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巻頭言                   小田島 和枝 
 

未来をみつめる特別支援教育をめざして 

 

１月１７日のＴＢＳテレビ「夢の扉」で『ビジネス界が注目！！自称ねたきり社長』という題名

で脊髄性筋萎縮症という難病を背負った株式会社仙拓社長佐藤仙務さん（24 歳）が紹介されてい

た。「障がいは武器だ。」と言っていた。今まで障害は個性だという言葉は聞いたことがあったが，

武器だという言葉は初めて聞いた。自分の障がいをどうとらえるかで人生は大きく変ると感じた。 

自分の障がい名を知り，「自分は障がい者だ。」と落ち込んでしまう生徒。「自分だけ特別不幸な

人間だ。」と考え込んでしまう生徒がいる。これらの生徒が自分の進路など，これからの生き方に

ついて前向きになれるよう考えてみたい。 

障がいは，人生の大きな選択肢のひとつである就労選択に制約をもたらす。職業を選択するとき

にはじっくりと考える必要がある。むかない職業に就かないということである。やりたい仕事，で

きそうな仕事を幅広く考えることである。これは障がいの有無にかかわらず誰でも同じである。誰

にでも制約はある。しかし，希望する職業につけないというジレンマは大きい。ジレンマはいつか

自分で乗り越えるしかない。 

このことについて自分の学級で説明してみた。中学校卒業後は就職や進学と道は分かれるが、最

後はみんな働く。あなたもみんなと同じである。先生たちはそれを応援している。どんな仕事が向

いているだろうか。また向いていない仕事はなんだろうか考えてみようと呼びかけた。そして，好

きなこと・できること・自分の努力や工夫でできそうなこと・支援や機器活用でできそうなこと・

できたほうがいいこと・できないことを一緒に考えた。さらにいろいろな職業について調べてみよ

うということになった。人を助ける仕事や芸能人などいろいろな仕事を調べてみた。職業選択の考

え方を理解したら，それ以上詳しく調べることは保護者に任せることにした。実際の仕事の選択は

保護者の助言が大切だからである。 

次は共生社会で障がいのある人もない人も助け合って働くために必要なことを一緒に考えたい。

共生社会にむけて未来をみつめる特別支援教育を実践したいものである。 
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2016 年度第 1 回千葉支部研修会 

 

2016年 5月 22日（日） 

【午前の部】９：３０～１２：３０ ９時より受付 

テーマ「障害者権利条約」と教育 

講演 千葉県におけるインクルーシブ教育システムの構築に向けての取り組み 

講師 千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課教育支援室 

 畔蒜 秀彦先生 

高等学校における取り組みについて 

千葉県立佐原高等学校 

 古山 勝先生 

 

参加費 1000 円 

【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。 
 

ポイント：1 ポイント（ID カードと参加記録ノートを必ずご持参ください） 

有資格者向け研修会 事前参加申し込みの必要はありません。 

企画趣旨 

2016年 4月 1日、障害者差別禁止法が施行され、障害のある人とそうでない人の共生社

会の実現に向けた歩みが本格化する。 

千葉支部では、前回、2015年度第 3回資格更新研修会において、障害者権利条約批准に

至る国内外の動向も踏まえつつ、「障害者差別解消法」について研修した。障害者権利条約

に関わる制度改革によって障害のある人の生活がどのように変わり、我々は今後何をすべ

きかについて考えた。 

本研修会においては、千葉県において、高等学校での取り組みについての実践発表も含

め、より具体的に知り、理解を深める。つまりインクルーシブ教育システムの構築に向け

て千葉県としてどのように取り組み、今後何を目指すのかを知り、様々な分野で生活や学

習を支援する臨床発達心理士がどのような形で関わっていくべきかを考える機会としたい。 

 

2016 年度総会 12 時 30 分～12 時 45 分 

研修終了後、2016 年度千葉支部総会を開催いたします。 

〔内容〕2015年度活動報告、活動計画、支部役員一部改選、会計について 
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2015 年度第２回資格更新研修会報告 

■日時＊2016年 2月 24 日（日）■会場＊千葉大学西千葉キャンパス 

【午前の部】9:30～12:30        講師：国立特別支援教育研究所 大内 進氏 

 

「障害者権利条約が目指す共生社会の実現」 

—「他の者との平等を基礎として」障害のある人の生活がどう変わるのか− 

 

 今回の研修では、２０１４年１月に批准された「障害者の権利に関する条約（障害者権

利条約）」をうけて、共生社会の実現に向けた国内の法整備からインクルーシブ教育システ

ム構築のための特別支援教育の推進、さらには雇用の促進などについて、国立特別支援教

育研究所の大内進氏よりご講義いただいた。大内氏は、国内に限らず諸外国への豊富な視

察経験があり，今回の講義では、デンマークとイタリアのインクルーシブ教育についてご

紹介いただいた。 

 講義の導入では、障害者権利条約が２００６年に国連で採択された背景やこれまでの世

界的な動向、さらには批准に至る日本政府の取り組みについてふれられた。そこでは、日

本政府が条約に署名した２００７年から批准までの７年間、障害児者の生活や教育・福祉、

雇用など様々な領域における障害者制度の改革に取り組んできた経緯について理解を深め

ることができた。 

 国内法の整備としては、２００９年に「障がい者制度改革推進本部」が設置されてから、

「障害者虐待防止法（２０１１年）」「障害者基本法（２０１１年）」「障害者総合支援法（２

０１２年）」「障害者差別解消法（２０１３年）」「障害者雇用法（２０１３年）」といった制

度改革が次々と進められたこと。これらを背景にインクルーシブ教育システム構築のため

の特別支援教育推進に向けて整備された新たな仕組みや多様な学びの連続性ある教育機会

の在り方について具体的な説明をいただいた。障害者権利条約によって世界的な共通言語

となった「合理的配慮」については、英語の正文である「Reasonable accommodation」

が、便宜、助け、適応、調和、調節といった意味の言葉であるのに対し、意図的に「配慮」

と訳されたことで、正文と意味合いが異なることが指摘された。これは、「配慮」が外から

与えるものなのか、本人が表明するニーズ（必要なもの）なのか、定義を理解する上でお

さえなればならない用語本来の意味について考えさせられた。 

 後半は、諸外国における共生社会の形成に向けた取り組が紹介され、「ノーマライゼーシ

ョン」の理念を提唱したニルス・エリク・バンク-ミケルセンの出身国であるデンマークに

よる障害者の権利を尊重した施策が、その後に国連が主導する様々な権利宣言に繋がるこ

とを知った。デンマークでは、ノーマライゼーションの進展によって、インクルーシブ教

育が指向されたこと、理念に基づいた行政主導の仕組みづくりが行われたことなど、具体

的な特別支援教育の実践と合わせて紹介いただいた。また、障害の有無にかかわらず、原

則として成人は親元から離れて自立した生活を送り、障害者には国が支える仕組みがある

ことに驚かされた。 

 最後は、こうした新しい国の動向を踏まえ、共に学ぶとはどういくことかについて、通
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常教育の改革が必要なこと、個別の指導計画や個別の教育支援計画の充実を図りながら、

一貫した支援を実現するために、特別支援学校だけなく、関係機関が連携した「チーム学

校」としてそれぞれの専門性を高めながら役割を果たすことが重要であると述べられた。

また、連携のための共通言語として、ICF の観点から生活全般の課題を整理することが重

要であることにふれられた。今後の特別支援教育に限らず、人の生涯における生きること

の困難さを支える臨床発達心理士として、何を考え、どうアクションを起こせばよいのか

について考えるよい機会となった。                （文責：中村晋） 

 

 

【午後の部】13:30～16:30      講評 黒澤礼子・話題提供 松川節理子 関口薫 

 

乳幼児発達相談のスキルアップ講座 

～インテークでのアセスメントと支援のポイントを考える～ 

 

今回の研修会の企画趣旨について、平成 27 年度第 1 回研修会アンケート結果を受けて、

ワークショップ形式の研修を企画したこと、また乳幼児発達相談の研修の意義について説

明があった。 

参加者は 1 グループ 7~8 人のグループに分かれて、乳幼児発達相談の仮想事例を検討し

た。課題として提示された事例は、保健センターでの 2 歳児発達相談のインテークを想定

した事例と、幼稚園に勧められて療育機関を訪れた 4 歳児親子を想定した事例の 2 つであ

った。 

最初に各グループで、アセスメントと支援のポイントを考える上での疑問点や、他に必

要となる情報は何かを話し合った。次に仮想事例を作成した担当者が、グループからの質

問に答える形で、新たな情報を提供した。担当者が予め想定していた質問よりも多様な質

問が投げかけられ、インテークにおいては多角的視点からアプローチする重要性が確認さ

れた。その後、各グループで、新たに担当者から得た情報を加えて、仮想事例の支援のポ

イントについて話し合った。どのグループでも活発に意見交換がなされ、参加者の楽しげ

な笑顔が多くみられた。最後に各グループの代表者が話し合った内容を、①どのようにア

セスメントしたか、②子どもへの支援、③家族への支援と連携、④他機関との連携、⑤そ

の他に整理し、発表した。 

講評では、各グループでの発表を受けて、全体的総括が述べられた。とくに他機関との

連携に関して、幼稚園や保育所等における保育を通じた支援は非常に重要である。幼稚園

や保育所等の保育者は療育機関でなければ専門的支援ができないのではないかと不安に感

じることがある。しかし日々の保育を通じて子どもを適切に支援することが重要であり、

臨床発達心理士は、保育者が自信をもって保育に当たれるように保育者を支援する必要も

あると述べられた。 

 参加者からは「他の方からの考えを聞く場面が多く、とても参考になり勉強になった」

「今後もワークショップ形式の研修が良い」などの感想や意見が多く寄せられ、有意義な

研修となった。                           （實川慎子） 
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地域研修会報告—東上総地域研修会— 

■日時＊2015年 11月 28日（土）13:30～16:30 ■会場＊東金市ふれあいセンター 

■講師＊畔蒜 秀彦氏 千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課主幹兼教育支援室長  

■参加者＊16名 

「合理的配慮と基礎的環境整備」 

【概要】平成 27年に文部科学省から「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シス

テム構築のための特別支援教育の推進」（報告）が出されました。本報告の大きな柱に、

障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整

備があげられています。また、国連障害者権利条約の批准、障害者基本法、障害者差別解

消法、学校教育法施行令等々の改正などが次々と行われ、特別支援教育はセカンドステー

ジとも言われます。 

そこで、テーマを上記のように設定し、千葉県における施策推進の立場にある県教育委員

会特別支援教育課から畔蒜室長を講師に招き、研修を進めました。 

内容は、特別支援教育の現状、次期学習指導要領改訂に向けた論点整理、インクルーシブ

教育システムの構築に向けてという流れでお話いただき、特に合理的配慮の３点１１項目

と基礎的環境整備の８観点について具体事例も加えて、お話いただきました。 

講義後、参加者からの質疑にもお答えいただき、充実した研修になりました。 

参加者の情報交換もでき、有意義な研修会でした。 

 

職場紹介 

関口 薫（白井市こども発達センター） 

 

白井市は千葉県の北西部に位置し、全国でも有数の梨の産地として知られています。昭

和５４年に北総鉄道が開発され、沿線のニュータウン地区に住民が多数入居し人口が飛躍

的に増加した街です。 

 私が勤務する白井市こども発達センターは、平成１３年４月の市制施行に伴い、同年１

０月にオープンした保健福祉センターの一角にある施設です。その前身は、平成８年から

開設された、白井町立桜台保育園内の親子教室です。私自身は平成１１年に心理発達相談

員として入庁し、センター開設に向けて、準備と療育を行っていました。開設準備当時は、

毎日残業が続き、慌ただしい毎日でしたが、新しい施設への周囲の期待を感じながら、責

任感と充実感に満ちた日々で、今でも時折懐かしく思い出します。 

 開設当初は３０名程度だったセンターも、現在契約児童は２００名を超える施設となっ
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ています。センターの主な業務は、児童発達支援及び放課後等デーサービスの事業所とし

て、発達に支援を要する児童への集団および個別指導が中心です。しかし、市内の発達支

援の拠点施設として、相談支援事業や各種発達評価、発達に関する相談、市内各機関との

連携及び保育園・幼稚園等の巡回など、多岐にわたっています。特に、心理職の求められ

る業務は、施設の業務全般にわたっています。 

 職員構成は心理発達相談員の他に、言語聴覚士、作業療法士、保育士が常勤で勤務して

おり、他に非常勤でも心理職や各専門職、指導員、理学療法士など多様な職員で構成され

ています。 

白井市こども発達センターでは、開設当初から「こどもの発達に応じた、専門性の高い

きめ細かい療育」を目指しており、次のような点を重視して療育にあたっています。 

一つは未就学児に関して、基本的に集団指導と発達（心理、ＳＴが担当）個別指導及び

運動（ＯＴ、ＰＴが担当）を提供することです。専門職によるチームアプローチによって、

こどもの発達全般を支援することを大切にしています。 

また、もう一つは、就学以降も１８歳まで個別指導は継続する体制となっており、地域

の中でライフステージに応じたお子さんの発達支援を行うという点です。これは、センタ

ー開設以前は地域に療育を受けられる施設がなく、ご苦労をされた当時の保護者の強い願

いが込められているからです。 

年々どこの地域・施設でも発達に支援を要する児童は増加傾向にあると伺っています。

白井もまた児童の増加と保護者のニーズの多様化によって、開設当初からの体制を継続し

ていくことは、施設の規模としても、職員体制としても年々困難になってきています。し

かし、１０年以上通われている保護者の方からは、相談のたびに「このセンターに来ると、

先生方が全部わかってくれているから、本当に気持ちが楽になります」というお話をいた

だきます。また心理職としては、お子さんを就学以降も継続して支援することで、長期的

な視点に立って幼児期、学童期の支援の在り方について常に振り返ることができる環境に

なっています。このような保護者の思いを大切にし、一人一人のこども達が、自分らしく

地域の中で育っていくために、また、職員一人一人が療育について自らも学ぶ場として、

様々な知恵と工夫で、この状況に対応していきたいと思う毎日です。 

 

事務局だより 

○今後の資格更新研修会予定について 

2015年度の研修会は全て終了いたしました。 

2016年度については、年間 3回 4ポイント分の研修会を実施する予定です。 

第 1回－5月 22日(日)、第 2回－10月 23日(日)、第 3回－2017年 2月 5日(日)に予定し

ています。 

 なお、2016 年度より研修会受付のバーコード読み取り方式が進められていく予定です。

このことについて各支部の事務局担当者向けの説明会が 3 月末に本部にて行われました。

2016年度についてはバーコードによる読み取りと参加記録ノートの記入・押印の両方を行

うことになります。研修会の際には、IDカードと参加記録ノートの両方を必ず持参してく

ださい。 
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○心理職の国家資格化について 

 「公認心理士法」が成立し、「試験・登録機関」の指定についての検討が進んでいます。

このことについて、厚生労働省はパブリックコメントの募集を行っていました。「公認心理

士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令案」への意見募集として 1月 25

日から 2月 23日まで行われていたものです。 

 これに対して日本臨床発達心理士会では、幹事長名で「指定試験機関、指定登録機関と

して、中立的でかつ幅広い団体が協力・連携している組織に業務を暫定的に委嘱し、近い

将来に中立的な立場で試験実施を行う公益財団法人に移行することが望ましい」という主

旨の意見を提出しています。 

今後の国家資格化を巡る動きについては、引き続き 

日本臨床発達心理士会ホームページ http://www.jocdp.jp/ 

日本心理研修センターホームページ http://shinri-kenshu.jp/ 

等の情報に注目していきたいと思います。 

〔注意〕 

2015年度第 3回資格研修更新会より、News Letterに添付していた、ポイントシールが

なくなりました。研修会当日に受付にて準備しておりますので、シールを貼付の後、受付

にお並びいただけますようご協力お願いいたします。 

2016 年度より、ID カードのバーコード読み取りによる参加受付が開始される予定です。

IDカードは必ずご持参ください。 

○千葉支部ホームページと一斉メールについて 

 千葉支部会員の皆様にお知らせする情報について、重要なものについては一斉メールで

お知らせして支部ホームページに掲載するようにしています。 

一斉メールは、会員情報管理システム<SOLTI>により配信しています。会員情報管理シス

テムにて、ご自身の基本情報の管理(メールアドレスの変更等)をよろしくお願いいたしま

す。 

SOLTIの会員情報管理画面は以下です。 

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

 

編集後記 

今年度初担当で無事 3 号の News Letter を発行することができました。ご協力の皆様、

読者の皆様ありがとうございました。読みやすい紙面にはまだまだほど遠いですが、もう

少し修行させていただきます。来年度も充実した内容をお伝えできればと思います。 

（Ｓ＆Ｍ） 

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

