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巻頭言                千葉支部長 中澤 潤 

 

 

  

 

千葉支部は本年で設立１０周年を迎えることになりました。この節目の年に支部長を

仰せつかりました。微力ではありますが、千葉県の臨床発達心理士活動の充実発展のた

めに努力して参りたいと思います。 

 幸い、千葉支部は全国の中でも大変活動的な支部で、毎年３回の支部研修会を開催し

て参りました。さらに各地区での地区研修会ももたれています。このエネルギーと団結

力で 2013年には第 9回の士会の全国大会を、800名を越える参加者をお迎えして担うこ

とができました。支部会員の皆様も、台風の直撃をうけながらの大会運営を昨日の事の

ように思い出されることと思います。 

 千葉支部は大きく分けて、特別支援の分野と育児・保育の分野が両輪となって運営さ

れてきました。発達臨床心理士が求められる場は、これからはさらに、学校教育後の生

活支援や、高齢者への支援等、生涯発達の全領域に渡っていくと思われます。そのよう

な社会からの期待に応えるべく、支部会ではアセスメントや援助技法の力量の向上のた

めの研修の充実をさらに図って参りたいと思います。また、昨年残念ながら廃案になり

ましたが、心理士の国家資格化も大きな課題となっています。全国の動向と連携しなが

ら国家資格化への道を探って参りたいと思います。 

 鈴木事務局長、松浦副支部長、實川副支部長、中村幹事をはじめ、新しい役員の方々、

また事務局をおきます千葉大学幼児教育教室のご支援を得ながら、支部会員の皆様とと

もに、新たな千葉支部の歴史を重ねて参りたいと思います。どうか御協力のほど、宜し

くお願い申し上げます。 
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日本臨床発達心理士会 千葉支部発足 10 周年記念企画 

2015 年度第２回資格更新研修会・情報交換会 
平成２７年１０月２５日（日）午前の部 

 

報告・提案 千葉支部 10年のあゆみと今後について 

 

講演「人の心に寄り添う支援とは」 

講師 こんのひとみさん 

 
主催 日本臨床発達心理士会千葉支部 

 

 

2015 年度第 2 回資格更新会・情報交換会 

企画趣旨 

千葉支部発足１０周年記念として、午前の部は こんのひとみさんの講演会「人の心

に寄り添う支援とは」を開催する。こんのさんは、絵本・単行本の著作や全国各地での

講演、コンサート、ミュージカル等をとおして、人の心と心がつながること、心に寄り

添うことの大切さと暖かさを発信し続けている。映像を交えた著作の紹介、ピアノ伴奏

にあわせた朗読など、こんのさんの体験や「こころ」に触れ、「人の心に寄り添う支援」

のありかたについて参加者全員で共有し、千葉支部の新たな１０年のスタートに向ける

研修会としたい。 

午後の部は情報交換会とし、支部発足１０年の節目にあたり、様々な場で活動する参

加者が会食をしながら懇談と自由な情報交換を行う会とした。 

 

 

 

 

 

1. 期日 ２０１５年１０月２５日(日)  

９時３０分～１２時３０分、１３時００分～１５時３０分 

 

2. 会場 「ホテルポートプラザちば」２階 千葉市中央区千葉港８－５ 

JR京葉線「千葉みなと駅」または 

千葉都市モノレール「千葉みなと駅」 徒歩 1分 
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3. 内容 

午前の部 講演会 

9時 30分～12時 30分 

（9時～受付開始） 

報告・提案 

「千葉支部 10年のあゆみと 

今後について」 

講演 

「人に寄り添う支援とは」 

講師 こんのひとみさん 

伴奏 吉川正夫さん 

 

午後の部 懇親会 

13時 00分～15時 00分 

（12時 45分～受付開始） 

懇親会・情報交換会 

 

千葉支部の発展やこれまでを振り返り、

食事をしながら、立場や活動場所の異な

るみなさんと交流しませんか。 

参加費 1,000円 

1ポイント 定員 200名 

 

参加費 5,000円（食事・飲物を含む） 

ポイントなし 定員 100名 

 

 

こんのひとみさん紹介 

  シンガーソングライター、絵本作家、ラジオパーソナリティ、エッ

セイストなど多方面で活躍中。代表曲は、「パパとあなたの影ぼうし」

「夢をかなえよう」他。著書は絵本「くまのこうちょうせんせい」(金

の星社、２０万部突破のベストセラー)､｢いつもいっしょに」(金の星

社)、単行本「保健室ものがたり」(ポプラ社)他多数。「保健室ものがた

り」「くまのこうちょうせんせい」「いつもいっしょに」は、ミュージ

カルとして各地で公演。「出前ライブ」という出張ライブや、ファミリ

ーコンサート、フジテレビ「テレビ寺子屋」の講師をはじめとする子

育て講演会、学校、福祉施設でのライブや講演会なども全国各地で行っている。 

 (写真・文 「こんのひとみオフィシャルサイト」より） 
 

参加申し込み 

 参加対象者は、臨床発達心理士有資格者のみ（他支部からの参加も可） 

 氏名、登録番号、午前、午後の参加を明記のうえ、必ずＥメールにて申し込みくださ

い。 

 10月 10日(土)を最終締め切りとしますが、午前、午後とも定員になりしだい締め切

らせていただきます。 

 申込みメールアドレス jacdpchiba@yahoo.co.jp 
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2015 年度第 1 回研修会報告 

 

■日時＊2015年 5月 24日（日）9:30～12:30 ■会場＊千葉大学西千葉キャンパス  

■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」  

■話題提供者＊①鈴木彰典氏（富里特別支援学校・小中学校への巡回相談担当） 

②大槻美智子氏（香取市教育委員会）③小田島和枝氏（旭市立第二中学校） 

 

鈴木彰典氏からは、特殊教育制度から特別支援教育制度、インクルーシブ教育システ

ムへという流れの説明に続き、富里市の 8年間の巡回相談から見えてくる小中学校の特

別支援の変化について報告された。相談件数が増加し、平成 22年以降は、心理検査を含

む詳細なアセスメントと面談への同席、保護者との共通理解の部分での協力者としての

役割を、外部専門家に求められることが増えている。検査結果では、要請のあった子ど

もたちの傾向として、全検査 IQ70～89、個人内差が大きい、「FD」又は「WMI」の数値が

低いことなどが示された。今後、子どもの困難性がうまく支援されていくアセスメント

や、学校への信頼感、家庭との連携を大切にした支援が必要とされ、その担い手として

専門職・臨床発達心理士への期待と果たす役割は大きいことが強調された。 

大槻美智子氏からは、特別支援教育にかかわる香取市の取り組みの進捗状況について、

市の体制や体制整備の施策が説明された。実態調査では通級指導教室の担当者が不足し、

特別な支援が必要な幼児が増えている。一方、市には学校等への支援体制に関係機関と

連携したサポートシステムがあり、その中に医療・福祉・学校などの関係者による「連

絡協議会」と「専門家チーム」が設置されている。困難な事例には市、専門家チームが

入り、支援員、カウンセラーも加わった手厚い支援と連携の状況が事例と共に報告され

た。また、今後の課題の一つである教職員の専門性向上の取り組みとして、市では臨床

発達心理士に巡回相談など、その専門性を生かした活動を依頼していることが紹介され

た。 

小田島和枝氏からは、幼稚園・小中学校における特別支援と特別支援学級について、

自身の経験を基に報告された。特別支援教育への転換により、特別支援学級担任には将

来を見据えた支援、交流学級に参加するための事前の学習準備、特別支援学級の意義の

再確認、個人的な思い入れだけでなく学習指導要領に基づく適切な支援が求められるよ

うになった。一方、臨床発達心理士として、幼小中高校という各発達段階に応じた支援

内容、就労を継続するための指導内容、個別指導及び集団指導の具体的な方法などの課

題が挙げられた。 

 

 

 

（文責 関沢友子、渡邉正人） 
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総会報告 

 

５月２４日(日)の第１回資格更新研修会後に、千葉支部第１１回総会が開催され、すべ

ての議案が承認をされましたのでご報告いたします。 

 今回の総会では、役員の３年の任期を終え改選が行われました。今回の改選では引き続

き役員となった方が１０名、新しく役員となった方が７名で、計１７名の役員となりまし

た。同時に、支部長、副支部長、幹事、会計、監査、事務局長についても改選がされまし

た。 

「２０１５年度千葉支部役員・役割」につきましては下記をご覧ください。 

 また、総会で「千葉支部規約」の改正も行われました。主な改正点は以下のとおりです。 

① 事務局の所在地を「千葉大学教育学部幼児教育教室内」と改めた。 

② 総会の成立は会員の４分の１を越えることとする、という規定を新たに設けた。 

③ 役員として、副支部長と会計を２名と改めた。 

④ 役員選任方法を明記し、役員の任期については３年とし、再任は３期までを上限と

することとした。 

 総会の議案、連絡事項については、千葉支部ホームページに全資料を掲載してあります

ので、２０１４年度活動報告、２０１５年度活動計画など、詳しくはそちらでご確認くだ

さい。  

 

（事務局長 鈴木彰典） 

新役員の紹介 
総会で以下の通り、2015年度の新役員が承認されました。 

役割 氏名 所属 

支部長 中澤 潤 千葉大学 

幹事 中村 晋 筑波大学附属大塚特別支援学校 

副支部長 松浦 俊弥 淑徳大学 

副支部長 實川 慎子 植草学園大学 

事務局長 鈴木 彰典 富里特別支援学校・千葉大学 

会計 大槻 美智子 香取市教育委員会 

会計 松嵜 洋子 千葉大学 

監査 渡邉 正人 袖ヶ浦特別支援学校 

NL担当 齊藤 順子 成田市健康こども部健康増進課 

NL担当 松川 節理子 富里市保健センター 

 池畑 美恵子 淑徳大学 

 小田島 和枝 旭市立第二中学校 

 関口 薫 白井市こども発達センター 

 関沢 友子 葛南教育事務所 

 多胡 裕康 印旛特別支援学校 

 福田 和司 湖北特別支援学校 

 堀 彰人 八千代特別支援学校 
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地域情報交換会  ～東総地域研修会の報告～ 
 

■日時＊2015年 7月 5日（日）13:30～16:30 ■会場＊匝瑳市八日市場公民館 

■内容＊「難聴のある子どもへの支援のあり方について」 

■テーマ＊「きこえにくいってどんなこと？」 

■講師＊田原佳子氏（臨床発達心理士・千葉聾学校教諭） 

 

テーマについて、以下の点について分かりやすくお話いただいた。 

 千葉聾学校の紹介 

 きこえにくい子の理解と支援音の大きさと難聴レベル 

 音の高さとことばの聞こえ 

 聴覚に障害がある子の困難さの内容 

 聴覚障害の種類 

 早期発見，早期教育の大切さ 

 配慮すべきこと 

 事例紹介 

 聴覚障害教育ネットワーク「うさぎネット」について 

 

千葉聾学校は、全国でも５本の指に入る大規模校であり、支援部を中心に千葉県下の

聾教育を担っていることを紹介いただいた。また、難聴の子の生き辛さや支援のあり方

について、理論や事例をもとに分かりやすく教えていただくことができた。 

特に、軽度難聴の方々は、話しかけ方によって良く聞こえたり聞こえなかったりする。

本人が困っていても、周囲が気づかない場合が多いことを教えていただき、子どもたち

を支援する上で、大変参考になった内容だった。 

 

 

（文責 大槻美智子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[7] 

 

 

事務局だより 

事務局所在地と支部メールアドレスが変更になりました。 

 

事務局 千葉市稲毛区弥生町１－３３ 千葉大学教育学部幼児教育教室内 

Ｅメールアドレス jacdpchiba@yahoo.co.jp 

事務局への連絡は必ずＥメールでお願いいたします。 

 

千葉支部一斉メールについて 

 

 千葉支部では、支部会員の皆様への連絡はすべて一斉メールにて行っています。ニューズレ

ター、資料等の送付については、一斉メールでお知らせし支部ホームページからダウンロー

ドしていただく方法をとっています。 

 一斉メールは、日本臨床発達心理士会・会員情報システム<ＳＯＬＴＩ>により送付しており

ます。 

 千葉支部からの「このメールは<ＳＯＬＴＩ>により送付しています」と明記されたメールが

届いていない方は、以下についてご確認ください。 

 会員情報管理システム<SOLTI >のご自身の 基本情報の 「メール送付先」を「自宅メール」

または「所属先メール」に指定し、「自宅メールアドレス」または「所属先メールアドレス」

欄にアドレスが記入されていますか。 

 現在使用している メールアドレスが記入されていますか。使用していない古いアドレスの

ままになっていませんか。 

 スマホのアドレスの場合、購入時の設定で、迷惑メール対策のために PCからのメールを受

け取らない設定になっていませんか。 

 yahooメール,gmailなどいくつかのメールサービスでは、「なりすましメールの可能性があ

る 」との警告が表示されたり、迷惑メールとみなされる状態が出ています。千葉支部から

のメールが迷惑メールとして移動されていないか確認をしてください。 

 <SOLTI>は、メールアドレスの登録を<SOLTI>の画面からご自身でする必要があります。

していない場合、千葉支部の一斉メールも届きませんのでご注意ください。 

 会員情報管理システム<SOLTI>のアドレスは以下です。 

 

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

 

(事務局長 鈴木彰典) 

編集後記 

今年度からニューズレターを担当させていただきます。10 周年に合わせてデザインも一新し

てみました。Web 配信になりみなさまが読みやすい紙面をめざしたいと思います。よろしく

お願いします。       （Ｓ＆Ｍ） 

https://service.gakkai.ne.jp/solti-asp-member/auth/JOCDP
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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 2015年度日本臨床発達心理士会 

千葉支部第 2回研修会 

千葉支部 10年のあゆみと今後について 

講演「人の心に寄り添う支援とは」 

 

2015年 

10月 25日 
1 

 
 

  


