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1．巻頭言 
 

－願い－ 

鶴見春美 

ある日，担当する児童のお母さんから電話がかか

った。 

｢弟の保育所の運動会に行きました。娘は私から離れ

た所で同級生や上級生と一緒に見ていたので安心

していました。ところが，帰り際に保育所の先生

から，『お姉ちゃんの行為は保育所の運動会にはふ

さわしくないので，来年からは参加を遠慮してほ

しい。』と言われてしまいました。残念です。｣ 

と。そのお母さんの声は震えていた。 

 翌日，私は，その女の子の同級生や上級生に運動

会での様子を聞いてみた。どの子の口からも， 

「楽しかった。Ａちゃんは学校で応援団に入って活

躍していたから，学校の運動会と同じに大きな声で 

応援していたよ。」 

と，笑顔が返ってきた。更に，Ａさんは他人に迷惑

をかけなかったかということも尋ねると，誰もが首

を横に振った。しかし，６年生の１人が次のような

ことを言った。 

「でも，私達は自閉症のことを知っているからＡさ

んの行動をなんとも思わないけど，自閉症のこと

を勉強していない大人は変だと思うかもしれない

ね。」 

 私は交流学習の効果がこのような形で現れるとは

思ってもいなかったので，正直な所驚いた。 

「障害をもつ子ども達のことを通常学級の児童に理

解してほしい」「共に歩み，共に地域で生きていって

ほしい」と願い，学級通信による啓発やいろいろな

パターンの交流学習を推進してきた。そして，障害

を持つ児童との接し方等の範となるように努めてき

た。６年生児童の言葉はその成果と言ってよいかも

し 

れない。 

 幼い頃から共に学び，共に育った子供達が大人に

なったときに，真のバリアフリーの世の中になるこ

とを信じたい。 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．2012年度第 1回研修のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年 3月 28日 第６巻 3号    発行元：日本臨床発達心理士会千葉支部 

＜2013年度千葉支部 第 1回研修会および総会＞ 

〈インクルーシブ教育システムと 

       今後の早期相談支援・就学相談のあり方〉 
 

日時：2013年 5月 26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。 

講師：丹羽 登 文部科学省特別支援教育調査官 

       吉村 郷 南房総市教育委員会指導主事 

 

主催：日本臨床発達心理士会千葉支部 

―ポイント： 1ポイント、資料代 1000円― 

〈千葉支部総会〉 第 1回研修後、同教室にて 12：30～13：00 
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2．2013年度第 1回研修会 

＜共通研修＞ 
○日時：5月 26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：〈インクルーシブ教育システムと 

今後の早期相談支援・就学相談のあり方〉 

○内容：テーマについての講話と実践発表 

○講師：丹羽 登 文部科学省特別支援教育調査官 

    吉村 郷 南房総市教育委員会指導主事 

○企画趣旨 

平成 24年 7月、文部科学省は中央教育審議会初等

中等教育分科会報告として、「共生社会の形成に向け

たインクルーシブ教育システム構築のための特別支

援教育の推進（報告）」を発表した。これは、周知

のとおり、障害者の権利に関する条約が国連で採択

され、日本においても同条約に署名、現在批准に向

けた検討を進めている状況であるとともに、平成 23

年の改正障害者基本法第 16 条を受けての教育にお

ける方向性を示したものである。この報告の柱は次

のようになっている。 

１ 共生社会の形成に向けて 

２ 就学相談・就学先決定の在り方について 

３ 障害のある子どもが十分に教育を受けられる 

ための合理的配慮及びその基礎となる環境整

備 

４ 多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進 

（以下略） 

本支部でも、乳幼児期からの支援について研修を

重ねているが、就学相談の在り方等を含む本報告の

目指す具体的な姿やそれらをどのように具現化して

いこうとしているのか、そのビジョンについて、文

部科学省から丹羽登特別支援教育調査官を招聘し、

具体的なお話を伺う機会を持ち、今後の臨床発達心

理士の活動の重要性を考えたい。 

また、今年度、千葉県教育委員会の研究指定を受

け、早期からの相談・支援について取り組んできた

南房総市教育委員会の実践を発表いただき、そのシ

ステムの在り方や相談・支援に関わる臨床発達心理

士の今後の活動について研修を深めたい。 

○参考 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シス

テム構築のための特別支援教育の推進（報告）」 

             （2012 文部科学省） 

○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：申し込みの必要はありません。 

（文責 渡邉亮一） 
 

3.千葉支部総会のお知らせ 
○日時：5月 26日（日）12：30～13：00 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス 

（教育学部 大会議室） 

○内容：2012 年度活動報告および会計報告、2013

年度活動計画および予算案の提案等 

 

4．2012年度第 3回研修会報告 

＜特別支援教育分野研修＞ 
○日時：2月 10日（日）9：30～12：30 
○場所：千葉大学西千葉キャンパス 

○テーマ：「世代をつなげる・地域でつながる・人と

人をつなげる－富里市の地域支援システム－」 

○話題提供： 

・多胡裕康（富里特別支援学校・特別支援コーディ

ネーター） 

・松川節理子（富里市保健センター） 

・滝口直美（富里市教育委員会・心理相談員） 

・鈴木彰典（富里特別支援学校・地域支援担当 

・コメンテーター：長崎勤（筑波大学） 

・司会：松浦俊弥（野田特別支援学校） 

○概要：今回の企画は、第９回全国大会テーマであ

る「未来につながる・世代をつなげる・地域でつな

がる生涯学習〜臨床発達心理学の可能性〜」を受け

て千葉支部が大会準備委員会企画として行うシンポ

ジウムを見通したしたものである。今回は、乳幼児

期から学齢期、そして成人までの生涯にわたる支援

のあり方について提案することを目指した。県内富

里市では、保健センター、教育委員会、学校など市

の支援機関と特別支援学校、福祉関係の機関との連

携が様々な形で進められ、その連携に臨床発達心理

士が深く関わっている。そこで、富里市においてそ

れぞれの立場で支援する有資格者に支援の現状と課

題について話題提供いただいた。 

鈴木彰典氏（富里特別支援学校 地域支援担当）か

らは、本企画趣旨の説明と特別支援学校のセンター

としての役割と富里市との連携についての現状が報

告された。 

多胡裕康氏(富里特別支援学校 特別支援教育コー

ディネーター)からは、富里市における支援の現状に

ついての説明があり、就学前の療育機関及び小・中

学校・高等学校・特別支援学校、福祉サービス事業

所及び施設等のリソースが紹介された。富里市は、

社会福祉協議会、児童福祉関係者、知的関係施設、

ボランティアセンター、当事者団体、特別支援学校

（学級）、行政（福祉・市教委）といった障害のある

人が地域で生活していく上で関係する様々なメンバ

ーで構成された「富里市地域自立支援協議会」が設

置されている。この組織の大きな特長は、教育・療

育研究部会（障害児対象）と生活支援研究部会と就

労研究部会（障害者対象）があり、定期的な協議を

行っている。ここでは、乳幼児期から就労に至まで

一貫した支援体制の整備をするために、関係機関の

ネットワークづくりや連携協力の具体的な方策とし

て「ライフサポートファイル」について紹介された。 

 松川節理子氏(富里市保健センター 心理相談員)

からは、幼児健診後のフォローアップ等の支援につ

いて説明があり、富里市保健センター内に設置され

ている１歳半健診以降３歳まで支援する「さくらん

ぼ教室」と３歳児健診前後の幼児を支援する「パン
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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。 

ダクラブ」の活動が紹介された。富里市の乳幼児期

における発達支援に特長は、保健センター、療育機

関、幼稚園や保育園、教育委員会等の連携が密に行

われている点と「ライフサポートファイル」を主体

的に活用している点にあることが上げられた。「ライ

フサポートファイル」を支援者側と支援を受ける側

が積極的に活用することによって情報を共有し、子

どもと家庭への支援がスムーズに行われるとのこと

であった。 

 滝口直美氏(富里市教育委員会 心理相談員)か

らは、学齢期の支援について、発達相談、巡回相談、

専門家チームによる取り組みから富里市における就

学後の支援の現状について紹介された。富里市では

心理相談員が富里特別支援学校コーティネーターと

指導主事と連携した発達相談や巡回相談が行われて

いる。学齢期での「ライフサポートファイル」は、

巡回相談等で観察したチェックリストなど学校で受

けた支援に関する情報を蓄積していく形で活用され

ている。富里市における就学後の支援の特長は、乳

幼児期に親子への支援が行われたケースは学校生活

に適応できているが、支援を受けていない子どもが

不適応を起こしやすいとのことであった。支援体制

の上では、乳幼児期から学齢期に関わる支援者側の

心理相談員、特別支援コーディネーターが臨床発達

心理士のため専門家による連携が密に図られたこと

で「つながり」をもちやすくしていることが報告さ

れた。 

コメンテーターの長崎勤氏（筑波大学）からは、

富里市が乳幼児期から学齢期への支援において多職

種間の連携によって成果が得られた背景がなんであ

ったのかについて考えることによって支援体制のあ

り方を考えて行くことが重要であると述べられた。 

（文責 中村 晋） 
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 5．事務局だより 

＜心理師（仮称）の国家資格創設早期実現の請願署名のお礼＞ 

 この度、会員にご協力いただきました「心理師（仮称）」国家資格創設を早期に実現するための請願署名に

ご協力いただきありがとうございました。千葉支部事務局に届いた署名の数は 126 名、臨床発達心理士会全

体では、11,496名の署名が事務局に集まり、国家資格対策ＷＧ責任者坂本佳代子先生が日心連の事務局に

届けられました。なお、国家資格化の動向につきましては、今後も心理士会 HPの情報をご覧ください。 

＜日本心理研修センター設立について＞ 

 今後の国家資格化の実現に向け、日本心理研修センターの設立が予定されています。センターでは、

心理職への研修および国家試験の適切な実施運営を担うための人的、物的整備のもとに、心理職の国家

資格取得を目指す人々を支援することを目指しています。現在、事業開始準備および事業実施にあたっ

ての資金の寄付を募っていますので詳しい情報を知りたい方は心理士会 HPをご覧ください。 

＜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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