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巻頭言 
人材育成の仕事 實川慎子 

 

平成 27年度で臨床発達心理士会千葉支部は

発足から 10年目を迎えます。これまで千葉支

部の活動を支えてくださった多くの方々に感

謝申し上げるとともに、今後も地域の皆さまか

ら信頼される臨床発達心理士会千葉支部とし

て、ますます魅力ある研修会を企画していきた

いと思います。 

 私にとって研修会は、教育・医療・保健・福

祉の場などの発達支援にかかわるさまざまな

職場の状況を知る貴重な機会となるだけでな

く、他の職場で活躍している臨床発達心理士仲

間とのネットワークをつくる場ともなってい

ます。それはまた自分の携わっている仕事を発

達支援という広い枠組みから俯瞰して考える

ことにも繋がっています。 

 平成 27年 2月の研修会では「人材育成」が

課題として提示されました。乳幼児期から成人

期まで一貫した支援を行う上では各部署・機関

の支援をつなぐコーディネーターの役割が重

要であり、その人材を組織として育成していく

ことが求められるという内容でした。 

 私の仕事は保育士と幼稚園教諭の養成であ

り、上述のコーディネーターの人材育成とは異

なりますが、子どもたちと家族を支える役割を

担う「人材育成」という意味では共通するとこ

ろがあります。障害の有無にかかわらず子ども

たちと家族にたいして、いつでも温かなまなざ

しでかかわれる保育者を育成したいと思って

います。折しもこの原稿を執筆している 2月は

大学 1年生が初めての保育実習をしている時期

です。養成校の教員として各実習園に出向いて

学生の指導にあたるのですが、嬉々として実習

の様子を語る学生もいれば、小さな失敗を重ね

意気消沈している学生もいます。一人ひとりの

学生の気持ちに寄り添い、支え、励ますことが

主な仕事となります。学生が晴れて卒業するま

で、こうした一人ひとりの気持ちを支える細や

かなかかわりが一貫して必要です。このように

「人材育成」とは人を育て支える仕事であり、

未来につながる希望ある仕事です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 4月 6日 第 8巻 3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 

＜2015年度 千葉支部 第 3回資格更新研修会＞ 

日 時：2015年 5月 24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  「小中学校における特別支援教育への転換と今後について」 
 ～小中学校はどう変わってきたのか。今後、専門職・臨床発達心理士に求められる役割とは～ 

 

2015年度 千葉支部定期総会 12時 40分～(研修会終了後、同会場にて行います) 
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2015年度 第 1回資格更新研修会 

 

◯日  時：2015年 5月 24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： 

「小中学校における特別支援教育への転換と

今後について」 

 ～小中学校はどう変わってきたのか。今後、

専門職・臨床発達心理士に求められる役割

とは～ 

 

○企画趣旨：特別支援教育にとってこの 10年

は転換の 10年であった。2007年に学校教育法

が一部改正され、それまでの「特殊教育」では

児童生徒の 1.6％程度であった対象が、通常学

級にいる発達障害のある子どもたちを加えて

６～7％になった。小中学校の特別支援学級や

通級指導教室に在籍する子どもの数は急増し，

全国の特別支援学級は 2005年度の 9万 6811人

から 2013年度は 17万 4881人に，通級指導教

室は 2005年度の 3万 8738人から 2013年度は 7

万 7882人になった。千葉県でも特別支援学級

は 2005年度の 4566人から 2014年度は 8378人

に，通級指導教室は 2005年度の 1527人から

2014年度は 3838人になった。 

 このような大きな転換のなかで、小中学校

における特別支援はどのように変わってきた

のだろうか。また、今後の「インクルーシブ教

育」への流れのなかでどのように変わっていく

のだろうか。 

 本研修会では、３つの話題提供をもとに、

小中学校が特別支援教育への転換により変わ

ってきたことと今後の方向について考える。そ

して、校内の特別支援の担い手として、また、

外部からの教育相談やコンサルテーションの

担い手としての専門職・臨床発達心理士に求め

られる役割や専門性とは何かについて考える。 

 

○内容 

企画趣旨説明、話題提供者紹介  10分 

   

話題提供① 

「８年間の巡回相談から見えてくること」50分 

鈴木彰典(富里特別支援学校、 

小中学校への巡回相談担当) 

富里市の小中学校に行った約 450ケースの巡

回相談について、件数や内容の推移と、156ケ

ースの心理検査(WISC-Ⅲ,Ⅳ)結果の分析から

見えてくる小中学校の特別支援の変化と今後

について。 

  

話題提供② 

「香取地域の小中学校における 

特別支援について」  30分 

大槻美智子(香取市教育委員会) 

香取市の特別支援の進捗状況(実態把握から

見えること・連携の状況等)、そこから見える

この 10年とこれからの課題について。 

  

話題提供③ 

「幼稚園・小中学校における特別支援と 

特別支援学級担任について」30分 

小田島和枝(旭市立第二中学校) 

特別支援教育への転換により特別支援学級

担任に求められるものはどう変わったのか、幼

稚園・小学校・中学校を通じて何を目指すのか

について。 

 

質疑・意見交換    40分 

まとめ  

～意見交換を受けて話題提供者より 10分 

 

◯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 

 

 

2015年度 千葉支部定期総会  

 

１２時４０分～ 

(研修会終了後、同会場にて行います) 

・役員の改選   

・２０１４年度活動報告   

・２０１５年度活動計画   

・会計決算、予算について 

・支部規約の改正について   

・倫理懲戒規定について 
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2014年度第 2回研修会報告  

 

○日時：2月 8日（日）9:30～12:30   

 

○千葉大学西千葉キャンパス 

 

○テーマ: 

｢地域支援のあり方とこれからの課題 

～東京・群馬の取り組みから～｣  

 

○話題提供 

①星茂行 

（東京都葛飾区指導教育室特別支援指導係

長：臨床発達心理士 SV） 

｢特別支援教育について 

～アイリスシートの活用～｣ 

②亀田良一 

（群馬県みなかみ町立桃野小学校通級指導教

室ほっとサポートルーム教諭:臨床発達心理

士 SV） 

｢通級指導教室のセンター的機能～保健師との

協働による早期支援を中心に～｣ 

 

○司会:中村晋 

（筑波大学附属大塚特別支援学校教諭） 

○企画趣旨   

 2013年全国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〜」に

おいて、異なる地域における支援システムの話

題提供がおこなわれた。今回の研修では、この

シンポジウム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。 

 

○概要 

 星茂行氏からは、関係機関との連携を強化す

るために作成されたアイリスシートをとおし

て早期発見・早期療育から特別支援教育に移行

していく過程や葛飾区教育員会の研修体制、専

門家チームの派遣体制などについて紹介され

た。特に、アイリスシートは保護者が保管し、

学校や医療機関等との相談の時に活用するこ

とが特徴的であった。 

 亀田良一氏からは、みなかみ町の通級指導室

や子育て健康課との連携による早期支援体制、

継続性のある巡回相談の特徴（幼児健診～中学

生の相談、一貫した職員研修）などについて紹

介された。特に、亀田氏は臨床発達心理士とし

て育児相談を派遣依頼され、３歳児健診支援活

動や問診項目の精査、健診従事者への研修会の

開催査を専門的におこなっていることが特徴

的であった。 

 また、フロアから千葉県内の教育委員会や乳

幼児施設、小学校、特別支援学校等の担当者か

ら支援体制などの現状を報告する場面もあり、

意見交換が積極的におこなわれた。 

            （文責 渡辺 正人） 

 

 

 

千葉支部会員の皆様へお知らせ(重要)  

  ４月以降の一斉メールについて 

 

千葉支部会員あての一斉メールについて、2015

年 4 月以降は今までの方法ではなく、日本臨床発

達心理士会・会員情報システム<ＳＯＬＴＩ>により送

付することになります。皆様におかれましては、会

員情報管理システムのご自身の基本情報に「メー

ル送付先」の指定と、メールアドレスの登録がされ

ていることをご確認ください。 

会員情報管理システムは以下です。 

https://service.gakkai.ne.jp/solti-asp-member/au

th/JOCDP 

  

今までの千葉支部へのメールアドレス登録とは

まったく別のシステムです。日本臨床発達心理士

会・会員情報システムにメールアドレスの登録がさ

れていないと、４月以降千葉支部の一斉メールが

届かなくなりますのでご注意ください。 
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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 2015年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 1回研修会 

「小中学校における特別支援教

育への転換と今後について」 

 

2015年 

5月 24日 
1 
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