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--------------------------------------------------------------------- 
１．巻頭言 

広がる臨床発達心理士のネットワーク 
                          

千葉支部副支部長 鈴木 彰典 
 
 特別支援教育元年と言われている 2007 年度もあ
とわずかとなりました。今年は、いままでの年とは

違う新しいことを幾つか実感できた年でした。 
 千葉県では、養護学校が「特別支援学校」と改称

され、私の勤務している学校でも、校門の看板が付

け替えられました。そして、看板だけではなく学校

を取り巻く環境も変化してきました。一番の変化は、

地域の幼稚園、保育園、小中学校、高等学校からの

支援要請が激増したことです。そのほとんどが、通

常学級に在籍して何らかの困難を抱えている子ども

たちへの支援に関するものでした。特別支援学校は

地域の特別支援教育のセンターとしての機能を、と

いうことが数年前から言われてきましたが、まさに

「待ったなし」、動き始めたなというのが今年度の実

感です。 
 特別支援教育体制の推進や、連携のための研修会

や会議も多くも持たれるようになってきました。そ

して、このような会合に出ると千葉支部の会員にな

っている教員や相談員の方と一緒になることがとて

も多くなりました。「今年資格を取りました」とか、

「この間の研修会、参考になりました」そんな言葉

をかけられることが何回かありました。学校の教員、

特にコーディネーターや地域支援担当者に資格を持

つ人が多くなってきたことと、実際の仕事の中にネ

ットワークが広がってきたことを実感した年でもあ

りました。また、これから資格を取りたいという方、

いま申請中という方からの相談も何件か受けました。

熱心な人ばかりでしたので、こういう仲間が増える

のは心強いなということも感じました。 
 特別支援教育への新しい流れの中で、臨床発達心

理士のネットワークも広がってきています。このこ

とは、人を支援するという仕事への活力になるんだ

ということも実感した年でもありました。                   

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

２．第 3回千葉支部研修会のお知らせ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回千葉支部研修会 
 

日時：2008 年 2 月 17 日（日）9:00～17:00 

会場：千葉大学西千葉キャンパス 
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 

＜午前の部＞「乳幼児期の発達障害への支援－乳幼児健診の現状と課題－」 

＜午後の部＞ 特別支援教育分科会 事例検討会 
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＜午前の部＞ 
○テーマ：「乳幼児期の発達障害への支援 －乳幼児

健診の現状と課題－」 

○企画趣旨 

平成 19 年度より、全国小中学校に特別支援教育
が導入され、特に通常学級に在籍する発達障害の可

能性を持つ児童生徒の早期発見・早期対応が急務と

なった。しかし、発達障害は、本来もっと早く周囲

が気づき、支援を行なっていくべきものと思われる。

就学以前の幼稚園教育は文部科学省の管轄だが、乳

幼児の成長と健康を守る保健所の乳幼児健診（1.6
歳児健診・3 歳児健診）や乳幼児を保育する保育所
（園）などの、健康と福祉の施策は厚生労働省の管

轄である。現在この両省の中で、発達障害への対応

が別々に検討されている気配が感じられるが、本来

一貫した対策が講じられることが望ましいと思われ

る。 
今、教育現場で大きな問題となっている発達障害

の予防と支援のスタートは、乳幼児健診にあるとい

っても過言ではない。私たちは、乳幼児期の発達障

害への対応がどのように行なわれているのかを把握

し、また、臨床発達心理士として担っていくべき役

割を検討したいと考えている。 
この企画を準備していく段階で、母子保健の現場

からは、乳幼児健診の内容の見直しと要観察母子へ

の支援の充実を求める声が数多く上がっていること

が判明した。 
今回の研修は、そのような乳幼児健診の実態と現

場で働く臨床発達心理士の活動を中心に話題を提供

し、出席者から忌憚のない御意見をいただきたいと

考えている。 
 

○日時：2008 年 2月 17 日（日）9：00～ 12：30  

○会場：千葉大学西千葉キャンパス  

○プログラム 

9:00～9:30 受付 

9：30～10：00 乳幼児期の発達障害への支援につい

て…黒澤礼子（聖徳大学幼児教育専門学校） 

10：00～10：45 1 歳 6 ヶ月児健康診査の現状（関

東圏実態調査報告）…山西朋（筑波大学大学院教育

研究科） 

10：45～11：05 1 歳 6 ヶ月児健康診査問診票の内

容…小島明子（東金市簡易マザーズホーム） 

11：15～12：00 臨床発達心理士の 1歳 6 ヶ月児健

康診査へのかかわり…居森梨枝子（武蔵野市保健福

祉センター） 

12：00～12：30 全体討議…司会：堀彰人（八千代

市教育委員会） 

 

○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＞ 
○テーマ：特別支援教育分科会 事例検討会 

○企画趣旨 

第３回資格更新研修会午後の部は特別支援教育分

科会による企画の事例検討会である。前年度より継

続して取り組んでいる『教科および社会性への発達

の支援』『支援の連携』というキーワードに基づき、

継続事例・応募いただいた事例など下記 2名の会員

による発表を予定している。 

事例検討会は、会員の多岐にわたるフィールドや

経験をもとに意見交換することで多軸的・多面的な

アセスメント・支援方法を共有する場として、臨床

発達心理士にとって欠くことのできない研修である。

大規模な大会で成功例や発表慣れした人のケースを

聞くのとはひと味ちがい、地域のなかま同志日常の

実践に生かせる研修の場となることを期待している。 

 

○日時：2008 年 2月 17 日（日）13:30～17:00 

○会場：千葉大学西千葉キャンパス  

○プログラム 

13:30～14:00 受付 

14:00～17:00 事例検討会 

 

＜事例Ａ＞ 

○テーマ：『学級で友だちとやりとりしたり、一緒に

行動することをためらうＡ児への支援２』 

－自分から周囲へ働きかけ始めた時期の支援－ 

○講師：松本恵子先生（八千代市立八千代台小学校） 

○コメンテーター：長崎勤先生（筑波大学） 

○概要：学級編成等外的環境の変化があり、それに

ともなってＡ児の活動を保障する支援をすすめてい

く中で、Ａ児は周囲へ働きかけ始めた。ことばの教

室で「話すことは恥ずかしい」「今何て言ったの？」

とも話すＡ児に、表現しやすい活動や、ことばの理

解を促す活動を組んできた。 

なお、本事例は 2006 年 10 月千葉支部研修会で発

表したケースのとり組みの継続報告である。 

＜事例Ｂ＞ 

○テーマ：『通常学級に在籍する高機能自閉症の児童

への支援』－障害特性と認知発達の理解に基づい

て・ソーシャルストーリーの活用－ 

○講師：早川淳子先生（八千代特別支援学校） 

○コメンテーター：堀彰人先生（八千代市教育委員

会） 

○概要：生活や行動に見通しが持てなくなると、不

安定になりやすい小学１年生の男児。個別指導で、

状況や文章の内容を読み取る力、コミュニケーショ

ン能力を高めつつ、スケジュールによる行動調整、

さらには、ソーシャルストーリーによる行動調整へ

と、学校との連携のもと取り組んだ経過を報告する。 

また、ソーシャルストーリーを用いて取り組んだ他

の事例についても紹介する予定。 

 

○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。 
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３．第２回研修会報告 
○日時：2007 年 10 月 28 日（日）9：00～ 17：00 
○会場：千葉市轟公民館 

 ＊会場が直前に変更となり、皆様には大変ご迷惑

をおかけいたしました。 

 

＜午前研修会＞ 
○テーマ：「社会性の発達支援をめぐって」 

○講義：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：東京都は平成 20年度から「自閉症の教育課

程に「社会性の学習」を独自に位置付ける。「社会性

の学習」は対人関係に関することと、ソーシャルス

キルに関することに、大きく分けられている。近年、

社会性の捉え方は変化しており、自己の個性化と他

者との関係性を考えていくことが重要視されている。

自閉症の社会性を考えた場合は、構造化だけでは十

分でなく、トップダウン（社会的ルールの学習）と

ボトムアップ（社会性の発達支援）の両側面の支援

が必要となる。これは、年齢によって比率が異なる。

トップダウンばかりすすめ、ボトムアップの重要性

を考えてやっていかないと、結果としてトップダウ

ンがうまくいかないことになる。また、社会性の基

礎である「意図共有」の発達として二項関係、三項

関係、協同的関係について詳しく説明していただい

た。その中で社会性の発達支援のポイントとして、

Ａ（気付き･葛藤 Awareness）Ｓ（変更 Shift）Ｒ（調

整 Regulation）＝ASR を指導手続きの中にどう入れ

ていくかがあげられていた。 
 

＜事例報告＞ 

○テーマ：「自閉症児における初期の社会的認知発達

の支援」 

○講師：中村晋（筑波大学附属大塚特別支援学校） 

○概要：「意図共有」発達支援プログラムについて、

二つの実践報告を通じて、意図共有の発達アセスメ

ントの取り方、指導計画の立て方、実践方法につい

て提案がなされた。 

 

＜事例報告＞ 

○テーマ：「ポップコーンの作り方教室」の開催によ

る指導を通じて 

○講師：大槻美智子（香取市立佐原小学校） 

○概要：コミュニケーションすることが苦手な児童

に対して、出来事に関する一定の順序や規則性を持

つ文脈＝スクリプトは、コミュニケーションを生起

しやすくすることから、経験を共有する体験を重ね

ることで自信を持って伝えることができるようにな

った実践報告を通じて、具体的な指導方法等につい

て提案がなされた。 

 

○質疑応答：参加者より社会性の発達支援について

多くの活発な意見が出され、さらに多くのことを学

び合うことができた。   （文責 小島明子） 

＜午後：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～ 
○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） 

○概要： シンポジウムでは、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）氏、内田真

弓（習志野市立東習志野小学校）氏、鈴木彰典（千

葉県立富里特別支援学校）氏より話題提供がなされ、

会場との議論が行なわれた。 

はじめに小渕隆司氏から、「特別な支援を要する子

どもの『社会性』への支援の実際～就学前期の心理

発達相談から～」というテーマで提案がなされた。

社会性とは他者と適切なやりとりを行う力であり、

情緒や情動と切り離しては考えられない。自閉症の

場合は、生理的なレベルの問題が行動の問題へと発

展し、社会性の問題として顕在化すると考えると、

乳幼児期はその基本となる安心感を得られる他者の

存在が重視される。このようなことから、乳幼児期

の社会性への支援は育児支援に重点を置いている。

まずは、親御さんが何に困っているのかだけでなく

「育てにくい・育てやすい」と感じるパーソナリテ

ィーや物事の考え方などについても把握し、子育て

に対してポジティブな感覚を持ちながら大人の情動

と子どもの情動が相互主観的な情動になっていくよ

うに支援していく。そして、丁寧に時間を掛けて子

どもが自ら行動を起こせるように支援していくこと

が大切である。その具体的な支援の実際について３

事例の紹介がなされ、いずれも一般論ではないオプ

ショナルな対応が重要であることが報告された。 

内田真弓氏からは、「小学校情緒障害特別支援学級

（通級学級）の経営と指導の実際」というテーマで

提案がなされた。小学校の時期では各学級に入って

いくことを大きな目標とし、全ての指導が社会性に

つながっていると考えて個別指導と小集団指導を行

っている。個別指導では 45分間の授業に参加できる

ことを目指し、学習態度を形成する指導、コミュニ

ケーション能力・基礎学力・表現活動・日常の生活

習慣を育てる指導、運動・感覚機能を高める指導な

どを行っている。小集団指導では友達とのかかわり

に重点を置き、低学年グループでは友達と一緒に運

動する中でまねたいな・一緒だと楽しいなという経

験を、中学年グループでは友達の話を聞いたり一緒

に製作活動やゲームしたりするとこんなに楽しいと

いう経験を、高学年グループでは中学校や将来の自
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立を考えて仲間への関係作ができるように支援して

いる。また、通常学級の担任との連携においては、

学級訪問を通して学習面や生活面、友達とのかかわ

り、休み時間の過ごし方、保護者との連携などにつ

いて支援している。さらに、幼稚園・保育所・中学

校との連携としては、事例検討会や就学前の調査な

ど通して状況を把握していることが報告された。こ

のように、あらゆる面からの支援が重要であるが、

限られた人数で行っていくことの悩みも聞かれた。 

鈴木彰典氏からは、「特別支援学校における『社会

性』への支援について」というテーマで提案がなさ

れた。富里特別支援学校では、自閉症児の教育課程

編成について指定を受けて研究している。社会性・

社会的スキルの支援は、個別指導計画の５つの視点

の一つでもあり、自己に関することは人とのかかわ

り・集団・家庭・地域などの全てにかかわっている。

そこで、以前から行っていた授業や支援を社会性と

いう視点で整理して、指導内容表を活用しながら一

人一人に応じたコミュニケーションの力、社会性・

社会的スキルを意図的に支援している。実践例とし

て、小学部の「友達と遊ぼう～劇遊び、すごろくゲ

ーム」、中学部「きみならどうする？～困ったときの

頼み方、ロールプレイ」、高等部「お金の払い方を知

ろう」、「外部機関との連携の中で支援をしてきた事

例」などについて紹介がなされた。このような支援

から、社会性の発達を支援することで地域社会に入

っていきやすくなり、地域社会で暮らすことが発達

を促すというように相互に関連して育っていくので

はないかとの提案がなされた。 

指定討論者の加藤哲氏からは、千葉県の特別支援

教育の現状と今後の課題について、平成 15年度から

の支援事業について紹介がなされた。コーディネー

ターの配置、専門家チームの設置、指導の場の整備、

指導・支援の充実、個別の教育支援計画の作成、支

援マップなど、特別支援教育の全ての取り組みが社

会性の発達につながっており、今までの特殊教育と

は地域で育てていくという組織的な取り組みや情報

の共有という点で大きな違いがあると述べられた。

提案者に対しては、「Ｑ①：今支援している場から次

へと伝えたいことは何か。」「Ｑ②：社会性の発達を

支援する上で連携を図っている人物を具体的に挙げ

てほしい。」という 2点について質問が投げかけられ

た。 

長崎勤氏からは、社会性を「自己の個性化」と「他

者との関係性」という枠組みで捉えた上で、自閉症

の社会性を考える際には 2つの観点があるという提

案がなされた。一つ目は、自閉症にも社会性が重要

であり、視覚的構造化の中でどう考えて行動してい

くかが大事であるという問題意識が出てきたという

点である。二つ目は、トップダウン・ボトムアップ

の問題、つまり社会性における社会・文化からの要

請と乳幼児期からの発達という２つの側面に関する

ことである。今日の提案を総括するとこの比率が年

齢によって異なっていくということであると思われ、

これらを子どもの中でどう関係付けて構成していく

かが今後のポイントとなるとの指摘があった。さら

に、今日の提案者の内容を年齢に応じて段階的に整

理し、『１初期社会性認知発達支援』具体例：注意の

共有・意図の共有・情動の共有・一対一の人間のか

かわりの中で学んだことが社会性の出発点とな

る・・行動と情動の共有・フォーマットの共有・簡

単な役割交代・共同活動など、『２仲間関係発達支援』

具体例：非言語的ルールの共有（小グループ）、簡単

なルール理解（椅子取ゲーム）、複雑なルール理解、

劇遊びなど、『３話し合い調整活動の支援』具体例：

言語によるテーマの共有（小グループ）、ポップコー

ン作り・説明、動物園を作ろう、遠足に行こう、「・・・

の時は」のソーシャルストーリーなど、とまとめら

れた。提案者に対しては、「Ｑ③：社会性の生涯発達

の観点から見てそれぞれの時期の特徴と指導上配慮

されている点とは何か。」「Ｑ④：小渕氏と内田氏の

提案は連続性があるようで真ん中が抜けているよう

に感じるがどうか。鈴木氏はどんな順序で社会性が

発達していくという仮説か。」という 2点について質

問が投げかけられた。 

指定討論を受けて、小渕氏からは、Ｑ①：子ども

にとって不利益を被らない情報。Ｑ②：家庭児童相

談員（話を聞くという役割で親御さんの気持ちの安

定を図ることができる）。Ｑ③：お母さんのつらさを

共有し、子どもとの理解関係を作ること。Ｑ④：保

育園での集団での活動に対するささやかな自分なり

の参加を評価しその様子や気持ちを丁寧に評価して

いきたいとの回答があった。内田氏からは、Ｑ①：

思春期に入りかけた時期の自己の捉え方、親子関係、

通常学級での学習面、友達関係など。Ｑ②：学級訪

問の全ての先生、クラスメートやその保護者、塾や

スポーツクラブ、医療機関など。Ｑ③：入学と共に

環境と担当が変わるので一対一の関係から始め、そ

の子なりの表現を大切にしている。すぐに着席行動

ではなく、中学年になり少し参加できるようになっ

てきたらゲームなどでルールを示し、高学年になっ

たら、先生に対する話し方など指導している。Ｑ④：

親子関係をしっかりという点でつながりがある。母

親・父親がその子を良く捉えている事で自立に向か

っていけるとの回答があった。鈴木氏からは、Ｑ①：

特別支援学校の中での進学が多い。Ｑ②：地域の生

活支援機関が多い。③自尊感情、セルフエステーム。

④「身近な人と関係が取れることから地域へ」との

回答があった。 

フロアーからは、「個に対する支援が強いが周囲の

者がどのように支援していくかがより強く出される

べきではないか。」との意見が出された。また、福祉

との連携についての質問が出され、加藤氏から「福

祉は生涯にわたる支援体制をとっていくことになる

ので、大きな柱を作って連携を取りながら進めてい

きたい。」との回答がなされた。 

今回のシンポジウムを通して、社会性の捉え方や

指導・支援の方法について数々の提案がなされたこ

とにより、社会性の支援の枠組みが見えてきた。今

後も、本人への支援と周囲への働きかけの双方を視

野に入れながら、具体的な取り組みについて議論を

深めていきたい。      （文責 上原素子） 
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４．地区情報交換会の報告 

 千葉支部“地区情報交換会及び研修会” 
が行われました 

 Ｈ19 年度より、千葉支部の研修の一環として「地
区情報交換会」の取り組みが行われています。「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。」ことを目的とし、現在までに 2箇所

の地域での取り組みが報告されています。 

 
【香取市周辺地区の会】 

 平成 19年９月 2日（日）に、香取市佐原中央公民

館において、香取市周辺地区の会員の情報交換会が

行われた。夏休み最終日曜日ということもあり、参

加者は少数であったが、研修も兼ねて充実した半日

を過ごすことができた。 

 当日は、自己紹介の後、事例研究を行った。今回

は、小中学校の教諭の立場で活動している会員のみ

の参加であったが、小学校と中学校での特別支援教

育の現状が分かり、大変有意義なものとなった。ま

た、事例研究では“2006 年度筑波大学附属大塚特別

支援学校の研究紀要”を研修資料として、「社会性の

育ち」を目指した指導のあり方について研修した。

10 月の県での研修会で報告があった事例について

の地区での検討を行い、大変活発な意見の交換がな

された。10月県の研修会での事例報告は、その成果

である。 

 今回初めての試みであったが、会員からは次のよ

うな感想をいただいた。「小中学校の情報交換ができ、

参考になった。」「近くでポイントになる研修会が行

われよかった。千葉市へ出るには、片道１時間半は

見ておかなければならないので…。」「ＷＩＳＣ－Ⅲ

など、検査法の研修を、事例をもとに行いたい。」な

どである。 

 12 月には、旭市において有志で忘年会も行い、9

月以上に支援に活かせる情報交換となるなど、今回

の取り組みで香取市周辺地区の会員のつながりを深

めることができた。 

             （文責 大槻美智子） 

 

 【東総・山武・長生・夷隅および周辺地区の会】 

このたび、北総地区の地域交換会に続き、東総・

山武・長生・夷隅および周辺地区の情報交換会およ

び研修会を開催する運びとなった。 

近隣の会員数も少なく、果して参加者が集まるも

のかと案じていたが、当日 8名の会員の参加に加え、

開会時より講師の田中氏に参加いただき、会員相互

の情報交流を目指す趣旨にぴったりの会となった。 

最初の情報交換会では、各参加者の自己紹介と実

践されていることと課題などについて発表し、発達

障害の薬物療法に関する情報などが意見交換された。 

千葉県総合教育センター田中克人氏を招いて行わ

れた講演では、以前勤務されていた養護学校での実

践事例を VTR を交え紹介された。「障害種別にこだ

わらない」というこだわり、「子どもは必ず伸びる、

確実に伸ばしてあたりまえ」「笑顔で帰す」など、経

験・実績に基づいた氏のことばが印象に残り、1 時

間では伝えきれない盛りだくさんの内容であった。 

講演後の１時間、参加者からの質疑・応答・協議

の時間をもうけ、講師からのていねいな応答や、活

発な意見交換が行われた。社会性の発達の基盤とな

る自己評価をポジティブに導くためには「認められ

る」という価値判断（情動面）、「やっていることが

何かわかる」という意味理解（認知面）、両面が必要

であるという参加者の意見があった。短時間であっ

たが、地域の会員間の研修・交流の機会として充実

した時間となった。 

（文責 井桁重乃） 

 

５．私の職場紹介 
 

鈴木 春雄（千葉県立香取特別支援学校  

     特別支援教育コーディネーター） 

 特別支援学校は地域のセンター的機能を担うこと

になっており、一般的に各学校のコーディネーター

がその中心となって推進しています。その代表的な

役割として、小中学校等への支援が挙げられます。 

私が前任者から引き継いだ 2年前に比べ、本校で

も要請が増え、保育園や幼稚園、高校にも支援に伺

っています。ここで私がポイントとしていることの

一つに、支援先のキーパーソンとなる方との関係作

りがあります。まだまだ敷居が高いと言われる特別

支援学校。困った時に、気軽に電話や来校しての相

談ができるような信頼関係を築ければ…という思い

で関わらせていただいています。 

また、学校等の教育機関だけでなく、福祉、保健、

労働、医療といった関係機関とのネットワーク作り

も大切な役割の一つです。そのためには、外回りへ

出たついでに立ち寄ったり、休日の催し等に参加し

たりといった『営業』努力が欠かせません。 

けれどもこういった対外的な関わりだけでなく、

コーディネーターは校内の児童生徒の支援について

も中心となることが求められます。必要に応じて校

内委員会を開催したり、支援につながる情報の提供

をしたり、関係機関と連絡を取ったり…やるべきこ

とを数え出したらキリがありません。学校によって

は校内体制が構築され、仕事の分業がきちんとなさ

れているところもありますが、本校のような実情の

ところもまだ多いのではないでしょうか。 

今後、校内体制の見直しが図られることで、コー

ディネーターのフットワークがもっと軽くなり、よ

り多くのお子さんやご家族、先生方の『笑顔』が見

られるように、動いていければと思っています。 
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６．各支部の研修会案内 
 

（１）東海支部 

第 13回東海支部主催資格更新研修会について 

       

○日時：2008 年 3月 9日(日) 13：30～15：00 

○会場：アスト津 ４Ｆ 研修室Ａ  

   津市羽所町 700 番地 TEL 059-222-2525   

○テーマおよび講師 

 テーマ：「特別支援教育臨床をどうすすめていくか 

－学校臨床心理学の新たな課題－」 

○講師：栗原輝雄氏（三重大学教育学部教授） 

○概要：特別支援教育臨床の基盤としておさえてお

きたい重要な事柄として、発達、特別支援教育、害

の意味などがありますが、その再吟味をしてみまし

ょう。また、保護者との連携・コミュニケーション

を支える教師（あるいは広く支援者）の「聴く力」

について、子どものこころとどう向き合うか―特別

支援教育に携わる人々に今、求められていることを

中心に皆さんと考えてみたいと思います。 

○参加資格：日本臨床発達心理士会会員 

○参加費：なし 

○参加申し込み：事前の申込みは不要です。 

○資格更新ポイント：臨床発達心理士の資格を所有

する参加者には、資格更新ポイント 0.5 ポイントが

認められます。遅刻は認められません。参加記録ノ

ートおよび会員証を、必ず、お持ちください。  

＊総会・研修会会場へのアクセス (  URL 

http://www.ust-tsu.jp でご確認ください)  

 

 
 

 

 

 
 

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

７．事務局だより 
 今年度は、３回の資格更新研修会に加え、香取地区と夷隅地区にて地域情報交流会を行ないました。今後

は、こうした地域毎の情報交換会や研修会を積極的に支援していきたいと考えています。会員相互の情報交

換や連携を図りながら専門性を共有し、支部の発展に向けて努力してまいりましょう。今後ともよろしくお

願いいたします。全国および各支部の研修会については、随時士会の HP で情報を更新していますので、こ
ちらの情報もご覧下さい。 
 尚、今年度更新申請を行なった会員は更新ポイントがつきませんのでご了承願います。 

★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：vita_gyoshun@ybb.ne.jp 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

    （千葉支部 ＮＬ編集担当 上原素子） 
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次回研修会の際、切り取

って更新ノートの貼付し

てください。 
←貼付例 

 
 

研修会名 年月日 ポイント数 

午前 
2007 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 3回研修会 

 

乳幼児期の発達障害への支援 

乳幼児検診の現状と課題 

2008 年 

2 月 17 日 
1 

午前 

2007 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 3回研修会 

 

特別支援教育部会 事例検討会 

2008 年 

2 月 17 日 
1 

 

 


