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

                          

千葉大学 中澤 潤 

 

科学博物館で開催されていたダーウイン展に行き

ました。さまざまな展示の中の一つとして、ダーウ

インが行った自分の息子の観察記録が紹介されてい

ました。この研究が、発達心理学のルーツのひとつ

とされています。生まれてから数年間の間に行動の

自立や他者との円滑なコミュニケーションを展開す

る乳幼児期には、人間という存在の本質が秘められ

ているように思われます。ダーウインもこのような

点に関心を持ったのでしょうか。 
 臨床発達心理士の活躍する領域のひとつに、この

乳幼児期の子どもへの養育や保育の支援があります。

臨床心理活動は大きく予防と治療に分けることがで

きますが、年少児やその保護者、保育者への早期の

支援は、特に予防的な意味を持ちます。発達初期の

介入によって、その後の発達過程で出現する問題を

抑えたり、問題の拡大を防ぐことができるからです。 
 しかしながら、さまざまな問題の発生過程はまだ

明らかになっている訳ではありません。「発達精神病

理学」と呼ばれる発達心理学の新たな研究領域では、

縦断的なデータをもとに、さまざまな問題の生起を

もたらすリスク要因を明らかにすること、またリス

ク要因を媒介したり、調整したりする諸要因を明ら

かにしようとしています。このような縦断研究は、

結果が明らかになるまでに時間はかかりますが、人

の発達の真の過程を理解し、その中で問題の発生や

拡大への予防の手がかりをもたらしてくれるでしょ

う。 
 今まで以上に、発達の基礎研究と治療や予防の実

践が深い関係を持ち展開して行く時代を迎えていま

す。                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
２．2008 年度千葉支部第２回研修会・公開シンポジウムのお知らせ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2008 年１０月２６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８分、京成みどり台駅より徒歩７分、 

正門よりお入りください。※学内への車の乗り入れはできません 

 

＜午前の部＞ 9:30～12:30 第２回資格更新研修会 

 

＜午後の部＞14:00～17:00 公開シンポジウム  

○テーマ： 乳幼児の発達障害への気づきと支援～乳幼児健診を中心に～ 
○シンポジスト:   黒澤礼子（江戸川区子ども家庭支援センター・法政大学講師） 

  岡田明子（千葉市保健所保健指導課母子保健係係長） 

          秦野悦子（白百合女子大学 教授） 

○指定討論者：   中澤 潤 (千葉大学 教授) 
 

―ポイント： 午前・午後 各 1ポイント シンポジウム資料代 1000 円― 
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＜午前の部：第 2回資格更新研修会＞ 
○日時：10月 26 日（日）9:30～12:30 

○テーマ：特別支援教育分科会 事例検討会 

○企画趣旨：  

特別支援教育分科会による企画の事例検討会は今

回で 3回目である。初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もとづき応募された会員の

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・支援方法を共有し研鑽する場として、

臨床発達心理士にとって欠くことのできない研修の

ひとつである。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

かま同志集い、肩に力を入れず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。 

 

○事例Ａ：  

『アスペルガー症候群が疑われるＡさんへのコミュ

ニケーションと社会性の発達支援についての一提

案」』～通級指導教室と通常学級との連携を通して～ 

○講師：大槻美智子（香取市立佐原小学校） 

○概要：アスペルガー症候群と思われるＡさんへの

コミュニケーションと社会性の発達支援の実践の報

告。聞くことや集団での生活や学習が苦手で、通常

学級での集団生活に困り感をもつＡさん。Ａさんが

持っている力を十分に発揮して楽しく小学校生活が

送れるように、県や市の特別支援巡回相談の先生方

の力や保護者の協力を得ながら、通級指導教室と通

常学級の担任が連携して発達支援をしている事例を

提案する。 

○コメンテーター：井桁重乃（葛南教育事務所） 

○その他：事例検討、あるいは情報交換 

○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。 
○参加希望の方は事務局まで、葉書・FAX・Eメー
ルのいずれかで、お申込みください。 
〒276-0022 八千代市上高野 1214-3 中村方 日本
臨 床 発 達 心 理 士 会 千 葉 支 部 事 務 局 (FAX) 
047-482-6015  (E メ ー ル ) 
nshin@otsuka-s.tsukuba.ac.jp 

 

＜午後の部：公開シンポジウム＞ 
○日時：10月 26 日（日）14:00～17:00 

○テーマ：「乳幼児の発達障害への気づきと支援～乳

幼児健診を中心に～」 
○シンポジスト： 

黒澤礼子（江戸川区子ども家庭支援センター・法政

大学講師）「乳幼児期の発達障害への支援の重要性に

ついて」  

岡田明子（千葉市保健所保健指導課母子保健係係長） 

「千葉市の乳幼児健診とその後の支援体制について」

秦野悦子（白百合女子大学 教授）「横浜市の乳幼児

健診とその後の支援体制について」  

指定討論者：中澤潤(千葉大学教授) 

討議「これからの乳幼児健診と支援体制のあり方に

ついて」 

○企画趣旨： 
昨年度より学校教育に特別支援教育が導入され、

教育の現場では発達障害への気づきと支援の重要性

が叫ばれています。しかし、発達障害の症状はすで

に乳幼児期からあらわれており、障害への対応は早

ければ早いほど望ましく、幼児期から手厚い療育的

かかわりをうけることで、子どもたちが障害から個

性へと成長していく可能性も高いといえます。受診

率が 9割を超えると言われる日本の乳幼児健診です
が、健診の内容はどのようになっているのでしょう

か。発達障害の早期発見のために十分と言えるので

しょうか。また、事後の療育に繋がる支援体制はど

のように組み立てられているのでしょうか。 
前回 2月の研修時の研究発表では、健診項目の内
容やその後の支援体制に、地域によってかなりの違

いがあることが明確になりました。同じ日本という

国に住む以上、生まれてくる子どもたちは、どの地

域で育っても同じ内容の健診と充実した支援を受け

られなければなりません。発達障害に早く気づいて

適切な支援を行なうためには、子どもの情緒・発達

に詳しい臨床発達心理士など、力を持った心理職が

健診の場に必ず配置され、協力していくことが必要

です。 
支援の体制が手厚いといわれる地域の様子を関係

者の皆様からお話頂き、発達障害の早期発見・早期

療育に繋がる支援体制を会場の参加者の皆様ととも

に考えていきたいと思います。 会員、非会員、居

住地域にかかわらずどなたでも参加可能です。 
○参加資格：会員・非会員、居住地域にかかわらず、

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。 
○資料代：1000円  当日会場でいただきます。 
○参加希望の方は事務局まで、葉書・FAX・Eメー
ルのいずれかで、お申込みください。 
〒276-0022八千代市上高野1214-3 中村方 日
本臨床発達心理士会千葉支部事務局(FAX) 047-482
-6015  (Eメール) nshin@otsuka-s.tsukuba.ac.jp 

（文責 育児・保育支援分野 黒澤礼子） 
 

３．2008 年度第 1回研修会報告 
○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 

 

＜午前の部＞ 
○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
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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」 

○概要： 
 特別支援教育の推進に伴い、自閉症児の教育課程

に[社会性の学習]が組み込まれ、「他者の意図や感情
の理解」などが大切な教育目標となっている。一方、

就学前の乳幼児期における発達障害への気づきと支

援の中で、早期発見、早期支援に役立つ乳幼児健診

は、システムと内容の両側面から様々な課題がある

ことが指摘されている。こうした諸問題を背景に、

発達のつまずきをどのような視点でとらえ支援する

かが、今後の大きな課題となる。しかし、現時点で

は、現場で使える社会性の発達アセスメントや体系

的支援プログラムは少ない。そこで、千葉支部では、

トマセロら（2006）の「意図共有の発達」理論を背

景に現在検討中のアセスメントと支援プログラムを

紹介し、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、議論を共有することとなった。 

最初に、長崎 勤氏より「社会性認知発達の理論

とアセスメント」の中で理論とアセスメントの考え

方が紹介された。トマセロの研究では、乳幼児の意

図共有の発達は１．行動と情動の共有（ニ項関係）

（０～８ヶ月）Ⅱ．目標と知覚の共有（三項関係）

（9～12 ヶ月）Ⅲ．意図と注意との共有（協同的関

係）（12-15 ヶ月～）という流れで発達していくが、

自閉症児は二項関係から困難性を示すケースが多い。

この 3つのレベルを「模倣・役割｣[共同注意][情動

共有]「コミュニケーション」の 4領域によりアセス

メントを行い、達成率が 80％以上のレベルを発達レ

ベルとし、支援レベルを決定、初期社会性・発達支

援プログラムに基づき活動を工夫するものである。 

次に中村 晋氏の「社会性認知発達のアセスメン

トからプログラムへ」の発表では、小学生 10名の自

閉症児に対し、初期発達アセスメントのプログラム

を実施し、その結果から支援プログラムを選び、適

用する過程が報告された。実際にアセスメントを行

なったところ、レベルⅠとⅡが通過、Ⅲが未通過の

ケースが 10名中 5名と最も多かったが、レベルⅠが

通過していないにもかかわらず、レベルⅡは通過し

Ⅲが未通過のケースが 2名、その他様々なケースが

あり、自閉症児はトマセロの発達理論とは違うプロ

フィールを見せることがわかった。従って、従来の

発達過程にこだわらず、できる活動を基盤に弱い部

分を延ばすことが可能であるとの考えの下に、支援

計画を組み立てることになった。 

吉井勘人氏の「社会性認知発達の発達支援プログ

ラムの適用」の発表では前述のアセスメントのプロ

フィールをもとに、発達支援プログラムを適用、協

同活動（レベルⅢ）を目指す事例の報告が行なわれ

た。自閉症児は他者の意図を理解することはある程

度できても、他者と意図を共有し、共通の目標を達

成するために相互に援助を行なうことは困難である。

そのため、社会的ゲームや問題を協同解決すること

が非常に難しい。 

今回の事例では、役割交代を含む社会的ゲームの

獲得支援（一本橋こちょこちょの手遊び）と他者と

協同して問題解決を行なう行動の獲得支援（怪獣の

エサあげゲーム）の二つが報告された。中でも、手

遊びにおいて、受け手と行為者の役割の交代、手遊

びの中断時に自発的な動作の遂行が見られたこと、

また指導場面以外でも、アイコンタクトの増加やポ

ジティブな情動表出が増加し、母親を含め他者との

かかわり欲求が増えたことなどが報告された。 

ここで、大切なことは、従来特別支援学校などで

経験的に行なわれていたかかわり遊びなどが、明確

な理論に基づくアセスメントにより発達プロフィー

ルを明確にし、そのプロフィールに基づき、適切な

発達支援プログラムとして適用されたことである。

遊びのプログラムは細かいルーティンに分かれてお

り、何を手がかりにどの部分で自発的な動作が惹起

されているかなどの検証も容易である。今後はこれ

らの理論に基づき、今まで経験的に有効とされてい

た支援やかかわりが、理論に裏づけされた実証性の

あるものとして、現場で自信をもって行なわれてい

くことが期待される。また、多くの支援プログラム

が開発されることが期待される。 

今回のこの発表は、長崎勤氏による理論の説明と

アセスメント・支援プログラムの紹介に続き、中村

晋氏の児童へのアセスメントの実施とプロフィール

のとらえ方、支援プログラムの選択、目標の立て方

などの発表、更に吉井勘人氏の実際の発達支援プロ

グラムの適用により、子どもの行動がどのように変

化していったかの事例報告がされており、三者の発

表が見事に一つの研究と実践報告として融合してい

る。研究が研究だけで終わるのではなく、実践が実

践のみで終わるのではなく、しっかりした理論に基

づいて実践が行なわれることの大切さを実感させら

れる研究発表であった。 

                      

（文責 黒澤礼子） 

 

 

 

 

 

＜午後の部＞ 
○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～」 

○概要：  

講師遠藤氏は、情動の発達の研究において先端を

ゆく研究者として注目されている。日ごろの臨床活

動において、ネガティブな感情やそれにともなう行

動の問題に接し苦慮している者の期待に応える中身

の濃い公開研修会であった。 

情動は理性に対立するやっかいなものと考えられ
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ており、学問の対象としてはふさわしくないと見な

されてきたが、近年では情動が発達に緊密に関わっ

ていると考えられている。理性と情動の対立的構造、

情動観の変遷を導入にして、本来情動に備わってい

る知恵・機能（情動的知性：ＥＩ）について具体的

かつ論理的な講話を展開された。 

情動の機能として、事故で前頭葉の機能を失った

フィニアス・ケイジの事例をあげ、不安・恐怖を失

った者は生活の中でよどみなく直感的に判断し続け

なければならない重みづけ信号を読めなくなり、何

度痛い目に会ってもハイリスク・ハイリターンのカ

ードを引き続けるというエピソードから、感情は思

考をガイドし統御するという機能をもつこと。また、

情動をともなった経験は 1回でも記憶に根づきやす

いという学習記憶の促進機能（記憶を増幅するアン

プ機能）。他者の視線と感情を活用する社会的参照を

例にした情動のコミュニケーション機能など、氏が

感情を“両刃の剣”と述べる所以である様々なポジ

ティブな側面である「情動の知」を理解することが

できた。 

一方、非合理的な側面として。たとえば、不安の

防御的行動である「適応的堅実性」（石橋を叩いて渡

る）にともなう情動の「大げさ的性質」。反対に、リ

スクを好み利益を獲得しようとする情動の「自己破

壊的性質」も発生する。また、怖れ・怒りなどの緊

急反応は自律神経を強度に活性化（興奮）させる。

ゆえに、虐待のように状態が遷延すると行動障害や

認知の歪みなど自己の心身が蝕まれる事態に結びつ

く可能性がある。そこで、負荷を軽減するためには

感情を適当に調節し防御するスキル「情動に対する

知」が必要となるという。 

（文責 井桁重乃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．総会報告 

（１）概要 
 2008 年 6月 1日（日）千葉大学にて第 3回千葉支

部総会を実施し、2007 年度活動報告と会計報告、お

よび 2008 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 

＜2007 年度活動報告＞ 
2007 年度の総会を、2007 年 5月 27 日（日）千葉

大学で開催し、2007 年度の活動計画、予算を決定し

た。支部単独の研修会としては、2007 年 5 月 27 日

（日）講演「子どもと仲間関係」講師：中澤潤先生

（千葉大学）、講演「子育て支援と地域連携」講師：

黒澤礼子先生（法政大学）、ラウンドテーブル「自閉

症児への発達支援の方向性について考える」、10 月

28 日（日）事例検討会「社会性の発達支援をめぐっ

て」、公開シンポジウム「千葉県における特別支援教

育と臨床発達心理士の役割～社会性の生涯発達への

支援をめぐって～」、2008 年 2月 17 日（日）公開研

修会「乳幼児期の発達障害への支援-乳幼児健診の現

状と課題-」、事例検討会を企画、運営した。また、

地域研修会を 2007 年 9月 2日（日）佐原市、12月 2

日（日）大網白里町で行なった。 

公開シンポジウムでは、県内の特別支援教育に関

係する一般参加者を含めて 71名の参加があり、臨床

発達心理士の活動紹介や資格案内を展開できた。こ

の他2007年7月28-29日に日本女子大学（目白校舎）

で開催された第 3回士会全国大会の準備委員会に役

員を派遣し、開催に協力をした。 

 
＜2008 年度活動計画＞  
１． 総会の実施 

  規定に基づき、2008 年度の総会を、2008 年 6

月 1日（日）千葉大学で開催します。2008 年度の

活動計画、予算を決定いたします。 

２．研修会の開催 

「地域の特性」「生涯発達」を軸にした資格更

新研修会（基礎勉強会、事例検討会）を、6 月 1

日、10 月 26 日、2 月 15 日に開催します。6 月 1

日、10月 26 日は公開研修会を行います。 

研修会企画と実施のために、「研修委員会」が

中心となり、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いきます。

(詳細は別表) 

３．広報 

ニュースレターを年 3回発行します。また、一

般市民、行政、「親の会」などに会の活動を広報し

ます。 

４．地域情報交換会 

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）を実施し

ます。 

５．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。 

６．日本臨床発達心理士会への参加・協力 

  千葉支部では、日本臨床発達心理士会幹事会へ

の出席、全国研修会への参加・協力、提供等など

も行います。 



 5

（３）会計、予算報告  
 資料 1（P6）、資料 2（P7）をご参照ください。 
 

（４）役員紹介 
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（千葉県立銚子特別支援学校） 

幹事    長崎 勤（筑波大学） 

研修担当    井桁重乃（千葉県教育庁葛南教育事務

所） 

       黒澤礼子（江戸川区子ども家庭支援セ

ンター・法政大学） 

      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（香取市立小見川南小学校） 

        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（文京区教育委員会、墨田区

教育委員会、船橋市教育委員会） 

      渡邉正人（千葉県立千葉盲学校） 

 
５．地域情報交換会の報告とお知らせ 

（１）旭市・香取市周辺地区情報交換会の

報告 
○日程：2008 年 7月 6日 午後 1：00～4：00 

○会場：海上公民館 

○テーマ：「発達支援に生かすためのＷＩＳＣ－Ⅲの

活用について」 

○講師：勝浦理子先生  

○概要：  

 当日は、「発達支援に生かすためのＷＩＳＣ－Ⅲの

活用について」という研修テーマのもと、事例検討

会と講話が行われました。講師は、銚子市特別支援

専門家チームの委員であります“勝浦理子先生”で

す。参加者から以下のような感想をいただきました。 

・いろいろな分野の専門家の先生の集まりで大変勉

強になりました。 

・事例の子についての話は、子どもを観察する時に

どのような視点で見ていったらよいか、どのよう

な支援をしたらよいか参考になりました。 

・プロフィール分析から解釈まで実際にやってくだ

さったことで、分析表をどう見るかが見えてきま

した。 

・特別支援学校の先生方からのお話が参考になりま

した。 

次回の研修への希望もいただき、有意義な地区研

修会となりました。 

（２）東総、東上総地域情報交換会の御案

内 
○日時：平成 20年 11 月 9日（日）13:30～16:30 
○会場：東金市中央公民館 第 2和室 
○テーマ：「山武地域のことばの教室の現状と課題」 
○講師：椎名悦江先生（横芝光町立横芝小学校こと

ばの教室担当） 
○連絡先：渡邉亮一（東上総教育事務所山武分室）

TEL0475-54-1041 
または E-mail ciao@cameo.plala.or.jp へ 

 
６．私の職場紹介 

長崎 裕子（千葉県習志野市立第二中学校 
  情緒障害特別支援学級担任） 

習志野市は津田沼周辺の人口１６万の小都市です

が、昭和４０年台と早期から通級指導に取り組んで

きた地域です。市内小学校１６校、中学校７校に対

して、通級指導を行う学級・教室が言語・情緒・聴

覚障害を含めて、小学校４校（職員１７名）、中学校

３校（職員４名）あり、恵まれた環境にあります。 
また、そうした通級的学級が互いに協力し、月に

一度午前中４時間担当者会議という打合会を持った

り、市教委主催で年に７回講師を招いて事例研修会

を開いたり、市特連主催の研修会を年数回開いたり

幼児担当のセンターから中学校までの引き継ぎを行

ったり、行事や保護者会を行ったりしています。 
私たちの二中の情緒障害学級（通級教室）は、職

員２名生徒在籍数は、現在１８名です。市内どこの

中学校からでも通えます。ふだんは自分の学級にい

て、必要に応じて週１～３回程度こちらに通級して

きます。現在のところ、高機能自閉症やアスペルガ

ー症候群といった自閉傾向があり学級での不適応に

悩む生徒が多いです。その他には、学習障害、多動

や不注意傾向、場面緘黙、情緒不安定などの困りご

とに対応しています。個別指導が基本ですが、小集

団指導も週数回やっています。また生徒が生活して

いる通常の学級の学級訪問、通常学級担任や保護者

との連絡は頻繁に行っています。校内通級であれば

毎日様子を見に行きますし、他校通級であれば毎月

１回は訪問するよう心がけています。 
中学校では教科担任になりますし、部活動も始ま

り生徒への人間関係作り、忙しい中学生活に適応し

ていくための支援もたいへん複雑になります。しか

し、こうした支援が利用できると、ほとんど不登校

にならず、中学校生活に目標と楽しみを見つけて成

長していけるので、ぜひこうした支援ができる教室

がどの中学校にもあるようになればと願っています。 
 

 

 

 

 

 

７．各支部の研修会案内 
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７. 各支部の研修会案内 

（１）神奈川支部 
○日程：2009 年 2月 22 日 

○場所：横浜ワールドポーターズ(予定)  

○テーマ：「(仮題)親や家族に発達障害ご本人がいる場

合の家族支援」(公開講座) 

○講師：服巻智子氏(NPO法人 それいゆ総合センタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）茨城支部 
○日程：2008 年 10 月 26 日（日） 

○時間：13：30～16：30 

○場所：茨城県三の丸庁舎 3階 茨城大学インフォ

メーションセンター301 講座室 

○タイトルおよび講師 

 茨城県の「ことばの教室」における指導の現状 

    松村多美恵先生（茨城大学、臨床発達心理

士） 

 ことばの教室での指導の実際 

    江原恵子先生（水戸市立常磐小学校「こと

ばの教室」） 

○参加費 日本臨床発達心理士会会員1、000 円 

    一般参加（非会員）2、000 円 

○問合せ 小又正美（事務局長） omata-m@nifty.com 

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

 千葉支部では本年度１１９名の臨床発達心理士が県内外で活躍しています。支部の活動としては、千葉支

部独自の活動が積極的に行なわれており、他支部と比べて研修内容も充実してきました。臨床発達心理士会

では、資格をとってからの研修会で専門性を高めることが求められます。それぞれの現場のニーズに応じた

質の高い研修会を企画してまいりたいと思いますので、今後もみなさまからのご意見を反映させながら支部

の活動を行なっていきたいと考えます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 ＜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 nshin@otsuka-s.tsukuba.ac.jp 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

    （千葉支部 ＮＬ編集担当 上原素子） 
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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 

 
 

 
 

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 2回研修会 

 

事例検討会 

2008 年 

10 月 26 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 

公開シンポジウム 

「乳幼児の発達障害への気づきと 

   支援～乳幼児健診を中心に～」 

 

2008 年 

10 月 26 日 
1 

 


