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巻頭言                   佐々木 郁子 
 

この度、千葉支部の役員を務めさせていただくことになりました。忙しい仕事をこなし、それぞ

れの職場で要職に就かれていらっしゃる方々が、役員を引き受けていらっしゃることから、会員が

交代で役員を引き受けることも必要なことと考えていましたので、「私もできることでお役に立ち

たい。」と思い、役員を引き受けさせていただくことにしました。よろしくお願いします。 

私が勤務している千葉県立槇の実特別支援学校は、袖ケ浦市一市が通学区域の知的障害のお子さ

んが通う特別支援学校で、ＪＲ内房線長浦駅から車で１０分程の竹林や畑の近くにある中規模校で

す。道路をはさんで向かい側にある千葉県社会福祉センターの知的障害児童施設「養育園」、自閉

症児施設「のびろ学園」、養護施設「びっき」の３施設から通う児童生徒は、全児童生徒１４３名

のうち５３名（３７％）になります。自宅からの通学生は９０名（６３％）で、そのうち通学区域

外の近隣の市から１７名（自宅生の１９％）が通学していることも本校の特徴と言えます。近隣の

県立特別支援学校は、過密化が課題になっており、特別教室を普通教室に転用せざるを得ない状況

ですが、本校は、特別教室やクールダウンできる空間があり、静かな環境にあることも、保護者が

本校を希望する理由になっているようです。 

私は、特別支援教育コーディネーターとして、教育相談、就学指導、袖ケ浦市教育委員会から依

頼の巡回相談、袖ケ浦市子育て支援課、健康推進課など関係機関からの依頼のある研修会講師や１

歳６か月健診の相談等を担当しています。臨床発達心理士会の研修会で得た情報やグループワーク

での討論などが、地域支援の仕事にいきていくことも多いです。これからは、役員会で得る情報や

ネットワークも仕事上でプラスになるだろうと期待しています。力不足ではありますが、会員のみ

なさま、よろしくお願いいたします。 
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2016 年度第２回千葉支部研修会 

2016年 10月 23日（日） 

【時間】  ① 午前の部 ９時３０分～１２時３０分 ９時より受付 

② 午後の部 １３時３０分～１６時３０分 １３時より受付 

 

【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。 

 

【参加費】 各部 1000 円 

 ポイント 午前・午後各 1ポイント 

 事前に参加申し込みの必要はありません。 

 

【内容】 

―午前の部― 

テーマ①                         9時 30分～10時 45分 

 講演 「国家資格・公認心理師に関する最新情報と今後」 

講師 日本臨床発達心理士会幹事長 荘厳 舜哉先生 

テーマ②                           11時～12時 30分 

「インクルーシブ教育と就学相談・就学先決定について」 

講師 千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課 根本 敦先生 

 

企画趣旨 

午前の部は 2 本立ての企画となります。前半のテーマは「国家資格・公認心理師に関す

る最新情報と今後」です。ご承知のとおり、2015年 9月に公認心理師法が成立し、2016年

4月には日本心理研修センターが指定試験機関に指定されました。 

公認心理師に関わるこれまでの動きと今後について、日本臨床発達心理士会幹事長･荘厳

舜哉先生に講演していただきます 

休憩を挟んで後半のテーマは「インクルーシブ教育と就学相談・就学先決定について」

です。インクルーシブ教育システム構築への動きの中で、「合理的配慮」提供についてこれ

までの研修会で取り上げてきましたが、今回は、就学先決定の仕組みについて、その考え

方とシステムはどのように変わってきているのか、千葉県教育庁教育振興部特別支援教育

課・根本敦先生にお話しいただきます。 

 異なるテーマの 2本立てとなりますが、午前の全日程参加で 1ポイントの研修会とさせ

ていただきますので、ご承知ください。 
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―午後の部― 

テーマ「乳幼児発達相談のスキルアップ講座 PartⅡ」 

～就学前の幼児へのアセスメントと支援～ 

第 1部 

講演 子どもと保護者の歴史を大切にする就学支援の考え方と具体的な方法 

～「ピカピカの 1年生」をみんなで支えるために～ 

講師 千葉大学教育学部 真鍋 健先生 

 

第 2部 

就学前の幼児の仮想事例検討（ワークショップ形式） 

企画趣旨 

乳幼児発達相談は、支援を要する子どもにとっては生涯にわたる支援の入り口となり、

保護者にとっては障害受容にかかわる繊細な配慮を必要とする時期にあります。千葉支部

では、2015 年度 2 月研修会において、4 歳未満児を対象にした乳幼児発達相談の事例検討

を行い、インテークでのアセスメントと支援について研修しました。今回は、対象児の年

齢を就学前の幼児とし、就学に向けた支援について具体的に知り、仮想事例を検討します 

研修会は前半と後半の 2 部構成とし、第 1 部では、講師をお招きして小学校就学前の幼

児への支援についての理解を深めます。続く第 2 部では、グループに分かれて、就学前の

幼児を対象とした仮想事例のアセスメントと支援についてワークショップ形式で検討しま

す。                                （實川 慎子） 

講演概要 

「小学校への就学」は本来、すべての子どもにとって喜ばしいライフイベントです。し

かし、障害をはじめとして、配慮を必要する子どもやその保護者がそこにたどり着くまで

には、とても多くの障壁があり、ポジティブな気持ちを持つことがなかなかできないケー

スもあります。 

こうした当事者らに対して、周囲の支援者はどうかかわっていけばよいのでしょうか。

ここ 10 数年近くの間に、整えられてきた日本の就学支援の特徴に触れながら、個々の子ど

もや家族に寄り添うための方法について、「当事者の歴史」をキーワードとしながら考えて

いきます。                              （真鍋 健） 

 午前・午後とも有資格者向け研修会です。 

 午前の部は全日程参加で 1 ポイント(テーマ①またはテーマ②のみの参加は

ポイント不可)となります。 

 IDカードと参加記録ノートの両方を必ずご持参ください。 

＊本年度はバーコードによる参加受付と参加記録ノートの両方の併用となります。 

 受付時に IDカードと参加記録ノートの両方をお預かりします。 
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2016 年度 第 1 回 資格更新研修会報告 

■日時＊２０１６年５月２２日（日）■会場＊千葉大学西千葉キャンパス 

■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   畦蒜 秀彦先生 

 テーマ「障がい者権利条約」と教育 

講演 インクルーシブ教育システム構築に向けて ～合理的配慮と基礎的環境整備～ 

今回の研修は、前回の「障害者差別解消法」の研修をうけて高等学校での実践発表を含

めてインクルーシブ教育のシステムの構築にむけて具体的に理解することを目的とした。 

 畦蒜先生は、 特別支援教育の動向、インクルーシブ教育システムの構築、合理的配慮

と基礎的環境整備 千葉県の特別支援教育の現状と課題、基礎的環境整備としてのユニバ

ーサルデザインの視点を取り入れた授業作り（実践事例）という豊富な内容でご講演くだ

さった。今回の副題である合理的配慮と基礎的環境整備について「明日の国語の授業で、

形式段落ごとに指名読みをするので家庭で自由に練習してきてください。」と宿題を出す場

合の例をとして合理的配慮と基礎的環境整備イメージ図を示して説明された。保護者から

の要望に応じて基礎的環境整備としての学級全体の共感的理解・学習ルールの明確化・家

庭学習の日常化・ユニバーサルデザインの視点・読書タイムの充実を実施する。合理的配

慮として拡大教科書や新出漢字のルビ・目印のシール・スラッシュをつけるスリットの使

用。個別の支援として授業での支援員の声かけや補助をあげられた。更に小中学校・特別

支援学級での基礎的環境整備として授業つくりの実践事例を多く示された。「個別の支援」

から「集団の中で個が輝く授業」へと共生社会に向かって明らかに変化することが理解で

きた。私たちは今までやってきた配慮を再整理して取り組まなければならない。合理的配

慮の決定までのプロセスとして申し出・調整・決定の過程で説明責任と合意形成の重要性

が理解できた。会員の感想にも新しい概念である合理的配慮の内容について具体的に示さ

れたので理解が深まったという声が多かった。今後、高等学校での特別支援教育の推進が

課題とされた。 

 

■講師：千葉県立佐原高等学校教諭   古山 勝先生 

講演   高等学校における特別支援教育の取組 

～特別な教育課程の編成から教育実践へ第２年次～ 

文部科学省指定研究Ｈ２６～Ｈ２８「個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事

業として実践された内容であり、普通高校における対人関係の能力等の育成を目指し、カ

リキュラムの作成及び指導方法の研究をしてきた。①高等学校の教育課程に特例を適応し

て、特別な教育「自立活動」等を編成した。②学校設定教科・科目「心理学」の選択教科

を設け、自己理解力や他者理解力、人間関係形成能力、コミュニケーション力等について

取り組んだ。 

高等学校での自立活動の内容や心理学の設置が新鮮であった。高等学校には発達障害の

生徒が進学していることから必要性が高まると感じた。 

（文責 小田島 和枝） 



[5] 

 

総会報告 

2016年 5月 22日(日)に千葉大学西千葉キャンパスにて、2016年度千葉支部総会が行わ

れました。今年度は役員改選の年度ではありませんが、1 名が都合により役員を辞退した

ため、新たに 1 名の役員の改選を行いました。また、この改選にともない副支部長の改選

も行われ、渡邉正人先生(千葉県立袖ケ浦特別支援学校)が選ばれました。 

2016年度の活動計画として、年間 3 回、4ポイント分の資格更新研修会と、このほかに

地域研修会の開催が提案されました。また、年間 3 回のニューズレターの発行、支部ホー

ムページ、SOLTI による支部会員への一斉メールによって情報提供や案内の充実をはかる

こと、国家資格・公認心理師に関わる諸活動を行うことなどが提案されました。 

昨年度の総会で支部規約が改正され、会員の 4 分の１の出席をもって総会の成立とする

こととなり、最初の総会となりましたが、会員の 4分の１を超える 62名の出席をもってす

べての議案が承認されました。支部会員の皆様のご協力に感謝いたします。 

なお、2016年度千葉支部資料については、千葉支部ホームページに掲載してありますの

で、詳細についてはそちらでご確認ください。         (事務局 鈴木 彰典) 

 

地域研修会報告―東総地域研修会―  

■日時＊2016年 7月 3日（日）13:30～16:30 ■会場＊匝瑳市八日市場公民館 

■講師＊杉山 利恵子先生 鈴木 明美先生 （千葉盲学校教諭） 

演題「見ることに困難のある子どもへの理解と支援について」 

「見ること」に関して配慮が必要なお子さんに対して、どのように実態把握をし、どのように支援

をしたらよいかを学びました。 

「見ること」の配慮が必要なお子さんは、弱視・斜視・眼振などによって視力が弱い場合、視力は

よいのに目からの入力機能・視覚情報処理機能や出力機能が弱い場合などが考えられ、多方面

からアセスメントし、個に合った合理的配慮をしていく必要があることを、模擬体験や実際の教材・

教具・補助具を紹介していただきながら学びました。 

「できる・できないが問題ではない。見え方に関するその方の現れには、それぞれの背景がある。

個の実態をよくみることから出発し、見ることについての支援を行う。改善・改良のチャンスはたくさ

んある。」ということを教えていただきました。 

子どもたちを支援する上で，大変参考になった内容でした。地域研修会でしたが、他支部から

の参加もいただき、参加者２２名となりました。会場が狭く、ご不便をおかけしましたが、ご理解いた

だきましたことに感謝申しあげます。              （文責 千葉支部 大槻 美智子） 
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事務局だより 

 

〇研修会の受付について 

2016年度より研修会受付のバーコード読み取り方式が行われています。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。 

手続きの関係で、受付で IDカードと参加記録ノートの両方をお預かりし、研修会終

了時にお返しします。ご承知くださいますようよろしくお願いたします。 

 

○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 

 

〇全国大会での支部活動報告について  

9月 10日(土)、11日(日)に全国大会が、大阪・和歌山支部の主催で大阪国際交流セ

ンターにて開催されます。期間中パネル展示として支部活動報告会が行われます。全

国大会に参加される方は、ぜひ千葉支部のパネル展示にお立ち寄りください。 

 

 

 

 

編集後記 

今年は異常気象ともいえる天候不順による暑い夏でした。 

体調管理も難しく、夏バテ気味の毎日だったと思われます。これから食べ物の美味しい食欲の秋

となります。皆様も美味しいものを食べて、読書等で知識を養い、秋の夜長を過ごしてください。 

ニューズレター内容も定着しつつあります。今後の会員の皆様からの率直なご意見をお待ちして

おります。  （S&M） 

 

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

