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１．巻頭言 

船橋市立船橋小学校 教諭 櫻井 正二郎 
「先生はどんな資格を持っていますか？」と突然、

保護者に聞かれました。ことばの教室の担当をしい

ますが、資格のことを聞かれたのは後にも先にもそ

の保護者からだけでした。その子は発音の誤りがあ

り、一年ぐらい通級すれば改善しますと説明し、「で

は、来週からおいでください。」と話したその直後の

ことでした。 
小学校のことばの教室の担当者は、小学校の教員

資格を持っていれば担当することができます。逆に、

ＳＴの資格を持っていても、小学校教員の資格がな

いと勤務することはできません。 
ことばの教室が通常の教室とは全然違う環境で

あることや、発音の改善ということが小学校の教育

とはかけ離れていることが、何かの専門性を持って

いると思われたのかも知れません。そのような質問

をしてこない保護者の中には、同じような思いを持

っているかも知れません。私は戸惑いながらも、「こ

れまで多くの子どもを見て発音を改善してきました。

その経験でお子さんの発音も改善できます。」と答え、

保護者も納得しました。 
私自身、他の多くの人がそうであるように、小学

校の学級担任からことばの教室の担当になりました。

ＳＴのような専門的研修を受けることなく、見よう

見まねでその専門性を養ってきました。「ことばの教

室の専門性って何？」と自問自答しながら、目の前

の子どもの指導に追いまくられてきました。長い間、

ことばの教室に通級してくる様々な子どもと接する

うちに、専門的なことが身につきました。というよ

り、専門性がなければ、指導できなかったというこ

とかも知れません。 
現在、臨床発達心理士の資格を得ましたが、こと

ばの教室での有り様は変わりません。しかしながら、

先の保護者からの質問には資格を持っていることで

社会的な信頼を得ることができると思います。また、

資格を持って保護者や子どもと接することとはどう

いうことなのか自問自答する中で、専門性の向上に

つながれば良いと思います。 

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

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2010 年度千葉支部第 2回研修会 公開シンポジウム＞ 

発達障害・軽度知的障害のある中学生・高校生への支援について 
日時：2010 年 10 月 24 日（日）9:00～16:30 （受付開始 8:30～） 
会場：千葉大学西千葉キャンパス（教育学部 大会議室にて受付） 

ＪＲ西千葉駅より徒歩８分、京成みどり台駅より徒歩７分、 

◎必ず正門よりお入りください。正門から入って左に曲がり、道なりに進みます。付属小（そ

の道の左側にあります）の道を挟んで右側の建物です。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＞9:00～12:00 資格更新研修会（受付開始 8：30～） 
○テーマ：中学校での発達障害・軽度知的障害のある生徒への支援と進学の現状について 
○報告者：小田島和枝（匝瑳市立八日市場第一中学校特別支援学級担任） 

福田和司（我孫子市立久寺家中学校特別支援学級担任） 
○コメンテーター：長崎勤（筑波大学大学院人間総合科学研究科教授） 

＜午後の部＞13:30～16:30 公開シンポジウム（受付開始 13：00～） 
○テーマ：発達障害・軽度知的障害のある高校生への支援について 
○シンポジスト：牧 伸裕（千葉県立船橋法典高等学校特別支援教育コーディネーター） 

京坂和憲（千葉県立特別支援学校流山高等学園校長） 

長崎裕子（習志野市立第二中学校自閉症情緒障害特別支援学級(通級的)担任） 

年光克水（千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課指導主事） 

○指定討論者：佐竹真次（山形県立保健医療大学教授） 

―ポイント：午前・午後各 1ポイント、参加費 2000 円(午前・午後各 1000 円)― 
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２．2010 年度千葉支部第 2回研修会 

のお知らせ 
○日時：10 月 24 日（日）9:00～16:30 

○会場：千葉大学西千葉キャンパス  

（教育学部 大会議室にて受付） 

○テーマ：「発達障害・軽度知的障害のある中学生・

高校生への支援について」 

○企画趣旨：  

特別支援教育への転換以降、多くの特別支援学校

では高等部を中心に急速な児童生徒増が進んでいま

す。その対策として千葉県では、特別支援学校高等

部の分校・分教室設置や高等特別支援学校の定員増

を進めています。また高等学校においては、全公立

高校に特別支援教育コーディネーターが校務に位置

づけられるなど、特別な支援を必要とする生徒へ取

り組みが進みつつあります。 

本研修会では、発達障害・軽度知的障害のある中

学生・高校生への支援に焦点をあて、この年齢での

支援の現状と、支援の特性や方法、とりまく環境へ

の支援の内容等について、発達的観点から検討した

いと考えます。 

午前の部は有資格者による研修会とし、中学校２

校の現場からの、発達障害・軽度知的障害のある生

徒への支援、進学の現状等についての実践報告をも

とに協議を行います。 

午後の部は公開のシンポジウムとし、４名のシン

ポジストの発表をもとに、発達障害・軽度知的障害

のある高校生への千葉県における支援の現状と、今

後のよりよい支援の方向について、様々な立場から

の参加者とともに検討したいと考えています。 

 

＜午前の部：実践報告会＞ 
○日時：10 月 24 日（日）8:30～12:00 

8：30～9：00受付（場所：教育学部大会議室） 

9：00～9：15 支部長挨拶 

9：15～12：00 実践報告と協議 

○テーマ：「中学校での発達障害・軽度知的障害のあ

る生徒への支援と進学の現状について」 

○報告者： 

小田島和枝（匝瑳市立八日市場第一中学校・特別支

援学級担任） 

福田和司（我孫子市立久寺家中学校・特別支援学級

担任） 

○コメンテーター： 

長崎勤（筑波大学大学院人間総合科学研究科教授） 

○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 当日会場でいただきます。 
○参加申し込み：午前の部は申し込みの必要ありま

せん。 

 

 

 

 

＜午後の部：公開シンポジウム＞ 
○日時：10 月 24 日（日）13:30～16:30 

13：00～13：30受付（場所：教育学部大会議室） 

13：30～16：30 公開シンポジウム 

○テーマ：「発達障害・軽度知的障害のある高校生

への支援について」 

○シンポジスト： 

牧伸裕（千葉県立船橋法典高等学校特別支援教育コ

ーディネーター）「高等学校での支援について・

モデル事業を中心に」 

京坂和憲（千葉県立特別支援学校流山高等学園校長）

「高等特別支援学校の現状と今後について」 

長崎裕子（習志野市立第二中学校自閉症情緒障害特

別支援学級(通級的)担任）「中学校での支援と、

高等学校や高等部への進学について」 

年光克水（千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課

指導主事）「県内高等学校での支援の現状と今後

について・行政担当者から」 

○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 
○指定討論者： 

佐竹真次（山形県立保健医療大学教授） 

○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 当日会場でいただきます。 
○参加申し込み：公開シンポジウム(午後の部)につ

いては下記事務局まで、Ｅメール、ファックス、葉

書のいずれかで申し込んで下さい。午前の部は申し

込みの必要ありません。 

〒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 

 

３．2010 年度第 1回研修会報告 
○日時：2010 年 5月 30 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 30日（日）9:30～12:30 

○テーマ：「自閉症児のための社会性発達支援プログ

ラム―アセスメントに基づく具体的支援の演習―」 

○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）

○概要： 

 今、社会性発達の基盤として社会的認知の重要性

が注目されている。『自閉症児のための社会性発達支

援プログラム』は、Tomasello の理論を背景に社会

性認知の発達を理解することによって有効な支援に

つなげる目的で開発された。今回の研修は、千葉支

部2008年度第1回研修で行われた理論の概要の続編

であり、講演だけでなく演習も含み、参加者がアセ

スメントの実際を体験的することができた。 

この度紹介された初期社会性発達支援プログラム

（ESPA）は、初期社会性発達アセスメント(AES)によ
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り、発達レベルを判定し、初期社会性発達支援課題

(TES)までの一連のプロセスである。 

ＡＥＳ（３５項目）は、４つの領域「模倣・役割

分担」「共同注意」「情動共有」「コミュニケーション」

において、レベルⅠ（行動と情動の共有）・レベルⅡ

（目標と知覚の共有）・レベルⅢ（意図と注意の共有）

の３段階からなる。それぞれ８０％以上の達成率を

基準に現在の「発達レベル」とし、その次のレベル

を「発達支援レベル」（発達の最近接領域）とする。

初期社会性発達支援課題(TES)は、各レベルⅠ・Ⅱ・

Ⅲが３段階の発達ステップ（ＡＢＣ）から構成され、

フォーマット（遊びや生活における行為の型）やス

クリプト（日常生活の決まりきった場面におけるス

トーリー）を用いた動きを手がかりに展開すること

が特徴で、その枠組みはそれぞれのこどもに合わせ

て提供する。 

後半の演習は、実際の子どものＶＴＲを参照しな

がらグループで協議しアセスメントの概要を体験す

ることができた。アセスメントには「行動」「情動」

「視線」の３つの視点で観察することが必要とのこ

とであったが、真剣に VTR を見つめ細かい気づきや

疑問点などが積極的に交わされた。アセスメントに

は複数の場面を複数の視点で、繰り返しみてディス

カッションすることが必要であることを実感するこ

とができた。 

長崎講師より、知能検査のような限定した場面・

道具を用いたアセスメントだけでなく、生活場面の

ナチュラルな子どもの行動から社会性・情動を評価

するアクティビティ・ベースド・アセスメントが重

要であり、信頼性・妥当性を補うためには今回の演

習のような合議制でカバーすることが必要であると

述べられた。 

演習を含む３時間の研修はあっという間であった

が、アセスメントの支援プログラムについてはまた

の機会に引き続き企画いただけるとのこと、次回へ

の期待が高まる内容であった。 

（文責 井桁 重乃） 
 
＜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 30日（日）13:30～16:30 

＜講演＞ 

○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－」 

○講師：阿部秀樹（臨床発達心理士ＳＶ） 
○概要： 
乳幼児の検査によく使われている、新版Ｋ式と田

中ビネーを取り上げ、それぞれの概要と解釈、その

後の支援についてお話しいただいた。 

はじめに、これらの検査の特徴やなぜ乳幼児によ

く使われるのかの説明があった。新版Ｋ式と田中ビ

ネーは、双方とも発達全体を見ることができ、概念

レベルに達していない発達段階の低いこどもたちに

も、適用しやすいとのことであった。 

その後、それぞれの検査において、感覚と運動の

高次化による発達領域分析の観点から、実際の検査

項目を並べ替えることで、領域別の特徴が捉えやす

くなることが、手順に添って紹介された。作業では

主に新版Ｋ式の 2事例の検査結果を使って、参加者

と共に子どもの特徴を考えた後、発達領域分析後、

それを基準に並べ替えられた検査項目の表を使い、

通過または部分通過の領域を色分けした。これによ

り、視覚聴覚の入出力の観点から子どもの特徴が捉

えやすくなることを体験した。その後、この表の信

頼性についても細かい分析データに基づきお話しい

ただいた。 

さらに、この表のプロフィールから、被検査者が

どのような特徴を持つ児であるかを、７つの型に分

類し、それぞれの型で必要な具体的な支援方法の例

をあげてお話いただいた。これに対する解説も、実

際の子どもを例にとりあげながらお話しいただいた

ため、イメージが持ちやすいものだった。 

また、新版Ｋ式・田中ビネー検査のそれぞれの項

目を感覚と運動の高次化による「発達領域の項目数」

「入力系・出力系の割合」｢視覚系・聴覚系の割合｣

また、それらを年齢別にした場合の割合や全体の割

合、さらに「細部知覚・全体知覚」とに分類して、

年齢別に分析したものなど、わかりやすくグラフに

まとめたものを提示していただいた。これにより、

それぞれの特徴が分かるだけでなく、比較もでき、

今後の検査を選ぶ上での指標や支援に役立つ物では

ないかと考えられる。 

 標準の検査は、それ自体で完成されたものと考え

られがちだが、視点を変え細かく分析された豊富な

データを提示していただいたことで、ひとつの検査

から、もっと多くの情報を引き出すことができると

いうことを改めて考えさせられた。 

（文責 育児･保育支援分野 松川節理子） 

 

４．総会報告 

（１）概要 
2010 年 5月 30 日（日）千葉大学で開催した。 

2009 年度の活動報告および 2010 年活動計画、役員

選出等以下の提案を決定した。 

 

（２）活動報告、活動計画 

＜2009 年度活動報告＞ 
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、2009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、5月 31日、10 月 25 日、2 月 14日
に開催した。5月 31日、10月 25日は公開研修会
を開催した。 

 また、発達心理学会「発達障害分科会」と共

催で、サマーワークショップを開催した（詳細は

別表参照）。 
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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 

 昨年度に引き続き「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た。今年度

は、第二回研修会を午前・午後を通して、初の一日

公開研修会とした。午前の部は中川信子氏（言語聴

覚士 子どもの発達支援を考えるＳT の会代表）に

よる講演「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～」午後の部は黒澤礼子氏

（法政大学）による「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～」及び分科会「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～」を行った。公開講演会、地

域分科会ともに好評で、大変多くのご参加を頂き、

限られた時間の中で活発な話し合いが行われた。ま

た、「乳幼児健診検討プロジェクト」の活動としては、

千葉県内、県外 25箇所の保健所の健診票を収集整理

し、健診票項目の比較一覧表を作成、特に発達障害

に関する健診項目の検討を行った。また、保健所の

現状を把握するためにアンケートの実施を検討し、

準備を進めた。 

（B）特別支援教育分野 

①発達障害への支援 
②自閉症スペクトラムへの発達支援 

 本年度は、２つのグループが合同で研修会の企

画・運営を進めた。第１回研修会(５月)では、午前
中に佐藤幹夫氏(フリージャーナリスト)による講演
「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

－」と、午後には長崎勤氏(筑波大学)による講演「」
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－」を行った。 
 第３回研修会(２月)では、午前中に「通常学級に
在籍する発達障害児・自閉症スペクトラム児へのア

セスメントの実際」として、架空事例によるアセス

メントの演習を含む研修会を行い、午後には酒井秀

彦氏(市原市立辰巳台西小学校)による事例報告「特
別支援学級未設置校における支援の在り方」を行っ

た。 
 本年度の特色・成果としては、成人期の自閉症者

の事件をとおして社会性の生涯発達支援について

の検討をすすめたことと、千葉支部としては初めて

の企画として小グループによるアセスメントの演

習を研修に取り入れたことが挙げられる。 
３．広報 
 年 3回ニュースレターを発行し、研修予定、ニュ
ースレターの内容を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 

11月 21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、JDDネットへの参加・協力、提供等も行った。 
 

＜2010 年度活動計画＞ 
１．総会の実施 

 規定に基づき、2010年度の総会を、2010年 5月
30 日（日）に千葉大学で開催します。2010 年度の
活動計画、予算を決定する。 

２．研修会の開催 

 資格更新研修会（基礎勉強会、事例検討会）を、

5 月 30 日(日)、10 月 24 日(日)、2 月 13日(日)に開
催します。10月 24日は公開シンポジウム、2月 13
日は公開研修会を行う。 

「研修委員会」が中心となり、（A）育児・保育支援

分野研修（B）特別支援教育分野研修（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
の分野に加え、2010年度より、両分野に共通するテ
ーマやトピックスについて研修を行う(C)共通テー

マ研修を設定し、３つの枠組で研修を行っていきま

す。「(C)共通テーマ研修」は、研修会全体を統括す

る担当者が中心となり行う(詳細は別表参照)。 
３．広報 
ニュースレターを年 3回発行する。また、一般市
民、行政、「親の会」などに会の活動を広報する。 
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、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）を実施する。 

５．千葉支部ホームページの開設準備 
 会員への情報提供と支部の広報活動を目的に、千

葉支部ホームページを開設する準備を行う。 
６．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

会、当事者との交流をとおして、地域社会への貢献

を積極的に行う。 

７．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

行う。 

 

（３）会計報告 
資料１・２を参照してください。 

 

（４）役員紹介 
総会にて以下の新役員が承認された。 
渡邉亮一（いすみ市立浪花小学校） 
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５．地域情報交換会の報告とお知らせ 

６．私の職場紹介 
小田島和枝 

（匝瑳市立八日市場第一中学校特別支援学級担任） 

 匝瑳市立八日市場第一中学校が、私の職場です。

自閉症・情緒障害特別支援学級の担任です。在籍４

名 １年生１名３年生３名です。固定式学級ですが、

交流学級に受け入れて頂き、教科によって交流学級

で学習しています。また全員部活動にも参加してい

ます。このように交流がスムーズに行われているこ

とが嬉しいことです。これは、校内の状況が安定し

ているからであり、通常学級の先生方の深い理解の

賜物です。私は、通常学級の国語を２クラス担当し、

自分の学級では英語・数学・国語を主として指導し

ています。 

 保護者の希望は、高校進学です。そこで、高校に

行って中退しないように基礎学力・社会性を向上さ

せてほしいという希望を持っています。 

 １年は、中学校の生活になれる。 学習の勤勉性

を身につけることを目的にします。２年生は、社会

生活体験学習があるので、きちんとした挨拶や話し

方を身につけるように練習します。また クラス替

えがあり、友人関係の悩みが増えるので、よく話し

合うようにします。３年生は受験に向けての学習方

法の工夫をし、学力の向上をめざします。更に受験

は現実とぶつかることであり、ストレスを抱えなが

ら、日常生活をこなしていくという大人になるため

の訓練として捉えます。保護者ともこの観点を一致 

 

させておきます。 

教師として、生徒が学習の喜びを味わってくれる

ようになった時のうれしさは格別です。いろいろ工

夫して教えるのは、主に１，２年生です。３年生に

なると教えるよりも問題集の例題をみて自分で解い

ていくようにします。１年は基礎であり２年生は数

学も英語も複雑になるからです。３年生は高校への

移行として個別で教えてくれる人のいない高校生活

を前提として自分で学習する方法を身につけるよう

にします。 

 学力が向上すると、自分の学習の結果を冷静に話

し合えるようになります。それは、自分の弱点の把

握と改善のための検討ができるように発達したとい

うことです。その結果行動についての検討が可能に

なります。行動を検討することは、行動のもとにな

る自分の考えを検討することになります。検討する

という言葉は生徒に受け入れられやすく、自分で考

えた方法で改善するのは、自尊心を満足させるよう

です。 

 現在は小中の効果的な連携を図るために学区の４

小学校との一貫した学習の指導をめざしています。

同時に保護者に中学校の学校公開日に参観してもら

い、中学校生活に向けての保護者の家庭での環境の

準備をしてもらうように働きかけています。 

 特別支援学級に入るには、保護者の方はいろいろ

悩みます。入って良かったと言っていただけるよう

に精進したいと思います。 

＜東総、東上総地域情報交換会の御案内＞ 
○日 時：平成 22年 11 月 13 日（土）13:30～16:30 

○会 場：東金市中央公民館（予定） 

○講 師：花田 和子 先生（茂原市立西小学校教諭） 

○内 容：小学校から中学校への円滑な移行のための支援 

     ～保護者・通常学級担任・特別支援学級担任の協働による取り組み～ 

特別な教育的ニーズのある子どもが中学校進学後に苦戦しないように、小学校段階でスキ

ルアップトレーニングや自尊感情を高めようとした実践の発表と協議をする予定です。 

○連絡先：渡邉亮一（いすみ市立浪花小学校） 

TEL 0470-62-1507 FAX 0470-62-4333 または E-mail ciao@cameo.plala.or.jp へ 

 

＜旭市・香取市周辺地区情報交換会の報告と御案内＞ 
【報告】７月３日（土）に旭市立海上公民館におきまして、地区情報交換会が開催されました。 

“相談機関との連携について”をテーマとし、「子どもと親のサポートセンター」での取り組みを

サポートセンター指導主事で臨床発達心理士でもある鈴木春雄先生にお話しいただきました。センタ

ーでは、20 歳位までの方とその関係者への支援を幅広く行っていることが分かり、臨床発達心理士

として、相談機関との連携を生かした支援のありかたについて考えることができました。 

【次回の御案内】 

○日 時 平成２２年１１月２８日（日） １３:３０～１６:３０ 

○会 場 旭市立海上公民館 ２Ｆ第２研修室  

○内 容 講演および会員相互の情報交換 

   ※ コミュニケーションの発達支援（スクリプトによる支援）の方法と実際について 

○その他 会終了後に茶話会を予定しています。 
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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 

７. 各支部の研修会案内 

（１）神奈川支部 
＜神奈川支部講演会＞ 
○日時：2010 年 7月 31 日(土) 13:30～16:30 

○会場：横浜市青少年育成センター 

○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：笠原丈史氏（横浜市立綱島東小学校情緒障

害通級指導教室教諭）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ＜支部会費納入について＞ 

 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 2009 年度の納入方法と異なり

ますので詳しくは臨床発達心理士会 HPでご確認ください。 

 尚、2009 年度分は千葉支部に直接納入することになっています。未納の場合、更新手続きができなくなり

ますのでご了解ください。 

 ＜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 

◯千葉支部資格更新研修会への参加申し込みは、公開シンポジウム等を除いて、その必要は有りません。他

支部の研修会等については、その案内に従って下さい。 
＜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） 
 

 

 

 

 

 
 

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 2回研修会 

資格更新研修会 

「中学校での発達障害・軽度知的障害

のある生徒への支援と進学の現状

について」 

2010 年 

10 月 24 日 
1 

午後 
2010 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 2回研修会 

公開シンポジウム 

「発達障害・軽度知的障害のある高校

生への支援について」 

2010 年 

10 月 24 日 
1 

 


