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巻頭言                  渡邉 正人 

 

教育支援活動における合理的配慮の一事例 

 

2017年度(第 13回)総会が 2017年 5 月 28日に開催され、今年度の活動計画などが承認

されました。2007年に臨床発達心理士会関東ブロックが解散し、千葉支部独自の活動が始

まってから今年度で 12年目となります。千葉支部が設立当初から「千葉の地域特性」や「生

涯発達」を中心にした研修会企画、地域でのネットワークを大切にした地域研修会につい

ては今後も重視して行きたいと考えています。これからも千葉支部会員皆様のご協力とご

支援をいただきますようよろしくお願いいたします。 

さて、私は副支部長を仰せつかっておりますが、特別支援学校の現職教員の１人として 

教育支援活動に携わっています。日々幼児児童生徒や保護者、関係機関の方々と直接関わ

りながら、特別支援教育が推進できるよう努めています。現在は、肢体不自由の特別支援

学校の高等部３年生を担任しており、医療的ケア（経鼻胃チューブによる栄養・水分注入

や口腔・鼻腔内吸引等）が必要な生徒に自立活動を主とする教育課程の授業を行い、学校

生活を共に過ごしています。ある日、担任している生徒の保護者から「住んでいる自治体

の市長選挙が行われるため、18 歳になった子に選挙について指導していただきたい。」と

いう主旨の依頼がありました。障害者権利条約に批准した日本において合理的配慮はどの

ように行ったら良いかと自問自答している最中のことでした。高等学校の地理歴史・公民

の専修免許状を持っている私にとって、生徒や保護者の意向を尊重しながら選挙について

どのように指導すれば良いか非常に悩みながら、昼食の注入時を中心に学習を進めました。

日常生活を健康に過ごすことが難しく、発達検査を実施することも厳しく、初対面の方に

自分の気持ちを伝えることが困難である生徒がどのように選挙に臨めるのかとても心配で

した。選挙時の配慮事項については保護者から選挙管理委員会担当者に伝えてもらい、生

徒は保護者と共に期日前投票制度を利用することができました。選挙管理委員会担当者か

らの質問には、自分の名前に対してうなずいたり、２名の候補者名を聞いて手を上げて選

択したりできたそうです。無事に投票を終えた翌日、保護者が選挙の様子をうれしく報告
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してくださった時、私の心の中ではどれくらい指導できたか疑問でした。自分の意思表示

や選択が難しい生徒への選挙の学習については、これからも悩み続けることと思います 

一方、今回の生徒をはじめ、医療的ケア（注入や吸引、人工呼吸器の管理等）を必要と

している生徒へ進路指導は、現在でも非常に厳しい現実が続いています。高等部３年生の

担任として、生徒が放課後等デイサービスやショートステイを利用しながら、卒業後に生

活介護の利用が継続してできるのか、訪問看護や訪問リハ等のサービス利用も視野に入れ

た方が良いか等、相談支援専門員や事業所の方々と連携して取り組んでいます。今後も、

幅広い視点にたった生涯発達支援が実施できるために研鑽姿勢を

もって自己啓発に努め、自分の倫理観や人同士や関係機関をつな

ぐ関係調整力をより高めていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

2017 年度第２回千葉支部研修会 

2017年 10月 22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。 

 

午前の部①          9：30～11：00 

 

講演「子どもの今までとこれからをつなぐ」 
～障害のある子にかかわる諸計画について～ 

 

講師 植草学園大学発達教育学部 広瀬 由紀先生 
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《概要》 

 2007年度に特別支援教育がスタートして 10年が経ちました。また、平成

29 年 3 月には、幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保

育要領が告示されました。いずれにも、特別な配慮を要するお子さんに対し

て、個別に計画を作成することが望まれると記されています。 

 この「個別の計画」は、フォーマットが決まっているわけではありません。

すなわち、保育者や園、そこに関わる人たちが協同してよりよいものを作り

上げていくことができるものであると捉えることができます。一方で、巡回

の先生方からは「必要と思われることを伝えたのに現場で活用されていな

い」、保育現場の先生方からは「現場に取り入れることが難しい」などの声

が聞かれ、ちょっとしたボタンの掛け違いが起きているかもしれない状況が

時折見受けられるようです。今回は、いくつかの自治体等における取り組み

例を紹介しつつ、領域ごとに見ているところの違いも踏まえながら、「子ど

ものため」に互いのベクトルがうまく作用するためのヒントについて、参加

された先生方と一緒に考えることができればと思っています。 

 

 

午前の部②          11：00～12：30 

 

講演「巡回相談における観察の視点と指導・助言」 
～支援員にむけた手作りガイド資料の活用～ 

講師 東京都台東区松ケ谷福祉会館 水谷 由里子先生 

 

《概要》 

 心理職に従事して 20 年近くが経とうとしています。6 年前からは東京都

台東区にある松が谷福祉会館こども療育室の非常勤職員（臨床発達心理士）

として勤務し、当会館の相談事業の１つである巡回相談を約５年間担当して

きました。この巡回相談では、公立の保育園、幼稚園、こどもクラブ（学童

保育）を対象に年間１回から複数回の定期相談の機会を設けています。また、

私立や民営の施設等からも依頼を受けて実施している。こども療育室に通っ

て来られるお子さんについての連携や支援依頼などを受けて、必要に応じ巡

回訪問を行うこともあります。巡回相談の内容は様々で、発達支援、精神面

の支援、基本生活の自立支援、保護者支援、虐待相談、支援者支援など、多

岐に渡っています。このような相談経験を通して、巡回相談における観察の

視点や指導・助言のあり方について、特に、要支援児に直接かかわることの

多い担任と支援員に向けて、子どもを理解する視点や立ち振る舞い方をわか

りやすく伝える為に、手作りガイド資料を作成してきたので、その試みにつ

いて紹介します。 
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午後の部            13：30～16：30 

 

講演「こころをラクにあたまをクリアに」 
～遅れのある子をはぐくむ親と専門家のために～ 

 

講師 臨床心理士 大林 泉先生 
 

《概要》 

 今回の研修会では、臨床心理士として相談支援の専門家でありながら、一

方で障害を持つ子どもを育ててこられた大林泉先生を講師として迎え、講演

をしていただきます。 

 大林泉先生の著書「こころをラクにあたまをクリアに」は、先生の体験と、

多くの障害を持つ子どもの親たちの言葉から成り立っています。 

講演ではこの著書の内容に基づき、前半は発達支援に携わる専門家とし

て、「親たちの思いに耳をかたむける」こととは何か、について講演をして

いただきます。子どもの言葉や発達のことで心配を抱える親たちは、日々の

暮らしの中で不安や悲しみ苛立ちなど様々な思いを抱えています。前半で

は、このような親の言葉を取り上げていただきます。我が子に「障害」があ

るかもしれないことを突き付けられたとき、それを親がどのように受け止め

るのか。親自身の悲しみや不安、葛藤だけでなく、親が置かれた社会との関

係を臨床発達心理士はどのようにとらえ支援すべきか、考えていきたいと思

います。 

 また、講演後半では「親と専門家がつながる」ために、親が専門家をどう

捉えているのか、専門家と接したときに親が抱く思いについて取り上げてい

ただきます。専門家としての支援や助言が、ともすれば親の期待や意図から

ハズレてしまうこと、深く傷つけてしまうことを、支援に携わる者は深く認

識する必要があるからです。また、診断名や療育の問題などは、専門家によ

っても説明や考え方も異なることがあり、親はしばしばそれによって混乱す

ることがあります。また、保護者からの要求についても、単に「現実的では

ない」「一方的である」と受け止めてしまうことがあります。 

しかし、親の思いや要求は「専門家がより良いサービス提供者へと成長し

ていく可能性の多さ」としてとらえていきたいと思います。 

これまで、千葉支部の研修会では具体的な支援の方法についての研修を積み

重ねてきましたが、しばしばそこで「支援に対する保護者の理解が難しい」

といったことが話題になってきました。今回の公演では、保護者の背景にあ

るものを臨床発達心理士が整理し、理解することにより、それぞれ置かれた

立場で、よりよい支援の在り方を考えていく契機にしていきたいと考えてい

ます。 
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2017 年度 第 1 回 資格更新研修会報告 

■日時＊２０１７年５月２８日（日）9:30～12:30 ■会場 千葉大学西千葉キャンパス 

テーマ 「療育手帳と特別支援教育」 

～療育手帳を持たない子どもたちへの支援と進路等の問題について～ 

■話題提供者 ①鈴木彰典（葛飾区教育委員会） 

②小田島和枝（香取市特別支援教育巡回相談員） 

③福田和司（湖北特別支援学校） 

鈴木彰典氏からは、本テーマの導入として障害者手帳の種類と内容、手帳所持者数など

基本的情報に触れた後に、千葉県の療育手帳制度の概要や特別支援学級、特別支援学校の

児童生徒の状況について報告された。千葉県の特別支援学級（小・中）、特別支援学校高等

部の児童生徒数は平成 18年から平成 28年にかけて約 2倍増となっており、本テーマの背

景が具体的に示された。 

小田島和枝氏からは、長く中学校の特別支援学級で教鞭をとられてきた経験をもとに、

手帳・診断書の有無でどのような進路選択の可能性があるか、高校進学を目指す場合は何

を指導しなくてはならないか等、学習面や社会性に関する現実的、具体的な課題、指導の

ヒントが豊富に挙げられた。また、高校受験の際の調査書の評定の問題や中学校支援学級

の学習環境や指導法に関する複合的な問題等も指摘された。 

 福田和司氏からは、千葉県特別支援学校、高等特別支援学校の入試制度や応募資格につ

いて報告がなされた。続いて特別支援学校流山高等学園を例に入学後の支援や進路指導の

実際、卒業後支援にかかわる関係機関等について説明があった。3 年生になるとハローワ

ークへの登録が始まるなど、必ず移行支援をしてつなぐことの重要性が強調されていた。 

後半は高等学校における特別支援教育の推進に関する情報に触れ、体制整備の状況や、

平成 28年度千葉県立関宿高等学校の研究報告が紹介された。 

 参加者からは手帳判定が年々厳しくなっている現実を指摘する声もあり、特別支援教育

と手帳の問題についてさまざまな視点から課題を提起した研修会であった。 

（池畑 美恵子） 

 

千葉支部 第 13 回総会報告 

 

 2017年度(第 13回)総会が 2017年 5月 28日に開催され、支部規約にある支部会員の 1/4

以上の出席により総会として成立いたしました。 

 総会では、2016年度活動報告と 2017年度活動計画の議案が承認されました。また、2016

年度決算と 2017 年度予算、資格更新ポイントの管理方法の変更について報告・連絡をさ

せていただきました。 

 総会の議案、連絡事項の詳細につきましては、千葉支部ホームページに資料を掲載して

ありますのでご確認ください。 

支部会員の皆様のご協力ありがとうございました。 
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地域研修会報告―東総地域研修会―  

■日時＊２０１７年７月２日（日）13:30～16:30 ■会場＊匝瑳市八日市場公民館 

■講師＊松川 節理子（認定ムーブメント教育・療法上級指導者） 

 

演題「ムーブメント教育によるこどもの発達支援について」 

～教科学習につながるムーブメント教育～ 

 
本研修会では、ムーブメント教育がなぜ発達支援に有効であるのかも含めた基本理論と学齢期の

教科学習のヒントになる実践方法を学びました。 

ムーブメント教育が、運動的な「遊び」を原点としており、自発的・自主的活動を引き出すアプ

ローチが基本となり「楽しい」と感じるかどうかを重要ポイントとしていることを学びました。ま

た「楽しい活動」だけにするのではなく、「からだ・あたま・こころ」を分離せず働かせることや、

個々に合わせた発達的観点をもってアプローチすることも念頭に置いて「いかに」取り組むかが重

要であることも知りました。そのための環境のひとつとして開発されたムーブメント遊具は素材や

色など様々な工夫がされていますが、参加者は理論を学び、その後理論に裏付けされた課題を実際

に体験する中で、より深くムーブメント教育の良さを実感することができました。 

東総地域研修として１１回目の研修でしたが、参加

者は東北・新潟・静岡と千葉支部以外からも７名おり、

総勢２６名と盛況でした。参加者からは、理論と実践

の双方を学ぶことができ、より理解が深まったという

声が聞かれました。 

 

 

（大槻 美智子） 

 

実技でムーブメント遊具・形板も体験 

 

事務局だより 

〇資格更新ポイントの管理について 

 繰り返しのご案内となりますが、資格更新ポイントの管理についてお知らせいたします。 

2017 年度より資格更新ポイントの管理方法が変わり、ポイントの管理は「会員情報管理シ

ステムＳＯＬＴＩ」にて各自で行うことになりました。また、5年ごとの資格更新もＳＯＬＴ

ＩによりＷｅｂ上で行うようになりました。 

詳しくは、本部事務局より皆様に郵送された「臨床発達心理士資格更新ポイント管理の移行

について」のマニュアル、または、日本臨床発達心理士会オフィシャルサイトの「臨床発達心

理士の方へ」→「資格更新」に掲載されているマニュアルでご確認ください。 

このことに伴い、今後、資格更新研修会で参加記録ノートは使用いたしません。ポイントの
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付与はＩＤカードをバーコードで読み込んで行います。研修会に参加する際、ＩＤカードを忘

れないようにご注意ください。 

また、2017 年度までの会費が未納の方については参加受付ができなくなるため、ポイント

の付与もできません。会費が納入済みであるか心配な方は、ご自身でＳＯＬＴＩで確認をして

ください。未納の場合は至急納入していただくようにお願いします。研修会の直前に納入され

た場合は、ＳＯＬＴＩの会費納入情報に反映されていないため、受付ができない場合がありま

す。 

また、研修会のときに参加記録ノートは使用しませんが、資格更新手続きの際には必要とな

りますので、くれぐれも紛失されないようにご注意ください。 

 

〇千葉支部事務局からの連絡について 

 千葉支部会員の皆様への連絡は、ニューズレターの支部ホームページへの掲載、研修会案内

や諸情報の支部ホームページへの掲載、支部会員への一斉メールの送付にて行っています。 

千葉支部会員あての一斉メールは、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」

欄に現在使用している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。 

メールアドレスの登録は 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 

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たりすることがあります。千葉支部からのメールが迷惑メール

とみなされて振り分けられていないか確認をしてください。 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

今年の夏は、天候の変化が激しく、各地で豪雨、突風による被害が多く見

られました。生活環境や食物への影響も多々みられ、寂しい気持ちになりま

したが、ようやく食欲が増す季節となりました。 

楽しんでおいしく食べ、長い夜を語らい、美しい景色をながめ、夏の疲れ

をとりましょう。（S&M） 
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