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巻頭言 
成長と喜びの共有          早山文悟

「こどもが好きなのですね」、「身体鍛えて

いますね」、仕事とは関係のない人と会った時

（例えば、娘の学校や幼稚園等の行事の時）に

よく言われる２つの言葉である。たしかに、こ

どもは好きだし、身体も鍛えているのだが、何

かかが引っかかる表現なのである。なので、た

いていは「そうなんですよ」と私が発し、その

人たちとの会話は発展しないで終わってしま

う。仮にその人たちが、その２つに興味をもち、

質問をしてきたとしても、「こどもの先生みた

いなことをしているので」とか「ウェイトトレ

ーニングをしているので」とお茶を濁してしま

う。日常会話なのでそれで良いといえば、それ

で良いのだが、初めての巻頭言なので引っかか

りを考えてみることにした。 

 引っ掛かりの答えは、成長と喜びを共有でき

ていないからであった。 

 ウェイトトレーニングはメタボからの脱却

と膝や股関節の損傷からのリハビリから本格

的にスタートし、現在も続けている。筋肉は、

１０回くらい挙げられる重りの反復運動を数

セット繰り返し、しっかり休息することで大き

くなる。体脂肪は、軽く汗のかく程度の有酸素

運動を数十分行うことで減少していく。身体作

りの細かな技術は他に沢山あるが、基本的には

食事や運動のセットを綿密に計算し、目標を立

て、それをクリアし、繰り返していくことによ

り、肉体は成長する。ウェイトトレーニングは、

発達の最近接領域をアセスメントし、支援を実

施していくこと似ている。しかし、「１００㎏

挙げを達成しました」と私が話をしても、それ

がどうしたの？となることがほとんどである。

なぜなら、ウェイトトレーニングは、成長と喜

びを自分の中で実感できるが、他者とは共有し

にくいものだからである。 

 発達支援に１０年以上携わり、ここまで続け

てこられたのは、他者と成長と喜びの共有をで

きたからであろう。一般的な事例であれば、こ

ども、保護者、保育者と、成長と喜びを共有で

きる。困難事例では、すべての関係者との成長

や喜びの共有は難しいが、最低限、直接支援を

受ける大抵のこどもとは喜びを共有できるよ

うにはなってきている。 

 最初の話題に戻るが、「成長と喜びを共有す

ることに興味が強いのですね」との振りがあれ

ば、会話も広がるかもしれないと思う。お互い

になにも知らない関係でこのことを求めるの

は酷であろう。だが、臨床発達心理士会は、発

達の成長と喜びの共有を前提に持っている団

体である。だから、私は臨床発達心理士会が好

きなのである。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 8月３１日 第 8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 

＜2014年度 千葉支部研修会 in栃木＞ 

日時：2014年 10月 25日（土）10月 26日（月） 
○テーマ 地域支援のあり方とこれからの課題 

～こころみ学園の歩みと千葉支部 9年の活動のふりかえりと未来～ 
※この研修は申込制になっております。申し込み時期や申し込み方法は、別に配信されている 

一斉メールや千葉支部ホームページにて確認されるようよろしくお願いいたします。 
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２．2014年度第２回研修のおしらせ 

○日時： 2014年 10月 25日（土）10月 26日

（日） 

○会場：栃木県 

○テーマ：地域支援のあり方とこれからの課題 

～こころみ学園の歩みと千葉支部 9年の活動の

ふりかえりと未来 

○企画趣旨 

 日本臨床発達心理士会千葉支部は、2014年

で関東支部からの独立 9周年を迎えます。千葉

支部ではこれまでに多くの研修や実践を積み

重ねてきました。2013年には「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～」とテーマを設定

し、全国大会を開催いたしました。全国大会を

終え、千葉県独自の地域支援と社会性支援につ

いて更に深めようとの意見があがり、視野を県

内だけでなく、県外へ向けてみることなりまし

た。 

 そこで、2014年の秋の千葉支部研修会は、

2014年 10月 25日（土）～10月 26日（日）に

栃木県で実施します。こころみ学園では、ワイ

ン工場の見学とともに知的障害者の自立支援

の歴史を学び、ホテルでは、千葉支部の 9周年

の成果を総括し、今後の支部活動の方向性を探

り、地域支援と社会性支援についての議論を深

めていこうと思っています。懇親会では、ここ

ろみ学園のワインで、会員同士の交流を図って

いきます。 

 

 

◯セッション 1：こころみ学園の歴史を学ぶ 

話題提供：こころみ学園職員 

概要：指定障害者支援施設「こころみ学園」

は障害者の農業分野への本格的進出の草分け

的存在である。初代の園長の川田昇と彼の務め

ていた特殊学級の生徒たちが１９５８年に山

林を開墾しぶどう畑を作ってからすでに５０

年を超える歴史がある。その間に有限会社「コ

コ・ファーム・ワイナリー」を設立し、こころ

み学園で生産されたぶどうを用いてワイン生

産・販売し国際的にも高い評価を得ている。 

 今回の研修会では、こころみ学園の講師によ

り、施設の沿革、事業概要、障害者就労の実態、

他機関との連携、地域貢献、今後の課題等を講

義していただく。 

これらを通して、発達障害をもつ人とその家

族への生涯発達支援について考える研修とし

たい。 

ポイント：0.5ポイント 

 

◯セッション 2：千葉支部のこれまでの歩み

と展望 

話題提供：早山文悟（松戸市健康福祉会館こ

ども発達センター） 

概要：日本臨床発達心理士会千葉支部は、２

０１４年で関東支部からの独立９周年を迎え

る。 

千葉支部の特長的な活動のひとつとしては、

年３回の資格更新研修会の実施が挙げられる。

研修委員会には育児・保育支援分野と特別支援

教育分野の２つの分野があり、全役員はどちら

かの分野に所属し、研修企画と実施を行ってき

た。生涯発達を支えるため提案として、２つの

分野の研修を統合した、共通テーマ企画での研

修も開催している。もうひとつの特長的な活動

は、資格更新ポイントが取得できる地域情報交

換会がある。地域情報交換会は、近隣で活躍し

ている会員同士の連携をはかる、地域の実態に

合わせたきめ細かい支援をできるようにする

こと目的とし、定期的に実施され、取り組み報

告がされている。 

今回の研修会では、全国の臨床発達心理士の

活動の場や処遇を調べ、各支部の活動の活性化

にむけた方策を検討している、早山文悟（臨床

発達心理士会職能問題検討委員会）を講師とし

て、全国支部のなかにおける千葉支部の位置づ

けと役割、また、これまでの千葉支部の研修を

振り返り、支部活動を見直し、新たに発展させ

ていく機会としたい。 

ポイント：0.5ポイント 

 

◯セッション 3：地域支援のあり方とこれ

からの課題 

司会：中村晋（筑波大学附属特別支援学校） 

話題提供：「栃木県内における地域支援の現

状と課題（仮題）」久家康雄（栃木県立今市特

別支援学校） 

「東京都内・葛飾区における療育・教育各機関

の連携による支援（仮題）」星茂行（ウェルピ

アかつしか子ども発達センター） 

「群馬県内におけるつながりを意識した地域

支援（仮題）」亀田良一(群馬県みなかみ町立

桃野小学校群馬支部) 

 

概要：千葉支部ではこれまでに多くの研修や

実践を積み重ね、２０１３年に「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
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～臨床発達心理学の可能性～」とテーマを設定

し、全国大会を開催した。 

大会シンポジウムの「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〜」では、異な

る地域における支援システムの話題提供があ

った。指定討論では、支援機関間で「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。 

今回の研修では、シンポジウムでのまとめを

踏まえて、再現性ある質の高い支援の実現にむ

け、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を深めていきたい。 

ポイント：1ポイント 

 

○この研修は申込制になっております。申し

込み時期や申し込み方法は、別に配信されてい

る一斉メールや千葉支部ホームページにて確

認されるようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

３．2014年度第 1回研修会報告 
＜午前の部＞ 

『乳幼児の発達障害への気づきと支援』 

○日時：2014年 5月 25日（日）9：30～12：30 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス 

○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～ 

 

○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） 

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） 

○概要： 

「乳幼児期の発達障害への支援」について、

前半に千葉支部・育児・保育分野の黒澤礼子氏

から乳幼児健診の役割や現状についてお話し

いただきました。乳幼児健診（1歳半・3歳児

健診）は高い受診率を維持するようになり、そ

れに伴いそこで支援が必要な育児困難あるい

は発達に心配のある子どもたち、その家族をど

のように支援につなげていくか、また、その支

援の方法や質が問われてきたことへの問題を

現状や各関係機関の役割を具体的にあげ提起

していただきました。 

それを受け、後半は成田市「たんぽぽ教室」

の実践を通して具体的な支援の方法や内容を

紹介していただきました。はじめに成田市健康

増進課・齊藤順子氏から成田市でのたんぽぽ教

室の現在に至るまでの背景や経緯、概要を説明

していただきました。その後、教室の内容を中

心で進めている講師の高山雅子氏に紹介して

いただきました。 

「たんぽぽ教室」は対象が発達や養育状況が

気になる 1歳半から 3歳児前後の親子があそび

を通して母子関係の良循や育児不安の解消を

めざし、1歳半健診、2歳児歯科健診、または

自発的な相談、訪問などから保健師や心理相談

を経て参加できる教室です。大抵が育てにくい

子育てのため親子関係が悪循環に陥り、発達不

安と育児不安が混在している段階と言えます。

そのため親への支援に比重を置いており、「こ

こに行けば少し安心できる」＝「灯台のともし

び」と教室の役割を表現していたことが印象的

でした。教室には多くの専門スタッフ（保健

師・保育士・言語聴覚士・助産師など）が関わ

り、自由あそびと設定あそびで構成され、子ど

もたちが興味関心を引きやすいような、音楽・

視覚教材を使いながら、明るい雰囲気作りに努

めている様子が伺えました。親が気持ちを出し

やすい環境づくりとして、フリートーク（完全

母子分離、別室で親同士語り合える）の時間を

設けているのも特徴です。この教室は療育機

関・指導機関という位置づけではなく、その後

の育ちを支えるためのスタート地点として、こ

どもの成長やがんばりに気付きそれを伝えな

がら次のステップにつなげるというゆるやか

な関係作りに努めていると言うことでした。ス

タッフの力量も左右されるため、カンファレン

スではひとり一人について情報交換するなど

丁寧に行うなど運営側のスキルアップを計っ

ていることもわかりました。 

質疑では健診時の評価の方法、経過を追う期

間、就園後の支援、教室終了後次の支援へのつ

なぎ方など多岐にわたる質問があり、状況に合

わせた様々な支援方法の情報交換の必要性を

感じました。（文責 松川節理子） 
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＜午後の部＞ 
○日時：2014年 5月 25日（日）13:30～16:30 

○場所：千葉大学西千葉キャンパス 

○テーマ： 

○講師・話題提供：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｣ 

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」 

太田洋＃(特定非営利活動法人あごら With八千

代市手をつなく親の会) 

 

○概要：長崎支部長によるあいさつおよび国

家資格化に関連する情報アナウンスをもって

午後の部の研修が開催された。 

 進行鈴木氏の企画要旨案内後，松浦氏より

『放課後デイサービスについて』というテーマ

で障害児の放課後デイサービス「あかとんぼ」

が始まり現在に至る状況，成果，課題について

報告された。 

 「あかとんぼ」発足のきっかけは，1997年担

任をしていた知的障害児の家族のことば「夏休

みは地獄…」ということばであった。氏が実施

した調査では，行動障害がある子どもの多くが

カギをかけた家の中で過ごしている等の実状

が把握された。家族とともに 98年千葉県で初

めての放課後活動が創設され，現在４ヵ所に増

設された。以降，学校と家庭のみの往復のみで

あった子どもの生活は生き生きしたものとな

り，家族の人生が変わったという。この活動が，

民放の番組で紹介され，広く他県にも波及し全

国１００ヵ所におよぶ放課後デイサービス設

立の契機となった。 

 2012年児童福祉法等の改正に至る制度の変

遷，運営，利用負担等の紹介。現在，家庭・地

域・特別支援学校等との連携が構築され，情報

の共有・支援方法の統一が図られつつある現状。

また，事業所乱立によるケアの質の低下，子ど

もや家族のニーズの多様化や人材難など，今後

の課題が紹介された。 

次に，堀氏より『学校と地域サービスとの連

携による支援について ―小学校から－』とい

うテーマで八千代市における３事業所と実際

に連携を行っていた事例が紹介された。具体的

な連携の事例として，同市の教員をしている会

員からも，事業所の職員が学校行事に子どもた

ちの様子を見に来たり，家族を含めた情報交換

の場を設けていた経験が紹介された。 

太田氏からは『NPO法人あごら With八千代市

手をつなぐ親の会』の活動報告が紹介され，連

携するための配慮としてあいさつの習慣化・マ

ナーのある行動に努めていること。子どもたち

への支援として，楽しませるだけでなくゆっく

り過ごさせる疲労への配慮，体調・心理面等に

関して連絡帳の共有，方針の統一を図っている

こと。今後さらに，信頼関係を深め成長ととも

に中長期的連携を図っていくことが必要であ

ると述べられた。 

ディスカッションでは，参加された多くの事

業所や教員の皆さんから，実状報告，感想，意

見，課題など次々と発表された。 

最後に支部長より，利用者一人ずつ共通のＩ

ＥＰが必要となること，心理職のニーズはある

のか？アセスメントに基づく実践が必要では

ないかという今後の大きな課題が投げかけら

れ，会場の聴講者も加わり充実した研修会とな

った。（文責 井桁重乃） 

 

 

【東総地区研修会が行われました】 
 

平成２６年度東総地区研修会が７月６日（日）に，

匝瑳市八日市場公民館で行われました。 

当日は, 「ＤＮ―ＣＡＳを活用した学習指導」と題し

て, 臨床発達心理士で銚子市立豊里小校教諭の小

田島和枝先生の講話をいただきました。 

ＤＮ―ＣＡＳの特徴，活用，検査の方法を教えてい

ただき,最後に活用のための資料として，国語や算

数・数学の学習で実際に使用した教材を紹介してい

ただきました。 

特に，プランニングに注目した支援では,コツを見

つけること・問題解決方法を一緒に検討すること・自

分に合った学習方法を知ることについて,具体的に示

してくださり，明日からの授業に，すぐに役立つ研修

ができました。  
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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し、研修更新ポイントは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 ） 
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