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巻頭言             植草学園短期大学 堀 彰人 
「地域研修会 in 東金」に参加して 

 

先日、ＬＢＧＴをとりあげた「地域研修会 in 東金」に参加させていただきました。あ

る調査によるとＬＧＢＴと称される方々は、約５％と報告されています。 

３５人の学級であれば２人前後はどの学級にも潜在していることになります。関連の資料

には「いない」のではなく、「あなたに言えない」のだと訴えかけています。 

インクルーシブ教育システムの構築が叫ばれています。個の支援を進めていこうとする

と、必ず「集団の理解」ということが、もう一方で不可欠であることを肌で感じている方

も多いと思います。「集団の理解」という言葉で想定されている対象は、ふと立ち止まって

改めて考えてみないかぎり、障害のある子どもたち（「視覚障害等」で示される特別支援学

校、特別支援学級、通級による指導で対象にされる子どもたちや、通常の学級に在籍する

発達障害がある子どもたち）であったりしないでしょうか。 

特別支援教育の文脈で語られてこなかった多様な子どもたちも想定し、多様性を尊重す

る（否定、排除しない）学級や学校、そして社会の風土が醸成されていく中で、障害のあ

る子どもたちも、安心してありのままの姿で学校生活が送れることが大切なはずです。 

私の身近にも、性別違和を感じ、苦しんできた人がいます。彼は、例えば、私たちが何

気なく作成・配付し記入を求める様々な文書類にある性別欄を見るたびに、自身の現実に

向かい合わざるを得ません。研究上、性差を一要因に考える場合ももちろんあるでしょう

が、一般的な提出文書の中に、その後の事務手続き上、性別で二分することが不可欠なも

のがどれほどあるのでしょうか。言われてみて、気づきます。 

誰もが安心して過ごせる学級（学校、社会）づくりを目指す上で、私たち自身の「みん

な」、「たいてい」、「普通」に実は想定していない対象があるかもしれないことを念頭に置

き、様々な声に触れ、想像力を持ちながら、多様な方々と、そして自分自身と丁寧な対話

を重ねていく必要があるのだろうと思います。 
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2016 年度第 3 回千葉支部研修会 

2017年 2月 12日（日） 

【時間】  ９時３０分～１２時３０分 ９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】 1000 円 

 ポイント 午前 1ポイント 

 本研修会は事前参加申し込みが必要です(有資格者向け研修会) 

 

講師 大六 一志 先生 

講演 WISC-Ⅳ知能検査の解釈と支援 

～合成得点の解釈と支援法を中心に～ 

 

企画趣旨 

千葉支部では、これまでの研修会において事例検討を積極的に行い、就学前の子どもや

学齢期の子どもの的確なアセスメンの方法と、正しい子ども理解に基づいた支援方法のあ

り方について、講演、事例報告、事例にもとづく演習などの形で研修してきました。 

本研修会は、大六一志先生をお招きし、最もよく使われる身近な心理検査のひとつであ

る WISC-Ⅳ知能検査について、合成得点の解釈と支援法を中心に以下の内容についてお話

しいただきます。 

WISC-Ⅳを含む心理検査の概要と歴史的背景・解釈から支援へ－合成得点を中心に臨床ク

ラスターを含めて－報告書とフィードバックについて講演後には質疑応答の時間を設け、

本研修会が会員の皆様が直面する子どもたちへの支援に活かしていただけるよう企画しま

した。 

 

◎本研修会は事前申し込みが必要です(有資格者向け研修会)。 

○ 千葉支部会員の方－２０１６年１１月１５日より受付開始 

○ 他支部会員の方－２０１７年１月１日より受付開始 

参加は先着順とし、150名に達した時点で締め切りといたします。 

下記メールアドレス宛に、氏名、支部名、登録番号を記入して送信してください。 

【jacdpchiba@yahoo.co.jp】 

折り返し参加の可否についての返信をいたします。 
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研修会当日は、IDカードと研修ノートを必ず持参してください 

詳しい要項については、千葉支部ホームページで確認してください。 

 

 

2016 年度 第２回 資格更新研修会報告 

■日時＊２０１６年１０月２３日（日）■会場＊千葉大学西千葉キャンパス 

午前の部≫≫≫≫≫ 

講師 日本臨床心理士会幹事長 荘厳舜哉先生 

講演 公認心理師に関わる最新情報と今後 
 

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・荘厳舜哉先生にご講演いただいた。 

上記の動きを受けて、「公認心理師カリキュラム等検討会」での議論、国家試験実施までのスケ

ジュール（イメージ）、今後 3 種類の臨床発達心理士が生まれること（①公認心理師資格をもつ方

＜Aタイプ：修士課程修了・Bタイプ：学部卒＋インターン経験・Cタイプ：経過措置《現職者認

定》＞、②公認心理師を受験しない方、③公認心理師を受験できない方）をご紹介いただいた。そ

の上で、臨床発達心理士が目指すのは「人の個体発達という総合現象を、遺伝と環境の複雑系の視

点から展望し、その人にあった育ちと QOL を支援する」ことという視点を忘れずに、公認心理師

の今後の動きに関心をもちながらも、臨床発達心理士として研修を積み、実践を重ねていきたいと

強く感じた講演だった。 

 

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 根本敦先生 

講演 インクルーシブ教育システムと就学相談・就学先決定について 

 

まず、これまでの施策に関する国の動向をご紹介いただいた。続いて「就学相談・就学先決定」

と「インクルーシブ教育システム構築」について、Q＆A形式で、初めに各自で答えを考え、次に答

えと根拠となる法令や通知のご説明をいただいた。そのうち３問をご紹介するので、○か×かを考

えたら、項末の「答えと理由」を確認していただきたい。 

Q１：障害のある子供の就学について、最終決定は保護者が行う。 

Q２：障害の状態のみならず、支援の内容や支援体制の整備状況によって、特別支援学校から小

中学校へ転学することができる。 

Q３：教育支援委員会（就学指導委員会）は、就学先決定の際にだけ助言を行う。 

勤務校で就学指導を担当しているのに間違った項目があったので、再度確認して就学相談や就学

指導の任に当たらなければとの思いを強くした講演だった。 

（Ｑ＆Ａの回答につきましては５ページに掲載させていただきました。） 

（佐々木 郁子） 
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午後の部≫≫≫≫≫ 

講師 千葉大学 真鍋 健 

講演 「子どもと保育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～ 

 

真鍋先生の講義では、現在の就学支援の概要について、その背景と現状について講義をしていた

だいた。就学支援の考え方やシステムが変化したのは、２０００年以降で、それまでは学校教育法

施行令第２２条の３に基づいて「特別支援学校」への入学は都道府県の教育委員会が就学先を決定

していた。しかし、ノーマライゼーション思想や科学技術等の進歩などもあって、就学支援の対象

も多様化し、•平成２４年以降は子どもと保護者、地域の実情に応じ柔軟に対応する方向に変化しつ

つある。その一例として「就学支援シート」の活用が各地域で推進されてきたが、就学前の情報を

関係機関がまとめる作業の煩雑さ、就学後の関係機関がその情報を活用しきれない等課題も多い。

このような状況を考える一つの視点として、アメリカでは就学支援の状況についてご紹介いただい

た。アメリカでは情報の引継ぎ以上に、新しい環境への移行準備と適応に重点を置いた「就学支援

移行計画」を作成している。就学は子どもと家族にとって、それまで築きあげてきた生活の崩壊と

再構築でもある。それぞれがたどってきた「歴史」を大切に当事者が主人公となれるよう、そこに

寄り添う存在が必要である。そのために、今後の就学支援の在り方として、組織的な支援システム

の構築が必要になってくるであろう。 

（関口 薫） 

 

乳幼児発達相談のスキルアップ講座 PartⅡ 

～乳幼児の幼児へのアセスメントと支援～ 

 

午後の部後半は前半の真鍋先生の講義を受けて事例検討会を行いました。 

今回は巡回相談を想定し、対象児は保育園就園の 5歳男児。黒澤礼子先生の仮想事例を基に方向

性や具体的な支援方法について検討されました。前半の講義を受け、再来年度に控える就学も視野

に入れた内容となりました。 

参加者は 1 グループ 7～8 人、全部で 6グループに分かれ、グループごとに自己紹介の後は、そ

れぞれ進行・発表者を決めることからスタートしました。 

セッションⅠでは個々の掘り下げて知りたいまたは必要と思われる情報をまとめ、質問タイムを

設けられました。健診後のフォロー、アセスメントの有無、入園までの育児状況などこれまでの支

援経過や生育歴に関して、偏食、常同行動、文字理解などの状況、好きなものや得意なもの、技能

や遊び方など子どもについて、保育者との具体的なかかわり方や他児との関係、給食など特定の場

面での様子、具体的な不適切行動など主に保育園での様子について、保護者の就労状況や子どもへ

の関わりの様子、関心、虐待の疑いの有無、父の存在、実際育児にかかわっているのは誰かなど家

庭状況に関することなど多岐に渡り、事例児が必要とされる支援に結びつけるまでに多くの情報を
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引き出したいと言う意欲を会場から感じることができました。これに対しては、当日不在の黒澤先

生にあらかじめ想定していただいた設定を活かして情報を提供する形となりました。 

セッションⅡでは約 30 分の話し合いが行われました。年 1 回の巡回場面、情報が十分ではない

状況でありながら、子どもの発達状況や傾向について仮説を立て、大きく２つの方向性での意見が

出ました。一つ目は子どもが通う園の現状を改善するためにできる環境などへ視覚支援、構造化、

保育者とのかかわり方など具体的なものが多くあげられ、二つ目は園を含めて必要に応じてどのよ

うな社会資源との連携ができるか、子どもの状況をより把握するための発達検査によるアセスメン

トの必要性、そのために、保健センターや療育機関との携、巡回相談者もどこまでの介入が可能で

あるか、適切につなげるために保護者や家族への心理的アプローチの必要性。そのために民生委員

などの活用や園の役割。乳幼児健診未受診者に対する体制の見直しの必要性。今後子どもや家族を

支えるための資源として医療機関や児童相談所への紹介や連携もできることなど、仮想事例ながら

多くの可能性や考え方を知る機会となりました。 

事例Ｔ君に最適の方向性が何かと言う結論を出す場ではありませんでしたが、他職種、他地域の

みなさんと共通の事例で話し合いができたことは有意義であったのではと感じました。 

(松川 節理子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【午前の部②】 

「就学相談・就学先決定」と「インクルーシブ教育システム構築」について、Q＆A 答えと理由 

A１：× 本人・保護者の意見を最大限に尊重し、合意形成を原則として、市町村教育委員会が最

終決定する。 

A２：○ 学校教育法の一部改正により、障害の状態に大きな変化はなくても、教育上必要な支援

の内容、地域における教育体制の整備の状況等を判断要素とし、市町村教育委員会の総

合的判断により転学することができるようになった。 

A３：× 就学先決定時だけでなく、就学後のフォローアップ等、その後の一貫した支援について

も助言を行うこととなった。 

 



[6] 

 

 

地域研修会報告―東総地域研修会―  

 

■日時＊2016年 11月 26日（土）13:30～16:30 ■会場＊東金市ふれあいセンター  

■参加者 16名 

 

講師：津吹 哲男 氏 千葉県教育庁東上総教育事務所教育相談室相談員 

テーマ：「LGBTsの理解と支援」 

【概要】 

昨年、渋谷区や世田谷区では、同性カップルを「結婚に相当する」ことを認めるとしたことが話

題になりました。また、リオオリンピックでは、アスリートのＬＧＢＴについてのカミングアウト

が以前より多かったというニュースもありました。 

平成 27年４月 30日付けで文科省から｛性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の

実施等について｝という文書も出ていますが、関心は高まってきているものの、長い間培われてき

た認識はなかなか変わっていかないのが現状だと思います。この研修では、これらの人々の理解と

支援について研修を深め、臨床発達心理士としての力量を高めたいと考えました。 

本研修では、前半に、性的少数者の理解をテーマに、セクシュアリティの構成要素には生物学的

性、性自認、社会的性役割、性的指向の四つがあるという観点から性的少数者の定義、人の性の種

類等についてのお話がありました。この中で、人の性は３２通りあり、セクシャルマジョリティと

いうのは、このうちの２通りでしかなく、残りの３０／３２が性的少数者となるというお話があり

ました。 

また支援という点では、具体的な事例を挙げながら、性的少数者の悩みの深さ、周囲の理解のみ

ならず、生きる上でのアイデンティティの問題であることがわかってきました。性的少数者の理解

には、まず否定しないことが重要であるということも、わかっているようでなかなか実感できない

ことでもあると感じました。加えて、相談においての留意点等について講義や討論ができました。 

参加者の中には、性的少数者の人と何らかの関わりある人も多く、理解と支援について多くを学

べた研修会になりました。 

（渡邉 亮一） 
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事務局だより 

○ 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。 

研修会当日の受付の際に、バーコードの読み取りをさせていただきます。読み取りの漏れのない

ようにご注意くださいますようお願いいたします。 

 

○ 千葉支部ホームページについて 

☐ 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。 

☐ 支部ホームページには、研修会のお知らせ、最新のニューズレターと今までのニューズ

レター、総会報告、他支部ホームページへりリンク、関係学会へのリンクなどが掲載さ

れています。ご活用ください。 

千葉支部ホームページは以下です。 

http://www.geocities.jp/jacdpchiba/ 

 

○ 一斉メールと会員情報管理システムについて 

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。メールアドレスの変更が

ありましたらご自身で変更をよろしくお願いいたします。そのほかに、氏名、住所、所属等の基本

情報に変更があった場合には、会員情報管理システム<SOLTI>にてご自身で変更をする必要があり

ます（本人にしか変更が出来ません）のでご注意ください。 

また一斉メールについては、メールソフトによっては「迷惑メールの可能性があります」等の表

示が出る場合があります。迷惑メールとして振り分けられてしまう場合もありますので、メールが

届いていない場合はメールソフトの迷惑メールフォルダを確認してみてください。 

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 

早いもので平成 28 年も残すところわずかとなりました。会員の皆様は、通常の業務に追われ、

お忙しいことと思います。少しの癒しを求め、イルミネーションを見に行ったり、年始詣りに行か

れる等、健康に留意しながら楽しい年末年始をお迎えください。（S&M） 

 

http://www.geocities.jp/jacdpchiba/
https://service.gakkai.ne.jp/solti-asp-member/auth/JOCDP

