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巻頭言 
 

役員改選 ～次なる３年に向けて   千葉支部副支部長 鈴木彰典 

 

 
支部役員の任期は３年と規定されていて、今

年度末で任期が終わり役員改選ということに

なります。もちろん全員が替わるわけではない

のですが、今年度末の改選では役員の入れ替わ

りもあることと思います。 

 そこで今号の巻頭言では、この３年を振り

返り次なる３年に向けての思いを述べてみた

い。そんなふうに考えました。 

 この３年間の千葉支部というと、一番はや

はり２０１３年９月に千葉で開催した全国大

会の成功でした。何よりも大きかったことは、

約１年半という準備の期間、支部役員に加えて

大会準備委員として多くの方たちが参加して

くれたこと、さらに、直前には千葉支部の中か

ら多数の当日スタッフの方たちも加わって、県

内の様々な場で活動している大勢の人たちが、

スタッフ・仲間として大会を成功させるという

同じ目的に向かって一つになったことです。 

 そのほかでは、やはり、心理職の国家資格

化－「公認心理師法案」の成立に向けての動き

があります。２０１４年７月に東京・中野サン

プラザで行われた集会には、全国から１０００

名近い参加者がありました。千葉支部でも、県

選出の国会議員への働きかけを行いました。法

案は継続審議となり成立が期待されたのです

が、突然の解散－総選挙ということで廃案にな

り、また仕切り直しとなってしまいました。今

後もまた継続した動きになっていくことと思

います。 

 それから印象に残っていることは、見方を

変えると「予期せぬハプニング」が連続した３

年、ということです。ひとつは、また全国大会

の話になりますが、大会当日の台風直撃です。

１年半もかけて準備してきた大会当日に大型

台風直撃とは。幸い全日程を行うことは出来ま

したが、まさかの出来事でした。次が、 

２０１４年２月に予定した資格更新研修会の

日の大雪です。私は６０年以上千葉に住んでい

ますが、経験したことのない大雪でした。その

次が、２０１４年９月に予定した一泊研修ツア

ーの中止、そして、「公認心理師法案」が審議

されるはずの国会がまさかの解散－総選挙。い

ろいろなことがありました。 

 そんなこともありましたが、次の２月の資

格更新研修会が終わると役員の改選、次の３年

へということになります。まだ、２月の研修会

もあるのに気が早いかも知れませんが、次なる

３年に向けて思っていることがあります。それ

は、これからも元気の出る千葉支部であり続け

たいということです。 

 話がそれますが、私は特別支援学校の授業

研究会や小中学校の研修会に講師として参加

することがよくあります。そんなときにいつも

思っていることがあります。それは、「研究会・

研修会は何のためにやるのか」というというこ

とです。 

 人に問えばいろいろな答が返ってくるかと

思います。実践の改善のため、知識や力量向上
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のため、共通理解のため・・・等々。どれも大

切なことですが、私は本当の目的はもっと深い

ところにあると思っています。研修会の本当の

目的、それは、企画する人と参加する人双方の、

内なる元気とパワーを湧き出させること―エ

ンパワメントであると思うのです。 

 終わったあとに、企画した人も参加した人

も、また企画しよう、新しいことに挑戦しよう、

また参加しよう、という元気とパワーを引き出

し、次の企画や日々の仕事や活動に繋がるとい

うことです。そういう研修会は人を育て次に繋

がります。企画者や参加者が元気をそがれてし

まうような研修会では、本末転倒、意味がない

と思っています。 

  千葉支部のことに話をもどします。支部の活

動のメインはやはり研修会ですから、研修会を

通じて企画する人も参加する人も元気になれ

る、次の３年間もそんな活動が続けられるとい

いと思っています。振り返れば、あの全国大会

はまさに企画した人も参加した人も、台風直撃

の嵐のあとに元気になれた大会であったと思

っています。 

 あの大会のときに準備委員や当日スタッフ

として参加してくれた方たちをはじめ、会員の

皆さんの中から次の３年の役員に加わってく

れる方が出てくれることを期待しています。 

 長い巻頭言となりましたが、今号は記事が

少ないとのことなのでご勘弁ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度 第 3回資格更新研修会 

◯日  時：2015年 2月 8日(日)  

◯9時 30分～12時 30分(9時受付開始) 

◯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 

○テーマ   

地域支援のあり方とこれからの課題 

〜千葉・東京・群馬の取り組みから〜 

 

司会：中村晋（筑波大学附属特別支援学校） 

話題提供（１）星茂行 

（ウェルピアかつしか子ども発達センター） 

「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）」 

 話題提供（２）亀田良一 

(群馬県みなかみ町立桃野小学校) 

「群馬県内におけるつながりを意識した地域

支援（仮題）」 

  

○企画趣旨 

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～臨

＜2014年度 千葉支部 第 3回資格更新研修会＞ 

日時：2015年 2月 8日（日）9時 30分～12時 30分(9時受付開始)   

 

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 

 

○テーマ  地域支援のあり方とこれからの課題〜千葉・東京・群馬の取り組みから〜 

司会：中村晋（筑波大学附属特別支援学校） 

話題提供（１）星茂行（ウェルピアかつしか子ども発達センター） 

   「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）」 

   話題提供（２）亀田良一(群馬県みなかみ町立桃野小学校) 

   「群馬県内におけるつながりを意識した地域支援（仮題）」 
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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。 

なお、本企画は、１０月研修会にて実施でき

なかったものを再企画した。 

 

◯参加費：1000円 

◯ポイント：1ポイント 

◯参加申込：有資格者については申し込みの必

要はありません 
 

年度当初の総会資料の年間研修予定では、２

月８日（日）の研修会は午前と午後の２部にな

っておりました。しかし、役員改選や規約改正

にむけての役員内での協議が必要になったた

め、今回は午後の研修を中止させていただきま

す。 

  

 

 

2014年度第 2回研修会報告  

 2014年 10月 25日～26日に予定しておりま

した研修につきましては、参加申し込みが非常

に少なく、貸切バスのチャーターが困難になっ

たこと、研修会企画の中で企画したセッション

については、次の機会にたくさんの参加者によ

り実施したほうがよいとの判断をしましたこ

とにより、全日程を中止することとなりました。

関係の皆様に御迷惑をおかけしましたことを

お詫び申し上げます。 

 

 

東上総地域情報交換会の報告 

◯日 時  ２０１４年１１月２９日 １３時３

０分～１６時３０分 

◯テーマ「ＷＩＳＣ－Ⅳの結果の読み取りと支

援のあり方について」 

◯講 師  一宮町立東浪見小学校長 渡邉亮一 

先生 

研修の始めに、ＷＩＳＣ－Ⅳについて、検査

結果の記入ではＦＳＩＱと他のデーターを線

で結ばないことや、算数と絵の抹消の検査項目

はできたら実施した方が良い等のお話を頂い

た後に、架空事例を使って実際に検査用紙への

記入を行いその結果からどのような読み取り

ができるかをグループで話し合いを行いまし

た。読み取りについて各グループから発表が行

われ、それらの情報を参考にしながらケースの

新しい情報をプラスして再度グループで、支援 

 

 

 

 

のあり方について検討を行いました。各グル

ープからの発表後の質疑応答や情報交換にお

いては、継時処理が得意、耳からの情報が得意、

ＷＭＩが低い、ＰＳＩが苦手などケースの状態

把握とそれに伴って生じる状態を考え支援方

法を見出さなければならない。支援を個別で行

うのか、学級運営の中で実施していくのかも検

討されなければならない。また、実施に当たり、

ゴロ合わせで漢字を教えることや動きの目安

にラインを使う等の専門家としての支援技術

を多く知っていること、またそれを実践して積

み重ねていることが要求されると言う内容等

で、１４名で活発に話し合われた有意義な時間

となりました。 

（文責；小島明子）
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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 

 

＜支部長・幹事の退会にともなう 

代行について＞ 

 千葉支部の支部長と幹事を兼務されていた

長崎勤先生が、ご都合により１２月１４日付け

で日本臨床発達心理士会を退会されました。長

崎先生には、これまで千葉支部のためにご尽力

をいただきましたことに感謝を申し上げます。 

 年度途中のため、支部長と幹事が不在とな

りますが、５月の総会で選出されるまでの間、

鈴木副支部長が支部長を代行いたします。１月

の幹事会へは、中村事務局長が代理出席いたし

ます。 

 

＜次年度役員の推薦について＞ 

 今年度末で支部役員３年の任期が終わり役

員改選となります。役員改選にあたりましては、

支部規約の改正、次年度の研修計画の方向性、

役員の役割分担などについて、２月８日(日)の

研修会後の役員会で案を検討する予定です。 

 以上の方向性が決まりましたら、新しく役員

になっていただける方を含めて次年度役員の

推薦について一斉メール、支部 HPでお知らせ

いたします。 

  

＜「公認心理師法案」について＞ 

 ９月からの臨時国会で「公認心理師法案」の

審議が衆議院文部科学委員会で行われていま

したが、国会解散となり、審議未了で廃案とな

りました。今後は、来年１月からの通常国会で

再提出できるよう三団体（臨床心理職国家資格

推進連絡会議、医療心理師国家資格制度推進協

議会、日本心理諸学会連合）から要望すること

になります。 

 

＜訃報＞ 

千葉支部会員の薄井久雄先生が、１１月１４日

に逝去されました。薄井先生におかれましては

特別支援学校長としてご活躍され、また、全国

大会(千葉)では当日スタッフとして参加してく

ださいました。心よりご冥福をお祈り申し上げ

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。 

 

◯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 3回研修会 

「地域支援のあり方とこれから

の課題〜千葉・東京・群馬の取

り組みから〜」 

2015年 

2月 8日 
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