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巻頭言 

第９回全国大会を終えて            中澤 潤 
 千葉支部の皆さん、全国大会ではお世話になりました。立派な大会でしたね。 

ご講演をいただいた柏女霊峰先生、またシンポジウムや実践セミナー、実践研究発表で話題提供、指定討論、

司会やコメンテーターをお務めいただいた諸先生に心より感謝申し上げたいと思います。 

 2012 年の２月下旬、浦安市の幼稚園の園内研修に参加している時に、長崎先生からお電話があり、この大

会を千葉で開催することをお聞きしました。それから開催までは、今思うとあっという間でした。 

 なにより、準備委員会の事務局長をお務めいただいた鈴木彰典先生のこの間の細やかで周到な準備や配慮、

そして的確な御指示がなければ、本大会は運営できなかったと思います。鈴木先生どうもありがとうござい

ます！ 

 また準備委員の先生方には、準備委員会を重ねながら、会員への各種通信、実践研究発表の審査、シンポ

ジウムなどの企画、プログラムや論文集の構成、また掲示、受付、講演やシンポジウム、また各発表、ポス

ター、クローク、展示など、それぞれが運営準備の役割を着実に行っていただき、今回の成功を支えていた

だきました。どうもありがとうございます。 

 大会当日は台風という予想外の条件にも関わらず、当日スタッフとしてご参加いただいた千葉支部の先生

方のスムーズな動きにも、目を見張りました。事前に十分な打ち合わせを行う余裕はなかったにもかかわら

ず、各自が適切に判断し、どんどん動いて下さるのを見て、大変感銘を受けました。 

 今回の全国大会は、千葉支部の皆様の力量の高さ、また団結力を改めて感じることができた良い機会とな

りました。これも、年３回、しっかりと研修会を続けてきたことの着実な成果であり、また千葉支部の皆さ

んがこの「臨床発達心理士」という専門資格を持つことに、大きなプライドと責任感をお持ちであることを

感じました。 

 これを機会に、千葉支部の活動の充実とますますの発展を期待したいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 1 月 9日 第 7巻 1号    発行元：日本臨床発達心理士会千葉支部 

臨床発達心理士会千葉支部 

＜2013年度 千葉支部 第 2回資格更新研修会＞ 

日時：2013年 2月 9日（日）9時 30分～16時 30分 

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時 30分～12時 30分 (9時受付開始)   

○テーマ  乳幼児期の発達障害への支援 

「育ちをうながし、親子のかかわりを深めるために」～健診後の親子教室のあり方について～ 

<午後の部>  13時 30分～16時 30分 (13時 00分受付開始) 

○テーマ 地域の放課後等デイサービスと学校との連携による支援の可能性 

        ～発達障害のある子どもや家族への連携による支援～ 
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全国大会特集 
今回と次号の 2回に分けて全国大会について特集します。 

 
第 9回全国大会 実施報告 

 

 準備委員会事務局長 鈴木彰典 

 

９月に実施しました全国大会は、当日スタッフの皆様をはじめたくさんの方々のご協力により無

事終えることができました。皆様に感謝申し上げるとともに、以下のとおり今大会の実施報告をさ

せていただきます。 

〇期日 ２０１３年９月１５日(日)、１６日(月・祝) 千葉大学西千葉キャンパスにて実施 

〇テーマ「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～」 

〇後援団体 文部科学省、厚生労働省、日本自閉症協会、日本発達障害ネットワーク、  

      千葉県教育委員会、千葉市教育委員会 

 

〇企画数 

準備委員会企画・記念講演・幹事長報告－１、 

準備委員会企画シンポジウム－３ 

全国士会企画実践セミナー－６、 

千葉支部企画実践セミナー－２、 

会員企画実践セミナー－３、 

実践研究発表－１９ 

 

〇参加者数 合計８０９人 

 事前申込みによる参加者－４００人、当日参加者－３３６人、スタッフとしての参加者－５３

人、 

 非会員の講師・発表者－１２人、公開講演会一般参加者―８人 

 ＊(参考)前回東京大会は１０３６人、前々回神奈川大会は７４２人の参加者でした。 

 

〇懇親会参加者 ５７人 

 

〇展示販売・広告掲載 ２１社 

 

〇当日の運営スタッフ 準備委員２４名、当日スタッフ２９名、委託業者２名 

  ＊スタッフについては参加費を免除しました。 

 

〇業務委託 今大会では以下の業務を業者に委託しました。 

・問い合わせへの対応の一部   

・広告、展示販売に関する業務のすべて。 

・記念講演(公開)の一般参加者の申込み受付   

・大会プログラムの印刷、発送、大会論文集の印刷 

・当日の看板、プラカード、スローガン、パネル、コピー機の準備と設営。 

・当日の視聴覚機材のうち、中継に関わるものの設営と当日の管理。
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◯大会準備委員会企画シンポジウム２ 

「未来につながる・世代をつながる・地域でつ

ながる生涯発達支援-２ 〜全国の地域支援シ

ステムから〜」 

 

 本企画は、３つの異なる地域における支援シ

ステムの話題提供をとおして、人が生涯を地域

の中でより豊かに生きていくための支援につ

いて、機関どうしのつながり、世代・ライフス

テージを超えたつながり、人と人とのつながり

のあり方、地域支援システムがどうあるべきか

について考えることを目的とした。 

 東京都葛飾区における諸機関の連携による

支援について話題提供した星茂行氏（葛飾区教

育委員会）からは、就学前の療育機関どうしが

幼児期の発達状況や支援の内容を記録したフ

ァイル（アイリスシート）を活用する例が紹介

された。その中でアイリスシートは、現在の支

援における「横」の「連携」と未来につなげる

「縦」の「移行」の中で子どもにとってよりよ

い支援を行うための情報共有ツールとしての

役割があることが述べられた。 

 広域の北海道における巡回療育支援と支援

の連携について話題提供した金澤俊文氏（社会

福祉法人麦の子会）からは、道内の「子ども発

達支援事業」における地域支援の実際が紹介さ

れた。広域地域においては、身近な地域で継続

した支援を行うために効率的なネットワーク

の組織化や市町村内の連携確立のためのシス

テムづくり、また地域において質の高い支援を

行うための支援者養成やコンサルテーション

が重要であることが述べられた。 

 福島県相馬地区における震災・原発事故後の

地域での連携による支援について話題提供し

た菅野友美子氏（障がい児放課後支援ゆうゆう

クラブ）からは、福島県の「被災した障がい児

に対する相談・援助事業」の活動が紹介された。

JDDNETを通じた多職種の専門家との連携によ

る児童の放課後支援や「地域ミーティング」の

中で現地のニーズに応じて不足している支援

が再構築されていく活動の様子について伝え

られた。 

 以上の話題提供を踏まえて亀田良一氏（群馬

県みなかみ町立桃野小学校）からコメントを含

めた指定討論をしていただいた。亀田氏は、支

援に必要な情報つなぐために人と人とのネッ

トワークをつくる中で、その機関間の「相互理

解」と「相互尊重」の関係を築き上げること。

立場が違う多職種の機関間の分業による協業

によって地域で支援する「力」を育てることに

よって質の高い支援を行うことが重要である

とし、こうしたネットワークの構築や専門職間

をコーディネートする役割も臨床発達心理士

に求められる専門性であることが述べられた。 

 今回のシンポジウムをとおして、再現性ある

質の高い支援の実現には、地域の特性に応じた

システムの構築と具体的な支援を行う様々な

職種における支援者の専門性を高める人づく

りが重要であること実感した。また、支援者間

の「関係」をつなぎ、「連携」の意義を共有し

ながら子どもと家族のより豊かな生活を支え

るという役割が臨床発達心理士に求められる

専門性の一つであることに気づかされた（文

責：中村 晋）。 

 

◯当日スタッフに参加して 

千葉県立特別支援学校流山高等学園 教諭 

福田和司 

                                                    

「21世紀における就学前の育児・保育・教育を

つなぐシステム（Ⅲ）」 

－日本の幼児教育（保育）政策の目指す方向と

は－ 

 大会初日 15日、白梅学園大学の無藤隆先生

の実践セミナーに参加しました。 

 幼保一体の新制度は、幼保連携型認定こども

園を中心とした総合システムの確立を待つこ

ととなります。そのために、「幼保連携型認定

こども園保育要領」の作成、幼稚園と保育園の

教育者・保育者不足や待遇の問題等、解決しな

くてはならないことが多々あることがわかり

ました。  

 近年、大都市圏における待機児童の解消に向

けて、各地域ではさまざまな取組がなされてい

ます。安倍首相は「待機児童解消加速化プラン」

2013,2014（平成 25,26）年度の 2年間で 20万

人、2017（平成 29）年度までには計 40万人の

子どもを受け入れるため保育園を拡充し、5年

間で待機児童ゼロをめざすと表明しました。平

成 25年 4月 1日現在、横浜市では待機児童が

ゼロになったと宣言したことは記憶に新しい

ところです。 

 このセミナーをとおし、臨床発達心理士とし

てどのような役割ができるのかを考えました。

幼児教育（保育）を小学校教育の土台として捉

えると、早々に制度の整備と確立を期待したい

ところです。そして、幼児教育の質の向上をめ

ざし、定期的に認定こども園に赴き、コンサル
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テーションや園内研修などの保育支援ができ

ることを願います。 

 

2013年度 第 2回資格更新研修会 

日  時：2014年 2月 9日(日)  

9時 30分～16時 30分 

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 

        

<午前の部> 9時 30分～12時 30分 

 (9時受付開始)   

○テーマ   

乳幼児期の発達障害への支援 

育ちをうながし、親子のかかわりを深めるため

に」～健診後の親子教室のあり方について～ 

 

○企画趣旨 

発達障害への支援は、人生のどの時点におい

ても大切なことですが、特に乳幼児期に早期に

気づき、早期に支援を始めることが、子どもの

健全な成長を促す大きな助けになります。私た

ちは、今まで早期の気づきのために様々な提案

を行ってきましたが、気づくと同時に支援を始

めることが求められています。健診における気

づきの後に、母親への支援として、私たちは何

を考えていけばよいのでしょうか。 

心理職には母親の気持ちを受け止め、寄り添

い、育児の意欲を保つよう支え、発達障害への

理解を深め、必要な情報を提供し、状況により

専門機関へつなぐなどの様々な役割がありま

す。しかし、最も大切なことは、子の育ちをう

ながし、親子のかかわりを深めるための援助を、

早期に、具体的に行うことです。現在も健診後

の支援の場として「親子教室」のような場があ

りますが、地域によっては十分生かされていな

かったり、そのようなものが全くないところも

あります。私たちはあらためて、発達障害への

早期支援の視点から「親子教室」の役割を見な

おし、その在り方について考えてみたいと思い

ます。 

○内容 

・企画趣旨説明、講師紹介    10分 

１）成田市における親子教室設立の経緯につい

て 40分 

講師：齊藤順子（成田市健康増進課・言語

聴覚士・臨床発達心理士）  

２）親子教室の具体的な運営と内容について 

1時間 30分 

 講師：高山雅子（成田市たんぽぽ教室講師

（遊び方教室）・東京福祉専門学校非常勤講師） 

３）「親子教室のあり方について」参加者によ

る質疑、意見交換、アンケート記入  30分          

 

 

<午後の部> 13時 30分～16時 30分 

 (13時受付開始) 

○テーマ   

地域の放課後等デイサービスと学校との連携

による支援の可能性～発達障害のある子ども

や家族への連携による支援～ 

 

○企画趣旨 

 発達障害のある子どもや家族への支援にお

いて、地域の最も身近な支援機関である放課後

等デイサービスと学校との連携による支援が

進んでいる。学校や園と家庭とでは解決しにく

い困難な状況に陥ってしまっている場合に、地

域の放課後等デイサービスとの連携による支

援が有効な手立てとなっているケースも見ら

れる。 

 今回の研修会では、千葉県内の放課後等デ

イサービスや連絡協議会の立ち上げに取り組

んできた、松浦俊弥先生(東京福祉大学)より、

放課後等デイサービスにかかわる制度や歴史、

千葉県内の現状等についての講義をしていた

だく。また、連携による支援について、小学校

の現場からと、サービス事業所から話題提供を

していただく。 

これらをとおして、発達障害のある子どもと

そのご家族への支援の具体策としての、地域の

放課後等デイサービスと学校との連携の現

状・あり方と今後の可能性について考える研修

会としたい。 

 

○内容 

 ・企画趣旨説明、講師・話題提供者紹介 

10分 

 ・「放課後等デイサービスにかかわる制度と、

千葉県内の現状について」 50分 

講師：松浦俊弥 (東京福祉大学、前「千葉県

障害児の放課後休日活動を保障する連絡協議

会」事務局長・臨床発達心理士) 

 ・｢学校と地域のサービスとの連携による支

援について－小学校から｣  30分 

話題提供者：堀彰人(八千代市立勝田台南小

学校・臨床発達心理士) 
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 ・「学校と地域のサービスとの連携による支

援について－サービス事業所から」 30分 

話題提供者：永島彩子＃(生活クラブ風の

村・あかとんぼ下根) 

  ・ディスカッション(質疑、意見交換、参加

者からの話題提供) 30分  

 ・まとめ「放課後等デイサービスと学校と

の連携のあり方と可能性について」  30分 

松浦俊弥   

ポイント：午前・午後各１ポイント(IDカード

と参加記録ノートを必ず持参してください)   

参加費：午前・午後各 1000円   

参加申込：有資格者については申込の必要はあ

りません。    

＊午前の部は専門職公開研修とし、保健所等に

お知らせを発送します。 

＊午後の企画は、県内の放課後・休日支援サー

ビス事業所に案内を発送して参加を呼びかけ

ています。 

 

 

2013年度第1回研修会報告  

○日時：5月26日（日）9：30～12：30  

○場所：千葉大学西千葉キャンパス  

○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〉  

○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） 

＜概要＞  

○講話（文科省丹羽調査官） 

近年、特別支援教育の対象児童生徒の増加に

伴い、通級や特別支援学級の充実や免許状の保

有率の向上等による資質向上が喫緊の課題で

ある。また、障害者制度改革を受け、今後、イ

ンクルーシブ教育システムの構築に向け、主に

以下のような法改正が行われる。（平成25年9

月改正） 

・障害のある児童生徒にとって、可能な限り共

に同じ場で学ぶとともに、教育的ニーズに応じ

た連続性のある学びの場を整備していくこと 

・就学基準（学校教育法施行令２２条３）に該

当する子どもが特別支援学校に原則就学する

というしくみを改め、市町村教育委員会が、本

人や保護者へ十分な情報提供を行い、その意向

を最大限尊重しながら、教育的ニーズや必要な

支援について合意形成を図り就学先（就学後に

柔軟に転学が可能）や合理的配慮の内容を決定

してこと など 

これらの推進のため、インクルーシブ教育シ

ステム構築モデル事業（モデルスクール、交流

及び共同学習のモデル地域、中学校区ごとの推

進を図るスクールクラスターモデル地域）、特

別支援学校機能強化モデル事業（センター的機

能充実事業、比較的少数の障害種に関するネッ

トワーク推進事業）等が進められる予定。 

○実践報告（南房総市 吉村指導主事） 

 教育委員会、市保健福祉部、特別支援学校に

よる連携で「早期教育支援プロジェクト会議」

を立ち上げ、「子どもサポート手帳」を作成。

医療、教育、保健、保育等のメンバーによる「就

学支援コーディネーター」を配置。ニーズ応じ

た支援、乳幼児の保護者にとっての安心の向上

が図られた。さらに、保護者の相談窓口として

「教育支援相談員」が保護者や就学支援コーデ

ィネーターへ助言できるようにした。 

 

 

地域情報交換会の報告 

＜東上総地域情報交換会＞ 

○日時： 11月 23日（土） 13:30～16:30 

○会場：東金市ふれあいセンター 

○テーマ 

ことばの相談から発達相談、就学支援へつなぐ 

～ 就学時健診時のことばの相談を 

契機とした相談支援 ～ 

○講師：片岡 学 

  千葉県教育庁東上総教育事務所指導主事 

○参加者：６名 

○概要： 

特別支援教育の理解が進み、小学校入学後も

支援の継続が必要な場合には、幼少連携や支援

の引き継ぎがかなりなされるようになってき

ていますが、就学前には、それほど問題が顕著

になっていない場合もあり、小学校入学後、苦

戦している児童もいます。そういうケースの早
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期発見には、ことばの相談が一つの契機になる

のではないかと思い、研修テーマを設定しまし

た。 

毎年１０月になると各市町村で就学時健康診

断が実施されます。東上総地域では健診の中で、

発音の観察を行っている市町村が多くありま

す。その際、発音以外に発達上の課題が見えて

くることがあります。そして、発音の観察の後

のフォローとして、発達相談や就学支援につな

ぐ場合もあります。今回はこのようなケースに

ついて講師のお話を伺うと共に、相談支援につ

いて、ディスカッションを行いました。 

また、会場の「東金市ふれあいセンター」には、

東金市マザーズホームがあります。マザーズホ

ームの先生の好意で、施設見学をさせていただ

きました。きれいな建物の２階にあり、東金市

内の子ども達の支援環境を知ることができま

した。 

さらに、参加者の情報交換もでき、有意義な会

になりました。 

 

 

総会報告 

（１）2013年 5月 26日（日）に千葉大学で総

会を開催し、2012 年度の活動報告、会計報告、

2013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 

【2012年度活動報告】 

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)

に開催した。 

（A）育児・保育支援分野研修      

 育児・保育支援分野は「乳幼児期の発達障害

への気づきと支援」をテーマに平成 19年より

乳幼児健診に関する調査研究を続けています。

その活動をとりまとめ、平成 24年 10月第 2回

研修において、黒澤礼子（法政大学）が「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―」

を発表しました。また、秦野悦子先生（白百合

大学）に研修講演「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―」を頂きました。専門職公開研修でした

ので、保健師、保育士など他職種の方々も多数

参加され、今後の活動に役立つ貴重なご意見を

たくさんいただきました。 

（B）特別支援教育分野研修（発達障害児への

支援、自閉症スペクトラムへの発達支援） 

 第１回資格更新研修会では、東原文子先生

(聖徳大学)より、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

の変更点について具体的に解説していただい

た。また、事例を通して子どものアセスメント

への生かし方について研修することができた。 

（C）共通テーマ研修 

 第１回資格更新研修会では、「学校コンサル

テーションの進め方」をテーマに、立教大学の

大石幸二教授に講演いただいた。内容としては、

コンサルタンテーションにおける観察の視点、

行動コンサルテーションのプロセス、行動コン

サルテーションの発展と今後の課題等につい

て具体的な事例を挙げながらの講演内容で、学

ぶべき内容の多い研修であった。第３回資格更

新研修会では、２０１３年度全国大会テーマに

則った企画として、富里市における地域支援シ

ステムについてシンポジウムを実施した。幼児

期から学校段階までの各ステージを『つなぐ』

という視点からの提案がなされ、連携の確かさ

の重要性が再確認された。長崎先生から「人と

人をつなげる臨床発達心理士」という視点で助

言をいただいた。 

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 

 第９回全国大会準備委員会を組織した。 

３）広報 

ニュースレターを年 3回発行し、研究予定、ニ

ュースレターの内容を 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。 

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」への協力を行っ

た。 

５）国家資格・心理師(仮称)への対応 

 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

しながら働きかけを行った。また、「心理士（仮

称）」の国家資格創設早期実現の請願書名に協

力した。 

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

実施した。 

７）千葉支部ホームページの管理 
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 会員への情報提供と支部の広報活動を目的

にホームページ管理を行った。 

８）地域社会への貢献：行政・親の会などとの

連携 

 一般向けにも研修会を企画し、行政、親の会

等への情報提供を行った。 

９）日本臨床発達心理士会への参加・協力 

  日本臨床発達心理士会幹事会および職能

委員会への出席、全国研修会への参加・協力、

第８回全国大会への協力を行った。 

【２０１３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 26日(日)、2月 9日(日)に開催します。「研

修委員会」が中心となり、（A）育児・保育支援

分野研修（B）特別支援教育分野研修（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）共通テーマ研修を設定し、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)(9月 15,16日)の開催準備 

全国大会実行委員で、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 

 「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）賠償責任保険加入の依頼 

 臨床発達心理士活動において不慮の事故が

起こる可能性があるが、当団体では強制加入の

保険や任意加入の保険を申請していない。よっ

て、個人で活動、NPO法人等で活動している心

理士に保険加入するよう依頼します。 

１０）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。 
 

事務局だより 

＜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 
2013年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 2回研修会 

「育ちをうながし、親子のかかわりを

深めるために」 

 

2014年 

2月 9日 
1 

 
研修会名 年月日 ポイント数 

午後 
2013年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 2回研修会 

「地域の放課後等デイサービスと学校

との連携による支援の可能性」 

 

2014年 

2月 9日 
1 


