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１．巻頭言 

発達障害とこころの機能 
育児・保育支援分野長 黒澤 礼子 

                           

大学で心理学を教える立場になり、あらためて「発

達障害」は「人間の心とは何か」ということを私た

ちに深く問いかけていると感じる。 
心理学の代表的な研究分野である、感覚･知覚･認

知･言語・情動・学習・記憶などを掘り下げていくと、

自閉症・ADHD・学習障害の子どもたちの問題行動
といわれるものの背景に、これらの項目が深く関わ

っていることがわかる。 
 とかく、伝達の道具としての言語の遅れが問題視
されるが、学習と記憶・認知の形成などにも、言語

化の効果は大きく関わっており、ワーキングメモリ

ーの弱さや、意味・概念・文章理解の難しさなど“学

習障害といわれる状況”のいくつかを引き起こして

いることは申し上げるまでもない。また、感覚の異

常に始まる知覚や認知のゆがみが、自閉症の特徴で

ある“こだわり”や“パニック”の原因となってい

ることは良く知られているが、これらのことは、も

ともと人間が成長し社会に適応していくために、本

来生得的に所持しているはずの知覚様式や行動様式

にも大きく影響しており、子ども達の人間関係や社

会性の獲得に、当初から重大な影響を与えていると

考えられる。 
何を今更、だからこそ「心の理論」というではな

いかと、その道の大家からはお叱りを受けるかもし

れないが、「心の理論」といえば、サリーとアンの課

題・スマーティの課題に象徴され、その言葉一つで

説明されてしまう傾向があり、問題の本質をわかり

にくくしているようにも思う。学生時代に実験心理

学を学んだ立場から、また、神経生理学的観点から

も、“こころの機能”というものを今一度しっかりと

考えてみたい。 
発達障害は、集団生活への適応が難しい障害とし

て大きな社会問題となり、とかくその特性に注意が

向けられがちである。しかし、その特性が根源的に

どこから生じているのかを、私たち臨床発達心理士

は深く掘り下げていかなければならないと思う。 
人間の心を考えてみると、先に述べた感覚･知覚･

認知･言語・情動・学習・記憶などの様々な機能が成

熟することが、機能の発達ということであり、それ

らすべてが“こころの機能”を作り上げている。発

達障害は、主に“こころの機能”の障害である。私

たちは“こころの機能”とは何かということを常に

念頭において、支援を考えていかなくてはならない。 
         

 

２．2008 年度千葉支部 第３回資格更新研修会のお知らせ 
日時：2009 年 2 月 15 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 保育・育児支援分科会 資格更新研修会 

○ テーマ 「乳幼児期への支援」－健診後の支援についてー 

１）乳幼児の発達障害への気づきと支援 

～アメリカ・フィンランド等諸外国の事情から～ 

２）我孫子市における健診およびフォロー体制の実践から 

＜午後の部＞14:00～17:00 特別支援教育分科会 資格更新研修会 

○テーマ：事例検討会 

事例１「自閉症児の社会性発達への支援～小学校での支援」 

        事例２「特別支援学校での自閉症児への社会性発達への支援 

～小１児童への支援を中心に～ 
―午前・午後 各 1ポイント 、資料代 各 1000 円― 
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＜午前の部＞ 
○日時：2 月 15 日(日)14:00～17:00(受付 13：30～) 

 

○テーマ： 「乳幼児期への支援」－健診後の支援に

ついてー 

 

○講師： 

黒澤礼子（江戸川区子ども家庭支援センター、法政

大学）「乳幼児の発達障害への気づきと支援～アメリ

カ・フィンランド等諸外国の事情から～」 

渡部奈穂美（我孫子市こども発達センター）「我孫子

市における健診およびフォロー体制の実践から」 

 

○概要：日本の障害児療育・教育において乳幼児健診

の果たしてきた役割は大きく、1歳半健診・3歳児健

診、また最近では 5歳児健診の必要性も論じられて

いる。 

 育児･保育支援グループでは、早期支援実現に向
けた乳幼児健診のあり方として、１歳半健診を中心

に「乳幼児の発達障害への気づきと支援」をテーマ

に研修を重ねてきた。その中で常に“気づきと支援：

発見と療育”は車の両輪であり早期発見あっての早

期支援=支援あっての気付きという主要テーマが根

底に存在していた。 

 そこで今回（3 回目）は“気づき”としての乳幼

児健診を一歩進めて“健診後の療育に繋がる支援”

についての研修を企画した。 

 前半では手厚いといわれる諸外国についての療

育・教育支援体制について、後半では我孫子市にお

ける育児支援・家庭支援も含めての「健診とそのフ

ォロー体制」の実践報告から早期療育に繋がる支援

のあり方を探っていきたいと考えている。 
 

○参加資格：会員 

 

○資料代：1000 円  当日会場でいただきます。 

 

○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。
（参加申し込みの必要はありません。当日会場にお越

しください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜午後の部＞ 
○日時：2 月 15 日(日)9:30～12:30(受付 9：00～) 

 

○テーマ：特別支援教育分科会 事例検討会 
 

○企画趣旨：今年度も千葉支部では、「社会性の発

達支援」を取り上げ、研修を進めてきた。今回は、

６月の研修会のテーマ「自閉症児における初期社会

性発達プログラム～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～」を受け、小学校や特別

支援学校での実践を報告する。 

 

＜事例１＞  通常学校（学級）での発達支援 

○テーマ：自閉症児の社会性発達への支援～小学校

での支援 

○報告者：鶴見春美（香取市立小見川南小学校） 
○概要：重度の知的障害を併せ持つ自閉症と診断さ

れた児童に対する通常の小学校（香取市立小見川西

小学校）での５年間の支援経過をまとめた。 
 社会性の発達を促すためには「自立支援」「認知力

向上のための支援」「人との関わり方の支援」は欠か

せないと考える。報告では「食事・排泄を中心とし

た身辺自立の支援」と「見る力を中心とした認知力

アップのための支援」に加え、「通常学級児童と交流

する中で社会性がどのように芽生えたか」を柱にま

とめた。 
 

＜事例２＞  特別支援学校での発達支援 

○テーマ：特別支援学校での自閉症児への社会性の

支援～小１児童への支援を中心に 
○報告者：鈴木彰典・高橋佐紀（千葉県立富里特別

支援学校） 
○概要：富里特別支援学校では、研究テーマを「障

害の特性とニーズに応じた支援～課題学習での社会

性の支援を中心に」とし、コミュニケーション、対

人関係などの社会性を育てる支援について研究を進

めている。特に、小学部から高等部までの日課に位

置づけた「課題学習」(国語、算数・数学、自立活動
等を合わせた指導)においては社会性の支援を大切
にしている。 
今回の報告では、学校としての取り組みと小学部

１年の自閉症のある児童への支援を紹介し、特別支

援学校における社会性発達への支援について考えて

みたい。 
 

○参加資格：会員 

 

○資料代：1000円  当日会場でいただきます。 
 

○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。 
（参加申し込みの必要はありません。当日会場にお

越しください。） 

 

 



 3

３．2008 年度千葉支部第 2回研修会報告 

＜午前の部＞ 
○日時：10 月 26 日（日）9:00～12:00 

○会場：千葉大学西千葉キャンパス 

○テーマ：特別支援教育分科会 事例検討会「Ａさ

んの発達支援の試み‐通常学級とＬＤ、ＡＤＨＤ、

通 級 指 導 教 室 で の 指 導 を 通 じ て 」                          

○報告者：大槻美智子（佐原市立佐原小学校）  
○コメンテーター：井桁重乃（千葉県教育庁葛南教

育事務所）  

○概要： 事例報告は、小学校に設置され、２年目を
迎える通級指導教室における取り組みであり、他の

人との社会的関係の形成に困難さやこだわりが見ら

れ、認知能力の偏りなどから起因する学習の困難を

抱える児童の事例であった。支援の方針を「ゲーム

やクイズなどを通じ、社会性の発達や運動能力の発

達を促す支援」とし、週５日の通級指導教室での指

導では、「読む・書く・注意を向けて見たり、聞い

たりすること」、友達と一緒に活動することにむけ

て「個別や小集団の学習をする」とした。時間をと

って、通級指導教室での授業の様子をビデオで見る

ことで、参加者が行動の観察の仕方など、アセスメ

ントの際に参考になる視点を共有することができ

た。協議では、ＷＩＳＣ‐Ⅲ等の検査結果から類推

される言語能力の問題について話題になった。習得

知識はあり、長期記憶は良いが、社会的理解や視覚

的系列化の弱さがみられといった特徴から、集団で

の学習に困難さを抱えている実態が浮かび上がっ

た。注意力の問題や文脈の理解といった視点、姿勢

や歩行など運動や感覚面からのアプローチ、更に教

室からの飛び出し等、在籍学級での行動面や対処法

や特性をふまえながらの仲間づくりをどう進めるか

といった視点も提起され、活発な意見交換が行なわ

れた。最後に井桁さんより、「どこを見るのか、何

を見るのか」といった点について主体的配慮が必要、

通常学級の友達とのかかわりもお世話役ではなく、

困った時はまねをしてついていくとよいという段

階、できている部分や頑張っている部分により注目

し、いくつかの課題を上手に調整できるよう、共感

的に見ていくことが大切というコメントをいただい

た。            （文責 瀧川恵理子）                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜午後の部＞ 
○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」 

○概要：黒澤氏からまず発達障害について詳しい説

明がなされた。どういった状態にある方が支援を受

ける必要があるのかを明確にし、発達障害の支援の

スタートは早期発見（乳幼児健診）であること。そ

して育児困難で困っている母親の育児意欲の減退が

精神疾患や虐待も招く場合も少なくないこと、健診

体制の充実、支援体制の構築、全国一律の支援を健

診への要望としてあげた。さらに臨床発達心理士に

必要な力として①子ども見る力（子どもの発達とア

セスメントについての知識）②母子支援の力（受容

と具体的な支援）③療育の力（発達を促すための知

識）④コンサルテーションの力（知識と情報の共有）

であると述べている。 
岡田氏からは千葉市の１歳６か月健診と３歳児健

診の内容について詳しく述べられた。集団健診と個

別健診、それぞれの内容と観察の要点、保健指導の

要点、事後指導区分がきめこまやかに作成されてい

ました。さらに健診から事後指導までお子さんをど

う支援していくか、体制づくりの重要性を学びまし

た。そして３歳児健診で発達障害を指摘された児の

１歳６か月健診受診結果、及びその後の支援との関

係性の深さが浮き彫りにされた。 
秦野氏は横浜市の健診と支援体制について話され

る中で、豊かな幼児期の育ちを支援できたか、学童

期を見据えた支援であったか、が大切であること、

一緒に育ててくれるどんな支援者に出会ったかがか

なり重要なので支援者は、①いきとどいた支援でニ

ーズをほりおこす、②気がつかない差別や力関係が

ないようにする、③連携を深めることを阻害する要

因がないようにする、という３つのことを進めてい

く必要があるということであった。最後に、アセス

メントの方法が充実してきたので、次の問題が出て

くることを述べられた。 
 今回シンポジウムが開催されたことで、乳幼児健

診での気づきと支援が充実されていくだけでなく、

新しい支援の連携が創り出されたと思う。 
（文責 小島明子） 
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４．地域情報交換会の報告 
（１）東総・東上総地域情報交換会の報告 
○日時：2008年11月9日 13:30～16:30 

○会場：東金市中央公民館 

○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） 

○参加者：6名 

○概要： 

 講師の先生から地域のことばの教室の様子につ
いてお話しいただき、言語指導の効果や課題等につ

いて協議した。協議では次のような意見が交わされ

た。 
 ・ことばの教室には言語障害特別支援学級と通級に
よる指導という二つのシステムが混在しており、指

導上課題がある。 

 ・発音などは幼児段階での気づき・指導により就学
前に改善される場合も多い。就学前における言語指

導の場が必要である。 
 当日は地域の有資格者同士の情報交換もでき、た

いへん有意義な会になった。 
 

   ５．各支部の研修会案内 

（１）神奈川支部 
○日程：2009 年 2月 22 日（日）13:30～16:30 予定 

○場所：横浜ワールドポーターズ イベントホール１ 

○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」 

○対象：臨床発達心理士会員 

○講師：服巻智子氏(NPO 法人 それいゆ総合センター 

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

６．事務局だより 
 今年度は、３回の資格更新研修会に加え、旭市・香取市周辺地区と東総・東上総地区にて地域情報交流会

が昨年度に引き続きを行なわれました。今後も、各地区でこうした地域毎の情報交換会や研修会が企画し、

会員相互の情報交換に期待したいと思います。 
 次年度は千葉支部が発足して４年目になり、役員が改選されます。今後の支部発展のためにご協力いただ

ける会員は事務局までご連絡ください。 
 
＜研修会でポイントを取得するためのお知らせ＞ 
◯「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 
・  

 尚、今年度更新申請を行なった会員は今回の研修で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 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 3回研修会 

  
「乳幼児期への支援」 

－健診後の支援についてー 

 

2009 年 

2 月 15 日 
1 

午後 

2008 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 3回研修会 

 

  事例検討会 

2009 年 

2 月 15 日 
1 


