
[1] 

 

臨床発達心理士会千葉支部 

News Letter ちば 
201８年８月31日 第１２巻１号 発行元 日本臨床発達心理士会千葉支部 

 

目次 

1. 巻頭言・・・・・・・・・・・・・１ 

2. 2018年度第２回研修会のお知らせ・２ 

3. 2018年度第１回研修会報告・・・・４ 

4. 総会報告・・・・・・・・・・・・５ 

5. 地域研修会お知らせ・・・・・・・６ 

6. 地域研修会報告・・・・・・・・・６ 

7. 事務局だより・・・・・・・・・・７

 

巻頭言            植草学園大学 山田 千愛 

 

 このたびご縁あって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。千葉支部

に所属後、欠かさずに出席してまいりました研修会は、常に私にとって大きな学びの場と

なっております。役員会での様々な人との出会いを通して、経験を積みたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は幼稚園教諭・保育士を経て、現在は植草学園大学にて教育実習・保育実習に関する

授業を中心に担当しております。また、浦安市の保育所にて保育カウンセラーとして、子

どもの発達等を中心とした相談事業に関わっています。多様な人との関係の中で、私と関

わる人が少しでも笑顔で自分らしく過ごせるよう、日々努力している所存です。 

 最近の出来事です。保育カウンセラーとして保育所にいると、黙々と1人でブロック遊び

をしていた子どもが「見てー!」とブロックの作品を見せにきてくれました。子どもの作品

を認める言葉をかけると、パッと顔を輝かせて、「これも1人で作ったんだよ!」と次々に

保管してあったブロックの作品を見せに来てくれました。大学では、実習先に提出する指

導案を見てほしいと学生がやって来ました。何度か指導案の添削を繰り返す際に、実習へ

の不安を口にするようになりました。指導案のやり取りを通して気付いたことと実習のア

ドバイスをすると、「指導案を清書して実習頑張ります」と笑顔で部屋を出て行きました。

何歳でも、他者から自身の努力を認められる経験は自信につながることだと思います。子

ども達のできていることを認め、自信につなげ、更にできることを増やしていけるような

存在でありたいです。 
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2018 年度 第２回千葉支部研修会 

2018年 10月 28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 １時３０分～４時３０分 １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。 

 

午前の部①         ９：３０～１２：３０ 

 

講演「乳幼児期の発達のアセスメントと支援～新版 K式発達検査等の活用～」 
 

講師 弓削 晃一先生 

 

《概要》 

 本研修会では、長野県原村教育委員会の弓削晃一先生を講師にお迎えして、乳

幼児の発達のアセスメントについて、新版 K式発達検査の概要と特徴を中心にご

講演いただき、保育・教育実践に生かしていくための方法について理解を深めた

いと思います。 

  

 弓削先生から次のようなメッセージをいただいています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 新版 K 式発達検査の特徴は、0 歳から成人まで出来る検査です。今現在子どもをどう

見るのか見ることだけでなく、実践の検証や子どもの発達の過程なども見ることが出来

ます。しかし、検査器具が多いこと、１歳以降の検査項目では、決まった検査順序がな

いこと、障害児ではどこから初めていいのか見極めることなど少し経験が必要なことが

あり、躊躇する方も多いようです。WISC などと違い、期間をおかず実施することも出

来ます。2 回目以後は逆にやりやすくなります。はじめに新版 K 式発達検査の概要と特

徴を紹介し項目の認知的な解釈と発達との関連を述べたいと思います。どの検査でもあ

るいは観察でも子どものアセスメントをするときは、子どもの発達についての知見が必

要ですが、新版 K 式発達検査では、キーポイントとなる項目があり考えやすいところが

あります。そのことにも触れたいと思います。 

 また、私は千葉で特別支援学校に長い間勤めていたとき、できる限り発達診断をして

実践をしたいと思っていました。しかし、検査は出来ても制度や慣例などに阻まれ十分

にアセスメントから実践につなげることは出来ませんでした。現在の仕事でも心理検査

を沢山頼まれますが、多くは就学進路のために使われことで終わってしまいます。これ
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では、一生懸命課題に取り組んでくれた子どもや、相談をしてきた保護者の願いに応え

ることは出来ません。今回は、そういった経験も踏まえて、アセスメントを実践につな

げるにはどうしたよいか、問題を提起し、一緒に考えられたらと思っています。 

 

 

午後の部          １：３０～４：３０  

 

講演「学級の中の気になる子の支援～個の支援とクラスづくりから～」 
 

講師 漆澤 恭子先生 

 

《概要》 

 本研修会は、漆澤恭子先生に「学級の中の気になる子の支援～個の支援とクラ

スづくりから～」のテーマで講演していただきます。 

 漆澤先生は、東京都公立小学校で通常の学級や情緒障害特別支援学級の担任を

経て、2018年 3月まで植草学園短期大学教授として勤務され、現在、東洋大学・

明治学院大学・昭和女子大学・植草学園短期大学非常勤講師、三島市教育員会巡

回相談員、特別支援教育士スーパーバイザーとして活躍されています。 

 

 ご講演にあたって、漆澤先生から以下のようなメッセージをいただいています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

学校が楽しいのは、いろいろな友達がいて、自分を入れてくれる安心できるクラスが

あるからです。気になるＡさんがいる時、担任の先生はＡさんとクラスを常に視野に入

れています。やりにくさのあるＡさんですが、困っていることは、Ａさんだけなく、ク

ラスにもあるかもしれません。そして、Ａさんのやりにくさへの対応には、クラスの協

力も大切です。そんな思いから、Ａさんへの支援を、個の支援とクラスづくりの両面か

ら考えていきたいと思っています。 

 Ａさんもクラスの子どもたちもわかりやすい授業、楽しく過ごしやすいクラスに近づ

ければ、それはまさしく、インクルーシブ教育の時代の学級経営です。 

 

〇参加方法 

  有資格者向け研修会。他支部からの参加も歓迎です。 

事前申し込みの必要はありません。当日、直接会場にお越しください。 

IDカードを必ず持参してください。 

〇参加費 午前・午後各 1,000円。当日、受付で集金します。  

〇研修ポイント 午前・午後各 1ポイント 

本研修会についての問い合わせは、E メールでお願いいたします 

千葉支部 jacdpchiba@yahoo.co.jp 
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2018 年度 第 1 回 資格更新研修会報告 

■日時＊２０１８年５月２７日（日）9:30～12:30 ■会場 千葉大学西千葉キャンパス 

講演 発達性読み書き障害について 

筑波大学付属桐が丘特別支援学校長・筑波大学 人間系 障害科学域教授 

ＮＰＯ法人ＬＤ・Ｄyslexiaセンター理事長 

宇野彰先生 

 

1. 定義 

発達性ディスレクシアは，文字の音韻化や音韻に対応する文字の想起における正確

性や流暢性の困難さである。こうした困難さは音韻能力や視覚認知力などの障害によ

るものであり，全般的知能の水準や年齢からは予測できないことがある。感覚器の損

傷や環境要因が直接の原因とはならない。 

2. 原因 

大脳の構造異常によるものである。かな・漢字単語の音読と書字では音韻能力と視

覚認知能力と自動化能力の低さが発達性ディスレクシアの原因であり，更に語彙力が

影響している。 

3. 発達性読み書き障害児の出現率 

英語圏７～１５％ドイツ語圏５％アラビア語イタリア語圏１％日本語圏８％の出現

率である。日本語では，かなに比べて漢字は文字に対応する音韻単位の粒性は粗く，

文字列から音韻への変換の不規則性が高い。 

4. 診断方法 

客観的検査で評価する。（知能検査 読み書きの習得度検査 文字習得にかかわる認

知検査）標準読み書きスクリーニング検査によってひらがな・カタカナ・漢字の習得

度を検査できる。 

5. 学校での支援 

 ・目の不自由な児童がいると想定した授業。 

 ・板書の際，必ず音読しながら書く。繰り返し口頭で説明する。 

 ・板書の清書の宿題はやめる。 

 ・テストの際，問題を読み上げる。漢字の宿題やテストの際は配慮する。 

 ・音読力を予測する因子から考える。書字力を予測する因子から考える。 

 ・ひらがな・カタカナを漢字より優先する。 

 ・書字より音読と意味理解を優先する。 

 ・筆順にはこだわらないが，常に一定にする。 

 ・校内や校外の連携を図る。 

 ・専門機関への紹介 
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6. 学習障害の早期発見と早期対応 

  就学時健診時に今までの質問項目に加えて文字習得状況のチェックを行い，就学後の

クラス分けに配慮する。習得度を注意深くチェックし，特別な支援と指導を早めに開始

することで小学１年の終わりには読み書きの能力が追いつく児童がいる。ＬＤのトレー

ニングを受けた中核的教員による特別な指導は児童の読み書き能力向上にとって有効で

ある。 

7. 指導方法 

下記の論文および図書に詳しく記載されている。 

 ・宇野彰、春原則子、金子真人ら 

発達性読み書き障害児を対象としたバイパス法を用いた仮名訓練－障害構造に即した

訓練方法と効果および適応に関する 症例シリーズ研究－音声言語学

56(2)1719-179,2015 

・うちの子は字が書けない。千葉りょうこ著 宇野彰 監修  ポプラ社 

（小田島 和枝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉支部 第 14 回総会報告 

 

 5 月 27 日(日)に 2018 年度千葉支部総会が開催され、規約に定められた会員の 4 分の１

以上の出席をもって、議案である 2017 年度活動報告、2018 年度活動計画、2018 年度千

葉支部役員・役員分担案のすべてが承認されました。 

 特に、今年度は 3年ごとの役員改選の年で、13人が前期から引き続き、7人が新規の役

員として加わり 20名の役員となりました。 

 また、総会の連絡事項として、2017年度決算と 2018年度予算についてもご確認いただ

きました。各支部の決算と予算については、士会本部事務局にて幹事会の承認事項である

ため、支部総会では連絡事項とさせていただいています。 

 以上の総会の資料については、すべて支部ホームページに掲載してありますのでご参照

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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地域研修会のお知らせ—東上総地域研修会— 

■日時＊２０１８年１２月８日（土） 午後１：３０～４：３０ １：１０より受付 

■会場＊東金市ふれあいセンター２階視聴覚室 

東金市田間３－９－１※ＪＲ東金線東金駅 駐車場あります 

 

講演「ネット依存、ゲーム依存のメカニズムと対応」 
講師 北湯口 孝氏 

独立行政法人 国立病院機構久里浜医療センター 心理療法士 
 

【参加対象】会員のみ ※資料準備の都合上、12月 5日まで事前参加申し込みをお願いします。 

【参 加 費】１０００円  ※資格更新ポイント：１ポイント 

【申 込 先】渡邉亮一 電話：090-4662-5262  

メール：wtnb9814@outlook.jpまたはショートメール 

※会場等不明な点はお問い合わせください。 

《企画趣旨》 

ネットがやめられない、ゲームがやめられない。やりたいのではなく、やめられない。

そんな状況に陥る人たちが増えており、厚労省からゲームを含むネット依存は中高生だけ

でも 93万人を超えているという推計も報告されています。また、オンラインゲームなどに

没頭し、生活や健康に支障が出る「ゲーム障害」（ゲーム依存症）がＩＣＤ１１で精神疾患

に位置づけられます。 

今回は国立病院機構久里浜医療センターのネット依存対策チームでこの問題に対応して

いる講師の先生に、ネット依存・ゲーム依存のメカニズムと対応についてお話しいただき、

理解を深めたいと考えます。  

 

地域研修会報告―東総地域研修会―  

■日時＊２０１８年７月１日（日）9:00～12:00 ■会場＊匝瑳市八日市場公民館 

 

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」～実践編～ 
講師 松川節理子 認定ムーブメント教育・療法上級指導者 

富里市保健センター心理相談員・臨床発達心理士 

 
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、「動き」をベースにしたムーブメン

ト教育による子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M.フロスティッグが提唱した発達支援教育が元で、体を

動かすことにより子どもたちの自主性、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。特に幼児期や学童

期に、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。そのために音楽や道具

を活用し環境に取り入れていくことにも配慮している方法です。 

mailto:wtnb9814@outlook.jp
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本研修会では、上記のようなムーブメント教育の目指すもの、実践をする上でおさえておきたい

ポイント、教育を進める上での配慮点などの理論を確かめた上で、実技を通して感覚運動や身体意

識、時間・空間意識、心理的機能向上の体験をしました。また、身体を意識したグループワークを

通して、支援の仕方を実践的に学ぶことができました。 

千葉支部の東総地域研修としては、１２回目の研修でした。会員１３名、地域の発達支援をして

いる非会員９名、総勢２２名の参加でした。 

このように、理論を踏まえて実践的に

学ぶことができ、より理解が深まったと

いう声が聞かれ、とても有意義な研修会

となりました。 

以上 報告いたします。 

 

パラシュートムーブメントの様子 

（大槻 美智子） 

 

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ＳＯＬＴＩ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、2018 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を通してご確認く

参加者からは、次のような声が聞かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初めてムーブメントに

触れました。理論から教

えていただき、「からだ、

あたま、こころ」に働きか

けること、子どもの発達

を理解して働きかけるこ

との大切さが分かりまし

た。 

 世代を超えて実践でき

ることが分かり、ムーブメ

ント教育の幅広さが実感

できました。 

 実際にやりながら、理

論的にその遊びの有効性

や働きかけのポイントを教

えていただき、とても分か

りやすかったです。 
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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。 

 

〇役員の改選が行われました―――――――――――――――――――――― 

総会の報告にもありますとおり、役員の改選が行われました。今回の改選で、13 名の役員が

継続、7 人が新しく役員に加わり、計 20 名の役員となりました。今回は、役員会の組織につい

てお知らせします。 

役員の中から、規約に定めのある役割(支部長、副支部長 2 名、事務局長、幹事、会計 2 名、

監査)については総会にて承認をいただきました。そのほかに、役員全員が、育児保育分野、特別

支援教育分野のどちらかに所属し、研修会の企画をしています。さらに、役員会内のいくつかの

役割(ニューズレターの作成、事務局、研修会の時の弁当手配)を分担しているほか、全国士会の

委員をしている役員もいます。詳しくは、臨床発達心理士会千葉支部のホームページ上「役員・

役割分担」の表を参照してください。 

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)。新しい役員を加え、会員の皆様の期待

に応えられる研修会を役員一同協力して企画していきたいと考えております。ご協力をよろしく

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、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、酷暑の年に合わせ、世の中いろいろな出来事が起きております。平和であると思われ

るわが国でも、身近に起こりえる悲しい出来事に心を痛めております。 

第 1回公認心理師試験を控え、皆様も勉学に励まれていらっしゃると思います。資格優位にな

らないように、より良い支援につながるように取り組めたらよいのではないかと思います。皆様

がんばりましょう！！！                        （S&M） 

 


