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「東日本大震災」被災地域の皆様 

ならびに被災された関係者の皆様に心よりお見

舞い申し上げます。 

 

１．巻頭言 
～震災から1ヶ月がたちました～ 

千葉県東庄町立笹川小学校 大槻 美智子 

3月11日から1ヶ月がたちました。あの日以来、

私の中には時間が止まっている部分と、日々の生

活の中でいやおうなく時間が流れている部分と

の両方があります。 

あの日、普段なら 30 分で届く帰路を 3 時間か

けて帰った末に見た光景は今でも忘れられませ

ん。燃えているコンビナート、波打っている道路、

地割れで目の前にある自宅にたどり着かないも

どかしさ。家族と連絡が取れない不安。めちゃく

ちゃになっている自宅内と途切れたライフライ

ン。「こんなことが起こるんだなあ。」と、呆然

としていました。東北地方や茨城県、そして千葉

県の旭市や浦安市、香取市などが津波や液状化の

ためにもっとすごい被災をしていた事実を知っ

たのは、2日後の電気が復旧してからでした。 

あれから 1ヶ月。日々の報道では、大津波がた

くさんの人々から肉親をさらい、生活する場所を

さらって行った様子を伝えています。そして、悲

しみや絶望の中からたくましく立ち上がろうと

する人々、それを懸命に支えようとしている人々

を…。そんなたくましい生き方に後押しされて、

このごろようやく私の中でのもう1つの時計が動

き始めました。そして、日々自問しています。「今

私にできることは何だろうか。」一人の人間とし

て、教師として、臨床発達心理士として、答えが

出ていないこの問いの答えを見つけるために精

一杯生きて行こうと考えているこのごろです。 
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臨床発達心理士会 千葉支部 
 

＜2011 年度千葉支部総会及び第１回研修会＞ 
日時：2011 年５月 29 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１号館１階大会議室） 

ＪＲ西千葉駅より徒歩８分、京成みどり台駅より徒歩７分 

○学内への車の乗り入れはできません。 

◎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。 

主催：日本臨床発達心理士会千葉支部 
 

＜午前の部＞ 9:30～12:30 共通テーマ分野研修（受付 9:00～） 

      「家族の立場からの発達障害者の地域支援の現状と課題 

       －発達障害者支援法・障害者自立支援法改正の経緯をふまえて－」 

氏田 照子（日本発達障害ネットワーク副会長 

      内閣府・障がい者制度改革推進会議委員 

      元神奈川県自閉症児者親の会連合会会長） 

＜総  会＞12:30～13:00 千葉支部第６回総会 

＜午後の部＞13:30～16:30 育児・保育支援分野 専門職公開研修（受付 13：00～） 

      「乳幼児期の発達障害への気づきと支援」 

       －ASD（自閉症スペクトラム障害）の子どもの早期行動特徴について－ 

         稲田 尚子 （国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所） 
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２．2011 年度千葉支部総会及び 

第 1 回研修会のお知らせ 

＜午前の部：共通研修＞ 
○日時：5 月 29 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） 

○テーマ：「家族の立場からの発達障害者の地域支援

の現状と課題－発達障害者支援法・障害者自立支

援法改正の経緯をふまえて－」 
○講師：氏田 照子（日本発達障害ネットワーク副

会長，内閣府・障がい者制度改革推進会議委員，元

神奈川県自閉症児者親の会連合会会長） 

○企画趣旨： 

昨年 12月に障害者自立支援法が改正されました。

今回の改正では、支援の対象に発達障害が追加され

たほか、応益負担（サービスに応じた負担）から応

能負担（支払い能力に応じた負担）に変更する内容

等が盛り込まれています。また、グループホームを

利用する個人への助成、障害児向け放課後型デイサ

ービスの制度化、相談支援体制の強化なども盛り込

まれています。 

本研修では、この制度改正をふまえて、氏田照子

氏を講師に迎え、親の会としてグループホームを運

営されている経験や制度改正に尽力されてきた経緯

から「発達障害者の地域生活支援の現状と課題」及

び「発達障害者の障害発達支援のための制度改革の

経緯と展望」についてお話しいただきます。 

その後指定討論、全体討論により、発達障害者の

地域支援や制度改正の趣旨について理解を深めたい

と考えます。 

○講師：氏田照子（ＪＤＤネットワーク副代表兼事

務局長） 

氏田氏は、ご長男が知的障害を伴う自閉症で、横

浜市自閉症児者親の会会員です。これまで神奈川県

自閉症児者親の会連合会長、日本自閉症協会副会長

を歴任されました。現在は横浜市内で５つのグルー

プホームを運営しており、発達障害者の地域支援は

もとより海外の事情にも詳しい方です。 

また、内閣府障がい者制度改革推進会議の委員も

務められ、発達障害者支援法、障害者自立支援法改

正にも尽力されました。 

○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はあり

ません。 

 

 

 

＜千葉支部第６回総会＞ 
○日時：2011 年 5月 29 日（日）12：30～13：00 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス（教育学部） 
○内容：2010 年度活動報告および会計報告 

    2011 年度活動計画および予算案の提案等 

 

＜午後の部：専門職公開研修＞ 
○日時：2010 年 5月 29 日（日）13：30～16：30 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス（教育学部） 
○テーマ：「乳幼児期の発達障害への気づきと支援－

ASD（自閉症スペクトラム障害）の子どもの早期行動

特徴について－」 

○講師：稲田 尚子 （（独）国立精神・神経医療研

究センター精神保健研究所 児・思春期精神保健研

究部） 
○企画趣旨：  
発達障害の子どもの生きづらさは、幼稚園・保育

園に入る以前から始まっています。理由のわからな

い育てにくさを感じるわが子に、どのように向き合

えばよいのか。「他の親子は楽しそうに子育てをして

いるのに、なぜ私は上手くできないのだろう」と我

が身を責める母親に対して、周囲の私たちは、少し

でも早く支援を始めなければなりません。気づいた

ときが、母子への支援のスタートです。ではどのよ

うにすれば発達障害に気づくことができるのでしょ

うか。 

本研修では、厚生労働科学研究 神尾班で研究活

動をされている稲田先生に 2歳前後の ASD 児の具体

的な行動特性についてお話いただき、行動アセスメ

ントと支援プランの立案について御指導頂こうと思

います。研究班で作成された DVD を見せて頂きなが

ら実習を行う予定です。3 時間という限られた時間

ではありますが、現場の皆さまに大変役立つ研修と

なるのではないかと思います。 

○研修の流れ： 

（主に 2歳前後の ASD 児を対象とした内容です） 

前半：１．ASD の子どもの早期行動特徴について 

   ２．子どもの行動アセスメントの方法 

   ３．結果のまとめ方、支援プラン立案のポ 

イントについて 

後半：定型発達児（DVD 視聴のみ）と ASD 児のアセ

スメント場面の DVD を見ての実習と解説 

◇実習内容･･･行動チェック、結果のまとめ、支援 

プラン立案 

○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 （当日会場で頂きます） 

○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、会員・非会員ともに下記

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（締切日 5月22日） 

○申込内容：名前・職種・勤務先、連絡先（☎）等 
〒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 
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３．2010 年度第 3 回研修会報告 

＜午前の部：資格更新研修会＞ 
○日時：2011 年 2月 13 日（日）9：30～12：30 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス 
○テーマ：「システムズアプローチの考え方と実践に

ついて」 

○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） 

○概要： 

システムズアプローチは、人間関係を相互作用す

る関係（システム）としてとらえ、心理的援助を行

おうとするものであり、「問題」と「問題に関わる人」

の関係に注目し、その「問題」を取り巻く文脈とし

ての、人間関係の悪循環に介入していく。その実践

の過程は、(1)問題の見立て（①「問題」は何か、②

その「問題」の原因についての認識はどうか、③そ

の「問題」が、例えば教師にどう影響を与えている

か、④これまで試みてきたことはどんなことか、⑤

その「問題」を増幅させている文脈は）と、(2)問題

を維持している文脈の介入（①問題を維持している

認識変化のために、新たな情報提供をする、②「問

題」に注目していることで起こっている悪循環を変

化させる＝解決に焦点をあてる、③問題を維持して

いる「問題への意味づけ」を変化させる＝別の意味

を与える）である。 

＜事例提供＞（紙面の都合により１事例のみ記載） 

主訴 気持ちの浮き沈みが極端に激しい児童に対

する有効な支援方法はないか。 

＜事例の検討＞ 

講義によるアプローチの方法に基づき、問題、原

因、周囲への影響、これまでの支援方法と内容、問

題の増幅要因を検討した。検討の過程で、日常生活

の中で問題行動の都度、支援者が事例児の気持ちを

くみながら丁寧に関わることで問題行動は減少傾向

にあることが確認された。講師からは、これまでの

支援方法は問題に対して有効であり、短時間での問

題行動の変容は困難であると思われるが、現在の方

法を根気強く継続すればさらに問題行動は減少する

と思われるとの助言であった。 

＜まとめ＞ 

事例検討をとおして、システムズアプローチの実

践について学ぶことができた。臨床発達心理士とし

てコンサルテーションやスーパービジョンに関わる

機会も増えることが予想され、新たな視点を得るこ

とができた。 

（文責：堀彰人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜午後の部テーマⅠ：専門職公開研修＞ 
○日時：2011 年 2月 13 日（日）13：30～14：50 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス 
○テーマ：「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）（千葉支部 育児・保育支援分野） 

○概要： 

最初に、発達障害の定義と概要について説明があ

りました。今回は公開講座であったため、いろいろ

な職種の方々の参加もあり、障害について十分知ら

ない方々には理解しやすい概要説明であったと思わ

れます。発達障害については、発達障害者支援法が

平成 16年に制定され、認知されるようになってきま

した。また、特別支援教育が 19年からスタートしま

したが、発達障害への支援は小学校入学前から考え

るべきであり、実は乳幼児健診（1 歳 6 か月児健康

診査・3 歳児健康診査）の時点で発見できる障害で

す。ことばの発達段階や脳の可塑性を考えると、5

歳児健診で気づくのは遅すぎるとのことでした。療

育機関の混雑さと幼児対象の機関が大半であること

などを考えると、早期発見・早期支援が必要である

とのお話がありました。 

早期支援のためには、1 歳 6 か月児健康診査・3

歳児健康診査からの早期発見が不可欠であり、どの

ように保護者支援を行っていくかについて検討を行

うことが必要となると思います。 

乳幼児健診の実態については、アンケート調査の

結果等を基に比較を行ってみた結果、各自治体で健

診票の項目数の違いや内容の違いがあり、地域間格

差が大きいことも問題であるとのことでした。その

ため、健診票やマニュアルの共通化と気づいてから

の支援体制の充実が必要です。このようなことに関

する厚生労働科学研究の成果が「乳幼児健康診査に

係る発達障害児のスクリーニングと早期支援に関す

る研究成果」にまとめられているので、厚生労働省

のＨＰなどで確認を行うことが可能であるとの情報

提供がありました。 

1 歳 6 ヶ月児の、発達障害の気づきの項目につい

ての紹介もあり、気づきから支援への流れについて

の事例報告がありました。早めに支援を受けた幼児

が人との関係が良好になった実態報告があり、早期

に支援を受けた症例の予後が良くなることにつなが

ると思いました。乳幼児健診後の要観察児への対応

は自治体によって様々であり、多くの担当者が不満

足であると感じている調査も紹介されました。育

児・保育支援グループの今までの活動に基づく乳幼

児健診に関する要望は①健診票と健診体制の充実②

要観察児への支援体制の構築③全国一律の健診と支

援を、の三点になります。 

（文責：齊藤順子） 
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＜午後の部テーマⅡ：専門職公開研修＞ 
○日時：2011 年 2月 13 日（日）15：00～16：30 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス 
○テーマ：「保健センターにおける臨床発達心理士の

役割」育児支援と発達がい害児の早期発見―１歳６

か月児健康診査を中心に考えるー 

○講師：榊原信子（市川市保健センター臨床心理士） 

○概要： 

臨床２０年の歩みの中で榊原氏が実施してこられ

たことをお話しいただいた上で、現在勤務していら

っしゃる I市での実践の様子を伺う中で多くのこと

を教えていただきました。 

行動観察は、気になるお子さんや上手くお子さん

を扱えない親を見る、という二つの側面を持って行

う視点を忘れてはならないポイント。更により良く

お子さんの様子を観察してとらえるために問診票や

カルテの項目を増やしたことについての説明や

M-CHAT の質問項目をわかりやすくイラスト化した

もの、【指さし・模倣・ふり遊び】についての VTR

も見せていただきました。 

そしてアセスメントをとった後、家でできる療育

的な関わりをわかりやすく具体的に伝えていく支援

の大切さも教えていただきました。親を不安にさせ

るだけではいけなく、どうしていいかわからない親

の子育てに寄り添い、育児力をつけてあげなければ

ならないこと、地域で孤立化しないように発達の経

過をグループ指導でみていく支援の重要さも忘れて

はならないことです。ライフステージを考えて、母

子にあった、望ましい行動を身につけるための集団

あるいは療育の場はどこかを一緒に考え、社会資源

にない場合はその環境調整をしていくことが発達相

談の大きな役割だと、榊原氏はおっしゃっていまし

た。 

今回の研修会に参加された多くの方が、教えてい

ただいたことを現場で活かしてより良い支援をまた

一歩、前進させてくれることになる有意義な実践的

なわかりやすい研修会でした。 
（文責：小島明子） 

 
４．地区情報交換会のお知らせ 

＜香取・海匝地区情報交換会の御案内とお

知らせ＞ 
【御案内】 

○日時：平成 23年７月２日（土）13：30～16：30 

○会場：旭市立海上公民館 ２Ｆ第２研修室 

○講師：渡辺芳江（香取市立府馬小学校教諭） 

○内容：講演「関わる人達の気づきから始まる発音

や話し方の支援」および情報交換 

○その他：会終了後に茶話会を予定しています。 

○連絡先：鈴木春雄（千葉県子どもと親のサポート

センター） 

     TEL 043-207-6034 または E-mail 

akaripap@d2.dion.ne.jp まで 

【お知らせ】 

 香取・海匝地区では、前回の地区情報交換会で話

題にしましたメーリングリストの運用を試験的に始

めたいと考えております。まずは地区情報交換会へ

の参加希望についてなど事務的なやりとりから始め

ていければと思います。メーリングリストへの登録

を希望される地区会員の方々は、前掲のアドレス宛

にメールにて御一報ください。また、この件につい

てのお問い合わせもメールにてお願いいたします。 

 

５．私の職場紹介 
鈴木春雄 

（千葉県子どもと親のサポートセンター 

教育相談部指導主事） 

子どもと親のサポートセンター（通称『子サポ』）

は、今年度開設されてからちょうど１０年の節目の

年を迎えます。かつては幕張の県総合教育センター

１階にあったものが、現在の稲毛庁舎に移設されて

から５年目となります。ＪＲの稲毛駅から東へ真っ

すぐ歩いて１５分かからない所にあり、目印として

すぐ隣に千葉女子高が建っています。 

子サポは「不登校」「いじめ」「発達や障害に関

すること」「子どもの養育上のこと」など、子ども

達を取り巻くさまざまな課題の解決を目指すととも

に、子ども達の心豊かな成長を支援しています。子

サポの組織は教育相談部と支援事業部の二部からな

っており、①教育相談事業②学校支援事業③研修能

力開発事業④調査研究事業の４つの事業を柱に掲げ

ています。ここでは私の所属する教育相談部に関わ

る内容を中心に紹介いたします。 

①教育相談事業では、電話、FAX、メールによる相

談を２４時間受け付けています。夜間の電話につい

ては外部に委託していますが、日中の電話について

は電話相談員さんだけでなく、私達所員も電話のブ

ースに入ることがあります。来所相談と違い、相手

の顔が見えませんので、緊張度も高まります。 

来所相談は、２０歳前後までの方を対象としてお

り、この数年は年間のべ件数が約８千件となってい

ます。相談のスタイルとして、親子それぞれに担当

がついて相談を行う親子並行面接を行っています。

私の受持ちケースも３：１で、親担当の方が多いの

ですが、子担当で直接お子さんと関われる機会は正

直楽しみな時間です。また、この相談において心強

いのは、経験豊かな嘱託相談員さん達の存在です。

他の相談機関等での仕事もされていらっしゃるので

学ぶところが大きいです。 

②学校支援事業では、要請を受けて直接所員が学

校等に伺い、授業の様子を見て助言や研修会講師等

を務めています。私は香取特支のコーディネーター

在任時にも地域にお邪魔していましたが、現在は全

県単位で、さらに広い地域の学校にも伺っています。 

その他、我々所員ではなく、登録していただいた

大学教授、精神科医、臨床心理士等の専門家を派遣

させていただくスクールアドバイザー派遣事業もあ

りますので、是非ご利用ください。 

③研修能力開発事業では、教育相談に関わる研修

講座を企画・運営しています。小中高それぞれの教
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員、また養護教員を対象とした上級研修、それらを

修了した後のスキルアップとしての学校カウンセリ

ング専門研修、教育事務所等の推薦を受けた方を対

象とした指導者養成研修とラインナップが揃ってい

ます。また（民間でしたら高額な受講料がかかるよ

うな）多彩な講師陣をお招きし、内容の充実した研

修の機会を提供できるように努めています。 

④調査研究事業では、21年度からの２ヵ年をかけ

て『教育相談実践事例集』の作成をしました。こち

らの冊子は県内の各学校に既に配布されていること

と思います。また、子サポのホームページからもダ

ウンロードできるようになっています。小・中・高・

特別支援学校それぞれの研究協力員の方々の貴重な

実践事例が詰まっていますので、是非ご活用いただ

ければと思います。 http://kosapo.ice.or.jp/ 

近年、発達障害に関する相談も増えており、同じ

庁舎内にある県総合教育センター特別支援教育部と

協働で相談に当たったり、学校や児相、医療機関と

連携して関係者会議を開いたりと、相談ケースも多

様になってきています。そのため、ケースに応じた

柔軟な対応が求められます。 

私自身、子サポに配属になって３年目を迎え、も

う甘えていられない立場となってしまいましたが、

特別支援学校籍の教員として、また臨床発達心理士

として、少しでも力になれればと思っています。 

 

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

６．事務局より 
 先月１１日に発生した「東日本大震災」は、多くに人の命が犠牲となる大惨事でした。災害発生から４週

間たった今なお、１万５千名もの行方不明の方がいらっしゃることに大変心が痛みます。亡くなられた方々

のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。 
 臨床発達心理士会では、３月２０日に「臨床発達心理士・東日本震災支援対策本部」を発足し、震災によ

り被害を受けられた方へ全国的な組織として支援活動を実施していくことを決定しました。 

 既に、対策本部では、各支部との連携により、被災されて現地で避難所生活を余儀なくされている方や、

広く国内の遠隔地域へ避難されて新しい生活を始めている方への具体的な支援活動を初めています。 

 支援対策本部は、統括部門と支援部門で組織されており、支援部門はさらにステイ型による被災地支援を

行う「災害支援部門」、日帰り型支援による「支部近辺避難所支援部門」、主に臨床発達心理士会 HP の災
害支援ページを管理する「情報支援部門」（千葉支部事務局中村も担当）があります。今後、支援対策本部

では、様々な被災地等のニーズを把握し、長期的な視点で士会・支部でできることから支援の輪を広げてい

きたいと考えています。 

 

 千葉支部では、可能な限り支援対策本部の活動に協力する体制を整えたいと考えます。つきましては、支

部のみなさまにボランティア登録のご協力をお願い申し上げます。登録いただいた方は、全員社会福祉協議

会のボランティア保険に加入していただきます。保険料は、各支部で負担することが既に幹事会で決定して

おります。具体的な支援については、派遣要請に応じて登録者にご連絡させていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 また、今回の災害支援は長期的な支援が想定されることから、「日本臨床発達心理士会・災害支援活動基

金」を開設しました。被災地でのステイ型支援はじめ、今後の支援活動で必要な教材や資材･資料、会員の活

動支援（ボランティア保険など）に生かしていきます。この趣旨にご賛同いただける方は、会員の内外を問

わず、お心を寄せていただきますようお願いいたします。 
 

趣旨：一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構 日本臨床発達心理士会は、本会として行う災害支援活動
への活動資金を一口 3,000円として、会員内外に広く募金活動を行う。 

●郵便局からの振り込み：  

口座記号番号：００１４０－６－７５０２２０ 

加入者名 ：ＣＤＰ災害支援活動基金 

●他の金融機関からの振り込み：  

「ゆうちょ銀行」 〇一九（ゼロイチキュウ）店（０１９）  

科目：当座  

口座番号：０７５０２２０ 

受取人名：ＣＤＰ災害支援活動基金 

＊「ｼﾔ)ｼ-ﾃﾞｲ-ﾋﾟ-ｻｲｶﾞｲｼｴﾝｶﾂﾄﾞｳｷｷﾝ」と表示されます。 
募 金 額    ：一口 3,000円として、何口でも可。 
※臨床発達心理士会「災害支援掲示板サイト」もご利用ください。 

http://www.jocdp.jp/saigai/index.html 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

（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 
2011 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 

「家族の立場からの発達障害者の地域支援

の現状と課題－発達障害者支援法・障害者

自立支援法改正の経緯をふまえて－」 

2011 年 

5 月 29 日 
1 

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 

午後の部 

「乳幼児期の発達障害への気づきと支援」 

 －ASD（自閉症スペクトラム障害）の子ど

もの早期行動特徴について－ 

 

2011 年 

5 月 29 日 
1 

 

 


