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１．巻頭言 

特別支援教育の充実に向けて 

八千代市教育委員会 堀 彰人 
 「特別支援教育」が始まり、３年が過ぎました。

この教育に対する各学校の意識が随分と高まってき

たと感じています。中には、特別支援学級等がなく

ても、管理職や特別支援教育コーディネーターを中

心に、特別支援学校などの専門家と積極的に連携を

深め、大きな成果をあげてきている学校もみられる

ようになってきました。 
 特別支援教育の一層の広まりや充実に向けて、専

門家である臨床発達心理士の関わりは、今後、益々

期待されるところとなると思われますが、そのため

の課題と感じることが２点あります。一つは、個を

見つめる視点だけではなく、集団と個との関係を踏

まえた実践と研究が積み重ねられる必要性です。あ 

 
 
る障害特性に対して、基本的な理解や対応の仕方は、

関連図書を含め、多くのところで聞かれるようにな

ってきています。しかし、実際の授業の中で、それ

をどう具現化していくのか、また、他の子ども達へ

の指導とのバランスの中で、それを周囲の子ども達

や対象とされている子ども達にとって、いかに受け

入れられる形で提供していくことができるのかなど、

今後、明らかにされていくとよいと思います。 
 もう一つは、日常、子ども達に関わっている方々

に、いかにわかりやすく説明できるかということで

す。学級担任や保護者の方々のお話を伺っている中

で、専門機関等から、どのようなアドバイスがあっ

たのかをお聞ききすることがあります。子どもとの

日常の様子や関わりを織り交ぜながら、よく整理さ

れた形でお話し下さる方々がある一方で、一般的な

特性や抽象的な言葉に終始したり、それも曖昧だっ

たりして、実際の子どもの姿や、子どもとの関わり

に、どう結びつけられ、どう活かされているのかが

見えてこないこともあります。説明に用いられる言

葉は、例えば、「視覚的に示す」「見通しがもてるよ

うにする」など、私たちが日常、当然のように使っ

ている語彙を通したものであることが多く、伝わっ

ているような、あるいは理解できたような感覚をも

ってしまいがちです。こうした語彙に関する多くの

ポケットを持ち、伝える相手の理解や状況を確かめ

つつ、その子どもと歩んでいけるような説明ができ

るようになりたいものです。                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
２．2010 年度千葉支部総会及び第 1回資格更新研修会のお知らせ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010 年４月１日 第３巻３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 
 

＜午前の部＞ 9:00～12:00 

「自閉症児のための社会性発達支援プログラムについて 

～アセスメントに基づく具体的支援の演習～」 

＜総  会＞12:30～13:00 千葉支部第５回総会 

＜午後の部＞13:30～16:30  

「乳幼児の発達支援に関わる心理士のスキルアップのために 

～新版 K式発達検査と田中ビネー知能検査について～」 

講師：阿部秀樹（臨床発達心理士ＳＶ） 

 

日時：2010 年５月３０日（日）9:00～16:30 

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 

会費：午前・午後各 1000 円 ポイント：各 1ポイント 
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＜第１回資格更新研修会：午前の部＞ 
○ 日時：2010 年 5月 30 日（日）9：00～12：00 

○講師：長崎勤（筑波大学）中村晋（筑波大学附属
大塚特別支援学校、臨床発達心理士ＳＶ） 

○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：「自閉症児のための社会性発達支援プログ

ラムについて～アセスメントに基づく具体的支援の

演習～」 

○企画趣旨： 

 自閉症児における社会性の発達を支援する療育・

教育の場では、将来の社会参加と自立に向けた適応

スキルの獲得のみならず、他者との関係性を構築・

維持を基盤に様々な活動の場を共有しながら個性あ

る自己の育ちを支援することが望まれている。近年、

典型発達児の社会的認知発達研究の進展により、自

閉症児における共同注意、他者意図理解、意図の共

有、心の理解などの障害が注目され、自閉症児への

新たな支援の可能性が指摘されている。また、特別

支援教育の中核をなす「自立活動」に、他者とのか

かわりの基礎、他者の意図や感情の理解、自己理解

と行動の調整、集団への参加の基礎に関する内容を

盛り込んだ「人間関係の形成」が新設された。これ

により、社会性の発達支援は、今後の特別支援教育

において重要な課題となった。そこで、今回は、ト

マセロら（２００５）による「意図共有」の発達研

究を基盤に開発した「初期社会性発達支援プログラ

ム（長崎ら,2009）」の活用方法について研修する。  
 本研修では、参加者でグループをつくり、実際の

ケースを通してアセスメントと支援課題設定の演習

を行う。 

○参考文献：長崎・中村・吉井・若井(2009)自閉症

児のための社会性発達支援プログラム－意図と情動

の共有による共同行為－日本文化科学社 

○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：1000 円 

 

 

＜千葉支部第５回総会＞ 
○日時：2010 年 5月 30 日（日）12：30～13：00 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス（教育学部大会

議室） 

○内容：2009 年度活動報告および会計報告 

    2010 年度活動計画および予算案の提案等 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第１回資格更新研修会：午後の部＞ 
－育児･保育支援分野 専門研修のお知らせ－ 

○日時：2010 年 5月 30 日（日）13：30～16：30 

○講師：阿部秀樹（臨床発達心理士ＳＶ） 

○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「乳幼児の発達支援に関わる心理士のスキルア

ップのために～新版 K式発達検査と田中ビネー知能検査

について～」 

○企画趣旨： 

 乳幼児の 9割が受診するといわれる乳幼児健診の

“発達支援”と“育児支援”に果たす役割の大きさ

は、今更申しあげるまでもありません。 

私たち臨床発達心理士も、 乳幼児健診や健診後の

発達相談の場で、あるいは子ども発達センターやマ

ザーズホームなどで活動する機会が増えています。

様々な発達検査の実施や検査結果に基づき発達を促

す支援プログラムを検討することなども求められる

ようになりました。 

臨床発達心理士の更なる実力アップを目指して、

この専門研修では乳幼児と幼児に使用される代表的

な二つの検査の実施方法と検査結果の解釈及び支援

への生かし方などについて学んでいきたいと思いま

す。細かな分析は新版 K式発達検査を中心に行い、

田中ビネー知能検査との違いや項目の傾向などにつ

いて触れていただく予定です。 

皆様の積極的なご参加をお待ちしています。 

（ 育児･保育支援分野  黒澤礼子 ） 

○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：1000 円 

（育児･保育支援分野 黒澤礼子） 
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３．2009 年度第 3 回研修会報告 

＜午前の部＞ 
○日時：2010 年 2月 14 日（日）9：30～12：30 

○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：支援につなげるための発達的アセスメン

トの演習「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」 

○講師： 

鈴木彰典（千葉県立富里特別支援学校） 

「アセスメントの実際」 

長崎勤（筑波大学人間総合科学研究科） 

「臨床発達心理学的アプローチから支援を考える」 

○概要： 

小中学校の通常学級で学んでいる、発達障害児・

自閉症スペクトラム児のアセスメントについて、架

空事例Ａ（不注意、衝動性、多動の行動が見られ、

書字に著しい困難がある小学 3年生男児）、架空事例

Ｂ（友だちとのかかわり方が一方的でトラブルが多

く、攻撃的になってしまったり、逆に極端に消極的

になってしまったりする中学２年の男子生徒）を通

しての演習を行った。 

鈴木氏からの事例についての説明とアセスメント

の内容・進め方についての話の後、全体を４グルー

プに分けて以下の流れで協議を行った。 

①基本情報をもとに、支援を進めるためにさらにど

んな情報が必要かの検討。 

②事例児の困難さ、その原因や背景についてポイン

トとなることを考える。 

③提示されなかったがさらに必要と思われる情報に

ついて。 

④今後の支援の方向性について考える。 

①については、生育暦や相談暦・支援の経過など

の子どものこれまでの情報と、現在の子どもの情報

（子どもや保護者の困り感・生活や学習全般に渡る

子どもの実態～周囲とのかかわりの実態、心理発達

検査からの情報、家庭内の様子など～）と校内や地

域における使える資源を明らかにする必要が検討さ

れた。その後、架空事例ＡＢの詳細情報から、②③

について考え、最終的には④の“支援の方向性”を

探っていった。 

長崎氏の総括は、発達支援のあり方について考え

させられるものであった。子どもへの支援において

留意しなければならないことは、“子ども自身の発達

への支援とともに、子どもを取り巻く環境（家族や

支援する人を含む）への支援という観点を持つこと”

である。私達がさらによりよい支援を考えていくこ

との必要性が指摘された。 

○まとめ： 

今回、「架空事例によるアセスメントの演習」とい

うより実践的な研修を試みた。少人数グループによ

る話し合いは、会員相互の専門性を生かすことがで

き、視野を広げることができ、大変有意義なものと

なった。  

（文責 大槻美智子） 

＜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」 

○提案者：酒井秀彦（市原市立辰巳台西小学校 LD･

HD 等通級指導教室担当者） 

○概要：  
 酒井先生は、一昨年、障害種別がつかない「特別
支援教室」の担当者として、「特別支援学級等未設置

校における支援のあり方」についてその取り組みを

報告しました。 

事例１では、教室に入れず多目的スペースで過ご

すことが多い低学年児童について話がありました。

酒井先生は、児童の注意・記憶に困難さがみられた

ため、個別の支援を始めるとともに、児童同士のペ

ア学習の場の設定や校内職員の協力体制を含めた学

級担任への支援を行いました。その結果、児童は、

教室に戻り学習に参加できるようになりました。 

事例２では、教室から飛び出し、制止する教師に

暴言を吐いたりする中学年児童について話がありま

した。酒井先生は、児童の言語理解や注意・記憶に

困難さがみられたため、個別の支援を始めるととも

に、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りました。 

協議では、児童の家庭での様子や支援のきっかけ、

具体的な支援等について話し合いました。そのなか

で、酒井先生は、支援室便りを発行し、校内や保護

者の理解が得られるように工夫していました。特別

支援教育におけるコーディネーターのあり方につい

て情報を発信 していました。 

まとめでは、早川淳子先生（県立八千代特別支援

学校）から、特別支援学級未設置校では、支援員が

児童を別室で個別指導したりして、活躍していると

いう報告がありました。具体的には、児童の困り感

を発見し、児童の見る視点を変えてあげたり、板書

が苦手な児童にはあらかじめ板書と同じ「おたすけ

プリント」を用意してあげるなどです。また、子ど

もが力を発揮できるルール作りがとても大切と話し

ていただきました。 

（文責 櫻井 正二郎） 
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４．地区情報交換会のお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．私の職場紹介 
“狭さとの戦い”は続く 

         富里特別支援学校 鈴木彰典 

 

 ご承知のとおり、特別支援学校の児童生徒数は毎

年着実に増加し、どの学校も過密化による影響が深

刻化しています。私の職場・富里特別支援学校も県

内有数の大規模・過密化校で、狭さとの戦いの日々

を強いられています。 

 特別教室を普通教室に、オープンスペースを壁で

仕切って教室に、一つの教室を仕切って２つに・・・、

なんていうのは当たり前で、ついに今年度はプレハ

ブ校舎を建てるということになってきました。プレ

ハブ校舎なんて、最近ではあまり聞かないですよね。 

 こんな状況のなかで、県内では分校・分教室の設

置が進んでいます。高等部の一部を分校・分教室と

して別の場所に設置するというもので、ここでは、

比較的軽度の生徒を対象に、就労に向けた職業教育

を行うことになっています。 

 流山高等学園の第二キャンパスが、統合によって

空きになった近くの高校の校舎に、柏、我孫子、市

原の各特別支援学校の分校・分教室が、近くの高校

の中に設置されました。こちらは全県を通学区域と

していますが、東葛地区に集中しているので、本校

の過密化対策にはあまりなっていません。本校の近

くでは、佐倉市内に印旛特別支援学校の分校が将来

設置されることになり検討が進んでいます。 

 過密化と一言で言いますが、本当に、「こんなこと

にまで」と思うようなことにも様々な影響があるも

のです。しばらく狭さとの戦いからは解放されそう

もありませんが、頑張りまーす。 

６．各支部の研修会情報 
（１）神奈川支部 

＜2010 年度第 1回研修会＞ 

○日時：2010 年 5月 23 日(日) 13:30～16:30 

○会場：ウィリング横浜（横浜市営地下鉄上大岡駅

下車） 

○テーマ：「神奈川県における高校の支援教育」 

○内容：高等学校における発達障害のある生徒への

支援教育の考え方、内容について、神奈川県の実態

を学ぶ。  
○講師：中田正敏先生（神奈川県立田奈高等学校長） 

 

 

７．国際ワークショップのお知らせ 
◯日時：2010 年 8月 3日（火）～5日（木） 

◯場所:大妻女子大学千代田キャンパス 

◯講師：Barry M.Prizant,（Ph.D.）ブラウン大学  

◯テーマ：「SCERTS モデル-自閉症への早期発達支援

の最前線-」 

◯受講料：30,000 円（３日間） 

◯定員：60名（定員になり次第締め切り） 

◯申し込み方法：臨床発達心理士会 HPから 

◯更新ポイント：6 ポイント（３日間を原則） 

◯企画内容： Prizant 博士は、自閉症への包括的
支援アプローチとして「SCERTS モデル」を開発。
このモデルは、社会コミュニケーション（SC;Sosial 
Communication）、情動 調整（ EM;Emotional 
Regulation）、交流型支援（ TS;Transactional 
Support;自閉症児に関わる家族・専門家などへのア
プローチ）の３つの領域からなる SAPという評価尺
度によってアセスメントし、学校や園、家庭などの

日常生活における活動をベースにした包括的支援プ

ログラムを行う。今、アメリカで最も注目されてい

る自閉症児支援の次世代モデルである。 
 日本臨床発達心理士会では、この SCERTS モデ
ル開発者の Barry Prizant博士（ブラウン大学）を
お招きし、自閉症支援の最新情報と今後の展望につ

いての国際ワークショップを開催する。本ワークシ

ョップでは、１日目に SCERTS モデルの理論とア
セスメント方法について学び、２日目には事例によ

るアセスメントの演習と支援方法の策定ワークショ

ップを行う。３日目の午前中は日本での SCERTS
モデルの適用例の紹介、午後は Prizant博士による
国際公開講座として、自閉症発達支援の今後の展望

について語っていただく。なお、Prizant 博士によ
る講義・ワークショップは通訳を介して行う。 
◯問い合せ先：scerts2010@live.jp（担当仲野） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２２年度  

旭市・香取市周辺地区 

情報交換会の御案内 

 

１ 日時  

平成２２年７月上旬の週末の午後を予定 

２ 場所  

旭市立海上公民館 

３ 内容  

講演および会員相互の情報交換 

※発達相談についての研修を予定しています。 

 

※会終了後に茶話会を予定しています。詳細は

次号ニューズレターならびに 22年度第 1回
の研修会でお知らせします。多数の会員の皆

様の参加をお待ちしています。（´∀｀）ﾉ 
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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。 
 

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

８．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。2010年度より、支部会費は臨床発達心理士会に納入すること

になりました。支部会費未納者は更新手続きができなくなります。ご注意ください。ただ今千葉支部では、

２０名の未納者がいます。どうぞご確認願います。 

 

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

（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 2010 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1回資格更新研修会 

午前の部 

「自閉症児のための社会性発達支援プログ

ラムについて～アセスメントに基づく具体

的支援の演習～」 

2010 年 

5 月 30 日 
1 

午後 2010 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1回資格更新研修会 

午後の部 

「乳幼児の発達支援に関わる心理士のスキ

ルアップのために～新版K式発達検査と田
中ビネー知能検査について～」 

2010 年 

5 月 30 日 
1 

 


