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巻頭言 
 

支援の可能性と限界について         中村 晋 

 先日、臨床発達心理士会主催の研修会で困難

事例の話題提供を行いました。そこでは、これ

までに私自身が経験した支援の難しいケース

の報告を通して、発達的観点による「困難さ」

の捉え方や具体的支援の方法について討議し

ました。特別支援教育現場における困難な事例

は、障害種や程度に関係なくいつでも起こりう

る可能性があります。私の経験では、重い障害

のある子どもの学年や学部の移行期に、これま

で安定していた生活が崩れて行く姿を何度も

目にしてきました。進級、進学にともなう環境

の変化は子どもにとって不適応を招く要因に

なります。臨床発達心理士の役割には、個を取

り巻く環境を調整することが上げられていま

す。そこでは、子どもの発達を支え、持てる力

を発揮できるための最適な環境（状況）をつく

ることが求められます。ICF の考え方で学校現

場の環境を捉えた場合、絶えず変化する環境の

中で子どもが生活していることを知る必要が

あります。学年が変わることは、教室環境が変

わるだけではありません。担任が替われば、指

導の方針、対応、指導の手だて、子どもへの関

わり方、子どもが扱う教材やツールまでも変わ

る場合があります。また、小学部から中学部と

いった進学によって、発達的妥当性から社会的

妥当性による教育課程にシフトしていきます。

こうした教育内容に至る様々な教育環境の変

化を前提に支援することの難しさが学校現場

にはあります。子どもに応じて環境を調整する

といっても、実は様々な制限や制約があるのだ

と思います。 

 一方「困難さ」を抱えるのは子どもだけでは

ありません。私たちが子どもを取り巻く関係者

を支える時、保護者や担任も「困難さ」を抱え

ていることに気づきます。保護者が療育負担に

よって身体的、精神的に疲弊してしまうケース

や担任が保護者からの高い期待や要求を負担

に感じたり、同僚からの理解や支援が得られず

に孤立してしまったりするケースを実際に見

てきました。例えば、教員のメンタルヘルスを

維持するためには、同僚の力量を以上に組織の

リスクマネジメントが問われます。 

 臨床発達心理士である自分が「個と環境」の

相互作用のなかで子どもの様々なつまずきを

捉える時、子どもの発達の可能性を最大限に引

き出す努力を惜しまぬ姿勢を持ち続けること

と同時に、一個人ができる支援の限界を知るこ

とも大切ではなかと思いました。だからこそ必

要な連携が機能しない現実やうまくつながら

ない現実をどう考えたらよいのか悩みます。 
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全国大会特集 
前号に引き続き、全国大会について特集します。

 

◯記念講演「子ども家庭福祉の動向と臨床発達

心理士への期待」について 柏女 霊峰先生

（淑徳大学総合福祉学部） 

子ども家庭福祉は、出生数の継続的低下や子

ども虐待数の増加、保育所・放課後児童クラブ

の必要性等の諸問題によって大きな変革期を

迎えている。 

 子ども家庭福祉制度改革の主たる方向は、施

策幅の拡大、施策の普遍化、権利擁護の進展に

ある。子ども・子育て支援新制度は、全世代型

社会保障実現をめざし、子ども・子育てに消費

税財源を追加充当するための仕組みである。子

ども虐待防止については、2012年度から親権の

一時停止制度の創設や未成年後見人制度の改

革、児童福祉施設長の権限強化等が図られ、一

層の介入性の強化が図られている。社会的養護

においては、子どもの養育・生活支援の充実と

同時に、家庭養護の支援を図る機能を具備する

ことが求められている。障害児童福祉は、狭義

の子ども家庭福祉との乖離が続いている。障害

児に固有のサービス利用と子ども一般サービ

スの利用方法の相違を克服する施策、すなわち

子育て支援コーディネーターの養成やワンス

トップサービスの充実が必要とされる。児童健

全育成では、放課後児童健全育成事業について

は、地域子ども・子育て支援事業として整理さ

れた。今後は、市町村子ども・子育て支援事業

計画に量的整備等の基盤整備が規定される。 

子ども家庭福祉の今後の方向は、分野ごとの分

断を解消し、包括的でインクルーシヴな基礎構

造を創り上げることである。子育て財源の統合

を図り、実施主体について市町村を中心に一元

化し、すべての子どもを対象とする包括的なシ

ステムを創設し、社会保険システムも有効に活

用して、子育て財源の大幅増加を図ることが必

要とされる。 

子ども家庭福祉現場における心理職の活躍は、

現在、児童相談所、児童福祉施設、児童発達支

援事業等の事業所で中心的にみられている。子

ども家庭福祉の動向に即して心理職の新たな

活躍分野は、子育て支援コーディネーター、ス

クールカウンセラー、家庭養護の支援者、障害

児相談支援専門員、保育所等訪問支援員等とし

ての専門的支援などが考えられる。臨床発達心

理士には、子どもの発達や状態に関する正確な

臨床発達心理学的アセスメントとケアプラン

の作成、子育て支援コーディネーターとしての

個別支援・地域支援等、重要な役割や機能を期

待したい。今後、臨床心理士専門職の国家資格

化と各分野における業務の標準化、そのための

社会的合意が必要である。（2013年 第 9回全

国大会論文集より） 

（文責 渡邉 正人） 

 

 

 

＜2014年度 千葉支部 第 1回資格更新研修会＞ 

日時：2014年 5月 25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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◯企画シンポジウム－１「千葉県富里市の地域

支援システム」について 

シンポジウム１では、主に乳幼児期から青年

期にかけて支援状況について、7名の発表者が

それぞれの立場からリレー式で発表しました。

富里市は 5万人弱の小規模な自治体でありなが

ら、特別支援学校や民間の事業所なども多い地

域です。多胡裕康氏（現成田市教育委員会）か

ら障害児・者に対しての社会資源についてと自

立支援協議会の実践概要などについて説明に

はじまり、特にライフサポートファイルは自立

支援協議会の教育・療育研究部会中心に作成さ

れ富里市では徐々に実績をあげています。乳幼

児期については松川（保健センターなど心理相

談員）が乳幼児健診からの流れやそれぞれの支

援体制､支援者側のスキルアップの状況など早

期支援につなげる体制について報告しました。

学齢期については古谷成司氏（富里市立第一小

学校教頭）から学校現場の立場から特別な支援

のニーズを持つ子どもたちが適した環境で学

習できるための具体的な取り組みの報告。そし

て、松岡薫氏（教育課指導主事）からは、教育

委員会の立場から支援を要する子どもたちへ

の、各相談事業、専門指導員の派遣､研修､ネッ

トワーク作りなどの主に体制について説明が

ありました。また､就学前には既に浸透しつつ

あるサポートファイルについても小学校を経

て､中学校への理解に努めている状況報告があ

りました。鈴木彰典氏（富里特別支援学校）か

らは地域の特別支援教育センター校として､こ

こ数年の相談や巡回の実態の推移を数値で示

しながら､そのニーズの高まりと富里市の体制

の変化がわかりました。最後に 3人の発達障害

の子をもつ保護者から､現在高校生になった子

についての成長を､幼児期から寄り添い続けた

心理士である滝口直美氏の解説を交えながら､

年齢に応じての市の資源や人との関わりによ

り成長した体験やライフサポートファイルの

活用の様子をお話しいただきました。ライフサ

ポートファイルは実際使っている物を見せて

いただき､会場からも関心が集中しました。 

コメンテーターを努めていただいた山形県立

保健医療大学の佐竹真次氏からそれぞれに質

問いただいた後､同市の体制に「TOMS」と命名

していただきました。この発表を通じて改めて

垣根を越えたつながりが富里市の支援を支え

ていることを再認識しました。 

（文責 松川節理子） 

 

○基調シンポジウム 「ライフステージをとお

した社会性の生涯発達支援」－発達障害児者の

「人とのつながり」と「自己理解」を支える＜

生活＞の観点から－ 

大会二日目の基調シンポジウムは「社会性の

発達支援」という大会テーマに基づいた次のよ

うな企画趣旨で展開された。すなわち、各話題

提供者には、発達障害児者の①各ライフステー

ジにおいて、「人とつながる力」と「自己理解」

が埋め込まれた生活の支援、②その際の保護者

の役割、③次のライフステージへの移行の配慮

点等について述べていただく。指定討論者の中

澤潤氏からは、生涯社会性発達の立場からの社

会性の基盤となる生活の支援の在り方、佐藤幹

夫氏からは、様々な犯罪加害・被害の調査の経

験から、生活における危機管理、また危険・危

機の予防の観点からコメントして頂き、ライフ

ステージを貫く生涯発達における発達障害児

者の社会性の支援のあり方を議論したいとい

う内容である。 

まず、幼児教育の立場から藤崎春代氏は、「友

だちとのかかわりは、友だち理解を促して関係

調整能力の発達につながるのみでなく、自分を

知り、自分の行動を調整し、そして自分に自信

を持つ上でも重要である。」という視点から提

案いただいた。義務教育の立場から、内田真弓

氏、長崎裕子氏からは、小・中学校段階におけ

る、「クラスでの支援、自己理解への支援、保

護者への支援」について具体的な事例を挙げて

の話題提供をしていただいた。阿部秀樹氏から

は、発達障害のある方を対象とした専門的な就

労支援プログラムの開発と実践をしてきた立

場から、「特性理解は『就労に必要な力』とし

て必要不可欠な要素である。自身の特性につい

て、過去の経験等から誤った思い込みをし、経

過とともに変え難い信念に至り、就労を困難に

する場合もある。特性理解の支援が早期に行わ

れることで、就労へとつながりやすくなるので

はないか。」というお話をいただいた。その後、

指定討論者の中澤潤氏から各話題提供者に対

して、さらに内容を深める質問をいただき、佐

藤幹夫氏からは、各ライフステージの移行の時

期はハイリスクの時期でもあり、支援をつなぐ

ことの重要性について指摘していただいた。 

本シンポジウムでは、社会性の生涯発達支援

のための、ライフステージを貫く一貫した支援

のあり方について議論が深まり、支援者の連

携・協同と臨床発達心理士の役割について考え

させられる有意義な研修であった。 
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（文責 渡邉亮一） 

 

◯当日スタッフに参加して 

佐々木 郁子（千葉県立槇の実特別支援学校） 

昨年、今年度の大会が千葉県で開催されると

知った時は、「どんな大会になるのだろ？運営

は大変だろうな～。」「私も、ぜひ参加したい！」

と思っていました。そんな中、今年の２月には、

千葉支部全国大会準備委員会から「当日スタッ

フ募集」のメールが届き、すぐに申し込みをし

ました。 

 １年以上前から準備委員の方々が、綿密な計

画を立てて準備を進めてくださっていました

ので、当日スタッフの私たちは、１週間前の事

前打ち合わせで簡単な打ち合わせをして、当日

を迎えました。しかし、準備委員の方々は、そ

の際に出た意見を取り入れて、当日の運営がス

ムーズに進むように、更に準備を重ねてくださ

いました。 

 私の担当は、「事前申し込みを済ませている

方の受付」で、準備委員と当日スタッフの５名

で担当しました。仕事内容は、参加者の方の「参

加確認証」と IDカードを確認して大会論文集

をお渡しすることでした。 

 大会当日は、みなさまもご記憶の通り、台風

１８号による荒れた天候で、参加者の方々が会

場に向かう時間帯が一番風雨がひどかったで

す。そんな中、びしょ濡れになりながら受付に

並んでくださる参加者の方々に、「おはようご

ざいます。雨の中、ご苦労様です。」とご挨拶

しながらの受付でした。 

いくつかの注意事項や相談窓口へのご案内等

はありましたが、準備委員のお二人がすぐに対

応してくださったので、当日スタッフの３名は

とても気持ちを楽に、受付の仕事を担当するこ

とができました。大きなトラブルもなく受付が

終わり、当日スタッフの私たちが研修会に参加

している間に、準備委員の方が会場の片付けま

で済ませてくださっていて、申し訳ないくらい

でした。 

今回の大会の運営に微力ながらかかわるこ

とができましたことは、準備委員の方々のご苦

労があってのことと感謝しています。大会準備

委員のみなさま、ありがとうございました。 

                           

 

       
 

 

2014年度 第 1回資格更新研修会 

日  時：2014年 5月 25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 

        

 

<支部総会のお知らせ>12時 30分～13時 00分 

○日時：5月 25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：2013 年度活動報告および会計報告、

2014年度活動計画および予算案の提案等 

 

 

<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
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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（親

子教室）・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 

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) 

・｢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 

堀彰人(八千代市立勝田台南小学校) 

・「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 

太田洋＃(特定非営利活動法人あごら With八千

代市手をつなぐ親の会) 

・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」松浦俊弥２０分   

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 2 回研修会報告  

 2014年 2月 9日（日）の研修会は、大雪のた

め中止になりました。悪天候や災害等の事情に

より研修会が開催できない場合があります。そ

のような際は、士会 HP、千葉支部メーリングリ

ストにて開催をご確認ください。 
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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。 

 

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。 

◯次年度より会員情報管理システムを導入いたします。既に全国事務局より連絡があったかと思い

ますが、研修更新ポイントについてもバーコードの読み込みによって管理されることになります。

このシステムの導入により、次の更新後、更新ノートは必要なくなります。また、バーコード入力

は受付時間を厳密に行うため、遅刻等には十分注意してください。なお、第１０回全国大会よりこ

のシステムを導入する予定です。 

 

◯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 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
研修会名 年月日 ポイント数 

午前 
2014年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1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 

5月 25日 
1 

 
研修会名 年月日 ポイント数 

午後 2014年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1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 

5月 25日 
1 

mailto:nshin@otsuka-s.tsukuba.ac.jp

