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1．巻頭言 
－2013年士会全国大会（千葉）と心理職国家資格化

に向けて－ 

千葉支部長 長崎勤 

この度、臨床発達心理士会・千葉支部長に再任さ

れました。千葉支部発足から 6 年が経ち、3 期目を

迎えます。3期目の大きな課題として、来年 2013年

の士会全国大会を千葉支部がお引き受けすることに

なったことがあります。千葉支部は年間丸 3日間、

計 6ポイントの研修会を実施しており、支部研修会

が非常に活発です。全国大会は普段の研修会の総ま

とめとしてお引き受けしては、ということになりま

した。大会長には、中澤潤一先生（千葉大学）、事務

局長に鈴木先生（富里特別支援学校）が就任して下

さり、大会準備委員会も発足し、準備が進んでいま

す。大会テーマは「未来につながる・世代をつなげ

る・地域でつながる生涯発達～臨床発達心理学の可

能性～」です。千葉支部らしさを出し、地域の中で、

人々とつながって生きる意義について考える大会に

できたらと、準備委員会の皆さんと考えています。

千葉は首都圏にありながら独自の地域文化が息づい

ている地域です。千葉県のある地域で生まれ、豊か

な支援を受けながら、学び、働き生きてゆくそのよ

うな事例を紹介できたらとも考えています。 

 大会テーマとも関連があるのですが、心理専門職

の国家資格化の検討が進みつつあります。3月 27日

に「心理職の国家資格化を目指す院内集会」が衆議

院議員会館で開催されました。国会議員 96名、秘書

105 名が参加し、心理職・一般参加者が約 400 名参

加しました。そのうち臨床発達心理士は、全国から

の支部役員・会員が６４名参加し、千葉支部からも

役員 2名が参加しました。国家資格化への熱気を帯

びた、日本の心理学史上においても歴史的な大集会

といえるものになりました。この院内集会に向けて

支部役員は千葉支部選出の国会議員への陳情も積極

的に行ってきました。その効果もあり、6月 14日に

は、自民党「心理職の国家資格化を推進する議員連

盟」設立総会が開かれました。8月 22日には民主党

の議連も発足の予定で、法案提出の下地が整いつつ

あります。選挙の予想もあり、流動的な要素も含み

ますが、今後、国家資格化の動きは着実に進んでゆ

くものと考えられます。 

国家資格・心理専門職において、教育・発達的観

点は不可欠でしょうし、教育・発達フィールドは心

理的支援の大きな部分を占めるでしょう。そういっ

た意味でも、国家資格化に際しても臨床発達心理学

の役割は大きいと考えられます。現職者の経過措置

がスムースに進み、着実に国家資格へと移行できる

ように支部としても働きかけていきたいと思います。

また新たな国家資格・心理専門職の養成カリキュラ

ムなどにおいても教育・発達領域が適切に位置づけ

られるように働きかけてゆきたいと思います。 

これまで以上の皆様のご協力をお願い致します。

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．2012年度第 1回研修のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

2012年８月２５日 第６巻１号    発行元：日本臨床発達心理士会千葉支部 

 

＜2012年度千葉支部 第 2回研修会＞ 

乳幼児期の発達障害への気づきと支援 
日時：2012年 10月 28日（日）9:30～12:30 （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（育児・保育支援分野研修） 
○テーマ：「乳幼児の発達に関する、配慮すべき視点－1 歳 6 か月健診・3 歳児健診を中心－」 

○講師：秦野悦子（白百合女子大学）

「発達における早期の気づきと支援－乳幼児健診みなおしの動きと健診項目の視点について－」 

○講師：黒澤礼子（法政大学） 

―ポイント： 1ポイント、資料代 1000円(午前・午後各 1000円)― 
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＜育児・保育支援分野研修＞ 
○日時：10月 28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：「乳幼児期の発達障害への支援と気づき」 

1．乳幼児の発達に関する、配慮すべき視点－1 歳 6

か月健診・3 歳児健診を中心に－ 

○講師：秦野悦子（白百合女子大学） 

 

2．発達における早期の気づきと支援－乳幼児健診

票の見直しの動きと健診項目の視点について－ 

○講師：黒澤礼子（法政大学、千葉支部育児保育支

援分野研修担当） 

 

○企画趣旨：発達障害の支援のスタートは乳幼児期

の早期発見早期支援にあります。日本の乳幼児健診

は世界に誇る素晴らしいシステムです。特に 1 歳 6

か月健診と 3歳児健診は 9割以上の受診率を保つ、

注目すべき健診と言えます。しかし、この大事な二

つの健診において、使用されている健診票の項目は、

必ずしも全国統一のものではなく、質問内容も質問

数も、各自治体でかなり違いがあります。 

 育児・保育支援分野は、長年この部分に注目し、

話し合いを行ってきました。今回、ある自治体から、

乳幼児健診体制の見直しに際し、黒澤（臨床発達心

理士）の意見を参考にして健診票項目を見なおした

いとの依頼を受けました。良い機会でしたので、育

児・保育支援分野で検討することとし、乳幼児の支

援に携わる様々な立場から、既存の項目を見直し、

発達心理学的な視点に基づき必要な項目を追加する

などして、望ましいと思われる項目の見直しを行い

ました。 

 今回の専門職公開研修は、この健診票の項目を中

心に、発達の注目ポイントについて、発達心理学的

視点から、秦野悦子先生(白百合女子大学)に詳しく

お話し頂く予定です。その後、育児・保育支援分野

で検討した健診項目についてご紹介し、ご出席の皆

様からもご意見を頂ければと思います。当日ご紹介

する資料は、現在 2か所の自治体で、参考資料とし

てご覧いただいているものです。各自治体において、

現場の意見を取り入れながら健診票が完成されてい

く予定です。皆様にも、参考資料として、ご紹介し

たいと思っています。  

 

○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。 

○専門職公開研修 

○参加資格：臨床発達心理士会会員・隣接領域専門

職（心理士・保健師・言語聴覚士・保育士・他） 

○申込み方法 資料準備のため、会員も含めて全員

下記事務局まで Eメール、FAX、はがきのいずれかで

お申込みください。    

(Ｅメール) nshin@otsuka-s.tsukuba.ac.jp  

(FAX)047-482-6015 

(はがき)〒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 

 

3．2011年度第 3回研修会報告 

＜午前の部 特別支援教育分野研修＞ 
○日時：5月 27日（日）9：30～12：30 
○場所：千葉大学西千葉キャンパス 

○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） 

○概要： WISC‐Ⅳの標準化に携わった東原先生より，

標準化の家庭での裏話を交えながら，「WISC‐Ⅲから

WISC‐Ⅳへの変更点」「強化された知覚推理とワーキ

ングメモリー」、「結果の処理と分析」について教え

ていただいた。 

「WISC‐Ⅲから WISC‐Ⅳへの変更点」 

WISC‐Ⅳは知的発達の様相を多面的に把握し，子

ども達の指導計画に役立てることができる。合成得

点のうち WISC‐Ⅲの FIQ は FSIQ として残り，VIQ

と PIQは廃止された。しかし，群指数は｢指標得点｣

として引き継がれ発展した。｢言語理解指標（VCI）｣

｢知覚推理指標（PRI）｣｢ワーキングメモリー指標

（WMI）｣｢処理速度指標（PSI）｣である。 

また，WISC‐Ⅲに比べて短時間で最低限の検査が

行えること，手を動かす検査が減ったことで上肢障

害の人の検査も可能になったこと，７つのプロセス

得点の算出や標準出現率の評価が可能になったこと

からより詳しい情報が得られ分析ができるようにな

ったこと等の説明があった。 

「強化された知覚推理とワーキングメモリー」 

知覚統合が知覚推理になったことと短期記憶の容

量ではなくワーキングメモリーになったことの利点

を説明された。 

｢結果の処理と分析｣ 

具体例を示して説明されたため，たいへんわかり

やすく，WISC‐Ⅳに対して前向きになったという会

員の感想も寄せられた。また，難しい検査用語をわ

かりやすく説明してくださったため，保護者への説

明の参考になったとの意見もあった。 

（文責 鶴見春美） 

 

＜午後の部 共通テーマ分野研修＞ 
○日時：5月 27日（日）13：30～16：30 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス 

○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） 

○概要：本研修では、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、行動コン

サルテーションの考え方と方法について３つの内容

について講義をいただいた。 

 一つは、保育園や幼稚園・学校などをコンサルタ

ント（巡回相談員）が巡回し、コンサルティ（保育

士、教師、指導員等）を間接支援する際、どのよう

な観点で観察すればよいのかについて、具体的な子

どもの画像を使って紹介された。特に、子どもの身
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体（姿勢）、感覚運動、情動といった側面の気になる

行動を観察し、それが何によって引き起こされてい

るかを知ることが必要であると述べられた。 

 二つ目は、幼稚園におけるコンサルテーションの

経過について具体的なデータを示していただき、行

動コンサルテーションが成立するための何が重要か

をお話いただいた。ここでは、コンサルタントは、

コンサルティと子どもとの相互作用の中で、成果が

既に確認できているものや成果に期待がもてる芽生

えのような関わりを抽出して、支援技法や環境設定

の観点の意味付けを行うことによって、コンサルテ

ィの知識や技能の高まりが促進されるということで

あった。 

 三つ目は、コンサルテーションの背景や起源につ

いてご紹介しただき、行動コンサルテーションの発

展と今後の課題についてお話いただいた。現在は、

個々のクライアント（幼児・児童生徒、支援対象者）

がもつ行動上の問題を扱う行動ケース・コンサルテ

ーションの実践とこれらを対象にした研究が進んで

いる。しかし、学級集団や学校組織、地域を対象に

するといった行動システム・コンサルテーションの

実践と研究は、国内において進んでおらず、コンサ

ルタントの個別対応を仲間や集団関係、組織内での

広げていくための技術の蓄積を広めていくことが重

要であると述べられた。 

 最後は、大石氏自身のコンサルテーションプロセ

スの中で、実際にどのような語りをしているかにつ

いて分析したデータを示していただき、コンサルタ

ントが決められた基準で望ましいという方法を扱う

ことができているかという研究や実践のまとめをし

ていく必要性があるということであった。今回の研

修会は、観察の視点から、具体的なコンサルティへ

の支援、またコンサルテーションの課題について学

ぶよい機会となった。 

（文責 中村 晋） 
 

4．総会報告 
（１）2012 年 5 月 27 日（日）に千葉大学で総会を

開催し、2011年度の活動報告、会計報告、2012年度

の活動計画、予算などを決定しました。 

（２）活動報告、活動計画 

 ◯２０１１年度活動報告 

 １）研修会の開催 

資格更新研修会を、5月 29日(日)、10月 23日

(日)、2月 11日(土)に開催した。 

「研修委員会」が中心となり、 

（A）育児・保育支援分野研修   

  5 月の第 1 回研修は、専門職公開研修として、

国立精神・神経医療研究センターの稲田尚子先生

に―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―お話しいただきました。特

に自閉症診断観察スケジュール（ADOS）による行

動アセスメントは興味深いものでした。保健師等

隣接専門職の方も多く参加され、実習も行いまし

た。10 月の第２回研修は専門研修として、千葉大

学教育学部の中澤潤教授に「乳幼児期の認知発達

と発達障害」のテーマで発達心理学における認知

発達の領域の急速な変化についてお話しいただき

ました。クローズの専門研修にもかかわらず、60

名以上の参加を頂き、皆様の熱意を感じました。 

（B）特別支援教育分野研修      

 第 3 回資格更新研修会を「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」のテーマで企画・実施した。

午前は、「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」について３名から話題提供

を行い、午後は「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」

について阿部秀樹氏の講演を行った。 

（C）共通テーマ研修      

  ５月の第１回研修会では、ＪＤＤネットワーク副

代表の氏田照子氏を招聘し、氏自身の地域支援の

活動と、障害者自立支援法改正に伴う障害者地域

生活支援のための制度改革の展望について講話を

いただいた。本研修について、千葉県自閉症協会

にも広報したところ、当該会員の参加を得ること

ができ、貴重な意見を発表いただいた。 

 ２）広報 

ニュースレターを年 3回発行し、研究予定、ニュ

ーズレターの内容をJOCDP事務局HPに掲載するため

の情報提供を行った。一般市民、行政、「親の会」な

どに対する会の広報活動を公開シンポジウム等の研

修会で行った。 

 ３）東日本震災支援活動への協力 

 平成２３年３月発足の「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 東日本震

災支援対策本部（平成２４年１月より災害・危機対

策特別委員会）」による支援活動に協力した。 

 千葉支部会員２名を福島県相馬市ゆうゆうクラブ

に専門家派遣した。 

 ４）地域情報交換会 

７月２日、１１月２０日（香取・海匝地区）に「地

域情報交換会」を開催した。 

 ５）千葉支部ホームページの管理 

 会員への情報提供と支部の広報活動を目的に、コ

ンテンツを更新し、ホームページ管理を行った。 
 千 葉 支 部 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス   

http://www.geocities.jp/jacdpchiba/ 

 ６）会員間の情報交換についての検討 

 メーリングリストの登録およびメールマガジンの

配信等、情報交換の方法について検討し、今年度に

おいてはニュースレターや研修情報のメール配信を

実施した。 

 ７）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
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積極的に展開した。また、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。 
 ８）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、提供を行った。 

 国家資格対策ワーキンググループの活動に協力し、

千葉県選出の国会議員への陳情および３月２７日衆

議院会館で行われた院内集会に参加した。 

 

 ◯２０１２年度活動計画 

 １）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 27日(日)、10月 28日(日)、2

月 10日(日)に開催します。研修会企画と実施のため

に、「研修委員会」が中心となり、（A）育児・保育支

援分野（B）特別支援教育分野（発達障害児への支援、

自閉症スペクトラムへの発達支援）（C）共通テーマ

分野を設定し、３つの枠組で研修を行っていきます。 

 ２）2013年度日本臨床発達心理士会第 9回大会(千

葉大会)の開催準備：全国大会実行委員を組織し、準

備を行います。 

 ３）広報：ニュースレターを年 3回発行します。

また、一般市民、行政、「親の会」などに会の活動を

広報します。 

 ４）東日本震災支援活動への協力：平成 24 年 1

月発足の「日本臨床発達心理士会 災害危機対策特別

委員会」による様々な支援活動への協力を積極的に

行います。 

 ５）国家資格・心理師(仮称)への対応：現在検討

されている国家資格・心理師(仮称)の専門性が発達

的観点を持った資格になるように、全国士会と連携

しながら働きかけます。また現職の臨床発達心理士

で、国家資格取得希望者が不利にならないように働

きかけます。 

 ６）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）を実施します。 

 ７）千葉支部ホームページの管理：会員への情報

提供と支部の広報活動を目的に、コンテンツを検討

し、充実したホームページ管理を目指します。 

 ８）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

献を積極的に行います。 

 ９）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、全国大会への協力等な

ども行います。 

 

（４）役員紹介 

 千葉支部規定に基づき以下の新役員が承認されま

した。 

支部長   長崎  勤（筑波大学）幹事兼任 

副支部長 鈴木 彰典（県立富里特別支援学校） 

事務局長 中村  晋（筑波大学附属 

大塚特別支援学校） 

研修担当 渡邊 亮一（いすみ市立浪小学校） 

会計   大槻美智子（東庄町立笹川小学校） 

NL担当 早山 文悟（松戸市こども発達センター） 

役員   池畑美恵子（淑徳大学） 

     太田 律子（東京医薬専門学校） 

     黒澤 礼子（江戸川区子ども家庭支援セ

ンター・法政大学） 

     小島 明子（東金市簡易マザーズホーム） 

     斉藤 順子（成田市健康こども部健康増

進課） 

     實川 慎子（昭和学院短期大学） 

     鶴見 春美（香取市立小見川南小学校） 

     中澤  潤（千葉大学） 

     堀  彰人（八千代市教育委員会） 

     松川節理子（富里保健センター） 

監査   渡辺 正人（千葉県立千葉聾学校） 

 

5．地域情報交換会のお知らせ 

【東総地区研修会が行われました】 

第 1回東総地区研修会が７月８日（日）に行われ

ました。 

当日は, 「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～」と題

して, 臨床発達心理士で元匝瑳市立八日市場第一中

学校教諭の小田島和枝先生の講話をいただきました。 

発達障がいのある児童への，中学生の時期の発達

課題を考慮した知的学級での支援についてお話しい

ただきました。生徒の認知や特性にあわせた指導課

程や学習方法，教材・教具を用いての学習面での達

成感を土台に，行動への働きかけを行い，変容を実

感することで自己肯定感を高めていったという内容

でした。療育手帳や精神福祉手帳が取得できない生

徒への支援の方向性に示唆を与える内容で,大変内

容の濃いものでした。 

次回は,児童・生徒理解のための一方法であるＤＮ

-ＣＡＳについて,引き続き小田島先生に講話をいた

だくこととなりました。 

【次回東総地区研修会の御案内】 

○日時：平成 24年 10月 14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：DN-CASの演習と解釈 

○講師：小田島 和枝 

（臨床発達心理士，銚子市立豊里小学校教諭） 

○参加費 1000円 

○ポイント：１ポイント 

＊ 準備の都合上，10月７日（日）まで大槻美智子

宛に事前申込をお願いします。（氏名，住所，電話番

号をお知らせください。） 

メール：otsukitmym1960@kve.biglobe.ne.jp 

℡：090-1455-9096（18：00以降に） 

         

mailto:otsukitmym1960@kve.biglobe.ne.jp
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6．私の職場紹介 
渡邊裕貴 印西市立こども発達センター 

私が所属している印西市立子ども発達センターは、

平成 17年 4月の発達障害者支援法の施行に伴い、相

談、個別指導を受け持っていた子ども発達相談室と

通園（療育）を統合し、「子ども発達センター」と

なり、就学前の発達全般に心配のある乳幼児を対象

に相談や療育、指導を行っています。 

 子ども発達センターへの相談者数は年々増加して

います。乳幼児期の場合、市の健診は発達障害の早

期発見に大きな役割を果たしており、早期支援のた

めに保健センターとの連携は欠かせません。 

 相談時の年齢は 1～2歳児が多く、各相談や親子教

室（保護者と通う遊びの教室）を利用する中で、必

要があれば療育を勧めます。療育では就園前に日常

生活の基本動作の習得や集団生活への適応のための

指導も行い、幼稚園等への入園に備えます。就園後

も併行通園するケースも増えています。療育は、通

園形態（週４日）のたんぽぽグループと幼稚園や保

育園に通っている 3～5 歳児に対しソーシャルスキ

ルの獲得を目指すひまわりグループ（月２回）があ

ります。その他にも必要に応じ、言語指導、運動発

達指導、感覚統合指導等の個別支援を行っています。 

また、市内全域の幼稚園・保育園への巡回相談も行

い連携を図っています。巡回相談では園生活で何ら 

かの問題を呈している児の相談が増加しており、保

育士・幼稚園教諭に対して保育方法や保育環境に関

するアドバイス等を行っています。 

就学に向けては、教育委員会と連携して、幼児期

の支援を学童期に引き継ぐための相談支援ファイル

（コスモスファイル）を作成し活用しています。 

これからも乳児から幼児期、学齢期そして就労に

いたるまで、長期スパンでの支援を目指し一貫した

支援体制作りを進めるために、保健、福祉、教育の

連携を図っていきたいと思っています。 
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 7．事務局だより 

＜第９回全国大会準備委員会設立について＞ 

 平成２４年度総会にて、平成２５年度に日本臨床発達心理士会第 9回全国大会(千葉大会)開催が決定され、

準備のための全国大会実行委員が組織されました。既に３回の実行委員会が開催され、今後、東京大会の視

察を兼ねた運営協力を行いながら千葉支部らしい企画を検討します。第１回の実行委員会では、平成２５年

９月１５日（日）１６日（月・祝日）千葉大学での開催が決定しました。さらに、大会テーマは「未来につ

ながる・世代をつなげる・地域でつながる生涯発達〜臨床発達心理学の可能性〜」としました。発達的観点

に基づく生きる上での困難さ（つまずき）の理解と支援について、縦軸と横軸のつながりの中でその可能性

を見いだしていく予定です。これまで、千葉支部では、社会性の発達と支援について、幼児期から成人期ま

での縦軸と、それぞれのステージにおける連携（横軸におけるシステム）をキーワードに研修会を企画して

きました。こうした実績を活かした企画を検討中です。なお、実行委員は、支部役員に加え、以下の会員に

よって組織されています。石井正子（昭和女子大学）、砂川史子（千葉大学）、多胡裕康（県立富里特別支援

学校）、田原佳子（県立千葉聾学校）、富田久枝（千葉大学）、松浦俊弥（県立野田特別支援学校）以上６名を

含む１８名。 

 大会に向けては、千葉支部会員の皆様もご協力よろしくお願いいたします。 

 

＜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 

★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） 

mailto:nshin@otsuka-s.tsukuba.ac.jp
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＜更新ノート用ラベル＞ コピーをしてご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 
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 2回研修会 

「乳幼児の発達に関する、配慮すべ

き視点」 

「発達における早期のき

づきと支援」 

2012年 

10月 28日 
1 

 


