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１．巻頭言 
相馬市ゆうゆうクラブの報告 

臨床発達心理士会 千葉支部 井桁 重乃 

2011 年 3 月 11 日、職場にて震災を経験し、足を

引きずりながら帰路 8㎞、やっとの思いで我が家へ

たどり着いた。その後も、余震や絶え間なく報道さ

れる被災地の惨状を目に、不安な日々が続いた。 

翌 4月、日本臨床発達心理士会ではＰＩＥＲＯＴ 

ＰＲＯＪＥＣＴが立ち上げられたが、現地の厳しさ

を想像すると、募る気もちはあっても義援金・支援

金で協力する他、行動に移せない無力さを感じてい

た。 

8 月中旬、臨床発達心理士会からのメールで日本

発達障害ネットワーク（以下ＪＤＤnet）の被災地支

援の情報を受け取り、即座に参加の意を固め応募し

た。 

9月 12日～16日まで 4泊 5日の予定で福島から

バスで山道を揺られ一時間、相馬市に向かった。車

窓からは、山村のそこここに俯いたひまわりの花の

姿が目にとまる。何とかして土壌の放射線を低下さ

せようという被災地の皆様の祈りと、半年の月日が

流れ、夏の終わりが近づいていることが身に迫って

感じられた。 

ゆうゆうクラブは、震災直後より一人の保育士さ

んが地域のカルチャーセンターの一角を借りて立ち

上げた活動であり、自閉症・知的障害など障害をも

った子どもの放課後支援を行っている。この度参加

した支援活動は、福島県がＪＤＤnet に依託し、そ

れに参加している 4つの職能団体から専門家を現地

に派遣するものであった。子どもたちへの放課後支

援は、さまざまな方面から教材の提供や運営のアド

バイスを受け、2 名の保育士の手で軌道に乗り、穏

やかな日常生活を過ごす場が提供されていた。 

15日（木）午後、近隣の発達障害者センター、保

健センター、ＮＰＯの社会福祉士などが集まり、我々

を含む 10名で、『第１回地域ミーティング』が企画

された。二次三次避難所と転々としている知的障害

の方、避難所に適応できず早々と南相馬に戻った発

達障害の方など、地域で暮らす障害者の現状や、山

積した不慣れな業務に疲弊した市の職員・教師・保

育士の心の問題など、地域が求めている支援の現状

を知ることができた。私も、障害基礎年金申請のた

めの知能検査を依頼されて行ったが、この

短期間個人ではできなかったことも、今後

着実に引き継いでいける、力強いネットワ

ークの絆を実感し、相馬を後にした。 

                 

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

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012年 1月 24日 第５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 
 

＜2011年度千葉支部第 3回研修会 特別支援教育・公開研修会＞ 

～青年期における社会性の支援の現状と課題～ 
日時：2012年 2月 1１日（土）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 大会議室にて） 

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 公開研修会（受付開始 9:00～） 

『「特別支援学校高等部における就労・社会参加に向けての支援』 

○話題提供・実践報告：平賀博巳 (千葉県立市川特別支援学校) 

林田卓也 (千葉市立養護学校) 

鈴木彰典(千葉県立富里特別支援学校) 

＜午後の部＞13:30～16:30 公開研修会（受付 13:00～）  

『発達障害者の就労支援プログラム－ワークシステム・サポートプログラムの実践－』 

○講師：阿部秀樹 

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

―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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２．2011年度千葉支部第 3回研修会 

のお知らせ 

『青年期における社会性の発達支援の現状

と課題－就労・社会参加に向けての支援を

中心に－』 
○日時：2月 11日（土）9:30～16:30（受付 9:00～） 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス（教育学部 1号

館大会議室） 

○企画趣旨：発達障害・自閉症スペクトラムのある

人たちを含め、特別な支援を必要とする人たちへの

青年期の支援を考えるとき、就労・社会参加に向け

ての支援は大きな比重を占めている。社会参加に向

けての他者との協働、人間関係形成、自己理解とい

った、青年期の社会性の発達をどのように支援する

のかということとも深く関わっている。また、ここ

数年「キャリア教育」の推進についての答申や手引

きが示され、特別支援教育についてキャリア発達支

援の視点からの見直しを進める動きも出ている。 

今回の研修会では、就労・社会参加に向けての支

援の現状や課題について知ることを通して、青年期

における社会性の発達支援の現状や課題について考

える研修会としたい。 

 

＜午前の部＞ 
○日時：2月 11日（土）9:30～12:30（受付 9:00～） 

○テーマ：「特別支援学校高等部における就労・社会

参加に向けての支援」 

○話題提供・実践報告   

平賀博巳 (千葉県立市川特別支援学校) 

・千葉県の特別支援学校高等部の現状と今後につい

て(高等特別支援学校、分校・分教室等も含め) 

・特別支援学校高等部での就労に向けての支援につ

いて 

林田卓也 (千葉市立養護学校) 

・特別支援学校高等部のコース制の現状について 

・コース制のある特別支援学校での就労に向けての

支援について 

鈴木彰典(千葉県立富里特別支援学校) 

・「キャリア教育」の答申と動向に見る青年期の社会

性・人間関係形成への支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜午後の部＞ 
○日時：2月 11日(土)13:30～16:30（受付 13:00～） 
○講演「発達障害者の就労支援プログラム 

－ワークシステム・サポートプログラムの実践－」 

○講師：阿部秀樹（独立行政法人 高齢・障害・求職

者雇用支援機構 障害者職業総合センター職業セン

ター） 

・障害者職業総合センターの紹介 

・大人の発達障害、就労支援制度について 

・ワークシステム・サポートプログラムの概要につ

いて 

・ワークシステム・サポートプログラムでのアセス

メント方法 

･プログラムの一部紹介（社会性の支援に関する内容

として対人技能トレーニングについて） 

 
○参加資格：午前・午後通して、一般に公開 

○ポイント：午前・午後各 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：午前・午後各 1000円 当日会場でいただ

きます。 

○参加申し込み：一般の参加者についてはＥメール、

ファックス、葉書のいずれかでの申し込みとする。 

午前のみ、午後のみの参加も可。有資格者は申し込

みの必要はありません。 

（葉書）〒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 

 

３．2011年度第 2回研修会報告 

＜午前の部：専門研修＞ 

○日時：2011年 10月 23日（日）9:30～12:30 

○会場：千葉大学西千葉キャンパス 

○テーマ：「乳幼児期の認知発達と発達障害」 

○講師：中澤潤（千葉大学教育学部教授） 

○概要： 

「乳幼児期の認知発達と発達障害」というテーマ

で、前半に認知発達研究の動向について、近年の認

知発達研究の視点、乳児研究、幼児研究の重要な知

見が認知研究の実験場面の映像と共に紹介され、後

半では前半の内容と関連した認知障害と発達障害に

ついての解説がありました。 

まず認知発達研究における、学習理論から認知発

達へのパラダイムシフト、「行動」から「心」のメカ

ニズムへの注目という動向が紹介されました。これ

らの背景には、乳児研究における様々な研究法の開

発があること、そこから乳児の記憶や生得的能力が

明らかにされているとの説明がありました。関連し

て共同注意や視線追従、指差し、意図の理解など、

子どもの発達の状態を理解する上で欠かせない項目

は、乳児研究の成果が基盤となっていることがわか

りました。 

次に、幼児研究の成果として、他者との共同や自

己抑制、推論とごっこの設定などの紹介がありまし

mailto:nshin@otsuka-s.tsukuba.ac.jp
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た。また心の理論の誤信念課題の実験として、アン

とサリーの課題や、ブロッコリーとクラッカーの実

験など、アメリカで行われた実験をコンパクトにま

とめたわかりやすい映像が紹介され、その詳細につ

いて理解が深まりました。 

最後に、認知障害と発達障害についての解説があ

りました。ルーマニアのチャウシェスク政権下での

孤児院の研究から、発達早期の安定した人間関係の

提供が、子どもの豊かな発達にとって非常に重要で

あることがわかりました。また、Espositoら(2011)

の自閉症児と健常児の泣き声の違いについての研究

が紹介され、発達早期での自閉症の子どもとその家

族への早期支援の可能性が示唆されました。そして

自閉症の子どもは心の理論の発達がゆっくりでも、

少しずつ発達していくという重要な指摘がありまし

た。 

今回は、専門研修として行われ、多数の方が参加

されました。認知発達研究は臨床発達支援を行うう

えで基礎・土台となるものであり、たいへん有意義

な講義でした。 
（文責 實川慎子） 

 

＜午後の部：公開研修会＞ 
○日時：10月 23日（日）13:30～16:30 

○テーマ：「災害時・非常時における支援者の役割

と有効な支援について」 

○講師：前川あさ美(東京女子大学現代教養学部人間

科学科教授) 

話題提供：松浦俊弥（富里特別支援学校） 

○コメンテーター：長崎勤（筑波大学人間総合科学

研究科教授） 

○概要： 

まず、松浦氏からは 3月の東日本大震災における

「千葉県内の被災地における支援の現状について」

報告がなされた。概要は以下の通り。 

千葉県では、津波や液状化により死者 20人、行方

不明 2人、負傷者 249人という人的被害がもたらさ

れた。また、建物全壊 785棟、半壊 8540棟、一部損

壊 29075棟。床上浸水 814棟、床下 720棟であった。

学校関係では、人的被害はなかったものの、ほとん

どの学校が何らかの建物被害を受け、特に浦安高校、

旭市立飯岡中学校、香取市立新島中学校の被害が大

きかった。県教委は、心のケア対応として被災地を

中心とした各学校にスクールカウンセラーを派遣し

た。3月 16日～26日は、旭市の 2小学校と１中学校

に派遣。4月 7日～5月 31日は、災害救助適用地域

等の小中高等学校 30校に派遣。10月現在、6月から

要請のあった中高等学校 19校に派遣している。その

他、県ＨＰに「災害後のこころのケアについて」、旭

市パンフレット、旭中央病院では震災対応「心のケ

ア」チームなどの支援がなされている。 

次に、前川氏からテーマに沿った講演が行われた。

前川氏は、ＪＤＤ専門家チームの一員として岩手・

宮城の支援に参加した自身の経験を踏まえて、有効

な支援に求められる 7 つの視点を提案した。7 つの

視点とは、以下の通りである。 

１…大人たちの心の傷への視点 
喪失感、不安、罪悪感…。大人ゆえの心の傷へ

のケアが必要。子どもの前に、子どもを支える

大人を考える必要がある。 

２…トラウマ後の心のケアの視点 

３つの安（安全・安心・安定）を配慮する。危

険を減らし遠ざけ、見通しを持たせる。一人で

はないことを伝え、いろいろな感情が表現でき

るように励ます。生活に主体的に関われるよう

な配慮をしながら、日常に近い日課に回復させ

る。 

３…「発達」という変化・成長をみる視点 
発達段階への配慮をしながら支援する。幼

児にはスキンシップ、誉める。思春期には、

役割を与えて誉めたり感謝したり、話をゆ

っくりと聞いたりする。傷の深さや傷つき

の表現は発達段階や様々な要因によって

様々であることを常に考えておく。 

４…発達障害を理解する視点 
災害時においても、「発達障害」を理解する

視点は変わらない。個人と環境の相互作用

からみる「障害」であることを踏まえ、日

常生活の安定を優先して支援する。例えば、

日課やルールを作って構造化する。見通し

を提供する。視覚化する。選択するチャン

スを与えるなどを試みる。 

５…支援される側の力を信頼した視点 
支援関係の主人公は支援される側。だれも

が持っている「心を修復する力」と手を組

み、ゆっくりとした変化を許容する環境を

つくる。 

６…個人を超えて関係を支える視点 
子どものケアのためにも、大人の心が傷つ

いていることを理解する。子どもだけを変

化さようとしても難しい。子どもを支える

周囲の大人の心が傷ついていることをまず

理解し支援する。 

７…つながる力を支え育てる視点 
「ひとりでがんばらない」「一緒に生きてい

く」環境つくりをする。震災前から情報を

共有していた地域のネットワークを支え育

てる。 

「続ける支援」が大切であることを話され、まと

めとなった。 

以上を受けて、長崎氏は「震災から希望へ」と題

して震災後に臨床発達心理士会として何をして、今

後どのような方向を模索しているのか次のようにコ

メントした。 

震災後 3月 12日にメーリングリストの立ち上げ、

20 日に第 1 回災害対策本部が開催された。「現地の

ニーズに応じ、できることから始めよう」というス

タンスで、被災地への支援と避難者への支援を行っ

てきた。 

ＪＤＤ専門家チームの一員としての調査と支援は、

宮城県石巻市の「かもめ学園」を拠点にした地域支



 4 

援と福島県相馬市学童保育「ゆうゆうクラブ」での

支援等を行ってきた。臨床発達心理士会の支援とし

ては、「さいたまスーパーアリーナ」での福島県双葉

町の方々への埼玉支部主催の支援、群馬・栃木・茨

城・千葉支部での調査、東北支部との連携、宮城県

気仙沼市での心理士と学生派遣プロジェクトなどを

行ってきた。また、活動に伴い「災害支援活動基金」

を設けた。東日本大震災中央子どもセンター（仮称）

を設け、Ｈ28まで保護者を亡くした子どもへの支援

や被災した子どもへの支援をする予定である。 

最後に、「このような活動を通して見えてきたも

の」についてコメントがあった。震災後、新しい価

値や新しい暮らし方の模索がせまられた。それは、

空気、水の重要性であり、当たり前の生活の重要性、

絆・コミュニケーションの重要性、地域・コミュニ

ティの重要性である。これらを創造していく、支援

者と被支援者の新たな関係が模索されなくてはなら

ない。震災によって何が起こったのか、どのような

支援がなされたのかを把握して、何が課題となり、

どのような支援が必要かを考えていくことが必要で

ある。 
長崎氏が結びに引用した、熊本葉一氏の言葉「自

閉症の我が子が、今回の災害で、いろいろな人を繋

げてくれた」に象徴されるように、この経験と取り

組みから得られたものを、「希望」へと繋げていくこ

とが私たちの責務であることが確かめられた研修と

なった。         （文責：大槻美智子） 

 

４．地域情報交換会の報告 

  ～東総地区第２回研修会～ 
○日時： 11月 20日（日）13：30～16：30 

○会場：匝瑳市八日市場公民館 

○テーマ：「就学前幼児の発達についての地域支

援の現状―どんぐり教室の実践から―」 

○講師：松川節理子（香取市・東庄町保健センタ

ー言語相談員・臨床発達心理士） 

○参加者：8名 

○内容：就学前幼児の発達が気になる子のフォロ

ーアップのための教室として運営されている「どん

ぐり教室」の概要と発達支援について、教室へつな

ぐための気づきへの支援についての提案がなされた。

本地域の幼児の発達支援についての現状と成果や課

題について、地域の会員が確かめ話し合うことがで

きた。 

どんぐり教室の実践は、幼・小の連携に大変役立

っている。児童は就学後に早期に適切な支援を受け

られ、スムーズな小学校生活のスタートの一助とな

っている。しかし、ニーズが高まっているにもかか

わらず支援者確保は十分でなく、しっかりとしたシ

ステム作りを働きかけていかなければならないこと

を確かめることとなった。 

 

 

 

５．私の職場紹介 
庄司妃佐（城西国際大学福祉総合学部） 

私の職場は、城西国際大学福祉総合学部です。福

祉総合学部は、４つのコースを持っています。私は

子ども福祉コース長として、保育士と幼稚園教諭養

成に関わっています。担当科目は、相談援助演習・

心理学等です。福祉分野の専門職である保育士の養

成には、卒業までに６週間の保育実習が必修になっ

ています。そのため千葉県内を始め、保育所などの

多くの児童福祉施設に実習生の実習をお願いしてい

ます。 

 保育士は大学の他にも短期大学や専門学校でも同

様に養成しています。城西国際大学の保育士養成の

特色は一般教養の履修と多様な専門性を学ぶことが

できることです。その一つが、臨床発達心理士の専

門性を学べる科目として「子どもの発達と相談」を

設定し、特に保育士志望の学生が取得できるように

したことです。私は福祉保健センター等で、乳幼児

健康診査の後の幼児相談を心理の立場から相談援助

してきました。そこでは、特に自閉症スペクトラム

障害と言われる状態をしめす子どもたちが多くみら

れました。発達障害と診断される以前の子どもたち

であり、診断名はつかないけれども発達障害の傾向

をもつ子どもたちです。その子どもたちの発達特性

をどのように評価し、どのような支援をしていくこ

とができるのかを研究テーマにしています。 

 また今年度は研究費をいただいて、福祉分野にお

ける相談援助の場面として全国の婦人保護相談所の

調査研究を行っています。婦人相談所には心理職が

いる場合が多いのですが、その心理職が実施してい

る業務について調査し、現状と展望を整理している

所です。婦人保護施設は、文字通り婦人が対象なの

ですが、近年子どもと一緒に相談に来所する場合も

多いようです。そこで、子どもに対する相談と婦人

に対する相談がどのようになされているかも注目し

ているところです。 

 職場で臨床発達心理士を意識する場面は、授業の

中で扱う様々な相談場面の中での「発達」の観点で

す。子どもの「発達」、親の「発達」、家族の「発達」、

また「発達」そのものの概念の変遷など、発達につ

いて考える時、それはあまりに膨大な概念で大きな

壁に見えますが、自分の研究テーマから少しずつで

も核心に近づいていけたらと考えています。 
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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 

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

 ８．事務局だより 
 

「東日本大震災支援対策本部」の臨床発達心理士会「災害・危機支援委員会」への移行について 

 昨年、3 月 11 日の震災を機に、機構と士会によって設立された「東日本大震災支援対策本部」は、昨年１

２月１１日をもちまして、臨床発達心理士会「災害・危機支援委員会」を発足することが決定いたしました。

その際、士会研修委員会・災害社会トラブル研修部門を「災害・危機支援特別委員会」に統合いたします。 

 堀江まゆみ委員長他、前川あさ美、西本絹子、東敦子、三宅篤子が中心となり、①災害支援に関すること

②危機支援（社会トラブル、性の問題、成年後見人等含む）に関することの２つのテーマにそって、研修・

研究・支援活動を企画していきます。2012 年度 4 月以降の活動については委員会規約を作成し、新たな構成

メンバーを加えて活動を計画的に進めていきます。 

 千葉支部では、数名の会員が南相馬市支援のプロジェクトに参加し、支援対策本部の活動に協力してきま

した。今後も新たに発足した委員会への協力する予定です。 

 

ご存知ですか？心理師の国家資格化について 

 心理師の国家資格化については、国民のこころの問題（うつ病、自殺、虐待等）や発達・健康上の問題（不

登校、発達障害、認知障害等）への対応が急務となっている現在、これらの問題に対して他の専門職と連携

しながら心理的にアプローチする国家資格を「新たに創設」しようとするものです。臨床発達心理士を認定

する諸学会が所属する「日本心理学諸学会連合」、その他に「臨床心理職国家資格推進連絡協議会」、「医療心

理師資格制度推進協議会」とで構成する三団体で意見交換しながら調整を進めています。詳しいことは、臨

床発達心理士会 HP トップページよりリンクされた「教育・発達」心理資格連絡協議会ページをご覧くださ

い。 

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

（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 
2011年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 3回研修会 

公開研修会 
「特別支援学校高等部における就労・ 

社会参加に向けての支援」 

2012年 

2月 11日 
1 

午前 
2011年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 3回研修会 

公開研修会 
「発達障害者の就労支援プログラム 

－ワークシステム・サポートプログラムの

実践－」 

2012年 

2月 11日 
1 

 


