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１．巻頭言 

東京医薬専門学校（言語聴覚科）太田 律子 
織田信長、武田信玄等の戦国武将に妙に詳しく、

想いを寄せている女性を「歴女」と言うようである。 

私も今、歴史それも人類の歴史＝進化にハマってい

る。 

 ホモサピエンスへの進化の過程はまさに戦国絵巻

さながら、それがそのまま現在の生き物・人体に見

てとれる。 

 人類にとって最も古い器官の腸は、クラゲの様に

食べ物を取り入れる所と排出する所を同一の穴で済

ませていた。その腸が体の反対側に穴を開け口と肛

門で分業を行うのは顎を持たないナメクジウオやヤ

ツメウナギである。更に人類を人類たらしめる発話

（ことば）にとって重要な口の進化は、魚類になり

獲物に噛みついて捕えることを可能にする顎を持つ。 

両生類・爬虫類は、鼻の穴と口腔が直結しているた

め獲物を口に入れたままでは呼吸が出来ず、素早く

丸飲みにしている。哺乳類になり、口蓋が鼻腔と口

腔を仕切り、初めて鼻呼吸可能となり消化を効率良

く行う咀嚼機能の発達と共に立派な顎を持つに到っ

た。 

 しかし、人類は道具や火の使用という体外での“効

率的消化”により獲物を噛み砕く程の強い咀嚼力を

必要とせず、その退化と他の哺乳類と比べて格段短

い顎、歯列の後退、犬歯の退化が行われた。現在は

軟らかい食べ物が好まれ、いわゆる顎の狭い“小顔”

へと進化（退化）している。 

 多彩な音声を用いる“ことば”に関する喉頭・咽

頭の特異性は、咀嚼機能の退化と二足歩行に依るも

のとされる。二足歩行に至っては、数ある説の中で

「女性に果物を運んでプレゼントするため始めた」

というのが、無理をしてでもするプレゼントの原型

を見る気がする。 

 そして、人類はまだまだ進化の途上にあるという。 

嘗て、読売新聞の子どもの詩に載っていた「にん

げんて サルからにんげんになった？ 

（んーそうかな） じゃ にんげんの次は何にな

る？ ツノがはえてきてオニさんかな」 

 富山県  小１  柴田 桂吾君 

 次の進化は鬼？ 今の情勢を考えると、形態的に

角は無いものの、情緒過程は部分的に次の進化に到

達しているのではと不安になる。（参考 Ｎｅｗｔｏ

ｎ 人体を支配するしくみ） 

                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

２．2009 年度第 3回千葉支部資格更新研修会のお知らせ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 3 回資格更新研修会：午前の部＞ 
○日時：2010 年 2月 14 日（日）9：30～12：30 

 

 

 

 
2010 年 1 月１日 第３巻 2 号    発行元：臨床発達心理士会千葉支部 

臨床発達心理士会 千葉支部 
 

日時：2010 年２月１４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   

ポイント：午前・午後各 1ポイント 参加費：午前・午後ともに１０００円 

 ＜午前の部＞９時３０分～１２時３０分(受付 ９時００分～９時３０分)  

「通常学級に在籍する発達障害児、自閉症スペクトラム児のアセスメントの実際」－支援

につなげるための発達的アセスメントの演習を通して－ 

 ＜午後の部＞１３時３０分～１６時３０分(受付 １３時００分～１３時３０分) 

「特別支援学級等未設置校における支援の在り方」事例報告者：酒井秀彦（市原市立辰巳

台西小学校） 
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○場所：千葉大学西千葉キャンパス（教育学部

大会議室） 
○テーマ：「通常学級に在籍する発達障害児、自閉症

スペクトラム児のアセスメントの実際」 

－支援につなげるための発達的アセスメントの演習

を通して－ 

○企画趣旨：幼稚園・保育園や小中学校の通常学級

には、ＡＤＨＤや自閉症スペクトラムの特性がある

と思われる子ども、あるいは、ＬＤの特性をあわせ

もっていると思われる子どもがクラスに複数在籍し、

子どもへの支援や学級活動に困難をきたしている状

況が数多く見られます。 

 今回の研修会では、このような子どもたちへの支

援を進めるための、子ども自身と子どもの環境のア

セスメントについて、そのポイントや進め方を整理

し、さらに、架空事例を通して実際にアセスメント

の進め方の演習を行いたいと考えています。 

 園や小中学校の校内で実際に子どもの支援に携わ

っている方、校内の支援体制をコーディネートして

いる方、あるいは園や小中学校へのコンサルテーシ

ョンという形で外部から支援に関わっている方など、

様々の立場から事例のアセスメントについて検討を

することで、支援につなげるための発達的なアセス

メントの在り方と方法について研修する機会にした

いと考えています。 

○プログラム 

(1)研修内容の説明：鈴木彰典(千葉県立富里特別支

援学校) 

(2)架空事例によるアセスメントの演習 

事例Ａ；不注意、衝動性、多動の行動が見られ、

学習面では、ひらがなの特殊音節や漢字の書字に著

しい 困難がある小学３年生の男児。 

事例Ｂ；同年齢の友だちとの関わり方が一方的で

トラブルが多く、時に攻撃的になってしまったり、

トラブルを気にして友だちと関わることに極端に消

極的になってしまったりする中学２年の男児。 

 少人数グループに分かれ、事例Ａ、事例Ｂのどち

らかについて話し合います。 

 まず、事例について最小限の情報(主訴)が提示さ

れます。この情報をもとに、支援を進めるためにど

のような情報がさらに必要かを整理していきます。

各グループからの要望に基づいて、準備してある情

報を各グループに提示します。各グループは収集し

た情報をもとに、事例児のアセスメントと支援の方

向性について話し合い、その内容を整理します。今

回は、アセスメントに重点をおき、支援内容につい

ては方向性程度とします。 

 最後に、各グループで整理した内容について紹介

しあい、協議を行います。 

(3)協議を受けてコメント、まとめ    

長崎勤(筑波大学人間総合科学研究科) 

○ポイント・参加費：１ポイント・1000円 

 

＜第 3回資格更新研修会：午後の部＞ 
○日時：2010 年 2月 14 日（日）13：30～16：30 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス（教育学部大会

議室） 

○テーマ「特別支援学級等未設置校における支援の

在り方」 

○企画趣旨：午後の研修会では、特別支援学級や通

級指導教室が設置されていない小学校における取組

について報告してもらいます。報告者の所属した学

校は，千葉県教育委員会の指定を受け，報告者が加

配教員として，子ども自身への個別の支援とともに，

校内の人的・物的資源の調整を進め，校内支援を組

織化し，成果をあげてきました。 

 園や小中学校の校内で実際に子どもの支援に携わ

っている方、校内の支援体制をコーディネートして

いる方、あるいは園や小中学校へのコンサルテーシ

ョンという形で外部から支援に関わっている方など、

様々の立場から事例に関する個と環境両面のアセス

メント，支援の計画立案，コーディネート等につい

て検討をしていくとともに，「特別支援教室（仮）」

（文部科学省）の機能や在り方を考えてみたいと思

います。 

○プログラム 

(1)研修内容の説明：堀彰人（八千代市教育委員会）  

(2)事例報告：酒井秀彦（市原市立辰巳台西小学校） 

報告者の所属校における取組を，事例を通して報

告します。 

事例１；授業に参加できず，対人関係のトラブル

が多く見られた中学年児童。注意・記憶に困難さが

みられ，報告者による個別指導，児童同士のペア学

習の場の設定，校内職員の協力体制により，学級の

中で学習に参加できるようになった事例 

事例２；教科学習や行事等において集団に入るこ

とができなかった低学年児童。言語理解や注意・記

憶に困難さがみられ，報告者による個別指導，オー

プンスペースの活用，校内職員の協力体制により，

徐々に学習に参加し，児童間の遊びに入ることがで

きるようになった事例 

(3)協議 

報告事例のアセスメントや支援，コーディネート

の在り方とともに，特別支援教室（仮）を視野に入

れた協議をしていきたいと思います。 

(4)まとめ 

 特別支援学校の特別支援教育コーディネーターと

して，小中学校への豊富なコーディネートの例を背

景に，本報告の事例や協議内容についてコメントを

いただきます。早川淳子（県立八千代特別支援学校） 

○ポイント・参加費：１ポイント・1000円 

 

３．2009 年度第 2 回研修会報告（公開講演会） 
○日時：2009 年 10 月 25 日（日）9：30～ 16：30 

○会場：千葉大学西千葉キャンパス（教育学部大会

議室） 

○テーマ「乳幼児の発達障害への気づきと支援」 

昨年に続き今年も大変多くのご参加を頂き、有難

うございました。昨年の経験を踏まえ、今年は会場

を変更し定員 140 名の大会議室で開催しました。し
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かし、昨年を上回る多数のお申込を頂き、残念なが

ら多くの皆様のお申し出をお断りすることになりま

した。あらためて、この分野への皆様の関心の高さ

を強く感じています。折角のお申込をお断りした皆

様には、感謝とともに心よりお詫び申しあげます。            

(育児･保育支援 G) 

 

＜午前の部＞ 
時間：9：30～12：30 

○テーマ：「乳幼児健診の現状と課題～狛江市での検

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：  

はじめに、千葉支部長の長崎氏から、臨床発達心

理士の資格の紹介があり、講演会が始まった。 

中川氏は「乳幼児健診とは子どもの健やかな育ちを

支えるのが大きなねらいで、健診は支援への入り口

である。育て難さや障害がある場合には、助けてく

れる人がいると知る最初の入り口でもある」と話さ

れ、関係するスタッフの「からだ・こころ・ことば

の全体発達」についての理解が必要で、障害を早期

に発見し、何が何でも早期に療育に繋ぐというのは

誤りだとした。この入り口は大切な地点で、ここで

の厳しい言葉は、親に不信感を抱かせ、相談や支援

に繫がり難くなるといった問題にも言及された。 

続いて、狛江市での健診後の取り組みを通してこの

ような問題への対応も話された。狛江市には早期療

育の場、そこに繋ぐ役目のフォローグループやこと

ばの相談もある。障害を発見しても（早期発見）、す

ぐに療育に繋ぐのではなく、少なくとも 2回会って

観てから見極めて、親と信頼関係ができてから、頃

合をみて介入し（適時介入）、長期支援にもっていく

（長期支援）。また、健診後の 2歳、3歳では変化の

可能性が大きいことから、ペアレントトレーニング

の手法を用い、様子を見るときは、いつまでに、ど

んな変化を見ていくのかを親に伝え、寄り添いなが

ら経過を追う。その際、地区担当保健師がコーディ

ネートし、専門職がうまく協働し、継続相談、グル

ープ活動をしながら、療育の場に紹介している。さ

らに、狛江市は財政難であるが故にできることとし

て、人がよく動き、様々なところに入り、エンパワ

ーメントの視点、繋ぐ役割、兼任、工夫もあり、就

学前から中学卒業まで支援の流れができている。 

最後に、地域で親子に長期継続的支援を行うには、

地域全体が繫がり合い連携していくことが大切で、

相手を理解し、声を出してねぎらう多くの協働関係

や行政を誉めて育てる保護者の大きな働きも必要で

あることが強調された。これらから、健診という支

援の入り口を早期発見・適時介入・長期支援に繋げ

るための健診後の取り組みが明らかにされた。 

（文責 関沢 友子） 

＜午後の部＞ 
第１部 13:30～15:00 

話題提供：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―親の気づきと支援のために― 

第２部 15:10～16:30 

地域分科会：『地域支援の体制を考える』～限られた

資源で広域をどのようにカバーするか～ 

○概要： 

最初に話題提供として黒澤氏からは、特別支援教

育、発達障害者支援法、発達障害の概要についての

話があった。今回の参加者は保健師が中心で、異な

る領域の内容ということもあり、熱心にノートを取

っている姿が見受けられた。黒澤氏が一貫して述べ

ていたことは、発達障害の早期発見による、支援の

スタートの重要性についてであった。早期支援の困

難さは、保護者の問題（育児意欲の減退や児童虐待）

や地域の問題（専門家や療育施設の不足）等があり、

初期の支援がうまくいかない場合は２次的３次的な

問題につながっていく事例が挙げられていた。支援

の手をより早くするために、黒澤氏は健診とその後

の対応について「千葉支部育児・保育支援グループ」

とともに研究しており、最後にその実態についての

報告があった。健診は、保健センターの限られた資

源の中で独自の対応で行われており、支援が地域に

より異なることが多い。そのため、発達障害項目を

充実させた共通の健診項目の必要性や、健診マニュ

アルを充実させスタッフの技術向上を図り、子ども

の成長を助ける環境づくりをするなど、早期診断が

メリットとなるような体制作りが必要と強調してい

た。 

午後の第２部は地域分科会で、参加者を地域別に

約１５人、６グループに分けて話し合いを実施した。

各分科会とも現状報告から始まり、健診後の支援、

地域を支える資源についての話題が主となり、活発

な意見が交わされた。分科会後の各グループの発表

で共通していた内容は、健診において発達障害を指

摘された保護者は気持ちが揺れ動くため、すぐに療

育支援に向けるのは非常に難しいということであっ

た。その結果、まず相談できる場、例えば、遊びを

通して親子関係を育むフォローグループの構築の重

要性やその運営についての発表があった。また、金

銭や人的資源の不足を補うため、地域の専門家がチ

ームを組み巡回相談に関わっていくケースも挙げら

れていた。分科会終了後は、どの参加者からも検討

時間が短かったので、ぜひ次回もこのような機会が

あればよいとの希望が多数出ていた。 

（文責 早山 文悟） 

 

 

４．地区情報交換会の報告 
○日時 ：2009 年 11 月 21 日（土）13:30～16:30 

○会場：東金市中央公民館 

○テーマ：「保護者との連携の在り方」 

○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） 

○参加者：７名 

○概要 
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 臨床発達心理士としてコンサルテーション等に関

わる中で、保護者との連携に悩むことが少なくあり

ません。今回は「千葉県子どもと親のサポートセン

ター支援事業部」で学校支援に携わっている石井由

美子先生を招聘し、家庭や保護者との連携の在り方

について事例を交えてお話しいただきました。その

後参加者から課題提供と協議そして講師助言と充実

した研修内容になりました。 

 毎回、新会員になられた方の参加もあり、地域の

有資格者どうしの情報交換ができて、たいへん有意

義な会でした。 

（文責 渡邉 亮一） 

 

 

５．私の職場紹介 
横畑 泰希 

（(社)千葉市民間保育園協議会・千葉市子育て支援

館） 

京成千葉中央駅から 5分ほど歩くと、巨大な球体

が浮かぶガラス張りのビル「Qiball（きぼーる）」が

目に入ってきます。私の勤務する「千葉市子育て支

援館」は、その 6階にあります。当館は地域子育て

支援拠点事業のセンター型として、平成 19年 10 月

に開設されました。千葉市直営ではなく、「社団法人

千葉市民間保育園協議会」が指定管理を受けて運営

にあたっています。1,000 ㎡を超える広さの館内に

は、ボールプールや滑り台など体を動かして遊ぶプ

レイホール、その反対に静かに遊べるままごとや創

作のコーナー、0 歳児専用の乳児室、などがありま

す。1 日あたり約 100 組超の親子が来館し、そのう

ち 8割が 3歳未満児となっています。 

当館の心理相談の内容は、発達相談が最も多く、

発達障害や母子関係などの面からアセスメントを行

い、継続する場合は、個別療育的な関わりやプレイ

セラピー、母子同室面接などを行います。また、母

親自身のメンタル面の相談も少なくありません。こ

の場合は、母親のみのカウンセリングを基本に継続

していくことになります。 

さて、当館のように、子育て支援施設に心理職が

常勤しているのは非常に稀有なことです。しかし、

私の肩書きは事務長ですので、相談業務だけに全精

力を傾けられないのも実態です。そのジレンマと戦

いながらこれまで 2年間、延べ 250 ケース以上の相

談を受けてきました。そして今、子育て支援の現場

における心理職の必要性を改めて強く感じています。

例えば、「敷居が高く感じる」などの理由で、専門機

関への相談に行かれない方にとっては、当館のよう

な子育て支援施設であればこそ、もっと気持ちを楽

にして相談に来ることができます。また、ただ単に

遊びに来ているだけの親子でも、場合によってはす

ぐに相談に繋げられます。これは心理職がいなけれ

ば不可能なことです。 

子育て支援施設は、子育て親子にとって最も身近な

存在であるはずです。そこに心理士という専門職が

常勤することで、地域で子育て家庭を支えるという

体制がさらに厚くなっていくはずです。そして、そ

のことが子育て中の母親の利益、さらには子どもの

最善の利益につながると信じています。 

 

 

６．サマーワークショップの報告 
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：＜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：2009 年８月 29 日（土）13:00～８月 30 日

（日）12:00 まで 

○場所： KKR 逗子松汀園 

○概要： 

今回のサマーワークショップでは、これまで議論

してきた＜生涯発達支援シリーズ＞のうち、思春

期・成人期以降の発達ステージを主題に議論した。

すなわち、臨床発達事例をもとに、思春期・成人期

の発達支援における特別なニーズのある人の捉え方

について学ぶとともに、その時期を想定した乳幼児

期・学童期からの連結した支援をどのように組み立

てればよいのかを議論できるように企画した。 

この目的を達成するために５つのセッションを設

けた。まずは企画趣旨を共有するためのセッション

１の後のセッション２において、思春期・成人期の

発達臨床の現状を理解することを目的に、「成人期の

自閉症者から考える社会性の生涯発達支援～犯罪事

例の成育歴・教育歴を通して～」をテーマに、「発達

障害と犯罪」フリージャーナリストの佐藤幹夫氏に

ご講演いただいた。佐藤氏は千葉県で特別支援学校

教員を 21年間務め、『自閉症裁判－レッサーパンダ

帽男の「罪と罰」』（朝日文庫）をはじめ、発達障

害者の犯罪について、裁判傍聴を通して考察してき

た方である。実際、講演のなかでは、それらの犯罪

事例を丁寧に紹介していただき、その背景にある幼

児期・学童期の発達等の状況との関連をご報告いた

だいた。佐藤氏からは、いろいろな示唆をいただい

たが、特に「社会性とは上手に相互依存の関係を作

ること」の必要性を強調されていた。そして拠り所

となる人や場所となる「依存することができるネッ

トワークづくり」がいかに必要かを考えさせられた。 

その後、セッション３において、思春期・成人期

発達臨床の事例報告として、「思春期・成人期に対す

る乳幼児期での支援について」をテーマに秦野悦子

氏（白百合女子大学）、そして「成人期重度障害者

に対する継続的支援」をテーマに田中豊明氏（東京

都東大和療育センター）から話題提供していただい

た。それに対して、金谷京子氏（聖学院大学）から

の指定討論を皮切りに、議論をすすめた。そのなか

で、必要な支援内容として、当事者本人からの視点、

生涯発達支援を支える縦断的、横断的支援ネットワ

ークの構築、当事者本人にとっての精神的拠り所と

なる場所や人の存在を捉えることの必要性、支援内

容の基準等について検討された。 
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これらの話題提供で得られた視点などをもとに、

セッション４ではグループワークを行った。そこで

は大きく２つのテーマに参加者が分かれて議論がす

すめられた。グループ１では、「学校カリキュラムか

ら社会生活への移行」をテーマに、中村晋氏（筑波

大学附属特別支援学校）と亀田良一氏（昭和村立南

小学校）が、グループ２では、「乳幼児期からみた「将

来」に関する問題」をテーマに、森正樹氏（埼玉県

立大学）と柄田毅氏（文京学院大学）がファシリテ

ーターとして議論を進行し、参加者それぞれの実践

経験などをもとに、テーマに沿った活発な意見交換

が行われた。 

次の日、セッション５として、「生涯発達支援に求

められる枠組みに関する提言～これまでの議論の再

考と今後～」をテーマにパネルディスカッションが

行われた。これまでシリーズとして取り組んできた

生涯発達支援に関する議論や、今回のワークショッ

プでの検討事項などを踏まえて、生涯発達支援に求

められる枠組み等の方向性が検討された。パネラー

として、生涯発達支援における縦断的ネットワーク

を中心に亀田氏から、横断的ネットワークを中心に

柄田氏から、そして今回のワークショップの検討事

項を踏まえ、議論における指定討論的役割として中

村氏にお話をしていただいた。そのなかで生涯発達

支援における枠組みとして、さまざまな視点が提示

され議論された。例えば、本人の生き方を支えると

いう視点、そのためにこれまでの単純な能力評価に

とどまらず、社会のなかで生きるうえで必要とされ

る力とは何かを想定しておくこと、そしてその本人

の特性を、生涯発達支援におけるネットワーク上に

おいて情報共有をしていくこと、業種・専門職間・

発達段階別機関間の互いの専門性の違い（と共通項）

を理解すること、またそのネットワーク上のキーパ

ーソンや拠り所の存在とそれをコーディネートして

いくことの必要性などが検討された。さらに、専門

職間の連携を機能的にしていくために、専門職間に

おける相互 SV体制についても指摘され、より現実的

な内容にまで踏み込んで議論が行われた。これまで

の生涯発達支援シリーズの中締めとして検討された

ことで、今後の課題も明らかになった。（「発達障害」

分科会 NLより抜粋したものを加筆） 
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７．事務局より 
 他支部の研修会については、日本臨床発達心理士会ホームページで情報提供しております。現在

関東地区では栃木支部の研修会案内が掲載されていますのでご覧ください。 

 
＜支部会費納入について＞ 

 2009 年度より支部会費は直接支部へ納入していただいております。今年度会費が未納の会員ならびに支部

変更された方でまだ納入されていない方は、下記の郵便振替口座に納入お願いいたします。尚、振込手数料

は各自ご負担くださるようお願いいたします。 

 

送金先：郵便振替 口座番号 ００１２０-１-４８３３８２ 

         加 入 者 日本臨床発達心理士会千葉支部 

         金  額 ２，０００円 

         通 信 欄 ①登録番号 ②氏名 

      依 頼 人 会員住所、氏名、電話番号  

 

＜ニュ ースレターメール配信をご希望の方＞ 

 ニュ ースレターのメール配信をご希望の方は下記事務局のアドレス

までご 連絡ください。 

 経費 節約のためにご協力お願いいたします。 

 

★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         
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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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 

（千葉支部 ＮＬ編集担当 早山文悟 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 3回資格更新研修会 

午前の部 

「通常学級に在籍する発達障害児、自閉症

スペクトラム児のアセスメントの実際－支

援につなげるための発達的アセスメントの

演習を通して」 

2010 年 

2 月 14 日 
1 

午前 
2009 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 3回資格更新研修会 

午後の部 

「特別支援学校未設置校における

支援の在り方」 

2010 年 

2 月 14 日 
1 

 

 


