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１ ご 挨 拶 
 

日本臨床発達心理士会中国・四国支部 

支部長・幹事 猪木省三 

 

 残暑お見舞い申し上げます。会員の皆様におかれましては，ますますご清祥のこととお喜び申

し上げます。 

 支部長・幹事を務めております，広島県の猪木省三と申します。５月の支部総会において引き

続いて支部長・幹事に選出されました。任期は２０１４年度までです。 

 中国・四国支部の会員数も約２００名となりました。今後は，中国地区と四国地区との支部の

分割，２０１５年度に予定されている日本臨床発達心理士会の全国大会の開催など，懸案となっ

ている事項もあります。支部のこれまでの活動を維持するとともに，さらに一層の発展ができる

よう，微力ながら役割を果たして参る所存です。 

 また，本年３月頃から大きな活動となっている心理師（仮称）国家資格化の問題も引き続いて

取り組む必要があります。現在，各政党において関係の国会議員による法制化の動きが進んでい

るようです。 

 本年度第２回目の中国・四国支部主催研修会を１０月に，久しぶりに島根県で開催する予定で

す。島根県の会員の皆様のご尽力に感謝申し上げます。また来年になってから，本年度第３回目

の支部主催の研修会を開催する予定です。県別の会員数やこれまでの開催実績に配慮して，研修

会の開催地を選んでおります。会員の皆様の研修会への幅広い，多くのご参加を，何卒よろしく

お願い申し上げます。 

 各地区で行われる研究会，事例検討会等に対して，支部から多少の補助金を支出するようにな

っております。予算に限りがありますが，ぜひご活用いただければと存じます。 

 では，これからも，会員の皆様のご支援，ご協力，ご指導，ご鞭撻を，心よりお願い申し上げ

ます。 
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２ 日本臨床発達心理士会中国・四国支部第９回総会のご報告 

2012年度中国・四国支部総会を以下の通り行いましたので，ご報告いたします。 

1.日 時 2012 年 5 月 27 日(日) 13:00～14:00 

2.場 所 広島国際大学広島キャンパス 

3.議 題 

（１）2011年度活動報告 

１．総会の開催 2011年5月29日（愛媛大学教育学部） 

２．研修会等の開催 

(1) 第24回支部主催研修会 2011年5月29日(日) 愛媛大学教育学部 

「通常の学級における特別支援教育～個のニーズに対応できる学級・授業づくり～」 

花熊 曉先生（愛媛大学教育学部教授） 

(2) 第25回支部主催研修会 2011年9月11日(日) 愛媛大学教育学部 

「感覚統合訓練の実践と理論～気になる子どもの行動とSI理論からのアプローチ」 

 椎野広久先生（こどもの発達研究室きりん会長） 

(3) 第26回支部主催研修会 2012年3月3日(土) 山口県立大学地域交流スペース・ユッカ 

 「気がかりな子どもの理解と支援―応用行動分析の立場から―」 

松岡勝彦先生（山口大学教育学部・大学院東アジア研究科 准教授） 

３．会報の発行・ホームページによる情報の発信 

(1)会報を２回発行（５月，８月） 

(2)ホームページを随時更新（http://www.geocities.jp/jacdpcs/） 

４．役員会の開催  

2011年９月11日（徳島大学総合科学部） 

2012年３月３日（山口県立大学地域交流スペース・ユッカ） 

 

（２）2011年度会計報告 

 会計監査の監査報告とともに，下記の通り決算報告は承認されました。 

 

2011年度 収支決算表（2011年4月～2012年3月31日） 

 科目 予算額 決算額 増減 

収入の部 支部会費 320,000 376,000 －56,000 

 利子 571 303 268 

 仮計 320,571 376,303 －55,732 

 前年度繰越金 807,460 807,460 0 

 合計 1,128,031 1,183,763 －55,732 

  

 

 

   

支出の部 科目 予算額 決算額 増減 

 事務費 50,000 40,000 10,000 

 研修会開催費 250,000 79,130 170,870 

 事例報告会など経費 45,000 0 45,000 

 郵送費 40,000 13,820 26,180 

 役員旅費 50,000 156,308 －106,308 

 予備費 20,000 96,680 －76,680 

 震災義援金 100,000 100,000 0 

 仮計 555,000 475,518 79,482 

 次年度繰越金 572,460 708,245 －135,785 

 合計 1,127,460 1,183,763 －56,303 
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（３） 2012年度活動案計画 

１．総会の開催 

２．研修会等の開催 

３．会報の発行・ホームページによる情報の発信 

４．事例報告会等の開催 

各地域での開催の活性化 

５．役員会の開催 

６．その他必要な活動 

 

（４） 2012年度予算案 

 提出された予算案に対し、下記の通り承認されました。 

 

2012年度予算(2012年4月～2013年3月) 

 

科  目 予算額  科  目 予算額 

収入の部   支出の部  

1.支部会費 430,000   1.研修会等開催費 150,000 

 2.利子 300   2.事例報告会等経費 60,000 

    3.役員旅費 100,000 

仮  計 430,300  4.郵送費 40,000 

前年度繰越金 708,245  5.事務費 50,000 

合  計 1,138,545  6.予備費 100,000 

   仮  計 500,000 

   次期繰越金 638,545 

   合  計 1,138,545 

  

（５）役員の選出 以下の通り選出，承認されました。 

 

 支部長 猪木省三（広島）  

 副支部長 藤田久美（山口），深田昭三（愛媛）  

 幹事 猪木省三（広島）  

 事務局長 七木田 敦（広島）  

 研修担当 湯澤美紀（岡山），川本 孝（愛媛） 

 ニューズレター担当（名簿管理も含む。） 八島美菜子（広島） ，倉盛美穂子（広島） 

ホームページ担当 猪木省三（広島） 

監査役 伊澤幸洋（広島），早川貴久子（徳島） 

県役員 

 鳥取県 寺川志奈子  島根県 田中昭夫   岡山県 西山修 

 広島県 猪木省三   山口県 藤田久美   徳島県 山本真由美 

愛媛県 深田昭三   香川県 西村健一   高知県  宮地暁男 

 

（６）その他 

支部会員数報告 

 2009年度会員数160名，2010年度会員数189名，2011年度会員数215名 

2012年度会員221名（更新延期5名） 

 

以上、出席者賛成多数のもと総会は成立致しました。 
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３ 日本臨床発達心理士会中国・四国支部第 27 回研修会のご報告 

2012 年５月 27 日(日)，広島国際大学広島キャンパスにて，中国・四国支部第 27 回研修会が

開催されました。「幼児へのソーシャルスキルトレーニング―個別の SST と学級集団への SST

―」と題して，清水寿代先生（広島大学大学院教育学研究科附属幼年教育研究施設 准教授）に

よるご講演を賜りました。 

前半ではまず，ソーシャルスキルの基本,応用行動分析の考え方，コーチング法の理論的背景，

基本的手続きなどをご教示いただきました。次に，個別 SST の具体的な事例を丁寧にご紹介い

ただきました。行動観察，行動分析，介入方針の立て方，セッションの流れ等，要点を示して

いただきました。子どもが今できていることに注目しながら，しっかりと分析を行うことで，

逸脱行動の減少や望ましいスキルの増加が期待できることがわかりました。 

後半ではさらに，年中クラス（４，５歳児）への集団 SST に関する実践を映像とともにご紹

介いただきました。ペープサートを用いた言語的教示，先生方によるモデリング，子どもたち

のリハーサルなどから，子どもたちが変化していく様子をご提示いただきました。また，仲間

入りスキルを獲得することで，平行遊

びの多い園がみんなで遊ぶ園へと確か

に変化していく過程をご紹介いただき

ました。 

幼児における SST の可能性の大きさ

を知る，有意義な研修となりました。

ご講演後，参加者から質問が出され，

さらに学びを深めることができました。

参加者数は 36 名。当日は準備や受付な

どご参加の方のお手伝いもいただきま

した。有り難うございました。士会各

支部主催の研修として資格更新ポイン

トは１ポイント（３時間）でした。 

 

４ 日本臨床発達心理士会中国・四国支部第 28 回研修会のご案内 

10 月，神話の国島根にて次のような研修会が開催されます。たくさんの会員の方々のご参加を

お待ちしております。事前の申し込み及び参加費は不要です。研修会の参加者ポイントは区分

(1)で 1 ポイント (3 時間)です。ポイントノートを忘れずにご持参ください。 

 

1. 日 時 2012 年 10 月 20 日（土） 13 時 30 分から 16 時 30 分まで 

2. 場 所 島根県立大学短期大学部 管理棟 大会議室 

〒690-0044 島根県松江市浜乃木 7-24-2 

3. 講 師 山下由紀恵先生（島根県立大学短期大学部教授） 

 

4. テーマ 「発達支援専門職者（保育士・幼稚園教諭・保健師等）の研修ニーズ」 

 

「臨床発達心理士」の資格をお持ちの方は、地域の多職種連携の中で発達支援を実施する

ことが多く、さらに、子どもの身近な存在ではなく、専門職を介して介入するという二次的

な接し方が多いのではないかと思います。皆さんは、多職種の中で、どのようなアセスメン

トの伝達をしておられますか？またどのような指導計画を立案して伝えておられますか？平

成 19 年度から平成 21 年度まで、文科省の委託事業の事業担当者として多職種の連携のため

の専門職研修を行いましたので、そこで私自身が学んだことを、皆さんにお知らせし、今後

の地域支援の参考にしていただけたらと考えています。 
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5.アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 更新審査申請手続きの一部変更に関するお知らせ 

資格認定委員会より以下の更新審査手続きに関するお知らせが参りました。会員のみな

さまにはご確認の上、お間違えのないよう、よろしくお願い致します。 

................................................................ 

2012 年度以降の更新審査に関して、手続き方法の一部を変更いたします。 

資格更新特別措置願にて更新延期の手続きをされた方等で、必要なポイントが満たされ、

年度途中で申請する場合、申請期間を以下のように変更いたします。 

 

○延期者等の資格更新のための受付期間 

2012 年 8 月 30 日（木）～9 月 10 日（月） 最終日消印有効 

 

上記の期間内に申請に必要な書類を提出して下さい。 

この扱いは 2012 年 6 月 10 日から適用いたします。これ以前は、「申請の準備が整った時

点で提出可能」としておりましたが、年度途中の申請についても申請期間を 1 回とし、そ

の期間を限定することとなりました。上記期間に申請手続きが間に合わない場合は、年度

末の通常の更新審査の時期に申請して下さい。 

〇JR 松江駅から 

車で…約 15 分 

市営バスで…約 30 分 

※JR 松江駅 1 番のりばから南

循環外回りに乗車（約 30 分間

隔）｢県立短大前」下車、徒歩

約 1 分 

〇JR 乃木駅から 

車で…約 5 分 

〇松江中央ランプおよび

松江西ランプから 

車で…約 2〜3 分 

 

島根県立大学マスコット 
キャラクターの「オロリン」 

日本神話に出てくるヤマタ 

ノオロチの精がモチーフ 
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６ 編集後記                       

日本臨床発達心理士会第 8 回全国大会が、2012 年 9 月 15 日（土）～16 日（日）、東

京ビックサイトにて開催されます。今年のテーマは、「主体」を支え・つなぐ～インク

ルーシブ社会の実現にむけて 10 年目の挑戦～。全国学会が、会員一人ひとりの専門性

をさらに高め、相互に学び合う貴重な場です。会員の皆様の主体的なご参加を、心より

お待ち申し上げます。 

今年度支部役員の改選が行われ、本会報も新役員でお届けいたしました。支部の活動

をますます活性化させるために,会員のみなさまからの情報もどしどしお寄せください。

支部からの補助金の活用も含め、各地区での活動や講演会などのお知らせも事務局や下

記の会報担当までお寄せいただければ,メール配信や HP 掲載などで情報提供をして参り

ます（支部ホームページ http://www.geocities.jp/jacdpcs/）。 
会報につきましても会員相互の情報交換等に役立つよう,引き続き,会員の皆様から

「会員紹介」「耳より情報」など,自薦他薦を問わずご投稿を広く募っております。気軽
に奮ってお寄せ下さい。 
(宛先：yashima●hbg.ac.jp：ご利用の際は，●を@にかえてご入力ください) 

（編集委員会） 
 

 


