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巻頭言      NPO法人子育て・教育支援センター ピア 関沢 友子 

子どもたちの未来とこれからの支援 

1 年半ほど前に職場で「2045 年問題」について知る機会がありました。これは、2045 年に人工

知能が人間を超える「シンギュラリティ（技術的特異点）」に到達するという予測で、それによっ

てさまざまな問題が生じてくると考えられています。臨床発達心理士として皆さんはどのように感

じていらっしゃるでしょうか。 

ネット上では、シンギュラリティに関する情報が溢れていて、発明家レイ・カーツワイル氏の予

測のことや、既に将棋や囲碁でＡＩが勝利したこと、今後 10～20 年で、コンピュータ技術により

約半数の仕事が自動化される可能性があるというオックスフォード大学准教授のマイケル・オズボ

ーン氏の論文、更には物理学者スティーヴン・ホーキング氏からの完全な人工知能の開発に対する

危険性への警告もあります。また、シンギュラリティへの懸念、批判などそれぞれの捉え方が実に

センセーショナルな書き方で紹介されていて、出典や信憑性を確認できないまま、ぐんぐん引き込

まれてしまいました。 

文部科学省の教育課程企画特別部会論点整理（2015）の中にも、「シンギュラリティ」やマイケ

ル・オズボーン氏の予測などが脚注に記されています。そして、本文２頁に「これからの子供たち

には、…（中略）…膨大な情報から何が重要かを主体的に判断し、自ら問いを立ててその解決を目

指し、他者と協働しながら新たな価値を生み出していくことが求められる。」とあり、「予測できな

い未来に対応」するために必要な「資質・能力」が挙げられ、更に期待される学校教育の役割が述

べられています。 

ネット検索のように瞬時に大量の情報をキャッチできる便利さは技術革新の恩恵ですが、わずか

10～20 年で社会が大きく変化していくとなれば先は見えにくく、人、特に子どもたちへの影響は

計り知れません。支援者として自分にできることは…？よく考えてみれば、これまでも幼稚園から

高校まで伺って、情報の取捨選択、判断力、自己表現、他者との関わり方などが苦手な子どもたち

を支援してきているのです。もっとも、こうした職業が 2030 年頃にはどうなっているかはわかり

ませんが、2030 年、2045 年の世界をぜひ自分の目で確かめたいものです。いよいよ平成 30 年度

から新幼稚園教育要領がスタートします。これからの社会の動向にしっかり目を向けて、子どもた

ちの未来、生きる力に繋がる支援を意識しつつ、臨床発達心理士として皆様と共に歩んでいきたい

と思っています。 
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2018 年度第１回千葉支部研修会 

2018年 5月 27日（日） 

９時３０分～１２時３０分 ９時より受付 

 

講演「発達性読み書き障害について」 
 

講師 宇野 彰 先生 筑波大学教授 

 

《概要》 

発達性ディスレクシア（発達性読み書き障害）とは、知能が正

常であったとしても文字がなかなか習得できない障害で、日本語

話者では約 8％近くと報告(Uno et al.2009)されています。努力し

ても習得が困難なのですが周囲には努力していないと思われ、な

かなか理解してもらいにくいという特徴があります。例えば、知能が十分に高い

にも関わらず、小学６年生になってもひらがなが完璧には習得できていない重度

例から、毎週の漢字テストでは、なんとか合格できるのですが、二か月前に合格

したはずの漢字をほとんど覚えていない軽度例まで様々です。客観的な検査によ

ってのみ明確な診断評価がされます。(宇野彰研究室 HPより) 

本研究会は、この分野の研究の第一人者である宇野彰先生(筑波大学 人間系障

害科学域、人間総合科学研究科教授)に、発達性読み書き障害の概論的な内容につ

いて講演していただきます。 

研修会をとおして、読み書き障害の人たちへの正しい理解と支援の方法につい

て、参加者の皆様とともに研修を深めたいと考えています。 

【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） 

千葉市稲毛区弥生町 1-33 

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 

 研修ポイント 1ポイント 

 当日受付で集金します。 

【参加方法】 有資格者向けの研修会で定員 135名、他支部からの参加も可。 

事前参加申し込みが必要です。 

―――――――――――――――申し込み受付開始―――――――――――――――― 

千葉支部会員－2018年 3月 10日より。 他支部会員－2018年 4月 20日より。 

氏名、支部名、登録番号を必ず明記の上、 

jacdpchiba@yahoo.co.jp 宛てにメールで送信してください。 

参加の可否について返信します。なお、定員になり次第、締め切りといたします。 
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※注意事項 

 当日の受付は ID カードのバーコード読み込みによりオンラインで行います。ID

カードを必ず持参してください。 

 参加にあたっては会費の納入が必要です。2018年度の会費が未納の場合は、資

格更新ポイントは取得できません。会費の納入状況について事前にご確認ください。 

 確認は会員情報管理システム SOLTIにて行うことができます。 

 

研修会終了後、2018年度千葉支部総会を行います。 

 議題 2017年度活動報告、2018年度活動計画、2018年度役員案 

 連絡 2017年度収支報告、2018年度予算案等 

 

 

2017 年度 第３回 資格更新研修会報告 

■開催日 ２０１８年２月２２日（日）9：30～12：30 

■会場 千葉大学西千葉キャンパス 

講演 WISC－Ⅳを活用したアセスメントと支援 

－検査結果のフィードバックと報告書作成を中心に－ 

講師 大六 一志 先生 

 

検査結果報告書とフィードバック 

検査使用者の責任   

記録用紙のコピーや複製を本人や保護者・一般の教員に渡すと意匠権の侵害になる可

能性がある。 

基本１． 知能検査の目的は，問題（主訴，つまずき，相談内容）の原因と対応策を知る

こと。検査者は検査を実施する前に問題を確認し，原因の仮説を立ててそれを検

証しながら検査を実施しなければならない。 

基本２． 検査結果は，問題（主訴，つまずき，相談内容）との関係がわかるように報告

する。検査結果と受験者の日常生活で起きている問題を結びつけてフィードバッ

クする（原因の説明）。このことで専門用語を使わないで理解しやすくなる。文献

も探しやすい。支援者や保護者が文献を探すことができるようにする。 

基本３． 対応の考え方として，手段と目的は区別する。目的を達成することが公平であ

るべき。手段はいろいろある。そのひとつが合理的配慮になる。 

基本４． 行動の問題については，知能検査が明らかにするのは背景因である。直接的な

解決方法は機能的アセスメントで検討する。行動の問題は本人にだけ注目しても

本質的解決は望めない。問題となる行動は未熟な対処行動と捉え，行動レパート

リーの不足と捉える。行動の意図（実現したかったこと）は何か。それは行動に

よって実現したのかを考える。 
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報告書には何を書くのか。 

本文の前に  

 １．報告書作成年月日  検査年月日 

 ２．対象児氏名 学年 生活年齢 性別 所属学校 

 ３．検査者氏名，資格 (所属) 

 ４．相談内容（主訴） 

   保護者や学校の問題意識に基づき，専門家の視点で見て問題の本質と思われるこ

とを記載する。「判定のため」は検査目的であり，主訴ではない。 

 ５．実施検査のリスト 

   原因を明らかにするためにはＷＩＳＣ－Ⅳのみでは不足である。  

 

本文 

 １．検査時の様子 

 ２．検査結果の報告 

   ①全体的知的水準   

 全検査ＩＱで遅れがない場合は自覚と工夫を念頭に支援する。遅れがある場   

合は知的発達水準を推定し，その水準に主訴となっている課題を合わせて支援 

する。すべて知的水準のことしかできないわけではない。技能や知識は発達水 

準以上に進んでいる可能性があるので，それも活用する。 

②個人内差 

    指標得点の解釈を優先する。ＧＡＩ，ＣＡＩ，臨床クラスター，下位検査，プ

ロセス分析の数値は記載せず，解釈はＩＱおよび４つの指標得点に含めて報告す

ることを推奨する。群指数の新しい指標として一般知的能力（GAI）と認知熟達

度指標（ＣＰＩ）がある。発達障害児における弱い能力の多くは熟達を求められ

る能力である。 

   ③問題（主訴）の原因の説明 

      基本１参照  

 ３．問題への対応 

   ①具体的な指導書や教材を紹介する。 

   ②通常の教室，特別支援教室，家庭それぞれの役割を分担を意識して指導方針を   

       考える。 

   ③年齢や発達水準に適した指導方針を考える。 

 

結果の伝え方  

 １．支援者・養育者へ 

問題意識を聞く。答えを検査結果から伝え，こうすればできるはずを伝える。結

果への感想を聞く。対応策への感想を聞く。すでにやっている適切な対応を支持す

る。問題意識への対応を中心に更に２次障害のリスクを防ぐために決断のタイミン

グを伝える。 
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２．本人へ：総論 

  発達障害では，将来の成功のためには特性の自覚，必要なサポートの理解が不  

  可欠。検査の結果を通して特性の自覚を促すことが重要。本人の問題意識を聞き， 

 検査に基づきできることを確認し問題を解決する方法を一緒に考える。問題の自 

 覚が乏しい場合にはその背景にある意図や願いを一緒に検討する。 

①学習の困難．多動・衝動・不注意 

 自分特有のミス・パターンを自覚（言語化）することが重要。検査結果を基に  

 問題の原因に注目させる。トレーニング法を伝達し，効果の見通しを伝える。 

②社会性の問題，自閉スペクトラム症 

 社会性の問題：社会性はＷＩＳＣの測定対象外であり，基本４を参照する。 

 自閉スペクトラム症：検査結果の受け止めはそれまでにどれほど特性特異的教  

 育を受けたかによって変わる。相談内容や検査結果を踏まえてチェックリスト   

 を作りチェックさせると自覚の程度や様相がわかり説得に使える可能性がある。                                  

                                 （小田島和枝） 

 

２０１８年度 千葉支部東総地域研修会のお知らせ 

講演「ムーブメント教育による子どもの発達支援について」～実践編～ 

講師 松川 節理子 富里市保健センター心理相談員 
（臨床発達心理士・ムーブメント教育・療法上級指導者） 

【日程】  2018年 7月 1日（日） 

【時間】  ９時００分～１２時００分 ８時５０分より受付 

【会場】  匝瑳市八日市場公民館 （大会議室） 

住所：〒289-2144. 千葉県匝瑳市八日市場イ 2402番地.  

電話： 0479- 72-0735  ※ＪＲ総武線 八日市場駅から徒歩５分 

【参加費】 1000 円 

◆ ポイント 1ポイント 

◆ 事前に参加申し込みの必要はありません。 

◆ 動きやすい服装でご参加ください。 

企画趣旨 

子どもたちのコミュニケーションなどの発達を支援する時、ムーブメント教育によるこどもの

発達支援は大変有効だと言われています。 

ムーブメントは、アメリカの心理学者の提唱した発達支援教育が元で、音楽に合わせて体を動

かすことにより子供たちの自主性、自発性の向上を目指し『からだ（動くこと）』『あたま（考え

ること）』『こころ（感じること）』の調和のとれた発達を援助するものです。幼児期や学童期に、

道具を使い自分で考えて遊ぶことが脳や心理の発達に重要だと言われています。 

昨年度は、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が、今回は支援の実際に関して更に深く、実践的に

学びます。 
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事務局だより 

〇会費納入確認について――――――――――――――――――――――――――――― 

2018年度会費の納入は済んでいますか? 

2018 年度の第 1 回資格更新研修会と総会が 5 月２７日(日)に計画され、千葉支部会

員の方の参加申込が始まっています。 

繰り返しお知らせとなりますが、研修会の時点で 2018年度の会費が未納の場合には、

受付時にそのことが表示され、研修会に参加していただいてもポイントの付与がされ

ないということをお伝えしなくてはならない事態となってしまいます。 

そのようなことのないように、事前参加申し込みをしていただく研修会については、

メールでの申込時に SOLTI にてチェックして事前にお伝えできるようにしたいと考

えておりますが、会員の皆様においても、参加申込の際に、2018年度会費の納入が済

んでいるか確認をしていただきますようお願いいたします。確認は「会員情報管理シ

ステム SOLTI」にてすることができます。 

 

〇役員改選について――――――――――――――――――――――――――――――― 

2018 年度は 3 年ごとの役員改選と年度となります。お知らせしておりますとおり、

規約により役員は 1 期 3 年で再任は 3 期までとなっています。今後、計画的に新しい

役員の方に加わっていただく必要があります。 

役員の仕事は、研修会の企画・運営が主なもので、年間 6 回程度の役員会を行って

います(このうち 3回は支部研修会当日の終了後に行っています)。 

支部会員の皆様にはアンケートをお願いいたしましたが、今後も皆様のご理解と協

力をお願いいたします。 

 

〇千葉支部事務局から会員の皆様への連絡について――――――――――――――――― 

千葉支部会員の皆様への連絡は、本ニューズレターと、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。このメールについて、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 

今年は異常気象の年でした。そのような年であるにも関わらず、千葉県は本当に恵まれている県

であると改めて感じました。 

日ごとに暖かさを感じる時期ですが、会員の皆様は体調を崩されていらっしゃいませんか。 

新年度の始まりです。日々変化する社会現象に対応できる、体と心を身につけたいと思います。 

（ S&M ） 

 


