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

今こそ、教育に発達的観点を！ 

－特別支援教育から通常教育への発信－ 

                          

千葉支部長 長崎 勤 

 

3 月の末、大阪で発達心理学会があり、「特別支援

教育の課題－発達的観点によるアセスメントと支援

をめぐって－」があり、話題提供を行いました。私

の話は、・発達的観点すなわち、学習の順序性・階層

性を考慮した「個への支援」、「関係への支援」の必

要性について述べたものでしたが、例として、「聞

く・話す」が「読む・書く」の基盤になるという例

を挙げ、ことばの教室や通級指導教室などで行われ

ている「聞く・話す」の例（ポップコーンの作り方

をティータイムに招待した級友に説明するなど）を 

 

紹介したところ、指定討論のある幼児教育の研究者

が「幼少連携」の在り方として、大変に興味を持っ

たとのコメントをされました。「聞く・話す」は最近、

理念としては良く語られますが、方法論がついてき

てないのが現状であるのに、特別支援教育では地道

に方法論の開発が行われているのに驚きを持たれた

ようでした。幼児教育の分野で今、世界中で注目さ

れているイタリアの「レッジョ・エミリア・アプロ

ーチ」という「プロジェクト学習」とも類似してい

る方法だとの指摘もなされました。この方法は、ピ

アジェ、デューイ、ヴィゴツキーを初めとするさま

ざまな理論家の影響を受けていますが、特にヴィゴ

ツキーの「発達の最近接領域」の考え方に基づいて、

子どもの学びに対する大人の積極的な関わりを重視

しています。特別支援教育は教育に特別なニーズを

有する児童生徒を対象にしていますが、その考え方

は、学習に困難をもつ、多くの子どもたちの学習支

援に貢献するのではないかと、改めて思いました。

ちなみに、「レッジョ・エミリア」とは、イタリアの

ボローニャの近くの人口 14万の小さな市のことで、

全市の幼児教育がこの方法で行われており、創造性、

科学的認識、音楽、美術などで大きな成果を収めて

います。最初は、戦後の混乱期の女性達による自主

組織から始まり、実績が買われ、市の事業としたと

いう歴史も、私たちの「資格」とも通ずる興味深い

ものでした。今こそ、発達的観点が、教育全体に認

識される必要があるのではないでしょうか？                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
２．2008 年度千葉支部総会及び第 1回研修会のお知らせ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2008 年６月１日（日）9:00～17:00 

会場：千葉大学西千葉キャンパス・（人文科学研究科・マルチメディア会議室） 

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 

 

＜午前の部＞ 9:00～12:00 資格更新研修会 

「自閉症児における初期社会性発達支援プログラム 

～社会的認知発達の理論とアセスメントそして支援の実際～」 

＜総  会＞12:30～13:00 千葉支部第 3回総会 

＜午後の部＞14:00～17:00 公開講演会 講師：遠藤 利彦（東京大学） 

「発達における情動の役割～情と知・情の知・情に対する知～」 

 



 2

＜午前の部：第１回資格更新研修会＞ 
○日時：6月 1日（日）9:00～12:00 

○テーマ：「自閉症児における初期社会性発達支援プ

ログラム～社会的認知発達の理論とアセスメントそ

して支援の実際～」 

○講師とテーマ 

長崎 勤（筑波大学）「社会性認知発達の理論とアセ

スメント」 

中村 晋（筑波大学大塚特別支援学校）「社会性認知

発達のアセスメントからプログラムへ」 

吉井勘人（筑波大学大塚特別支援学校）「社会性認知

発達の発達支援プログラムの適用」 

○企画趣旨： 
 昨年度、千葉支部では、「社会性の発達支援」を
テーマに研修会を企画した。そこでは、「社会性」の

枠組みを整理しながら、障害をもつ人や生きにくさ

を抱えた人がどのように「自己」を捉え、「他者」と

の関係を築いていくのか、さらには、ポジティブな

社会参加を可能にするためには、どのような支援を

行なえばよいのかについて考えてきた。 

 一方、就学前の育児・保育期における発達障害へ

の支援のあり方の議論の中で、早期発見、早期支援

の実現に向けた乳幼児健診のあり方について、シス

テムと内容の両側面から様々な課題が導かれた。こ

うした諸問題を背景に、乳幼児期における発達のつ

まずきをどのような視点で観察するかが課題として

あげられた。また、特別支援教育分野では、新学習

指導要領に自立活動の新区分「人間関係の形成（仮

称）」が設けられるなど、社会性支援が教育課程にお

いても位置づけられるようになるなど、社会性の支

援が注目されている。 

 そこで、千葉支部では、今年度も「社会性の発達

支援」を生涯発達の中でどのように位置づけ、それ

ぞれの人生ステージおける課題を支援していけるの

かというテーマを追究したい。本企画は、トマセロ

ら（2006）の「意図共有の発達」理論を背景に検討

しているアセスメントと支援プログラムを紹介し、

社会性発達の基盤となる「情動」、「注意」、「意図」

といった自己と他者の関係を構築する上で必要不可

欠な初期の社会的認知発達の評価の観点や支援のあ

りかたについての議論を共有したい。 
○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。 
○参加費： 1,000 円 

 

＜総会＞ 
○日時：6月 1日（日）12:30～13:00 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス.人文科学研究科
マルチメディア会議室 

○内容：2007 年度活動報告および会計報告 

     2008 年度活動計画および予算案の提案等 
  

 

 

＜午後の部：公開講演会＞ 
○日時：6月 1日（日）14:00～17:00 

○講師：遠藤 利彦（東京大学） 

○テーマ：「発達における情動の役割～情と知・情の

知・情に対する知～」 

○講演要旨： 

 人が日々、経験しまた表出する種々の情動は、そ

の個としての発達の進行において、また個と他者と

の関係性の構築や維持において、あるいはまた個を

取り巻く社会・文化的風土の形成において、不可欠

の役割を果たしていると考えられる。この講演では、

情動の起源と発達およびそれが他領域の発達全般に

もたらす影響などについて広く概観・整理した上で、

特に発達における「情動と知」（認知・理性）の絡み

合いという視座から、近年とみに注目度が高い情動

的知性(emotional intelligence)という概念につい

て再考を試みることにしたい。より具体的には、子

どもの情動に焦点化した発達支援において問われる

べきことが、単に「情動に対する知」（"disorganizer"

として在る主にネガティヴな情動に対する制御能

力）をいかに豊かに身につけさせ得るかということ

のみならず、「情動の知」（情動に元来備わって在る

"organizer"としてのポジティヴな機能）をいかに有

効に活用させ得るかということでもあることを再確

認したいと考える。 

○遠藤利彦氏・紹介 

専門：発達心理学：親子の愛着関係と子どもの社会

情緒的発達／感情の進化論・文化論 

人生早期に子どもが養育者との間に形成する愛着関

係がいかなる要因によって規定されまたその後の

（特に社会情緒的側面の）発達の道筋にどう影響す

るのかについて研究を行っている。また、人の様々

な感情がどのような過程を経て発達するのか、それ

はまた子どもの発達全般にいかなる意味を有するの

かについても、進化論あるいは文化論の視点を交え

つつ考究している。(HP より) 

著書： 

・喜怒哀楽の起源―情動の進化論・文化論  遠藤 利

彦 (著) 岩波書店、1996 

・アタッチメントと臨床領域 数井 みゆき (編さ

ん)、 遠藤 利彦 (編さん) ミネルヴァ書房、2007 

・感情 (1 冊でわかる) ディラン エヴァンズ (著)、 

Dylan Evans (原著)、 遠藤 利彦(翻訳) 岩波書店、

2005 

・読む目・読まれる目―視線理解の進化と発達の心

理学  遠藤 利彦 (編著) 東京大学出版、2005 

  

○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。 

 

○参加費：会員  1,000 円 

     非会員 2,000 円 
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３．2007 年度第３回研修会報告 
○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 

 

＜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－」 

○講師とテーマ 

黒澤礼子（聖徳大学幼児教育専門学校）「乳幼児期の

発達障害への支援について」 

山西朋（筑波大学大学院教育研究科）「1歳 6か月児

健康診査の現状（関東圏実態調査報告） 

小島明子（東金市簡易マザーズホーム）「1歳 6か月

児健康診査問診票の内容」 

居森梨枝子（武蔵野市保健福祉センター）「臨床発達

心理士の 1歳 6か月児健康診査へのかかわり」 

司会：堀彰人（八千代市教育委員会） 

○概要：はじめに黒澤礼子氏より、「乳幼児期の発

達障害への支援」という内容で発達障害のとらえ方

の基本的な押さえと早期支援のシステムについて報

告された。発達障害は、早期に改善されれば、個性

になり得る、そのためのネットワークづくりの大切

さが強調された。また、臨床発達心理士に求められ

るものとして、１）子どもを見る力(子どもの発達と

アセスメントについての知識)、2)療育の力(発達を

促すための知識)、3)母子支援の力(受容と具体的な

支援）、4)コンサルテーションの力（知識と情報）

が、提起された。 

  続いて山西朋氏より、「1 歳 6 か月児健康診査の

現状」ということで関東圏の実態調査報告が行なわ

れた。 1歳 6か月児健診が、本来の目的に加えて、

育児支援や虐待発見の場としての機能も果たすよう

になってきていること、また受診率が９０％以上と

高いものの健診に対する満足度は低く、さらに母親

と担当者の意識には違いがあることがわかった。 

  小島明子氏からは、「1 歳 6 か月児健康診査問診

票の内容」として、千葉県内の 6カ所の健診項目が

比較検討という形で報告された。今後の課題として

共通の健康診査問診票の項目の作成、発達障害の気

づきに繋がる健診項目の充実などがあげられた。 

  最後に居森梨枝子氏より、「臨床発達心理士の 1

歳 6 か月児健康診査への関わり」として実際の健診

の場でのリアルな状況を織り交ぜながらの報告がさ

れた。特に健診の場での心理の関わりの難しさとし

て、気づきやニーズがないと問題の共有ができない

と言う問題点があげられた。 

  全体討議では、各報告者の内容を深めながら、健

診の精度をあげていくための視点作り、内容の再確

認、子育ての安心を提供していくという観点にたっ

たフォロー体制づくり、学校教育との関わりなどが

課題として共通理解された。内容は多義に渡ったが、

課題を絞り込んでいく意味で有意義な研修会であっ

た。                    

（文責 瀧川恵里子） 

 

＜午後の部＞ 
○テーマ：特別支援教育分科会 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：2006年事例検討会で紹介された幼児期より
選択性かん黙を呈し、ことばの教室に通級している

男児の継続事例。前回示唆された意味語用障害の可

能性を考慮し①自分の体験（パーソナル・ナラティ

ブ）②絵話（フィクショナル・ナラティブ）③小集

団指導により、言語の意味理解についての指導を行

った。現段階では、時系列・因果関係・信念の表現

が出現しはじめ、誘われれば小集団での遊びに参加

するようになった。 
コメンテーターの長崎氏は、前回の仮説どおり

PDD の傾向から意味語用障害の問題が浮かび上が
ってきた状況について「読む・書く」の力の階層性

と順序性や、「話のわかりやすさ」の要素（時系列・

因果性・意図）の発達の観点から本事例の経過を考

察され、更に理解を深めることができた。 
 

＜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：特別支援学校から通常学校への地域支援の

事例。幼児期より発達面の個別指導を受け、生活や

行動に見通しがもてなくなると不安定になりやすい

小学低学年男児。文字による構造化（学習スケジュ

ールやルールを文字で示す）、ソーシャルストーリー

を用いた指導を行った結果、行動や感情の調整が改

善した。本事例で試みたソーシャルストーリーの活

用例を通し、留意点・限界・リスク・応用、他の事

例で用いたソーシャルストーリーの例も紹介された。 
 コメンテーターの堀氏は、ソーシャルストーリー

について説明を加え、子どもの問題をなくすため、

行動をコントロールする手段ではなく、子ども自身

が困った時に役立つ方法であり、成功体験をとおし

てプラスの自己評価を高めるためのひとつの方法で

あることを強調し述べた。 

２事例とも実践的な話題であり、参加者の関心が高

く活発な質疑応答が行われた。 
（文責 井桁重乃） 
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４．事例検討会におけるケース募集 

 
臨床発達心理士会千葉支部第 2回研修会（10月）

では，特別支援教育グループが中心となり『事例検

討会 vol.3』を計画しております。 

会員間の多岐にわたるフィールドから意見交換す

ることにより、アセスメント・支援方法の力量を高

める場として、また、日常悩んでいる事例など実践

に即した検討の場になるよう考えております。ふる

ってご応募ください。 
 
○日時：2008 年 10 月 26 日（日）午前 
○ケース：小中学校における特別な支援を必要とす

る子どもたちへの支援に関するケース 
① 教科および社会性への発達の支援 
② 支援の連携に関連したケース 

○事例応募締め切り：2008年 7月 27日（金） 
○お問い合わせ、申し込み：下記までご連絡下さい 
○担当：井桁重乃 Emal：hellosigeta@m2.pbc.ne.jp 
 
 

５．地域情報交換会のお知らせ 

「千葉支部地域情報交換会」を下記のように提案

します。開催、またはご参加のほどご検討ください。 
 

○目的：県内の近隣で活躍している会員同士の連携

を図る。 
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。 
○日時：平成 20年６月～平成 21年３月の休日 

 9：00～12：00、又は 13：00～16：00 
○内容：情報交換会・研修会  
○場所：県内各地域 
○参加者：臨床発達心理士等 
○諸経費：会議費として茶菓代・会場使用料等補助  
○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。大槻メールへ連絡下さい。 
（Otsukitmym1960@kve.biglobe.ne.jp） 

・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、地域情報交換会担当（大

槻）までメールの添付ファイルでお渡し下さい。

（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。） 

６．私の職場紹介 
 居森梨枝子 

（武蔵野市保健福祉センター 心理相談員） 
 

 東京都下の保健センターにて、１歳半健診、３歳

児健診時の個別相談、健診後の経過観察としての親

子集団や個別の発達相談の事業に従事しています。 
健診は医師、保健師、栄養士、歯科衛生士などの

専門職が、それぞれの専門性を生かし、様々な角度

から問題の発見、予防に必要な支援をする場ですが、

児の健康や発達の問題の有無を見極めることだけで

なく、養育者の問題、特に虐待の発見は最も大事な

役割になっています。 
健診の流れの中で臨床発達心理士は、児の発達評

価のみでなく、児と養育者の関係、養育者の精神状

況、児と養育者をとりまく環境の問題の有無を探る

ことが求められます。虐待は育て難さから引き起こ

すこともあり、育て難さには発達の問題が隠れてい

る可能性が高いこともあり、発達相談を支援の糸口

とすることも増えてきました。 
健診場面での相談には、療育機関での相談とは違

った難しさを感じています。養育者側に健診で問題

視されたくないという拒否感があることもあり、１

歳半、３歳児健診で臨床発達心理士の関わる「言語

発達の遅れ」「社会性の発達の偏り」等の発達の問題

は客観的な評価が難しく、養育者と問題の共有を図

りにくいため、相談につなげられないことも少なく

ありません。また、発見や相談につなげる努力をし

ても、事後フォロー、支援の場が不足しているとい

うのは現状です。問題のニーズが明確でない場合に

も専門職による親子教室のような育児支援はとても

有意義ですが、そこも常に満員であったり、専門病

院等も予約に時間がかかる状況です。 
特別支援教育を視野に５歳児健診を検討する自

治体も増えつつあります。現行の健診を含めてその

後のフォロー、支援の場が確立されていなければ役

割は果たせません。地域に則した支援のありかた、

支援の場の必要性を声としてあげ

ていくことも、現場で従事する者の

責務であると感じています。 
 
 

  

 

 

 

 

Ｈ20年度 香取市周辺地区情報交換会の御案内 

１ 日 時  平成 20年 7月 6日（日） 午後 1：00～4：00 

２ 場 所  旭市周辺（詳細は 6月 1日の研修会にてお知らせいたします。） 

３ 内 容   ＷＩＳＣ－Ⅲの活用についての研修会 

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、大槻メールへ連絡下さい。 
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７．各支部の研修会案内 
 

（１）神奈川支部 

○日時：2008 年 5月 31 日(土)  

13:30～16:30 

○会場：横浜市青少年育成センター 第１研修室  

○テーマ：「虐待をめぐる国の動向と家族支援の実

際」（仮題） 

○講師：庄司順一先生（青山学院文学部教授） 

    菅原正興先生（横浜市中央児童相談諸支援

係長） 

○参加条件：日本臨床発達心理士有資格者 

○参加費：1000 円 

○連絡先：日本臨床発達心理士会神奈川支部事務局 

     e‐mail：jacdp-kanagawa@hotmail.co.jp 

 

 

 

 

 

（２）日本発達心理学会「発達障害」分科会・ 

日本臨床発達心理士会・神奈川支部共催 

2008 年度サマーワークショップ 

（資格更新研修会）(予告) 

○テーマ：「自閉症児への発達論的アプローチの可

能性と展望－「身体の同期」、「社会的認知」、「情

動の共有」をキーワードにして－」 

○日時・場所： 

日時：2008 年 8月 30 日（土）15:00 

     ～8月 31 日（日）12:00 まで 

場所：まとい荘 箱根町強羅１３２０、 

電話 ０４６０－８２－３１２４ 

＜アクセス＞箱根湯元駅より箱根登山電車強羅駅

下車地下歩道を通って徒歩（７分） 

HP：http://www.matoisou.co.jp/ 

○臨床発達心理士・資格更新研修ポイント：2 日間

参加で日本臨床発達心理士会（支部）主催の資格更

新研修会別表(1)ノートA表(4ポイント必修）   2.5

ポイント（8時間） 

○企画主旨： 

自閉症児の発達研究が急速に進んでいますが、最

新の成果が必ずしも教育や療育の分野に十分に生か

されていないのが現状ではないでしょうか。今回の

合宿では、この間の自閉症児と発達研究と、この 1，

2 年の特別支援教育の動向を検討しながら、「身体

の同期」「社会的認知」「情動の共有」を骨格にし

ながら、発達論的アプローチの今後の可能性を探り

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プログラム (予定) 

＜8月 30日（土）＞ 

3:00  集合 

話題提供： 

澤江幸則 (筑波大学)「身体の同期とコミュニ

ケーション１－運動活動支援から（仮題）」 

鈴木はるみ（北海道医療大学）「身体の同期と

コミュニケーション２－即興演奏による音

楽療法から（仮題）」            

中村 晋・吉井勘人・若井広太郎（筑波大学附

属特別支援学校）「クラスでの初期社会性のア

セスメントと支援」               

＜8月 31 日（日）＞ 

話題提供： 

伊藤良子（東京学芸大学）「情動の共有の発達と

支援」 

 パネルディスカッション（まとめの討議） 

パネラー：澤江幸則・鈴木はるみ・中村 晋・

伊藤良子 

12:00 解散 

○参加費用 (検討中) およそ 1万円前後  

○参加申込み締め切り：８月１５日（金）申込者が

30 名を超えた場合は先着順とさせていただきま

す。） 

○申し込み方法： 

  お名前、御所属、連絡先（自宅、所属）、Email、

参加日程（食事の有無）を明記 

のうえ、メールにて下記あてにお申し込みください。 

○参加申し込み先： 参加予約窓口・・・・澤江幸則、 

e-mail・・・・sawae@c001.clie.ne.jp 

FAX番号・・・０２９－８５３－６３１７ 
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※資格更新研修会参加記録ノートの枠のサイズを

基準に研修会名称等を付記した用紙です。下記の用

紙をコピーし、太線に沿って切り取って貼付け、研

修会でご使用ください。 
 
←貼付例 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
８．事務局だより 

 千葉支部では本年度新たに１５名の会員が加わり総数は１２８名となりました。今後もみなさまからのご

意見を反映させながら、より充実した支部の活動を行なっていきたいと考えます。臨床現場からの声、取り

上げてほしい内容などを是非お聞かせ下さい。 
 
 ＜研修会でポイントを取得するには＞ 
◯「ID カード」と「資格更新研修会参加記録ノート」をご持参下さい。予め、記録ノートの該当ページに、
研修会タイトル・受講年月日・ポイント数を記入しておきます。研修会が始まる前に、会場入口の受付にノ

ートの提出をお願いします。ノートは研修会終了後に返却しますので、忘れずに受け取ってお帰りください。 
◯次の場合には、更新ポイントをお出しできませんので、ご注意ください。 

・ 記録ノートを忘れた場合 
・ 記録ノートに写真が貼られておらず、IDカードも忘れてしまい、本人確認ができない場合 
・ 研修会開始後、１０分以上の遅刻、あるいはノートを提出し忘れた場合 

 
＜ニュースレターメール配信をご希望の方＞ 
 本年度から、経費節約のニュースレターのメール配信を試行します。ご協力いただける方は、下記事務局

のアドレスまでご連絡ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

★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） 
 

 

     
 
 

 
研修会名 年月日 ポイント数 

午前 
2008 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1回研修会 

 

自閉症児における初期社会性 
発達支援プログラム 

2008 年 

6 月 1日 
1 

午前 
2008 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1回研修会 

 

発達における情動の役割 

～情と知・情の知・情に対する知～ 

2008 年 

6 月 1日 
1 

 


