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巻頭言                   藤川 央 

 

「老年期」雑感 

 

先日、老齢基礎年金の手続きをしました。国際的にも６５歳以上が高齢者とされていま

すし、いよいよ老年期に入ったと覚悟しました。 

その私が、公認心理師試験を受けるため、試験勉強をしたのですが、やはり、法律など

の新しいことが、なかなか頭に入りません。そして、すぐに忘れてしまいます。「ここは大

事だから覚えなきゃ！」とマーカーでしっかり印をつけたのはよいのですが、数日後、そ

の印を見て「何でここに印をつけたのかしら？」と考え込む自分がいました。 

落ち込んでも仕方がないので「言語性短期記憶」が衰えていることを自覚し、関連付け

て覚えようと「ゴロ合わせ」等記憶しやすい工夫をしました。さらに図式化したり、繰り

返し見られるようにカードを作ったりしました。 

そして、むかえた試験当日。 

最近は緊張することがほとんどなかったのに、初めて経験するマークシートに緊張して

しまいました。そして、問題を理解し、解答を導き出すため記憶を想起するのに時間がか

かる等「言語性ワーキングメモリー」も非常に衰えていることを思い知らされました。 

こんな情けない状況ですから、見直し等、全く出来ず制限時間いっぱいまで試験問題と

格闘し、ふらふらになって帰宅しました。 

今、ふりかえってみると、事例問題は比較的出来たようです。年齢を重ねると、その分

だけ「経験による記憶」が蓄えられると言われています。ワーキングメモリー等が弱って

もこれまでの経験による記憶に助けられていることが多々あるなと感じました。 

老年期の自身の認知の衰えや偏りについても、じっくりと向き

合い、対応策を考えていきたいものです。 
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2018 年度 第３回千葉支部研修会 

2019年 2月 3日（日） 

【時間】  ９時３０分～１２時３０分 ９時より受付開始 

【会場】  千葉大学西千葉キャンパス（教育学部 5号館 5102教室(１階)） 

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。 

 

テーマ 発達検査結果をよりよい支援につなげるためには 
－新版 K式発達検査を用いたケーススタディと解釈の方法－ 

 

講師 藤川 志つ子先生(東京経営短期大学) 

齊藤 順子先生(成田市福祉部障がい福祉課) 

佐々木 郁子先生(千葉県立槇の実特別支援学校) 

 

要旨 

2018年度 10月の研修会では、さまざまな発達検査や知能検査の特徴について学びまし

た。とくに新版 K式発達検査は、乳幼児の発達検査場面において広く行われていることか

ら、検査項目や内容についての理解を深めました。今回の研修では、前回の研修での学び

を踏まえて、新版 K式発達検査を使った幼児の支援事例をもとに、分析シートを用いて解

釈の方法を具体的に学びたいと思います。 

本事例では、最初に相談の経緯をたどりながら、対象児が 2歳児の時の発達検査の結果

について、解釈の方法を考えます。そして、さらにその対象児が 4歳になった時の発達検

査結果についても解釈していきます。対象児を継続して支援していく中では、子どもの発

達に伴い発達検査の結果が変わっていくことはよくあることです。事例を通して発達検査

の結果の解釈の方法を具体的に学び、実践に生かせるようにします。子どもへのよりよい

支援につなげるために、スキルアップしましょう。 

 

〇参加方法 

有資格者向け研修会定員 100名。他支部からの参加も可です。 

※事前申し込みが必要です。 

〇申し込み受付開始 

① 千葉支部会員－2018年 12月 15日より。 

② 他支部会員－2019年 1月 10日より。 

氏名、支部名、登録番号を必ず明記の上、 下記メールに送信してください。 

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。 

〇参加費 1,000円。当日、受付で集金します。  

〇研修ポイント 1ポイント 
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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。 
本研修会についての申込み・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 

 

2018 年度 第２回 資格更新研修会報告 

■日時＊2018年 10月 28日（日）■会場 千葉大学西千葉キャンパス 

 午前の部 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 

 

発達検査とアセスメント 新版Ｋ式発達検査を中心として 

 千葉支部ではこれまで様々な心理検査によるアセスメントの進め方に関しての研修を

行ってきましたが、今回は乳幼児期の分野で多く活用されている新版Ｋ式発達検査を中

心にその活用方法やアセスメントの方法について、弓削晃一先生からお話をいただきま

した。 

 講義の中で新版Ｋ式発達検査の活用においては、①子どもの応答や反応を、検査者と

の相互作用から大切に読み取る視点②検査に子どもを合わせるのではなく子どもに応じ

て検査を行うこと③検査を通して、子どもの生活を読み取る視点の大切さ④乳幼児期に

活用するに当たっては子どもの発達を支える保護者へのフィードバックを念頭に置き対

等に話し合う手段と捉えること等、その特徴や有効性を紹介していただきました。 

 新版Ｋ式発達検査は「遊び＝検査」であること、検査器具が多く１歳以降の検査項目

では決まった検査順序がないことなどから、検査者の発達に対する視点や経験なども重

要であるとのことでした。そこで、検査を実施するにあたっての観察ポイントとして、

乳児期前半、後半、１歳半の節目、幼児期前期（２・３歳頃）幼児期中期（４歳頃）乳

児期後期（５・６歳頃）の各発達段階における特徴を発達の質的転換期として説明して

いただきました。 

 検査者は検査で得た子どもの反応や結果を通じて仮説を立てていきますが、その際に

関係者から得た情報とも関連づけ、保護者や保育者と共有しあうことで、より具体的な

支援方法を提供したり全体的な子どもの状態像の理解につなげていけるとのことでした。 

 今回の研修では参加者がとても多く、現場で新版Ｋ式発達検査が広く活用されており、
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支援に携わる者にとってとても興味関心の高い内容であり、大変有意義な研修であった

ように思います。                         （関口 薫） 

 

 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 

 

漆澤先生は、【どの子にも活躍の場面を】【１時間の中でどの子にも「わかった」「できた」

の実感を】【視点を絞って細やかな子ども理解を】という強い願いを語られた。気になる子

もクラスの子も両方が輝いて安心して活動できる学級を作ることが学級経営である。 

 そのための基本的な考え方と事例による具体的な対応を話してくださった。 

 ＜基本的な考え方＞ 

  1.ひとりひとりの児童理解 

気になる子について担任だけでなく他の職員も含めた多角的な視点で捉える。標準

化された検査など客観な視点からも能力・心理・成育・環境を多面的に捉える。学習

状況のアセスメントを全員に実施する。得意なことで自信を持たせつつ躓きを分析す

る。 

学級の中でその子はどんな立場か・どんな思いをもって集団に参加しているかどん

な支援をするかを考える。集団になって生まれる雰囲気や力を授業に生かして使う。 

2.一人ひとりが認められている学級つくり 

疑問に思ったことや違ったやり方を認めるなどの機会を通じて、違いに気づくよう

にする。一つの行動を多面的にとらえ、１つのテーマで話し合い、多様な考え方・多

様な価値観があることにきづかせる。 

友達は学校の家族だとして、一緒に生活していく仲間としてどうしたら助け合う対

等の集団になれるかを考える機会を設定する。 

3.分かりやすく行動しやすい環境つくり 

注意集中の困難な子にも配慮し、教室の全面の掲示物をできるだけ減らすなど刺激

の調整をして、教室や校内の学習環境を整える。言語環境を整えることで、豊かな人

間関係・温かい集団形成・安心して学習できる人間関係を醸成できるようにする。学

び方や学習の進め方などの基本的な学習のスキルを身につけ、学習に参加できるよう

に行動しやすい環境を整える。 

4.教師のリーダーシップ 

確かな教材研究・的確な児童生徒理解・子ども達との関係を築き、教師の願いが浸

透するように話す。  

 ＜事例＞ 

 1.個別の支援の必要な子のいるクラスの中での支援の仕方（２年生） 

 2.学力差の大きいクラスでどの子も参加意識を得ることができる授業の工夫（中学年） 

    個別の支援とクラス全体の対応を検討することが重要である。      

（小田島 和枝） 
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地域研修会報告―東上総地域研修会―  

■日時＊２０１８年１２月８日（日）13:30～16:30  

■会場＊東金市ふれあいセンター ■参加者数＊27名 

 

テーマ「ネット依存・ゲーム依存のメカニズムの理解と対応」 
講師 北湯口 孝 

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 

 

 2018年 8月、厚生労働省はインターネット依存が疑われる中高生が推計 93万人に上る

という調査結果を発表し、さらに、依存とはいえないがインターネット不適応使用と思わ

れる人数を 160万人と発表した。この二つの数字を合わせると 250万人以上になる。全国

の中高生数を約 700万人とすると、インターネット依存とその予備軍は全体の 35％に上る

ことになる。また、改訂予定のＩＣＤ-11ではゲーム障害が精神疾患に位置づけられる。こ

れはインターネット依存が世界的にも治療対象として認知されるということである。 

これらのことから、本研修では、インターネット依存やゲーム依存についての理解と対

応について研修し、臨床発達心理士として発達支援に役立てたいと考えた。 

本研修では久里浜医療センターで実際にネット依存の治療に携わっている北湯口心理療

法士を招聘し、ネット依存の現状、治療プログラムなどについて次のようなお話を伺った。 

1） 依存対象は、PC・ゲーム機のゲームに 79％、スマホゲームに 30％、その他のアプ

リに 37％、ソフトウェアは圧倒的にオンラインゲーム（特に戦争ゲーム）、その他 SNS

やサイトの閲覧がある。 

2） ネット依存の症状として、ネットのことで頭がいっぱい（渇望）、ネット使用を減

らしても減らせない（コントロール障害）、次第に長い時間使用しないと満足できな

い（耐性）、使用できないとイライラ感、無気力感、抑うつ感が出る（禁断症状）な

ど。 

3） 依存のリスク要因は、入手が簡単等の環境要因、早期からの使用等の使用環境、心

理的特性（高い新奇性追求、低い危険回避性）などがある。 

4） 治療と対応は、依存度の高低にもよるが、周囲からの制限は困難なことが多い。本

人の健康的な部分と手を組み、モチベーションを上げていくことが必要。依存の背後

にある要因を探ることも大切。 

5） 入院治療や治療キャンプでは集団 CBT や個人カウンセリングで治療を進めている。 

特に個人カウンセリングでは動機付け面接が重要となる。 

５）の中で、集団 CBT や面接についての具体的な内容を伺うことがで

きた。このほか、非常にたくさんの内容があり、3 時間があっという間

に過ぎる中身の濃い充実した研修になった。 

 

（渡邉亮一） 



[6] 

 

事務局だより 

 

〇千葉支部ホームページのアドレスが変わりました――――――――――――――――― 

 新しいアドレスは下記の通りです。よろしくお願いいたします。 

jacdpchiba.g2.xrea.com 

〇第 3回資格更新研修会の参加申込が始まっています―――――――――――――――― 

 本ニューズレターや千葉支部ホームページで案内させていただいておりますように、2

月 3 日に行われる第 3 回資格更新研修会の千葉支部会員の皆さま向けの参加申込が始まっ

ています。1月 10日からは他支部の方の参加申込が始まります。 

 今回の研修会は、会場の関係で定員 100名とさせていただいておりますので、参加を希

望される方は早めの申込をお願いいたします。 

〇2018年度会費の未納にご注意ください―――――――――――――――――――――― 

 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、オ

ンライン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。 

 また、会費が納入されたことが SOLTIに反映されるには 1週間から 10 日程度時間がか

かります。研修会の直前に会費を納入された場合には、そのことが分かるように研修会の

受付で振込の明細控えをご提示ください。 

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 

最近、目や耳にする言葉は、「平成最後の○○です。」年号が変わることで、色々なこ

とへの準備や対応に追われるのではないかと感じています。また、今年も充実した毎日を

送れたかな？と思う今日この頃です。皆様はいかがでしたか。来年も良い年にしたいと考

えています。会員の皆様にとっても良い年でありますように。     （S&M） 

 


