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１．巻頭言 

専門家による学校支援のあり方 

千葉県教育庁東上総教育事務所 渡邉 亮一 
 
新学期が始まって３週間、私の勤務先の教育事務

所には、学校生活や集団になじめず、苦戦している

子供たちがいるので、相談にのってほしいという依

頼がすでにいくつか届いている。また、今年度から

千葉県教育員会が行う「特別支援アドバイザーの派

遣」についても、要望がたいへん多く、学校からの

支援要請は増加の一途をたどっている。 

 しかし、苦戦している児童生徒の支援を行うのは

あくまでも学校であり、教員一人一人である。学校

は自身の専門性を高めていく必要がある。そのため

には、外部の支援者はどのように学校支援を考える

べきだろうか。 

 発達障害のある児童生徒は、就学指導上は、自閉

症児を除き、通常の学級に在籍する児童生徒である。

「通級による指導」を受けるにしても、それは週８

時間以内であり、残りの時間は通常の学級で授業を

受けることになる。 

 つまり、学級担任や教科担任は苦戦している児童

生徒に対して、ふだんの授業や集団活動の中で、彼

らの教育的ニーズに応じた指導支援を行っていかな

ければならない。 

 とすれば、外部の支援者がコンサルテーションと

して考えるべきことは、当該児童生徒だけのアセス

メントと個別対応の指針を示すだけではなく、教員

の個性や学級集団、学校組織の特性など幅広い観点

から学校全体のアセスメントを行い、苦戦している

児童生徒を、集団活動の中で、あるいは教員集団の

個性や特性を活かして、誰が、いつ、どこで、どの

ように支援したらよいかを具体的に示していくこと

である。そして、教員がふだんの授業や学校生活で

の指導支援を重ねていく過程で、教員自身が「授業

がうまくいった」、「自分にも効果的な支援ができ

た」という成功体験を積み重ねることで、自信を持

ち、さらには、自分自身で新たな支援方法を工夫で

きるように支援していくことが必要である。 

 学校が求める支援も、専門性を基盤にし、かつ学

校で実践できる具体的なものであると考える。 
              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
２．2009 年度千葉支部総会及び第 1回研修会のお知らせ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2009 年５月 31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＞ 9:30～12:30 講演会  講師：佐藤幹夫氏（フリージャーナリスト） 

「成人期の自閉症者から考える社会性の生涯発達支援について～

犯罪の被害・加害の実態をとおして～」 

＜総  会＞12:30～13:00 2009 年度千葉支部総会 

＜午後の部＞14:00～17:00 第１回資格更新研修会 
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＜午前の部：講演会＞ 
○日時：平成 21年 5月 31 日（日）9:30～12:30 

○講師：佐藤幹夫（フリージャーナリスト） 

○テーマ：「成人期の自閉症者から考える社会性の生

涯発達支援について～犯罪の被害・加害の実態をと

おして～」 

○講演要旨： 

 幼少期から成人にいたるまでの自閉症児・者にと

って、その「社会性」発達と現実社会との関係とは。

千葉支部・自閉症スペクトル支援プロジェクトチー

ムでは、自閉症児の社会性発達への支援について研

修会を行ってきた。今回の研修会では、著作・講演

等の活動を精力的に続ける気鋭のフリージャーナリ

スト・佐藤幹夫氏をむかえ、講演と討論をとおして

自閉症者における「社会性の破綻としての事件」に

至る背景や、発達過程について検討し、「社会性」の

生涯発達支援の意味・意義とあるべき支援内容・支

援環境について考える研修会としたい。 

◯講師紹介： 

 批評誌『飢餓陣営』主宰。千葉県で特別支援学校

教員を２１年間務め、２００１年よりフリーに。自

閉症に関する著書として『自閉症裁判－レッサーパ

ンダ帽男の「罪と罰」』(朝日文庫)、『裁かれた罪 裁

けなかったこころ－１７歳の自閉症裁判』(岩波書

店)、『「自閉症」の子どもたちと考えてきたこと』(洋

泉社)、近著は『ルポ・高齢者医療－地域で支えるた

めに』(岩波新書)。そのほか著書多数。 

◯著書： 

『自閉症裁判－レッサーパンダ帽男の「罪と罰」』(朝

日文庫) 

 自閉症の青年による殺人事件は、なぜ単なる「凶悪

な通り魔」による殺人事件にされてしまったのか？四

年にわたる取材から浮き彫りになる、障害を持つ青年

の取り調べ・裁判、そして当人が罪の重さを自覚する

ことの難しさ。大きな話題を呼んだ問題提起の著。 

『裁かれた罪 裁けなかったこころ－１７歳の自閉症

裁判』(岩波書店) 

 ・・少年だから保護処分をとか、障害をもつから保

護処分を、というような理念を先行させた思考のプロ

セスを著者は踏んでいない。つまりはじめに保護処分

ありき、ではない。現在の社会的資源のなかで、どの

場所をどうフル回転すれば最もよりよく社会復帰は

可能なのか、社会は安全を維持できるのか・・。 

・・問われなくてはならないのは、再犯を防ぐための

処遇の内容のはずである。 (本書より) 

○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：平成 21年 5月 31 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：第１回資格更新研修会＞ 
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３．日本発達心理学会「発達障害」分科会

との共催によるサマーワークショップ

のお知らせ 
 千葉支部ではこの夏に日本発達心理学会「発達障

害」分科会と共催で神奈川県・逗子で生涯発達に関

する一泊 2日のサマーワークショップ（資格更新研

修会）を開催することにしました。大正１２年に建

てられたレトロな建物で、広々とした庭園を見なが

ら、潮騒を BGM にじっくり議論をしたいと思います。

是非ご参加ください。 

【テーマ】 

 生涯発達支援シリーズ：思春期・成人期以降の臨

床発達事例から示唆される乳幼児期・学齢児期の発

達支援とは何か？ 

【日時・場所】 

日時：2009 年８月 29日（土）13:00～８月 30日（日）

12:00 まで 

場所・宿泊先：「KKR逗子松汀園（逗子保養所）」         

http://www5.ocn.ne.jp/̃kkr-zusi/index.html 

〒249-0007 神奈川県逗子市新宿3-2-26  

電話：046-871-2042（代表） 

アクセス：ＪＲ横須賀線逗子駅下車 徒歩約13分、

京浜急行新逗子駅下車 徒歩約15分、 

    横浜横須賀道路逗子Ｉ・Ｃより約10分 

【企画】 

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・千葉支部共催 

テーマ担当：亀田良一・澤江幸則・森正樹・柄田毅 

（「発達障害」分科会生涯発達支援プロジェクト）中

村晋(臨床発達心理士会千葉支部) 

会場担当：仲野みこ（「発達障害」分科会） 

【参加者】 

分科会会員、発達心理学会会員、日本臨床発達心理

士会会員、その他関連分野の方 

【資格更新ポイント】ノート A表(４ポイント必修) 

３ポイント（９時間 30分） 

【企画主旨】 

2009 年２月に文部科学省から「特別支援教育の更

なる充実に向けて（中間とりまとめ）」が出され、

早期からの教育相談・支援の充実を図る事項の中に、

関係機関との連携による情報共有化を挙げている

他、就学指導に関して関係機関と連携した就学移行

期における個別の教育支援計画の作成を示していま

す。また、厚生労働省は、2008 年の「障害児支援の

見直しに関する検討会報告書」において、障害児支

援施策の見直しに当たる基本的視点の中に、子ども

のライフステージに応じた一貫した支援を含め、示

しています。 

こうした最近の動向が示すように、特別なニーズ

のある人に対する支援を充実するためには、臨床的

に発達支援を担う専門職が生涯発達支援の視点を持

ち、対象児・者の生涯全体を見通した支援実践や、

移行期の支援、情報の共有化等が重要となるでしょ

う。一方で、支援対象に生涯を通じて一貫した支援

を提供するため、ライフステージに応じたアセスメ

ントと支援計画の立案と実践、就学や他機関連携に

関連する支援情報等の共有と移行および適切な管

理、多領域専門職との連携と情報等の共有、長期的

見通しを含めた個別の支援計画に関する検討、等と

多くの検討事項が予測でき、対象となる子どもや大

人の支援ニーズに応じた生涯発達支援の枠組みに関

する検討や討論が求められてきました。 

日本発達心理学会「発達障害」分科会では、これ

まで生涯発達支援に関する討論の場を継続的に設け

てきました。今回、生涯発達支援に関して、支援対

象となる子どもが成長するプロセスにおいて乳幼児

期の発達支援がもつ役割や重要性等を、思春期・成

人期以降の臨床発達事例から検討する機会を設定し

ました。この検討と共に、これまで継続してきた生

涯発達支援に求められる枠組みを含め、それらの支

援のあり方についての方向性を示したいと考えてい

ます。 

（日本臨床発達心理士会千葉支部主催資格更新研修

会となり、２日間で３ポイントとなります） 

【プログラム】（予定・計画中のため変更される場合

があります） 

＜8 月 29 日（土）＞ 

13:00【集合】 

13:00-13:30【セッション１ プロローグ】   

13:40-15:10【セッション２ 講演：思春期・成人

期の発達臨床の現状】 

15:10-15:30【休憩】 

15:30-17:00【セッション３ 成人期発達臨床の事

例報告】 

17:20-18:20【研究発表】（資格ポイントに含まれま

せん） 

18:30-19:30【夕食】 

19:30-21:00【セッション４ グループディスカッ

ション】 

21:30 から 【懇親会】（自由参加） 

＜8 月 30 日（日）＞ 

8:00 ごろ 【朝食】 

9:00-12:00【セッション５ パネルディスカッショ

ン：生涯発達支援に関する提言】 

12:00   【解散】 

【研修ポイント】 

２日間参加で日本臨床発達心理士会千葉支部主催の

資格更新研修会 

別表(1) ノート A 表(4 ポイント必修) ３ポイント

（９時間 30分） 

ポイント取得希望者は研修会ノートをお持ち下さい。 

【参加費用】（１泊２食及び会議室分担金） 

学生／大人：10000 円前後（予定） 変更になる場

合があります 

【参加申込み締め切り】８月 14 日（金）申込者が

30名を超えた場合は先着順 

【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：仲野みこ宛 ikutamiko@hotmail.com 
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４．2008 年度第３回研修会報告 
○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 

 

＜午前の部＞ 
○テーマ：「乳幼児期への支援」－健診後の支援につ

いて－ 

○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心理相談

員）「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： 

黒澤氏から前回に引き続き発達支援の取り組み方

について話があった。発達支援は就学後から行われ

るのではなく乳幼児期から始まっており、就園前の

健診時からの関わり方と支援の仕方により、何が大

切であり何が必要であるかが問われているというこ

とであった。新たに 5歳児健診を行うことも大事で

あるかもしれないが、1歳 6か月児健診・3歳児健診

を充実させることで、支援が必要な子ども達をきち

んと見極めることが大事であり、それはまさに、相

談員の技量が問われていることだと思う。また、ど

のように健診時に相談を受けて、その後の方向性が

決まるかということも、地域による格差があっては

ならないことである。 

続いて、乳幼児期への海外の対応についての紹介

があり、アメリカ・イギリス・フィンランドにおけ

る諸外国の早期支援や年齢別における教育のあり方

や特別支援教育の方法について様々な体制があるこ

とを理解することが出来た。日本のシステムとほぼ

同じと思われるフィンランドにおいては支援の中身

の相違があると思われるため、今後我が国において

は、乳幼児健診を更に充実させると共に、健診後の

療育体制の確立・特別支援教育の充実を図ることが

必要不可欠ではないかと思われる。 

渡部氏からは、我孫子市における健診内容とフォ

ロー体制について実践報告があった。保護者自ら心

理相談を希望する保護者は少数であるため、如何に

相談へつなげることが大事であるか、また健診時で

のインテークのあり方が問われると思う。具体的に

は①問診票のチェック②子どもの行動観察③親のア

セスメントの 3点が大切であることを理解すること

ができた。また健診後のフォロー体制をどのように

行うべきか考察していくことも大事であること。そ

して、保護者には具体的に子どもへの接し方を伝え

ながら了解を得る大切さや細やかな配慮を感じた。

テクニックや相談時での保護者からの気持ちを受け

取る大切さを学ぶことができたのではないかと思う。

健診時における保健師の気づきや健診内容の充実と

発達評価の統一性や支援体制についても今後の課題

となるだろうと考えられる。  

（文責 齊藤順子）                    

＜午後の部＞ 
○テーマ：特別支援教育分科会 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

の実践」 
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」 
○報告者： 

事例１：鶴見晴美（香取市立小見川南小学校） 

事例２：鈴木彰典 高橋佐紀 （千葉県立富里特別支

援学校） 

○コメンテーター：長崎勤（筑波大学） 

○概要：事例１の鶴見報告は、小学校特別支援学級

在籍の児童の５年間にわたる「社会性の芽生え」に

視点をあてた記録であった。「社会性」を「認知力」

や「身辺自立」を含んだものとして捉え、細かな変

化を共有する中で、今後の支援の方向性をさぐるも

のとなった。事例対象児は、視覚弁別力は、かなり

高まったが、要求行動においては、特定の他者に限

定される。社会性のベースになる模倣の支援のしか

たがひとつのポイントとなり、逆模倣の有効性やお

手伝い活動の意味について考え合うことができた。

また、臨床発達心理士ならではの小学校特別支援学

級から特別支援学校中学部への引き継ぎのケースと

して今後も横断的に取り上げることが求められた。      

事例２の鈴木・高橋報告は、特別支援学校の「課題

学習」における支援の様子であった。事例対象児の

初期社会性・発達アセスメント試案のプロフィール

によれば、ものを介した模倣はできても情動の共有

はできないといった模倣の難しさが伺われる。模倣

の課題に取り組みながら、Ⅱ「目標と知覚の共有」

の課題を意識的に取り入れることが目標となる。生

活面では、教師の行為を見て意図や行為の目標を知

ったり、教師が示したものを持ってきたりすること

で注意の共有をはかるなどである。報告の後、長崎

氏より、「社会性発達のアセスメントと支援の観点」

という内容でお話をいただいた。「社会性」とは、「人

と人とが何かを一緒に行うこと」であり、「そのこと

を楽しめること」である。意図や感情を評価やアセ

スメントすることが大切になってくる。「何をすれば

よいか」といった現場での混乱も多い中、よりよい

支援を考えていく必要が指摘された。 

(文責 瀧川恵里子) 
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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 21年６月～平成 22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。大槻メールへ連絡ください。 
（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

活用ください。 
・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。） 
 

６．私の職場紹介 
 早山 文悟 
（松戸市健康福祉会館 こども発達センター） 

 松戸市は千葉県の北西部に位置し、古くは水戸街

道の宿場町として栄えました。近年は東京のベッド

タウンとして発展してきて、人口は 48 万人を超え
ています。 
 私の勤めている職場は松戸市健康福祉会館の中に

ある「こども発達センター」です。健康福祉会館は

「ふれあい 22」という愛称で呼ばれております。健
康福祉会館は平成 10 年に保健・医療・福祉のサー
ビスをより具体的な展開を図るために設置されまし

た。保健サービスの提供と自主的な健康づくりの活

動拠点となる「常盤平保健福祉センター」、障害があ

っても自立した社会生活を送れるように支援するた

めの「障害者福祉センター」、教育に関する相談を行

う「教育研究所五香分室」、介護保険サービスを賄う

「地域包括支援センター」、心身の発達の不安のある

子どもたちとその家族への総合的な支援を行う「こ

ども発達センター」の５つのセンターから健康福祉

会館は成り立っています。「こども発達センター」は、

医師を中心にケースワーカー、保健師、看護師、心

理士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、視能

訓練士、栄養士、保育士が集まり、主に就学前のお

子さんと保護者の方に総合的な支援をしている職場

です。 
 心理士は、親御さんからのお話やお子さんとの遊

びを通して、全体的な様子を確認し、その上で、必

要に応じてより良い関わりをともに考えていきます。

心理士が実施するサービス内容は、定期的な発達検

査、個別・小集団支援、地域支援（巡回相談）があ

ります。今年度からは保健福祉課からの要請で、乳

幼児健診後の発達相談も任されております。現実は

眼前の相談や支援に対応する毎日で、忙しい日々を

送っています。 
 行政の立場で働く心理士としては、対象者や家族

への直接支援も大事ですが、生涯発達的な視点を持

ち、ライフスパンを通して支援できるシステム作り

を考えていかなければならないと感じています。今

後も更に専門性を高めるために、臨床発達心理士と

して、日々研鑚していきたいと思います。 
 

７．各支部の研修会案内 
（１）茨城支部 

○日時：2009 年 5月 24 日（日） 

13：30～16：30（13：00 受付開始） 

○場所：茨城大学インフォメーションセンター301

号室(旧茨城県庁３階、水戸駅近く) 

○テーマ：「付属特別支援学校小学部自立活動の取

組み―事例―」 

○講師：三村和子先生（茨城大学付属特別支援学校） 

○連絡先：日本臨床発達心理士会茨城支部事務局 

    e‐mail：omata-m@nifty.com（小又正美） 
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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１８名の会員が加わり総数は１４６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ください。 

 

 ＜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」をご持参ください。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：nshin@otsuka-s.tsukuba.ac.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 
2009 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1回研修会 

講演会 
「成人期の自閉症者から考える社会性の生

涯発達支援について 

～犯罪の被害・加害の実態をとおして～」 

2009 年 

5 月 31 日 
1 

午後 

2009 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1回研修会 

 

 

2009 年 

5 月 31 日 
1 

 


