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１．巻頭言 
「生涯を支援する」ということ 

富里特別支援学校 鈴木彰典 

 

 2 月の 2011 年度第 3 回研修会は、「青年期にお

ける社会性の支援の現状と課題」のテーマで開催し、

一般の参加者も多く盛り上がった会でした。午前は

実践報告「特別支援学校における就労・社会参加に

向けての支援」、午後は講演「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」という内容でしたが、この日の発表・講演

と質疑を聞いて私が強く感じたことは、「社会性の支

援」と「生涯を支援する」ということの意味につい

てでした。 

 言うまでもないことですが、人は誰でも「人と一

緒に、人とかかわりながら」生きています。人との

かかわり方や方法は、その人によって、環境によっ

て、また、乳幼児期から学齢期、青年期、その先と

いうように、人生の時期によっても違いがあります。 

 この日の研修会は青年期の支援、特に就労や社会

参加に向けての支援に焦点をあてた内容でしたが、

就労や社会参加に向けての支援についても、その中

心となるのはやはり「人と一緒に、人とかかわりな

がら」への支援つまり、社会性や人間関係形成への

支援であるということがよくわかりました。乳幼児

期から学齢期へ、そして青年期へ・・・というよう

に、時期ごとの特性を考慮しながら、社会性の支援

を中心とした適切な支援がつながっていくことが、

生涯を支援するということなのだと実感できました。 

 また、別の意味で社会性や人間関係形成への支援

そのものに重要な意味があると思えてきました。乳

幼児から大人の方までの各時期で、様々な場での支

援に私たち臨床発達心理士はかかわっています。ほ

とんどの場合つきあいは数年間で、その人の一生に

寄り添って支援するということは稀です。ですが、

数年間のつきあいのなかで社会性や人間関係形成へ

の適切な支援を行うことは、その人がこの先に出会

う人・支援してくれる人と肯定的で共感し合える関

係を作れるようになっていくこと、つまり、その人

がその後周りの人とのよい関係の中で成長・発達し

ていくことにつながります。一時期の支援が、その

後の生き方につながっていくのです。 

 私たちが様々な場で今かかわっている人に、この

時期にこの人に応じた社会性への支援を行うことは、

まさに「生涯を支援すること」そのものであろう。

そんな思いを強くした研修会でした。 
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＜2012年度千葉支部総会および第 1回研修会＞ 
日時：2012年 5月 27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。正面からはいって、左に曲がり道なりに進みます。 

付属小学校（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 特別支援分野研修（受付：9:00～） 

○テーマ： 「wisc-ⅳ知能検査の理論と解釈について」 

○講師: 東原 文子（聖徳大学） 

＜総  会＞12:30～13:00 

＜午後の部＞13:30～16:30 共通テーマ分野研修（受付：13:00～） 

○テーマ： 「学校コンサルテーションの進め方」 

○講師: 大石 幸二（立教大学） 

―ポイント：午前・午後各 1ポイント、資料代 2000円(午前・午後各 1000円)― 

 

 

 
日時：2012年 5月 27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） 
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第 1回研修のおしらせ 

＜午前の部 特別支援分野研修＞ 
○日時：5月 27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） 

○テーマ：「WISC-Ⅳ知能検査の理論と解釈につい

て」 

○講師：東原 文子 氏（聖徳大学） 

○企画趣旨： WISC−Ⅲは、心理検査としては最も

広く使用されている検査であり、検査結果の分析・

解釈についてはたくさんのノウハウが蓄積されてい

る。特別な支援の必要な子どもたちのアセスメント

を進めるにあたっては重要なツールである。WISC−

Ⅲの次のバージョンである WISC−Ⅳの日本版が発

行されたが、検査の構成や分析・解釈の方法につい

て大きく変更が加えられている。 

 今回の研修会では、東原文子先生(聖徳大学)より、

近い将来広く使われるようになるであろう WISC-

Ⅳ知能検査について、検査の構成、分析・解釈の方

法、WISC−Ⅲからの変更点について、また、子ども

のアセスメントへの生かし方、事例等について、

WISC−Ⅲについての知識のある方・経験者向けとし

て講義をいただく。 

○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 7回総会＞ 
○日時：5月 27日（日）12：30～13：30 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス 

（教育学部 大会議室） 

○内容：2011年度活動報告および会計報告 

2012年度活動計画および予算案の提案等 

 

 

＜午後の部 共通テーマ分野研修＞ 
○日時：5月 27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：「学校コンサルテーションの進め方」  

○講師：大石 幸二 氏（立教大学） 

○企画趣旨： 

臨床発達心理士は、学校現場あるいは保育現場な

どから相談や支援要請を受け、対応している。この

時、学校の教員や保育士等は教育、保育の専門家で

あり、その立場を尊重し、学校や保育現場個々の状

況を理解した上で、臨床発達心理士の専門性に基づ

いた適切な援助・助言が求められる。これは「異な

った専門性や役割を持つ者同士が子どもの問題状況

について検討し、今後の援助のあり方について話し

合うプロセス」（石隈 1999）というコンサルテーシ

ョンである。（他の専門家を援助する者をコンサルタ

ント、援助を受ける者をコンサルティと呼ぶ。） 

 コンサルテーションに求められるのは、コンサル

ティの立場、役割を尊重しながら、実際の支援現場

や支援組織の目的・構造・環境・雰囲気などを理解

し、その上で専門知識や技術を持ち込み、コンサル

ティの課題解決の援助やコンサルティ自身の援助能

力の向上を図ることである。コンサルテーションが

適切に進められるために、大石（本研修講師）はコ

ンサルタント側に求められる資質として、高度な専

門性とともに、フィールドのおける関係作りを促進

できる、ファシリテーターとしての能力、またコン

サルティをエンパワーメントする能力、社会資源を

活用できるようにする能力などを挙げている。 

 臨床発達心理士は心理職のコンサルタントとして、

コンサルティへの適切な支援が期待されている。本

研修では、コンサルテーションに関する著作も多く、

学校現場でコンサルタントとして活躍している大石

幸二先生を招いて、コンサルテーションの意義、機

能、手順、コンサルテーションの評価等について講

演をいただき、コンサルティの期待に応えられる資

質を身につけていきたいと考える。 

○参考文献 

 「学校支援に活かす行動コンサルテーション 

実践ハンドブック」加藤哲文・大石幸二 共著 

「学校コンサルテーション」 

Ｗ・Ｐ・アーチュル他著、大石幸二監訳 

＊いずれも学苑社 

○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：午後の部は申し込みの必要はあり

ません。 

 

 

３．2011年度第 3回研修会報告 

＜午前の部＞ 
○日時：2月 11日（日）9:30～12:30 

○会場：千葉大学西千葉キャンパス 

○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  

○概要：今回の研修会は、午前と午後を通して青年

期における社会性の発達支援の現状と課題について
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考えるという共通テーマを設定した。 

 午前は、特別支援学校高等部における具体的な取

組みを通して就労に向けた移行期支援の現状を知り、

課題について考えることを目的とした。 

 まずは、鈴木氏からこれまでの「キャリア教育」

の提唱と推進について、中央教育審議会の答申やそ

れらを踏まえた現場の動向についての報告があった。

平成１１年の中教審の答申で示された学校教育にお

けるキャリア発達の「４領域８能力」が現場で浸透

する一方で、生涯を通じたキャリア発達の視点の必

要性から平成２３年には「基礎的・汎用的能力※1」

として新たな諸能力の枠組として捉え直した経過が

示された。（※1①人間関係京成・社会形成能力②自

己理解・自己管理能力③課題対応能力④キャリアプ

ランニング能力） 

 今年４月に開校が予定されている千葉県立特別支

援学校市川大野高等学園の開設準備をしている平賀

氏からは、県内特別支援高等部教育の現状と課題に

ついて話をしていただいた。千葉県では、軽度知的

障害のある生徒の高等部への入学増加に対し、特別

支援学校の分校・分教室および高等特別支援学校設

置計画が策定されており、その背景と経緯について

報告された。新設校の特色としては、デュアルシス

テムという学校と事業所における専門実習を通して

「働きながら学ぶ」という教育課程を検討している

こと、また特別支援学校での進路指導では、一定ま

たは特定の職業に従事するために必要な知識・技

能・態度を育てる「職業教育」から一人一人の社会

的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態

度を育てることを通してキャリア発達を促す「キャ

リア教育」への転換が図られている。職場開拓では、

生徒のニーズに応じて学校・家庭・支援機関の連携

によってジョブマッチングを行っており、生徒あり

きの実習環境を整える中で、成功体験の積み重ねが

自己肯定感を育むことにつながるということであっ

た。 

 つづいて、高等部のコース制を実施している千葉

市立養護学校の林田氏より、就労を目指す C コース

の具体的な取組み内容を紹介していただいた。現在

の高等部は、「身辺自立」、「生活自立」、「社会自立」

を目標とした３つのコース制をとっており、生徒の

ニーズに応じた教育を行っている。全員が就労を目

指す C（「社会自立」）コースでは、教科と領域（学

習指導要領）を合わせた指導形態である「日常生活」、

「作業学習」、「訪問学習」や教科「職業」を中心に

教育課程が編成されている。「職業」では、働くこと

の意義から職場、社会生活において必要とされる具

体的な技能の学習を行い、「課題学習」では、各種資

格・検定に向けた学習を行うといった特徴的な取組

みが紹介された。学校現場の教員が教育課程の再編

や授業内容の見直しによってより生徒のニーズの応

じた教育のあり方を検討しており、人の役に立つ場

面や必要とされる場面を意図的に設定する中で人と

しての根源的な欲求を満たしながら働く喜びを培う

ことが大切であると述べられた。 

 質疑応答では、平賀氏に対する受験資格の質問に

ついて、対象は療育手帳もしくは知的障害の診断書

が必要であること、しかし、手帳がなくても職業セ

ンターによる知的障害の判定によって、障害者枠で

の雇用が可能であることが補足された。また、手帳

の有無に限定することなく、生徒がどこまで就労の

準備性が高まっているかを見極めながら、普通校出

身の生徒と対等に就労を目指すという可能性もある

ことが述べられた。教育課程上の質問に対しては、

デュアルシステムが自己理解、自己選択を進めるた

めの手段と捉えていること、作業学習以外に学習指

導要領上のほぼ全ての教科や道徳ではビジネスマナ

ーの授業を設定しているということであった。林田

氏へは、コース制における障害特性（特に自閉症）

の配慮についての質問に対して、特に障害種でコー

スを限定することはなく、自閉症に配慮した指導は

行っているが、特性に応じた学級編成は行っていな

いということであった。お二人の話題提供から、就

労に向けての連携したシステムと個に対応した支援

が相互に関連しあうことの重要性が明らかにされた。

（文責 中村 晋） 

 

＜午後の部＞ 
○日時：2月 11日（日）13:30～16:30 

○会場：千葉大学西千葉キャンパス 

○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） 

○概要：午後は、独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構障害者総合センター職業センターの阿

部秀樹氏による「発達障害者の就労支援プログラム」

の実践についてワークショップを交えた研修を行っ

た。センターでは、研究部門と連携してこれまでの

支援技法では効果が現れにくい発達障害者、精神障

害者、高次脳機能障害者に対する職業リハビリテー

ション技法の開発を行っている。平成１７年度から

開始されたワークシステム・サポートプログラムは、

１期１３週間、５名程度を対象に年間３期にわたっ

て支援を行っている。プログラムは、講義・演習形

式の就労セミナーと作業、個別相談で構成されてお

り、セミナーでは、「問題解決技能トレーニング」、

「職場対人技能トレーニング」、「リラクゼーション

技能トレーニング」、「マニュアル作成技能トレーニ

ング」を行う。ここでは、MWS（ワークサンプル

幕張版）の具体的な事務課題や OA 課題、実務課題

が紹介された。また、自身の特徴等を事業主や支援

機関に説明する際に活用するツールとしての｢ナビ

ゲーションブック｣を独力もしくは援助を受けなが

ら作成することが、職場に適応するための手段とし

て有効であることが述べられた。ウォーミングアッ

プ・アセスメント期（1〜５週）には、障害特性や

職業上の課題を明らかにするためのアセスメントシ

ートを活用し、受信・理解→判断・思考→送信・行

動といった情報処理の流れから個人の発達特性をア

セスメントしている。 
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 後半は、職場対人技能トレーニング（JST）のワ

ークショップが行われた。JST は、職場で必要とさ

れる背景や体得する意義等の知識付与、どの職場で

も共通する場面やスキルの厳選、視覚的な手がかり

を使うなどの個々の認知特性に基づく支援を行うと

いう基本的な考えに基づいている。進め方は、テー

マの説明後、スタッフの手本から受講者自身がロー

ルプレイを行う中で、互いに良かった点や工夫した

らよい点を相互に評価する。このプログラムでは、

自分や相手の気持ちを客観的に捉えることが苦手な

受講者に有効であると述べられた。この場合、表出

形態といった送信部分ではなく、「判断・思考」部分

に焦点をあてることが重要であるということであっ

た。具体的には、テーマの内容について「した場合」

と「しない場合」とを図式化して、自己と他者の気

持ちや作業の状況を考えるといったアプローチの工

夫が求められている。ワークショップでは、「会話を

遮り、用件を伝える」というテーマを設定し、実際

に、参加者２名に実演していただいた。悪い見本か

ら良い見本のロールプレイの後、参加者の実演を通

して「良かった点」「工夫すれば更に良くなる点」を

評価し、これを板書（本研修会では、実物投影機を

使用）しながら、情報の共有を行った。コメントを

視覚化することは、聴覚的な手がかりよりもわかり

やすく、振り返りの際にも有効な手段であることが

わかった。参加者による実演は、緊張感が伝わり、

日常の何気ない行為でも意識の仕方によっては、非

常に難しいという実感が得られた。質疑応答では、

ロールプレイにおける具体的な手続きについて質問

があり、受講者に対して予め注意焦点づけを視覚的

に示すことが必要であると、ロールプレイは役割（立

場）の交換は基本的に行わないことが補足された。

また、効果測定については、作業や日常場面での観

察、本人の振り返りを促す中で評価を行っていると

述べられた。 

 フロアからの質問は、会話の基本的スキル以外に

会話の全体的な力（会話のイニシアチブ、テーマの

展開、明確化要求、会話の修復など）について幼児

期から学齢期、青年期の移行を考えた時、１３週間

という短期のプログラムでは、改善できることと困

難なことも含めどんな意義があるのか、就労におい

て重要度の高いスキルは何かといった質問が出され

た。これに対し阿部氏は、１３週間はアセスメント

を中心に捉えており、職場において最低限必要なス

キルに焦点化することが重要であること。学齢期か

らの移行については、学校と職場で求められる会話

スキルの違いが明確であるということ。困難場面で

汎用的に使えるサバイバルスキルによってその場を

うまく切り抜けることも重要ではないかと述べられ

た。 

 午前午後の共通テーマで行った今回の研修会では、

千葉支部がこれまでに生涯にわたる「社会性支援」

のあり方を考えてきた中で、幼児期学齢期において

他者をどのおうに理解していくのかという観点から、

学校における「働く」学習の中で人との関わりを大

事にするという観点を確認することができた。一方

では、支援を必要としている現実と療育手帳の問題

に象徴される制度上の壁による当事者の現実が浮き

彫りになった。 

 今回の研修会は、生涯発達における縦軸の社会性

とそれぞれのライフステージに応じた横軸の支援を

どのように繋げて行くのかについて考えるよい機会

であったと思われる。 

（文責 中村 晋） 
 

４．地域情報交換会のお知らせ 

【東総地区研修会の御案内】 

○日時：平成２４年７月８日（日） １３:３０～１６:３０ 

○会場：匝瑳市八日市場公民館 

（匝瑳市八日市場イ 2402  ℡0479-72-0735） 

○内容 講話および会員相互の情報交換 

   講話「中学生にふさわしい行動をめざして～自尊

感情を高めるための学習指導を通して～」 

○講師：小田島 和枝（臨床発達心理士 

元：匝瑳市立八日市場第一中学校教諭 現：銚子市立

豊里小学校教諭） 

○ポイント：１ポイント 

○参加費：1000円 

○その他 事前申込は必要ありません。 

会終了後に茶話会を予定しています。 

 

５．私の職場紹介 
齊藤順子  成田市健康こども部健康増進課（こ

とばの相談） 

成田市健康こども部健康増進課は、JR・京成成田

駅から西へ 2.6㎞、バスで 10分弱の成田ニュータウ

ン中央部に、保健・医療・福祉の拠点施設として設

置された、成田市保健福祉館内の中にあり、その業

務内容は、総合的な保健・医療サービスを通して、

市民の皆様の生涯にわたる健康づくりを応援する職

場になります。組織(課)内には保健師・栄養士・歯

科衛生士等の専門職を合わせ 32 名の職員と非常勤

の専門職がおり、大変にぎやかな職場でもあります。

また、専門職が身近にいることから、様々な場面で

連携が取りやすく、随時相談が出来る環境にもあり

ます。 

 その中で、私が関わる「ことばの相談」業務は、

昭和 55年度に指導員 1名でスタートしました。その

後、訓練児・相談者の増加に伴い、平成 15年度から

常勤職員 2名とし、さらに、平成 20年度からは、常

勤職員 3名の体制で相談と訓練業務を行っています。

業務の内容としては、言語聴覚士としての個別訓練

が主要となりますが、随時発達評価後、年長児のグ

ループ指導による小集団でのコミュニケーションス

キルの獲得を目的とした事業も行っています。 

また、小児神経科の委託医師による月１回の診察

や保護者に対する助言等も行っております。 

各健診事業（１歳６か月児健診・２歳児歯科健診・

３歳児健診）においては、お子さんの発達について

の相談と保護者支援を行っています。また、健診後
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に行われるフォローケースへ実施する遊び方教室等

への参加のほか、保護者向けの勉強会実施や保育

園・幼稚園への巡回相談、支援センターグループ指

導への助言、就学児童の個別訓練、摂食指導等への

対応も行っています。健診後から一貫したフォロー

体制が行われていることで、保護者支援を踏まえた

子育て支援が行える職場ではないかと思います。 

近年、発達障害と思われる相談児が増加傾向にあ

ることから、相談業務も益々増加しておりますが、

今後も他部門、他機関との連携を図りながら取り組

んでいきたいと考えております。 

 

        
 

 

 

 

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

 ８．事務局だより 

 ＜国家資格「心理師（仮称）」推進の経過報告＞ 

士会ニュースレターや、ホームページでも報告されていますように、年末から年明けにかけて、国家資格・

心理師（仮称）を巡る動きが急速に高まってきており、5 月の連休明けにも「心理師 (仮称) 法案」が国会上

程されるという可能性も出ています。臨床発達心理士認定運営機構および臨床発達心理士会は、設立当時よ

り、民間資格の乱立という現状は決して望ましいものではなく、臨床発達心理士資格は、将来的には、心理

の統一資格を展望した資格であることを明言しています。また統一資格は「臨床心理」「医療心理」に偏らな

い、基礎的な心理学に基づいた教育・発達的側面を重視した広汎的な心理資格であることが必要であること

も主張してきました。2010 年 12 月の日本心理学諸学会連合(日心連)理事会では、臨床心理職国家資格推進

連絡協議会、医療心理師国家資格制度推進協議会、日心連の「3 団体」による要望書が採択されました。そ

の内容は、以下の通りです。       

１．資格の名称：心理師（仮称）とし、名称独占とする 

２．資格の性格：医療･保健、福祉、教育･発達、司法･矯正、産業等の実践諸領域における汎用性のあ

る資格とする。 

３．業務の内容：①心理的な支援を必要とする者とその関係者に対して、心理学の成果にもとづき、

アセスメント、心理的支援、心理相談、心理療法、問題解決、地域支援等を行なう。②①の内容に

加え、国民の心理的健康の保持及び増進を目的とした予防並びに教育に関する業務を行なう。 

４．他専門職との連携：業務を行なうにあたっては、他専門職との連携をとり，特に医療提供施設に

おいては医師の指示を受けるものとする。 

５．受験資格：①学部で心理学を修めて卒業し、大学院修士課程ないし大学院専門職学位課程で業務

内容に関わる心理学関連科目等を修め修了した者、②学部で心理学を修めて卒業し、業務内容に関

わる施設において数年間の実務経験をした者も受験できる。 

この間、この心理師(仮称)の国家資格化実現を、国会議員、関係省庁に働きかけてきましたが、最近、

関係者間の合意ができ、「心理師（仮称）法案」の原案が内示されました。その内容は、上記の「3団体」

による要望書にほぼ沿ったものとなっています。また、現職者も経過措置として、5年間受験を認める方

向です。「発達障害者支援法（平成十六年）」と同じように超党派の議員立法によるもので、厚労省、文科

省の共管（共同管理）による国家資格になる見込みです。 

 

 国家資格対策WGの要請に応じて千葉支部でも発達障害者支援法案の際、議員連盟に登録された６名のうち

５名の議員（田嶋要議員、奥野総一郎議員、村越祐民議員、松崎公昭議員、森英介議員）への陳情をしてま

いりました。 

 ３月２７日（火）１６時３０分から１７時３０分、衆議院議員会館にて行われた「心理職の国家資格化を

目指す院内集会」では、副支部長鈴木彰典、事務局長中村晋が参加してきました。三団体からは、４５０名

を超える参加があり、３００名定員の会議室に入りきらないほどの大盛況でした。また、これまでの陳情や

集会参加の呼びかけに応じて１５０数名の議員の方々が会場に駆けつけ、議員を代表して仙谷由人議員（民

主）が法案成立に向けての力強いメッセージをいただきました。他に挨拶をした議員は以下の６名です。河

村健夫議員（自民）、古屋範子議員（公明）、坂口力議員（公明）、鴨下一郎議員（自民）、高井美穂議員（民

主）、平沼赳夫議員（自民）。 

 今後、超党派の議員連盟を立ち上げ、多くの議員から賛同をいただければ、国家資格「心理師（仮称）」実

現もそう遠くないという実感をいたしました。 
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＜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 

 

★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 

2012年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1回研修会 

「WISC-Ⅳ知能検査の理論と解釈

について」 

2012年 

5月 27日 
1 

午前 

2009年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1回研修会 

「学校コンサルテーションの 

進め方」 

2012年 

5月 27日 
1 
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