
 1

目次 
１． 巻頭言・・・・・・・・・・・・・・・・1 

２． 2009 年度 第 2回研修会のお知らせ ・・1-2 

３． 2009 年度 第 1回研修会報告 ・・・・・2-3 

４． 総会報告・・・・・・・・・・・・・・4-5 

５． 地域情報交換会のお知らせ・・・・・・・5 

６． 私の職場紹介・・・・・・・・・・・・・5 

７． 各支部の研修会案内・・・・・・・・・・6 

８． 事務局だより・・・・・・・・・・・・・6 

＜資料 1＞会計報告  ＜資料 2＞予算報告 

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

千葉支部長 長崎 勤 
5 月 31 日に行われた千葉支部総会において新役

員選出が行われ、支部長を継続させていただくこと

になりました。どうぞよろしくお願いいたします。

千葉支部が発足し、4 年目に入りました。この間、
千葉支部は全国の中でも特長のある活動を続けてき

ました。一つは資格更新研修会を活発に行ってきた

ことです。研修会企画と実施は研修委員会が行って

きましたが、研修委員会には、育児・保育支援分野

と特別支援教育分野（発達障害児への支援、自閉症

スペクトラムへの発達支援）の２つの分野があり、

全役員はどちらかの分野に入り、企画と研修実施を

行ってきました。モットーは「サービスではなく、

私たちが学びたいことを学ぼう」ということでした。

そのために、今、現場で起こっている様々な問題を

解決するための発達心理学の基礎的な知識、アセス

メント方法、支援技法を研修内容としてきました。

育児・保育支援分野は健診をテーマに行い、最初は

参加者が少なくて心配したのですが、徐々にこのテ

ーマに関心のある方々が沢山参加されるようになっ

てきました。また、特別支援教育分野では通常学級

での発達障害児の支援を事例を中心に検討してきま

した。また、自閉症児の社会性の学習や人間関係の

支援がトピックスになっていることもあり、情動発

達や社会性のアセスメントを中心に研修を行ってき

ました。役員会では研修内容をめぐって真剣な議論

がなされ、個人的にも役員会が楽しみなほどでした。 
もう一つ特徴的な活動に、地域の特性を重視し、

旭市・香取市地区と東総・東上総地区で年 1回の地
域情報交換会を開催したことがあげられます。今後、

他地域でも行っていけたらと思っています。 
臨床発達心理士会も発足 7年目を迎え、この資格
の独自性が問われる時期にきているでしょう。近年、

社会全体での中でも、虐待の増加、学力低下、「気に

なる子」の増加、社会性の低下など、様々な問題が

顕現化し、発達障害だけでなく、健常児にも発達支

援が求められています。そういった意味でも、発達

的観点を持った臨床発達心理士は様々な分野でも活

動が期待されるでしょう。千葉支部も心を新たに、

3 年間の歩みを行っていきたいと思います。皆さん
の積極的な参加を期待します。 
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＜2009 年度千葉支部第 2回研修会 公開講演会＞ 

乳幼児の発達障害への気づきと支援 
日時：2009 年１０月２５日（日）9:30～16:30 （受付開始：9:00～） 
会場：千葉大学西千葉キャンパス（教育学部 大会議室） 

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 

主催：日本臨床発達心理士会千葉支部  後援：千葉県教育委員会 
＜午前の部＞ 9:30～12:30 講演会 

○テーマ： 乳幼児健診の現状と課題～狛江市での健診後の取り組みについて～ 
○講師: 中川信子（言語聴覚士 子どもの発達を考えるＳＴの会代表） 

＜午後の部①＞13:30～15:00 話題提供 

○テーマ： 親の気づきと支援のために ～気づきの項目の紹介、親への支援～ 
○話題提供者: 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） 

＜午後の部②＞15:10～16:30 分科会 
○テーマ：地域の支援体制を考える～限られた資源で広域をどのようにカバーするか～ 

―ポイント：午前・午後各 1ポイント、資料代 2000 円(午前・午後各 1000 円)― 
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２．2009 年度千葉支部公開講演会 

（第２回研修会）のお知らせ 
○テーマ：『乳幼児の発達障害への気づきと支援』 

○企画趣旨：  

発達障害への気づきと支援は、育児保育･教育・就

労支援等、すべての分野における重要な課題となっ

ています。中でも乳幼児期における早期の気づきと

支援は、育児の困難さに悩む養育者を支えるために、

最も必要とされるものです。 

受診率が 9 割を超える日本の乳幼児健診システム

は、世界に誇るべきものですが、様々な課題も抱え

ています。その課題を改善し、すべての子ども達が、

乳幼児健診をきっかけに、支援の体制に包まれてい

くように、参加者の皆様とともに考えていきたいと

思います。また、千葉県という広域で限られた支援

の資源の中で、有効な支援体制が構築できるように、

参加者の皆様とともに、地域単位の支援体制作りを

検討したいと思います。 

会員以外の方でも、子育て支援にかかわっている

方はどなたでも参加できます。 

○会場：千葉大学西千葉キャンパス  

（教育学部 大会議室） 

○主催：日本臨床発達心理士会千葉支部   
後援：千葉県教育委員会 
 

＜午前の部：講演会＞ 
○日時：10月 25 日（日）9:30～12:30 

            受付：9:00～ 

○テーマ：「乳幼児健診の現状と課題～狛江市での健

診後の取り組みについて～」 

○講師：中川信子（言語聴覚士 子どもの発達支援

を考える STの会代表） 

○概要：（予定） 

健診は発達に支援の必要な子ども達に早く気づき、

継続的なかかわりを開始するために、非常に有効な

システムです。中川先生は言語聴覚士として、乳幼

児健診に長年貢献されてこられました。今回は言葉

の遅れへの支援だけではなく、先生が実際に活動さ

れていらっしゃる、狛江市での健診後の取り組みに

ついて語っていただきます。また、乳幼児健診が抱

えている課題について、厚生労働省の動きなども含

め、お話いただける範囲でお話しいただく予定です。 

＜午後の部①：話題提供＞ 
○日時：10月 25 日（日）13:30～15:00 

○テーマ：親の気づきと支援のために～気づきの項

目の紹介・親への支援～ 

○話題提供者：黒澤礼子（江戸川区子ども家庭支援

センター・法政大学教養教育学部講師） 

＜午後の部②：分科会＞ 
○日時：10月 25 日（日）15:10～16:30 

○テーマ：地域の支援体制を考える～限られた資源

で広域をどのようにカバーするか～ 

○ポイント：午前の部 1ポイント、午後の部①と②

で１ポイントです。午前のみ、午後のみの参加もで

きますが、希望者が多数の場合は一日参加の方を優

先させていただきます。 

IDカード、参加記録ノートを必ずご持参ください。 
○資料代：午前・午後 各 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） 
 

３．2009 年度第 1回研修会報告 
○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 

＜午前の部＞ 
○日時：5月 31日（日）9:00～12:30 

○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～」 

○講師：佐藤幹夫氏（フリージャーナリスト） 

○概要： 

 幼児期から成人期にいたるまでの自閉症児・者に

とって、その「社会性」発達と現代社会との関係と

は何かについて考える今回の研修会では、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、講演と討論を通して自

閉症児における「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につい

て考える研修会として位置づけた。 
 佐藤氏は、「浅草事件」、「寝屋川事件」、「東金事件」

の概要に触れながら、事件の背景にある加害者の障

害特性や生い立ち、家族の様子などから問題点がど

こにあるのかについて明らかにされた。彼らに共通

することは、本人が人並みに「自立」することを望

んでいたこと。しかし、結果としては「自立」では

なくむしろ「孤立」してしまい支援の機会さえ失わ

れていったことである。犯罪はこうした孤立した状

態の中で起きており、社会の中で相互依存の関係を

つくることや自分を護る依存のネットワークをつく

ることが重要であるということを佐藤氏は指摘する。 
 佐藤氏の報告から、発達障害者の犯罪加害の問題

を整理すると以下の３つがキーワードとして上げら

れた。一つ目は、家族支援の問題である。事件の背

景には、軽犯罪を繰り返えしてしまう彼らの家庭が

機能できなかったもしくは機能してない状態や、ま

た「孤立」に至る本人の心の状態に気づけない家庭

の状態があったことである。生涯発達の観点から、

本人支援とあわせ、いかに家族を支援するかが事件

を避けるひとつの方法であるといえる。二つ目は、

社会性の基盤となる自尊感情や情動調整の問題であ

る。彼らの多くは他者との関係の中で自尊感情を傷
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つけられた経験を持っている。人との関係の中で見

いだす自己の価値観が崩壊することによって彼らも

被害者であるという事実である。また、彼らの不安

や怒りといった情動や感情を調整することが困難で

あるという問題も障害特性への支援可能性も含め、

今後の課題である。三つ目は、卒業後の支援体制の

問題である。拠り所となる場所がなくなることが彼

らを孤立させてしまい、支援の機会がなくなってし

まうという問題である。「自立」を支えるシステムを

どのように構築できるのかが今後の課題である。 
 佐藤氏の報告は、成人期の発達障害者の「自立」

を支えるために何が必要なのかを考えるきっかけを

与えてくれた。犯罪加害の実態から見えてきた社会

性の生涯発達支援のあり方について今後も支部活動

で議論していきたい。 
（文責 中村 晋） 

 
＜午後の部＞ 
発達障害児への発達支援プロジェクト企画 
○日時：5月 31日（日）14:00～17:00 

＜講演＞ 

○テーマ：「臨床発達心理士資格のこれから～ユニ

バーサルデザインとしての発達心理学を目指して

～」 

○講師：長崎勤（筑波大学人間総合科学研究科教授） 
○概要： 
 千葉支部が発足して４年目を迎えるにあたり、こ

れまでの発達支援を振り返りつつ、臨床発達心理士

としてのこれからの方向性を示唆するお話をいただ

いた。 

 ユニバーサルデザインとは、文化や言語などの差

異、障害、能力の如何を問わずに利用できる設計。

発達支援のニーズを有する子ども・対象児は増加し

ており、生涯にわたっての支援が必要である。これ

までに、典型発達児の発達研究が障害理解・支援研

究を深化させ、障害支援研究が典型発達児の発達研

究を深化させてきた。例えば、「心の理論」「社会

性の発達」「言語力育成」「情動調整理論」の研究

と支援である。今後は、ユニバーサルデザインとし

ての発達支援を視野に入れた取り組みが必要になっ

てくるであろう。 

（文責 大槻美智子） 
 

＜情報交換会＞ 

（Ａ）育児・保育支援分野 

○育児・保育支援グループ 

保健所、発達支援センター、マザーズホーム、子

ども家庭支援センター、大学等教育機関など、日頃、

地域の乳幼児の発達支援に関わっている方々13 名
が参加、和気藹々とした雰囲気の中で充実した話し

合いが行われた。自己紹介の後に、育児・保育支援

グループの前年度の活動報告、今年度の活動予定に

ついて簡単な説明があり、その後、それぞれの職場

の日々の活動の中で感じている課題等を話しあった。

主な話題として①センターなどでの保護者への伝え

方②園とセンターとの連携の取り方③保健所の中で

の心理職の領域④心理職への期待にどう答えるか⑤

支援の資源不足と広域の悩み、などの問題について

話し合った。隣接した東京都内でも、必ずしも支援

が十分充実しているわけではなく、むしろ、千葉県

内いずれの地域でも一定の支援が受けられるように、

関係者の努力と工夫が求められることが再認識され

た。            （文責 黒澤 礼子） 
 

（Ｂ）特別支援教育分野 

①通常学校（学級）での発達支援グループ 

小中学校の特別支援学級、通級指導教室等の担当

者の他、日頃、地域の小中学校の支援を行っている

相談機関の職員、特別支援学校の特別支援教育コー

ディネーターや教育事務所の相談員等１５名による

協議が行われた。主に、日頃の取り組みから感じて

いる課題等を協議した。その内容は、①児童生徒の

社会性や対人関係のスキル、②学級等集団と当該児

童生徒との関係調整、③授業の中での具体的場面に

ついての支援の必要性、④情報共有や引継の在り方、

⑤学級担任や保護者、地域等の理解啓発の必要性で

あった。特に、学級担任等、学校で児童生徒と直接

関わる職員が、児童生徒の行動の意味を理解してい

くプロセスや、保護者が子どもの特性を受け止めて

いくプロセスへの支援が重要であるとされた。また、

こうした保護者への支援は、乳幼児期に子どもの示

すサイン等に適切に応じていくことができるよう、

この時期にかかわる関係者との連携が求められた。 
（文責 堀 彰人） 

 

②自閉症スペクトラムへの発達支援グループ 

 自閉症の発達支援グループでは、特別支援学校教
員、児童相談所職員、発達障害支援センター、巡回

指導員などの現場で支援にあたっている７名で意見

交換を行った。午前中の講義（成人期の自閉症者か

ら考える社会性の障害発達支援について）を受け、

職場紹介とそれぞれの立場から意見をうかがった。

そこでは、意外にも問題を抱えた発達障害児のケー

スが多かったことである。引きこもりや女性へのこ

だわり、家庭での暴力など、犯罪というかたちで表

面化しないまでも、障害特性ゆえのかかわり方が難

しいケースが報告された。 
 生涯発達支援の観点から学齢期における具体的支

援方法についてディスカッションが行われた中では、

障害特性と発達特性の両側面におけるきめ細かな評

価が必要であることが述べられた。しかし、実際に

は社会性の枠組みが整理されていない点や、発達特

性を縦の軸で捉えることの難しさが指摘された。支

援体制の問題については、個別の教育支援計画とい

った既存のツールを有効に活用し、支援の履歴とし

てこれを移行時に引き継ぐだけでも問題を防ぐこと

ができるのではないかという意見が出された。 
 様々な立場の有資格者による協議により、発達的

観点による生涯発達支援のあり方について考えるよ

い機会となることを実感した。 
（文責 中村 晋） 
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４．総会報告 

（１）概要 
 2009 年 5 月 31 日（日）千葉大学で開催した。役

員改選年度にあたり、支部長に長崎 勤(継続)副支

部長に鈴木彰典(継続)を選出し、事務局長には中村

晋（継続）が指名された。また新たな役員が加わっ

た。2009 年度の活動計画、予算などを決定した。 

 

（２）活動報告、活動計画 

＜2008 年度活動報告＞ 
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、2008 年度の活動

計画、予算を決定した。 

２．研修会の開催 

「地域の特性」「生涯発達」を軸にした資格更

新研修会を、6月 1日、10 月 26 日、2 月 15 日に

開催した。6 月 1 日は公開研修会、10 月 26 日は

公開シンポジウムを開催した。 

研修会企画と実施においては「研修委員会」が

中心となり、 

（A）育児・保育支援分野      

 育児・保育支援分野グループでは「乳幼児の発達

障害への気づきと支援」をテーマに年間の活動をす

すめ、10 月に公開シンポジウム、2月に専門研修会

を開催した。また、研究プロジェクトとして「乳幼

児健診検討プロジェクト」の活動を認めていただき、

乳幼児健診の健診項目の見直しと検討を進めた。更

に、昨年 2月の研修会と 10月の公開シンポジウムで

アンケートを配布し協力者を呼びかけ、現在育児･

保育支援分野に１４名の会員が登録されている。ま

た、5 月１６日（土）にはプロジェクトの活動とし

て、昨年のシンポジウムの際に協力を表明された外

部の参加者 15名に呼びかけ、多職種の合同意見交換

会を行った。 

（B）特別支援教育分野 

①通常学校(学級)での発達支援 

本年度は、通級指導教室における支援の実際につ

いての事例検討会を行った。この分野は、通常学級、

通級指導教室、特別支援学級における発達障害児へ

の支援がテーマであるが、発表事例の提供が少なか

った。今後は、会員からの積極的な発表が望まれる。

尚、グループ名称を「発達障害児への支援」に変更

する。本分野の範囲は、児童への直接的な支援およ

びコンサルテーション事例とする。 

②自閉症スペクトラムへの発達支援 

本年度は「自閉症児のための社会性の発達支援」

をテーマに２回の研修会を実施した。 

  の３つのテーマを中心に研修を行った。特に、今

回は自閉症児が将来の社会参加と自立に向けて、他

者との関係性をどのように構築し、これを維持、調

整していけばよいのか、その基盤となる初期の社会

的認知の評価と支援に絞り込み、講義と事例発表に

よる研修を行った。幼児期、学齢期と様々な立場の

支援者による活発な意見交換が行われたことに意義

があった。 

３．広報 

 年 3回ニューズレターを発行し、研修予定、ニュ

ーズレターの内容を HP に掲載するための情報提供

を行った。 

４．地域情報交換会 

７月６日（旭市・香取市地区）、11月 9日（東総・

東上総地区）の２回「地域情報交換会」を開催した。 

５．地域社会への貢献：行政・親の会などとの連携 

 資格を今後取得しようとする方々や、行政に対し、

臨床発達心理士の資格や活動についての広報活動を

積極的に展開した。また、公開研修会や公開シンポ

ジウムを通じて千葉支部の活動を対外的にアピール

した。 

 親の会との連携は今年度行なわれなかった。 

６．日本臨床発達心理士会への参加・協力 

 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、提供等なども行った。 

 
＜2009 年度活動計画＞  
１． 総会の実施 

  規定に基づき、2009 年度の総会を、2009 年 5

月 31 日（日）千葉大学で開催します。2009 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、5月31日、10

月25日、2月14日に開催します。10月25日は公開研

修会を行います。また、8月29日(土)、30日(日)に

発達心理学会「発達障害」分科会と共催で、生涯発

達をテーマにしたサマーワークショップを逗子市

で開催します。 

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発達障害児への発達支援 

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。 

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、旭市・香取市周辺地域、東総・東上総地区

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

（４）役員紹介 
総会にて以下の新役員が承認された。 
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（筑波大学附属大塚特別支援学校） 
役員    
井桁重乃（千葉県教育庁葛南教育事務所） 

 上原素子（千葉県立銚子特別支援学校） 
 太田律子（東京医薬専門学校） 
 大槻美智子（香取市立佐原小学校） 
 黒澤礼子（江戸川区子ども家庭支援センター・法

政大学） 
 小島明子（東金市簡易マザーズホーム） 
 齋藤順子（成田市健康こども部健康増進課） 
 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） 

櫻井正二郎（船橋市立船橋小学校） 
 鶴見春美（香取市立小見川西小学校） 
 中澤潤（千葉大学） 
 早山文悟（松戸市こども発達センター） 
 堀 彰人（八千代市教育委員会） 
 渡邉正人（千葉県立千葉盲学校）  
 渡邊亮一（千葉県教育庁東上総教育事務所） 
              （五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

５．地域情報交換会のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．私の職場紹介 
大塚恵美子（千葉リハビリテーションセンター 

リハビリテーション療法部心理発達科） 
 千葉リハビリテーションセンターは、千葉市緑区

にあり、外房線の鎌取駅と誉田駅の間に位置してい

ます。また、リハビリテーションの医療施設と肢体

不自由児施設等の福祉施設の両面を持ち、小児から

成人まで幅広い患者さんを対象にしています。心理

発達科も肢体不自由児施設の母子入園では乳幼児に

関わり、指定障害者支援施設更生園では、20～30 代

の若い方に関わり、また、リハビリテーション医療

施設では 70代の高齢者にも関わります。職員は、現

在常勤が 4名、嘱託が 3名で、そのうち臨床発達心

理士の資格を持つものが 3名おります。 

 小児部門では、肢体不自由児施設愛育園、重度心

身障害者施設陽育園にも関わっていますが、外来も

大きな比重を占め、情緒や認知の発達評価を知能検

査や発達検査の実施を通して行っています。ここ 5

年ぐらいの傾向として、乳児期からリスクを抱えた

り、1～2歳のうちに健診等で問題が発見されたりす

るお子さんたちより、4～5歳になって集団生活を始

めてからセンター初診される方が増えています。実

施する検査も、年少のお子さんには新版 K式発達検

査を実施することがほとんどですが、4 歳以上のお

子さんには、WPPSI や WISC-Ⅲを実施する機会が多く

なります。 

 また、当センターは、千葉県の高次脳機能障害支

援普及事業 地方支援拠点機関に指定されており、

交通事故のような事故や脳炎・脳腫瘍など様々な疾

患の後遺症から起こる高次脳機能障害をお持ちの方

達への支援を行っています。人数としてはおとなの

方が多くいらっしゃいますが、事故や病気での治療

を一通り終えられた段階で、高次脳機能障害の診断

を受けるためにいらっしゃるお子さんはコンスタン

トにおられます。一見した状態は他の認知的な障害

と大差ないように見える場合にも、それが中途障害

であるということが、障害(という変化)をお子さん

自身やご家族が受容する難しさ、周囲の方達に理解

していただく難しさを持っていることがあります。 

 発達心理、臨床心理を基礎としながら、高次脳機

能障害については、勉強会を持って職員全体で学び

を深めているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜東総、東上総地域情報交換会の御案内＞ 

○日時：平成 2１年 11 月 21 日（土）13:30～16:30 

○会場：東金市中央公民館（第３会議室） 

○テーマ：「保護者との連携のあり方」 

○講師：石井由美子先生（千葉県子どもと親のサポートセンター） 

○連絡先：渡邉亮一（東上総教育事務所） 

TEL 090-4662-5262 

または E-mail ciao@cameo.plala.or.jp へ 
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７. 各支部の研修会案内 

（１）茨城支部 
＜茨城支部第２回研修会＞ 

○日時：2009 年 10 月 24 日（土）13：30～16：30 

○場所：茨城大学インフォーメーションセンター 

○内容：公開講座 「社会情動的発達から子どもへ

の援助を考える」 

○講師：東京大学遠藤利彦先生 

  
 

 

（２）神奈川支部 
＜神奈川支部第 2回研修会＞ 
○日時：2009 年 12 月 19 日(土)     
○会場： (未定) 
○テーマ：「(仮題)青年期の発達障害者の抱える心

理教育的課題」 

○講師：内野智之氏(神奈川県立みどり養護学校教

諭) 

＊詳細が決まりましたら、神奈川支部の HPでお知ら

せいたします。 

 

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

 8月29日30日の2日間、千葉支部共催で日本発達心理学会「発達障害」分科会のサマーワークショップが開

催されました。これまで生涯発達支援に関する討論を継続的に取り組んできたサマーワークショップでは、

生涯発達支援の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・学齢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。千葉支部研修会でご講演

いただいた佐藤幹夫氏にも成人期発達障害者の犯罪事例をご報告いただき、生涯発達支援における社会性発

達を支える視点や支援体制のあり方について考えるきっかけをいただきました。これまでのサマーワックシ

ョップや学会ラウンドテーブルでの討議のまとめとして、生涯発達支援における縦の移行と横の連携につい

て提案された一方で、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」支援するのかという課題だけではなく、

「何」を引き継ぐことが大切か、また、支援の際に必要な支援倫理は何か、といった課題も明確になりまし

た。今後の千葉支部の活動にいかせる有意義なサマーワークショップであったと思います。支部会員の皆様

からのご意見、ご感想をお聞かせ下さい。 

 
 ＜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 nshin@otsuka-s.tsukuba.ac.jp 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

（千葉支部 ＮＬ編集担当 早山文悟 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 2009 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 2回研修会 

公開講演会 

「乳幼児健診の現状と課題 

 ～狛江市での健診後の取り組み

について～」 

2009 年 

10 月 25 日 
1 

午前 2009 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 2回研修会 

公開講演会 

話題提供・分科会 

「親の気づきと支援のために」 

「地域の支援体制を考える」 

2009 年 

10 月 25 日 
1 

 


