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１．巻頭言 

「発達から障害へ、そして障害から発達へ」 

 筑波大学附属大塚特別支援学校 中村 晋 

私達の仕事は、発達心理学をベースに様々な学習

上または生活上の困難さを抱えた人たちの支援を行

うことです。そのためには、自分に足りない専門性

を補うためにもっと人間の発達や障害の機序を学ば

ないといけないと痛感しています。私はこれまで臨

床発達心理士としての使命は、子どもの発達的ニー

ズに応じて適切な支援を行うために、発達や障害の

理解を深める中で、より質の高い支援方法を探究し

ていくことだと思っていました。しかし、最近では、

障害のある子どもへの支援を通して「人間発達」の

理解を深めていというスタンスこそこの「臨床発達

心理学」の真髄であると感じています。 

 先日、筑波大学の澤江幸則先生と私の拙い実践

VTR を分析していました。私は、子ども同士がウレ

タンブロックを運ぶ単純なゲームのような学習を通

して、他者をどのように意識しながら運ぶのかとい

う分析を行動、視線、情動など社会性発達の観点か

ら評価していました。一方、澤江先生は、間接の動

き、スピード、位置どりなど身体運動発達の観点か

ら評価していました。非常に面白かったことは、こ

れまでの先行研究では理論化されていない「他者の

動きに合わせて自己の動きを調整する姿」の変化を

見つけたことです。わかりにくいかもしれませんが、

簡単に説明すると、典型発達の幼児が、ある時期、

非常にごく短期間で獲得してしまうために、誰も説

明していない（もしくは気づかなかった）発達のメ

カニズムが、障害ある子どもたちの姿を観察する中

で見えてきたということです。これはなんて素敵な

ことであろうか！そう思いながら二人で子ども達に

感謝をしました。 

発達心理学研究の進展は、同時に障害機序の解明

につながるものであり、発達から障害を考えるとい

うスタンスは臨床発達心理学に重要なことです。一

方では、障害のある子ども独自の発達プロセスを分

析することは、障害のメカニズムのみならず「人間

発達」の理解を導くものであると考えます。発達臨

床現場に立つ私達にとって、その「支援」そのもの

が人間探究であり、私はこのような「障害から発達」

を考えるスタンスにこれからも価値と意味を見いだ

していきたいです。 
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＜2010 年度千葉支部第 3回研修会 資格更新研修会＞ 
日時：2011 年 2 月 13 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 
＜午前の部＞9:30～12:30 資格更新研修会（受付開始 9:00～） 

『システムズアプローチの考え方と実践』（共通研修） 

○講師：鈴木明美（帝京平成大学大学院健康科学研究科 准教授 臨床心理士） 

＜午後の部＞13:30～16:30 資格更新研修会【専門職公開研修】（受付 13:00～）  

『乳幼児の発達障害への気づきと支援』 

○テーマⅠ：「発達障害への支援における乳幼児健診の役割」 

～厚生労働科学研究等の流れと気づきのポイントについて～ 

○講師：黒澤礼子（子ども家庭支援センター・法政大学）   

○テーマⅡ：「保健センターにおける臨床発達心理士の役割」 

「育児支援と発達障害児の早期発見―１歳６か月児健診を中心に考える―」 
○講師：榊原 信子（市川市保健センター 臨床心理士） 

―ポイント：午前・午後各１ポイント、参加費：午前・午後各 1000円― 
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２．2010 年度千葉支部第 3回研修会 

のお知らせ 

＜午前の部：共通研修＞ 

『システムズアプローチの考え方と実践』 
○日時：2 月 13 日（日）9:30～12:30（受付 9:00～） 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス （教育学部  

大会議室） 

○講師：鈴木明美（帝京平成大学大学院健康科学研

究科 准教授 臨床心理士） 

○企画趣旨： システムズアプローチとは、人間関係

をシステム（相互作用する関係）としてとらえ、心

理社会的援助を行う考え方であり、方法論でもあり

ます。 

臨床発達心理士の特徴である発達をめぐる査定と

その支援においても、課題のある子供たちは、発達

上の課題とともに、そこから派生する人間関係の中

に課題を抱えることも多く見られます。支援のアプ

ローチの過程で、被支援者を取り巻く環境の影響で

支援の効果が十分得られない事例も多々あるのでは

ないでしょうか。 

システムズアプローチは、ある原因がある結果を

うみ、その結果がまた原因になっていくという円環

的因果律を基盤に、この円環的関係すなわち問題を

取り巻く人間関係も含めたコンテクストにアプロー

チしていこうというものです。臨床発達心理士とし

て支援にあたる際に、このようなアプローチは問題

のとらえ方の新たな視点となると思われます。また、

私たち臨床発達心理士は、専門家として、支援者へ

の指導や助言にあたるコンサルタントあるいはスー

パーバイザーになる場合もあります。コンサルティ

へ等の適切な助言を行うためにも有効な考え方が得

られると思います。 

今回は基本的な内容の講義と事例検討を行いたい

と考えます。現在、支援に悩んでいる事例がありま

したら、下の担当までぜひお寄せください。 

○事例検討連絡先 

  いすみ市立浪花小学校 渡邉 亮一 

 TEL 090-4662-5262 

 E-mail: ciao@cameo.plala.or.jp 

○ポイント： 1 ポイント（会員は 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：専門職公開研修＞ 

『乳幼児の発達障害への気づきと支援』 
○日時：2月 13日(日)13:30～16:30（受付 13:00～) 

○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Ⅰ：「発達障害への支援における乳幼児健

診の役割」（13:30～14:50） 

１）育児保育支援分野の活動 / 健診に関する厚生

労働科学研究等の流れ 

２）発達障害の可能性への気づきのポイント（1

歳 6ヶ月～2歳 6ヶ月） 

○講師：黒澤礼子（子ども家庭支援センター・法政大

学）（千葉支部育児保育支援分野） 
○概要：千葉支部の育児･保育支援分野では、発達障

害の可能性を持つ幼児の早期の気づきと支援の出発

点を乳幼児健診ととらえ、毎年「乳幼児の発達障害

への気づきと支援」をテーマに研修を重ねています。

今回はその活動の一部と、最近の厚生労働省の研究

等について紹介します。また、1歳 6ヶ月から 2歳 6

ヶ月の幼児の「気づきのポイント」について、具体

的な事例とともにお話します。 
○テーマⅡ：「保健センターにおける臨床発達心理

士の役割」（15:00～16:30） 
「育児支援と発達障害児の早期発見―１歳６か月

児健診を中心に考える―」 
1）乳幼児健診における心理士の役割を考える 

2）発達障害周辺のこどもをもつ家族への育児支援

と療育 

3）発達障害児の早期発見・行動アセスメントにつ

いて（学習 DVD からの抜粋） 

○講師：榊原信子（市川市保健センター 臨床心理

士）（日本臨床発達心理士会 千葉支部） 
○概要：１）1 歳 6 か月児健診当日の実際の流れの

中で、保健師の発達スクリーニング後の心理個別相

談以外に、受付から待合、問診等のフリーの場面で

母子の行動観察を実施していること等を紹介したい

と思います。２）社会性やコミュニケーションの発

達が弱い発達障害周辺のこどもの支援に関する発達

相談の意義について考えたいと思います。発達相談

は、療育を紹介するだけではなく、また発達の経過

を観るだけではなく、こどもが必要とする発達ニー

ズについて、保護者とともに具体的に気付き、共有

する場であること。また、発達相談を定期的に実施

することは、こどもの具体的成長を保護者とともに

肯定的に確認する場になり、発達ニーズに対しても、

具体的養育方法を支援することが出来る場であるこ

と。そしてそのことは、保護者の育児力をあげ、子

育ての不安を解消し、母子の情緒を安定させ、２次

的障害や虐待防止につながっていくという視点を提

案したいと思います。３）発達障害周辺のこどもの

早期発見・早期支援は、ライフステージに合わせて

保護者とともに見通しを持って、細く、長く発達相

談をつないでいく最初の出会いの場であることを念

頭に置き、アセスメントについて学習を深めて行き

たいと思っています。 
○参加資格：臨床発達心理士会会員・隣接領域専門職

（保健師、保育士、言語聴覚士、他） 

○ポイント：1ポイント（会員は 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：専門職公開研修(午後の部)につい

ては、資料準備のため、下記事務局まで、Ｅメール、

ファックス、葉書のいずれかでお申し込みください。 

〒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 
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(FAX) 047-482-6015   
(Eメール) nshin@otsuka-s.tsukuba.ac.jp 

○申込内容：名前・職種・勤務先、連絡先（☎）等 
 

３．2010 年度第 2回研修会報告 
○日時：2010 年 10 月 24 日（日）9：00～ 17：00 
○会場：千葉大学西千葉キャンパス 

＜午前の部：資格更新研修会＞ 
○日時：10月 24 日（日）9:30～12:30 

○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 

○講師 

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（筑波大学人間総合科学研究科） 
○概要： 

 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、小田島氏と福田氏か

ら話題提供が行われた後全体協議が行われ、最後に

長崎氏よりコメントをいただいた。 

 小田島氏からは、知的障害特別支援学級における

学力向上をめざした取り組みが報告された。知的に

境界線である中学生に対する特別支援学級における

国語科・数学科・英語科の指導である。生徒の優位

な認知能力を生かして指導計画の工夫や教材・教具

の工夫を行い、きめ細かな指導を行った。学力が向

上するにつれて自己肯定感が高まり、社会性の向上

も見られたというものである。福田氏からは、知的

障害特別支援学級における生活や学習を通した社会

性向上をめざした取り組みが報告された。学校生活

においては、スケジュールボードの活用など様々な

個に応じた支援をすることで、授業や様々な活動に

積極的に参加できるようになり、個の良さが発揮で

きるようになった。また、将来の自分のイメージ作

りを中心とした進路に向けての支援についても話題

提供された。 

 長崎氏からは、以下のようなコメントがなされた。 

「表面的には両極の２つの提案であったが、めざ

している方向は同じ。教科学習や、生きる力の育成

をめざした生活における大人の適切なかかわりが自

己有能感を高め、社会性の発達を促している。私た

ちは生涯の発達を考えて支援していく。中高の動乱

期をどう支援していくかが、今後の課題である。」 

○まとめ： 

中学校現場は多忙であり、土日も部活動の指導な

どで教員は休めない現状である。そのような中での

中学校での支援の実践報告は大変貴重であり、大変

有意義なものとなった。 

（文責 大槻美智子） 
 

 

 

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

○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：佐竹真次（山形県立保健医療大学教授） 

○司会：鈴木彰典（千葉県立冨里特別支援学校） 
○概要： 

まず、４名のシンポジストからの発表が行われた。 
牧氏からは、平成 20・21年度の「高等学校におけ

る発達障害支援モデル事業」についての報告がなさ

れた。これまでの取り組みを見直しながら特別支援

教育の視点を加え、全ての生徒に「きめ細かで丁寧

な指導＋支援」を行ったことにより、生徒との信頼

関係ができ、学校全体が落ち着いた。今後は、①学

習指導②特別活動・部活動③生徒指導・教育相談④

進路指導という４つの分野を本校のユニバーサルデ

ザインとしてさらに検討を進め、入試や単位取得に

ついても考えていきたいとの方向性が示された。 
京坂氏からは、流山高等学園の現状と今後につい

ての報告がなされた。日課表は、午前は専門（作業）、

午後は教科、放課後は部活動というように職業自立

に特化したカリキュラムを取り入れている。98％が

就職し、約４割が再就職している。離職の主な原因

であるコミュニケーションと意欲の低下への対策と、

分校・分教室の設立に伴い多様な障害をもつ生徒の

職場開拓が課題となっていることが示された。 
長崎氏からは、中学から高校への引き継ぎについ

て自閉的傾向の生徒の事例を中心に報告がなされた。

入試の際には、トラブルに丁寧に対応してくれる高

校を探し、入学後に具体的な対応の仕方などを話し

に行き、頼りになる先生を探して連絡を取り合うな

どしている。高校側も、クールダウンの部屋の提供

や本人の特性に合わせた支援を行ってくれるように

なってきた。今後は、高校でも扇の要になる身近な

専門家が必要であるとの課題が指摘された。 
年光氏からは、千葉県の現状と課題及び今後の方

針について報告がなされた。千葉県では支援体制の

充実と教員の専門性の向上を主眼にし、高校への支

援としては、コーディネーター連絡会及び研修会の

実施、外部専門家の派遣、研修、指定校・推進校に

よる研究を行っている。今後の方針として、全教職

員への理解・啓発の充実、障害のある生徒に対する

支援及び指導の充実とアドバイザーの派遣、中高の

生徒指導連絡協議会の連携、高校と特別支援学校と

の連携などが指摘された。 
以上のシンポジストの発表を受けて指定討論がな

された。佐竹真次氏からは、「発達障害の高校生への

支援」として、周囲のものが認めてくれる中で自己
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理解を育てること、本人に合った就労支援と適切進

学支援を行うこと 、中学・高校・大学のカリキュラ
ムに就労・ライフスキル・ソーシャルスキル支援を

含めていくこと、専門機関の利用法の紹介や支援を

受けることに慣れる支援をすることなどがあげられ

た。また、共通質問として、『将来、発達障害のある

生徒さんが職業を得て生き甲斐を楽しみ、自立した

人生を送るために、本校、本学級、本特別支援教育

課で、今しておかなければならないことは何か。』『今

後新たに備えなければならないことは何か。』の 2

点が投げかけられた。 
質問に対し牧氏からは、人間関係・コミュニケー

ション・意欲を育てることと、教員の発想の転換が

あげられた。京坂氏からは、活動して感謝され、次

への自信や就労につなげていくことがあげられた。

長崎氏からは、人のためになれることがかっこいい

いと思う気持ちを育てること、難しい課題を大人の

支援を得ながらうまく乗り越えられたという体験を

しながらできることを増やすこと、この支援ができ

る教員を増やしていくことなどがあげられた。年光

氏からは、一人一人のニーズの把握や適切な支援の

ための研修や外部機関の活用があげられた。 
これらを受けて佐竹氏は、できた喜びや感動を味

わい、等身大の自分を好きになることが大切である

とともに、サポートすることを前提にして全ての発

達障害の子ども達に告知することが望ましいと述べ

られた。また、人のために役に立つことを「かっこ

いい」という気持ちを育んでいくことや、高校の研

修の充実の重要性についても確認された。 
参加者からは、保護者の立場から、職場にそのよ

うな人がいたらマネージャーとしてやっていけるか、

自分の仕事を発達障害の息子がやっていけるかとの

質問が出された。また、大切なのは自尊心であり、

「おまえはどうしようもないんだ。」などという言葉

に一番落ち込んでいることを汲み取ってほしいとの

ご意見があった。 
ご質問に対し、佐竹氏は、就労支援や仕事のコー

チングの一般論として、仕事を覚えるだけでなくナ

チュラルサポートが形成されるまで行うことが重要

であり、できる仕事を選んでコンバインすれば活躍

することができるのではないかと述べられた。京坂

氏は、高齢者施設の現場実習の例をあげ、人関係や

安全への気配りがどこまでできるかを考慮して一人

一人に合う仕事を選んで慎重に進めていることをお

話された。年光氏は、千葉県のＣＡＳの業務の一つ

に就労支援があり、ジョブコーチも制度としてある

ことを紹介された。 
以上のように、今回の公開シンポジウムでは、4

名のシンポジストの発表により、千葉県における発

達障害のある高校生への支援の現状が様々な側面か

ら明らかになった。さらに、指定討論者や参加者と

の意見交換により、今後の方向性について具体的な

課題が見え、有意義な研修会となった。 
（文責：上原素子） 

 

４．地域情報交換会の報告 

＜東総、東上総地域情報交換会＞ 
○日時： 11 月 13 日（土） 13:30～16:30 

○会場：大網白里町中央公民館 
○テーマ：「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～ 
○講師：花田和子（茂原市立西小学校教諭） 
○参加者：8 名 
○概要： 

講師の花田先生は、通常学級に在籍する特別な教

育的ニーズのある児童の支援を数年来継続して取り

組んできました。特に卒業を間近にした児童が、中

学校に入学後、できるだけ苦戦しないよう、「ウォ

ーミングアップ教室」という自己理解やソーシャル

スキルの支援プログラムを考え、実践しています。

その取り組みの実際を聞かせていただき、参加者か

らの質問、意見交換等を行い、有意義な研修になり

ました。 

また地域の有資格者同士の情報交換もでき、中身

の濃い研修会になりました。 

 

＜旭市・香取市周辺地区情報交換会＞ 
○日時： 11 月 28 日（土）  

○会場：海上公民館 

○テーマ：「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」 

○講師：大槻美智子（香取市立佐原小学校教諭 臨

床発達心理士） 

○参加者：7 名 

○概要： 

研修とその後の話し合いの中では以下のことが確

認された。 

スクリプトによる支援を考える時、台本があって

台詞が言え演技ができるようにすることのイメージ

が強い。しかし、本来目指すところはコミュニケー

ション、つまり「共有」しやすくするための、設定

された生活場面の中での“文化”の継承である。 

スクリプトによる支援の基本的な考え方について、

普段疑問に思っていることをじっくりと話し合うこ

とができ、有意義な地区研修会となった。 

 

５．私の職場紹介 
阿部秀樹 

（独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構  
障害者職業総合センター職業センター 職業レディ

ネス指導員） 
私が勤めております障害者職業総合センターは、

海浜幕張の文教地区に位置し、職業リハビリテーシ

ョンサービスに関する研究、技法の開発、および全

国にある地域障害者職業センターをはじめとする職

業リハビリテーション機関等、専門職員の養成・研

修を行っております。 

障害者職業総合センターの中にある職業センター

では、現在、発達障害、精神障害、高次脳機能障害
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について、それぞれの障害特性や事業所ニーズに対

応した就労支援プログラムの実践を行い、先駆的な

職業リハビリテーション技法の開発を行っています。 

職業センターの施設には、それぞれの障害に対応

したプログラムで使用する部屋の他、共同で使用す

る作業室、製菓作業用のパン・クッキー室、園芸作

業用の温室があります。また、遠方からのプログラ

ム受講者のための宿泊棟も用意されております。 

私が職業レディネス指導員として携わっているワ

ークシステム・サポートプログラムは、発達障害者

支援法が施行された平成 17年度より、知的障害を伴

わない発達障害者（アスペルガー障害、広汎性発達

障害、注意欠陥多動性障害、学習障害）に対する就

労支援プログラムの開発を行っております。 

プログラムは、就労セミナー、作業、個別相談を

組み合わせ、13週間で構成されています。就労セミ

ナーは、SOCCSS 法を用いた問題解決技能トレーニン

グ、SST を発展させた職場対人技能トレーニング

（JST）といった、発達障害者の特性に合わせたグル

ープワークや、マニュアル作成技能トレーニング、

リラクゼーション技能トレーニングを行っておりま

す。また、作業は、事務的作業、パソコンを用いた

作業、ピッキングや組立などの実務作業、その他様々

な作業環境を設定し、その中で作業適性や配慮事項、

補助手段の活用について検討していきます。 

プログラム受講者は、20 代から 40 代まで、高校

を中退された方、大学院を修了された方、就労経験

の無い方、数十社を転々とされてきた方、激しく叱

責されて退職された方、身体的症状の現れやすい方、

思い込みの強い方等々、これまでの様々な経歴や特

性を抱えています。ほとんどの方が休まず 13週間の

プログラムに参加し、就労に向けて自分自身と向き

合い、セールスポイントや特性についてまとめたナ

ビゲーションブックを作成し、それぞれの地域での

就職活動を進めています。 

受講者のタイプは様々であり、一人ひとり必要な

支援も異なります。一つの方法が必ずしもうまくい

くとは限らず、新たなアセスメントや支援技法の開

発が、今後も必要とされます。発達障害者の就労支

援は、まだ新しい分野であり、日々頭を悩ませつつ

も、楽しく受講者の方たちと向き合っています。

（http://www.nivr.jeed.or.jp/center/center.html） 
 

６. 各支部の研修会案内 

（１）栃木支部 
＜栃木支部研修会＞ 
○日時：2011 年 2月 19 日(土) 13:30～16:30（予定） 

○会場：とちぎ青少年センター（アミ－クス） 

第 1・第 2研修室 宇都宮市駒生 1丁目 1番 6号

（028-624-2203） 

○テーマ：「正しい恨みの晴らし方～他人の不幸を

喜ぶ心のメカニズムを探る」 

○講師：澤田匡人（宇都宮大学教育学部） 

 

 

 

【会員訃報】 

宇佐川浩様（淑徳大学教授 登録番号 第 00900 号 

千葉支部） 

2010 年 10 月 1日、がん性腹膜炎のため逝去されま

した。 

宇佐川先生には千葉支部の研修会の講師をしていた

だくなど支部の発展にご尽力いただきました。 

ご冥福を心からお祈りいたします。 

      一般社団法人  

      臨床発達心理士会千葉支部 

 

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

 ８．事務局だより 
＜支部会費納入について＞ 

 2009 年度の支部会費のみ直接支部へ納入していただいておりますが、数名の会員が未納です。資格更新の

手続きができなくなりますので必ず納入願います。 

＜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： 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 

2010 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 3回研修会 

資格更新研修会 
「システムズアプローチの考え方と実践」 

2011 年 

2 月 13 日 
1 

午前 

2010 年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 3回研修会 

資格更新研修会・専門職公開研修 
「乳幼児の発達障害への気づきと支援」 

2011 年 

2 月 13 日 
1 

 


