内におけ

る「気になる子」への支援のあり方」   

（詳細は検討中） 
○期 日：2007年10月27日（土）13：30 ～ 15:30 

○場 所：鬼怒川温泉ホテルたかはら２階研修室 

○講 師 本郷 一夫（東北大学教授） 

 （企画 野口昌宏） 

○参加費：会員・非会員1,000円、学生500円 

○申込先：mngt53@nifty.com 

○締 切：10月10日（水） 

 ＊お申し込みの際、必ず見出しに『栃木支部研修

会２参加希望』と明記してください。 

 

＜研修会３＞  

○テーマ：「特別支援教育における巡回相談の現

状と課題」    （詳細は検討中） 

○期 日：2008 年 1月 18 日（金）18:30 ～ 20:30 

○場 所：栃木市内又は近隣 

○講 師：小林英二（野木町教育委員会・特別支

援教育巡回相談／小山市教育委員・ア

ドバイザー） 

○参加費：会員・非会員 1,000 円    

○申込先：jacdptochigi@yahoo.co.jp   

○締 切：1月 8日（火） 
＊お申し込みの際、必ず見出しに『栃木支部研修

会３参加希望』と明記してください。 

 
（５）群馬支部 
＜公開研修会＞ 

○テーマ：『栃木県における５歳児健診の取り組み 
（仮）』 

○日 時：2007 年 10 月 20 日（土） 

○会 場：群馬県生涯学習センター（予定）  

○講 師：下泉秀夫（国際医療福祉大学臨床医学

研究センター） 

○企画に当たって：今回の企画は、群馬支部とし

ては二つの点で大きな意味があります。 

  第１は、内容です。群馬県内でも様々な形で取

り組みが模索されている「５歳児健診」に早くか

ら取り組んでこられた下泉先生から直接お話しを

お聞きできるのは貴重なことだと考えます。また、

県外から講師の先生をお招きして開催する初めて

の研修会でもあります。 

  第２は、初めての「公開研修会」だということ

です。具体的なご案内は後日になりますが、群馬

県の臨床発達の現場に何らかの好影響を与えられ

れば、と考えます。同時に、「臨床発達心理士」と

いう資格を広くアピールする好機でもあると思い

ます。ぜひ、お知り合い等、たくさんの方に声を

かけていただき、会を盛り上げていただきたいと

思います。また、運営についても多くの会員の方

のお力がないと成功しません。ご協力をよろしく

お願いします。 

 
（６）埼玉支部 
＜第２回研修会＞ 

○テーマ：『新版Ｋ式発達検査のアセスメントとそ

の支援について』－発達領域分析を用

いた個人内差の発達評価－  

○日 時：2007 年 10 月 28 日（日） 

10：30～16：30 

○会 場：さいたま市文化センター（予定） 

○講 師：阿部秀樹（淑徳大学発達臨床センター） 

 
＜第３回研修会：公開講座＞ 

○テーマ：『自閉症の障害特性を活かした支援』 

○日 時：2007 年 12 月 15 日（日） 

10：00～16：00 

○会 場：さいたま市文化センター（予定） 

○講 師：三宅篤子（中央大学） 

     ＊他講師を依頼し、複数講師の予定 

○その他：休憩を挟んで 4.5 時間（1.5 ポイント）

の講義の予定 
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＜資料１＞日本臨床発達心理士会千葉支部２００６年度会計報告 
【収入の部】    （単位：円） 

費   目 ２００６年度予算 ２００６年度決算 増   減 内   訳 

会費 194、000 186、000 ▽8、000 ２０００円×93人分領収 

支部研修会参加費 30、000 76、000 ▲46、000 1０００円×のべ 76人 

仮計 224、000 262、000 ▲38、000   

発足準備金 200、000 200、000   士会または機構より 

関東ブロック分配金 260、000 220、000 ▽40、000 ２００５年度残金より 

利息 0 198 ▲198   

計 684、000 682、198 ▽1、802   

【支出の部】     

費   目 ２００６年度予算 ２００６年度決算 増   減 内   訳 

関東ブロック運営費 29、100 27、900 ▽1、200 ３００円×93人 

ニュースレター発送費 40、740 33、030 ▽7、710 ９２人×３回分 

支部研修会運営費 70、000 54、000 ▽16、000 講師謝金(8 人分）、諸費用 

支部総会運営費 20、000 17、036 ▽2、964 会場費など 

印刷代 25、000 22、604 ▽2、396 研修会資料、役員会資料等 

通信費 35、000 22、730 ▽12、270 研修会・総会案内等 

支部役員会交通費 60、000 62、000 ▲2、000 
千葉ﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞまで 16 名×4

回分 

会議費 25、000 8、436 ▽16、564   

消耗品費 30、000 2、093 ▽27、907   

広報費 100、000 200、000 ▲100、000 
Ｈ18 公開講座ﾘｰﾌﾚｯﾄ準備

金 

予備費 249、160 0 ▽249、160   

計 684、000 449、829 ▽234、171   

     

【残金の部】                      ￥２３２、３６９   

  ※ 残金は、次年度に繰り越させていただきます。   

  平成 19 年 5月 27 日    会計    大槻美智子 

会計監査     

     監査の結果、上記に相違ありません。   

  平成 19 年 5月 27 日    会計監査 佐川 幸代 

                         渡邉 正人 
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＜資料２＞臨床発達心理士会千葉支部２００７年度予算報告 
【収入の部】    （単位：円） 

費   目 ２００７年度予算 ２００７年度決算 増   減 内   訳 

会費 200、000     ２０００円×１００人 

支部研修会参加費 100、000     １０００円×１００人 

前年度残金 232、369       

計 532、369       

【支出の部】     

費   目 ２００７年度予算 ２００７年度決算 増   減 内   訳 

ニュースレター発送費 50、000     
年３回分の印刷・発送費を含

む 

支部研修会運営費 100、000     講師謝金、諸費用 

支部総会運営費 20、000     会場費など 

印刷代 30、000     研修会資料、役員会資料等 

通信費 30、000     研修会・総会案内等 

支部役員会交通費 70、000     年間 4回分（千葉ﾎﾟｰﾄﾌﾞﾗｻﾞまで） 

地区交流会費 35、000     県内の地区別交流諸費 

会議費 15、000       

消耗品費 10、000       

広報費 100、000     公開講座諸費 

予備費 72、369       

計 532、369       

 
 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

８．事務局だより 
 これまで関東ブロックを中心に企画・運営を行っていた資格更新研修会とニュースレターの作成・発行が

各支部単位で行われることになりました。ニュースレターは千葉支部の情報を中心に企画いたしますが、各

支部の資格更新研修会の情報も掲載してまいります。全国研修会も含めた最新の情報は心理士会ホームペー

ジでご確認いただくか、直接支部へ問い合わせください。今後、千葉支部では、県内を中心に会員間相互の

情報交換や連携を図りながら支部の発展に向けて努力してまいります。支部の活動へのご意見がありました

ら事務局までご連絡ください。今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。 

★日本臨床発達心理士会千葉支部 〒276-0022 千葉県八千代市上高野 1214-3 中村晋方 
                     FAX：047-482-6015 e-mail：n_gyoshun@ybb.ne.jp 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

    （千葉支部 ＮＬ編集担当 上原素子） 


