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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 

 

 新緑の季節となりました。中国・四国支部の会員の皆様には，ますますご清祥のことと

お慶び申し上げます。 

 ２００３年４月に支部が発足して，早いもので１０年が過ぎようとしております。この

間，日本臨床発達心理士会の会員数は全国で３０００名を超え，支部の会員数も２００名

を上回る規模となりました。これも，皆様からの多大なご支援，ご協力のたまものと，感

謝の言葉もありません。あらためてお礼を申し上げます。 

 さて，今回の会報でご案内しております通り，来る５月２６日（日）の１３時から支部

総会，続いて１４時から支部研修会を開催いたします。支部総会は年に一度の支部会員の

会合ですので，ぜひお出かけ下さり支部の活動についての意見交換，情報交換に参加いた

だきたいと思います。支部規約の改正，日本臨床発達心理士会全国大会の開催引き受けな

ど，懸案となっている事項もあります。 

 新しい課題としては，心理師（仮称）の国家資格化の問題があります。昨年３月以降，

国会での法制化に向けて，さまざまな活動が展開されております。本年に入って，全国で

の国会請願署名の活動が展開されました。中国・四国支部で取りまとめた分だけで，約１

７００名分の署名が集まりました。３月３１日現在で，日本臨床発達心理士会全体で１２，

２０４人分，関係団体全体で６７，５３２人分の署名が集まったそうです。さらに，近い

うちになされるはずの法案の国会提出に向けて，全国で２０万人分の署名を達成するよう，

追加で１３万人分ほどの署名を集めることになりました。日本臨床発達心理士会からも追

加要請がありました。つきましては，さらなる署名活動について，ご協力をお願いいたし

ます。 

 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 11 回総会のご案内【重要】【重要】【重要】【重要】 

2013 年度中国・四国支部総会を次のように行います。あわせて第 30 回研修会も開

催されます。ぜひご参加下さいますようご案内申し上げます。 

 

1.日 時 2013 年 5 月 26 日(日)13:00～（１時間程度，続いて研修会） 

2.場 所 岡山大学教育学部東棟２階 1201 室 

（〒700-8530 岡山市北区津島中３-１-１津島キャンパス） 

http://www.okayama-u.ac.jp/user/ed/ed/access/index.html 

3.議 題 

2012 年度活動報告，2012 年度会計報告，2013 年度活動計画案，2013 年度予算案 他 

4.アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 日本臨床発達心理士会中国・四国支部第30回研修会のご案内 

総会に引き続き，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

は研修会の参加者ポイントは（１）区分１ポイント(３時間)です。 

 

■JR 岡山駅から東口岡電バス４番乗り場 17 系統「岡

山大学妙善寺行」20 分「岡大東門」下車 徒歩１分 
■JR 岡山駅から西口岡電バス「駅西口～岡大・理大口
行」15 分「岡大西門」下車 徒歩 8 分 

 
※駐車スペースは十分ありますが，お帰りのときゲート
にて 500 円必要です 

 

駐車はこのあたりに駐車はこのあたりに駐車はこのあたりに駐車はこのあたりに    
お願いします 

入口入口入口入口↑ 
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1.日 時 2013 年 5 月 26 日(日)14:00～17:00 

2.場 所 岡山大学教育学部東棟２階 1201 室（総会と同じ） 

3.講 師 河村 暁 先生 

（広島女学院大学障がい学生高等教育支援研究所客員研究員・発達ルームそら主宰 

4.テーマ  「アセスメントから支援へ－DN-CAS の理論と応用可能性－」 

概 要 

DN-CASは、Luriaの神経心理学モデルから導き出されたJ. P.Dasによる知能のPASS
理論を基礎とする心理検査である。Pass理論は，「プランニング」(P)「注意」(A)
「同時処理」(S)「継次処理」(S)の4つの認知機能（PASS）の側面から子どもの発達

の様子を捉えていくものである。当日は，DN-CASを利用したアセスメントの留意点

等と支援の方法に関して事例を基にしていきながら紹介していく。  
 

※  支部研修会についてのお問い合わせは支部事務局また inoki@pu-hiroshima.ac.jpまで

お願いいたします。  
※  参加の際には，ＩＤカードとポイントノート(予め研修内容を所定欄にご記入の上)を
ご持参ください。  

 

４ 日本臨床発達心理士会中国・四国支部第 28 回研修会のご報告 

 2012 年 10 月 20 日（土），島根

県立大学短期大学部にて，中国・

四国支部第 28 回研修会が開催さ

れました。「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」と題して，山下由

紀恵先生（島根県立大学短期大学

部教授）によるご講演を賜りまし

た。 

前半では、島根県立大学短期大

学部にて文部科学省の委託事業

（平成 19 年度から平成 21 年度）

を受け行われた多職種の連携のための専門職研修に関し，その成果と課題が報告され

ました。具体的には，専門職研修を受講した後，参加者自身，知識や技能に関して，

自己評価の向上が見られたものの，支援現場での専門研修や養成段階の教育内容が，

残された課題として指摘されました。 

後半では，多職種と連携しながら、いかにして子どものアセスメントを行い、それ

を指導計画として立案していくかといった重要なテーマに関して，アセスメントにつ

いては DenverⅡ、支援事例としてはポーテージプログラムを利用した取り組みが紹介

されました。 

多職種間で，子どもについて情報を共有することの大切さと，それらを支援に結び

つけていく上での具体的な手立てについて学ぶことができました。参加者数は，21 名。

当日は，四国をはじめ，遠方より会員のみなさまがご参加くださいました。ありがと

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。 
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５ 日本臨床発達心理士会 中国・四国支部第 29 回研修会のご報告 

 2013 年 2 月 24 日（日），高知県

立療育福祉センター研修室にて，中

国・四国支部第 29 回研修会が開催

されました。「児童精神科の臨床現

場から」というテーマで，吉岡知子

先生（高知医療センター こころの

サポートセンター 児童精神科医）

によるご講演を賜りました。 

 前半では，吉岡先生が勤務してお

られる病院の紹介や，児童精神科医

として医療が子どもに関わる状況に

ついてご教示いただきました。「こ

ころのサポートセンター」に入院し

ている子どもの実態や病院での生活

スケジュール，集団ＳＳＴの療育内容等，医療現場での取組のお話はとても興味深く聞か

せていただきました。また，入院している子どもは，家庭や学校・地域での適応が難しく

なって「育ちの場」として病院での生活を送っており，医療の立場としては，最終的にま

た家庭や地域に戻ることを目指して，構造化された生活の中で，個人の課題に合わせた支

援、薬物処方、関係機関との連携調整を行っていることが分かりました。 

 後半では，これまでに吉岡先生が関わった２つの症例について紹介していただきました。

２つの症例とも，障害特性や生活環境等の影響で不適応行動が強く表れ，家庭や学校・地

域での生活ができなくなった子どもが，入院生活の中での支援や関係機関との連携を通し

て，改善に向かったお話でした。この症例を通して，支援目標や支援計画を立てる時の

「みたての重要性」，支援開始から終了までの「一貫した対応だけでなく，柔軟な対応の

両立の重要性」，入院中の生活における「育ちの保障の重要性」，そして家庭や地域に戻

るための「各職種・立場のチームワークの重要性」の４つの重要性について学ぶことがで

きました。これは，子どもの発達を保障し，子どもにとって最適な生活が送れるようにす

るための支援や連携の在り方について，参加者それぞれの立場で考えることができた貴重

なお話でした。ご講演後は参加者から多くの質問が出され，それについても吉岡先生は一

つ一つ丁寧に答えてくださり，さらに学びを深めることができました。 

参加者人数は 22 名。当日は県役員の公文須雅先生をはじめ高知県立療育福祉センターの

皆様には，細やかな準備やお手伝いをいただきありがとうございました。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。 

 

６ 支部よりお願い 

支部事務局より支部運営にかかわり，以下の通り会員のみなさまにお願いがございま

す。支部の運営は限られた役員で行っております。事務作業等の軽減のためにもぜひ以下

の内容についてご協力を賜りますよう，よろしくお願い致します。 

 

○○○○心理師国家資格化請願署名心理師国家資格化請願署名心理師国家資格化請願署名心理師国家資格化請願署名のお願いのお願いのお願いのお願い    

心理師国家資格化請願署名について，ご報告と新たなお願いを申し上げます。  
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まずご報告ですが，中国・四国支部で取りまとめた分だけで，約１７００名分の署名が集

まりました。３月３１日現在で，日本臨床発達心理士会全体では１２，２０４人分，他団

体分も合わせると，６７，５３２人分の署名が集まったそうです。  

次にお願いですが，近いうちになされるはずの法案の国会提出に向けて，全国で２０万人

分の署名を達成するよう追加で１３万人分ほどの署名を集めることになりました。日本臨

床発達心理士会からも追加要請がありました。つきましては，さらなる署名活動について，

ご協力をお願いいたします。  

この署名につきましては各支部でとりまとめて本部に送付することになっておりますので、

署名用紙に書かれております送付先には直接お送りにならないよう、お願いいたします。 

 

◆心理師国家資格化の署名の送付方法  

１ 送付先 734-8558 広島市南区宇品東１－１－７１  

      県立広島大学人間文化学部 猪木省三 宛  

２ 送付締切 ５月２４日（金）必着  

 

なお、署名していただくにあたっては以下の点についてご注意ください。  

（１）署名は必ず自署し，手書きで住所と氏名（フルネーム）を書いてください。  

   同一人の筆跡で何名分も書かれていると無効になります。  

（２）住所は必ず都道府県名から書いてください。  

（３）住所と氏名を書くとき，「同上」や「〃」は使わないでください。  

（４）署名は日本国籍のある国内在住の方はどなたでも可能です。未成年者も可能です。 

（５）署名はお一人１回限りとして，署名者は決して重複しないようにしてください。  

（６）署名用紙は前回のものではなく，今回添付したものをお使いください。  

以上，何卒よろしくお願い申し上げます  

 

○会員情報の変更のご連絡やメール○会員情報の変更のご連絡やメール○会員情報の変更のご連絡やメール○会員情報の変更のご連絡やメールアドレスアドレスアドレスアドレスのご登録についてのご登録についてのご登録についてのご登録について    

 中国四国支部では，経費の削減や事務作業の軽減を図るため，支部からお知らせはでき

る限りメール配信にて実施したいと考えております。これに伴い，以前より会員のみなさ

まに PC メールのアドレス登録(携帯アドレスは不可)をお願いしてまいりました。引き続

き，まだご登録いただいていない方には，ご登録いただきますようお願い申し上げます。

また，ご所属先の異動やご転居などに伴い，ご登録の会員情報について変更のある場合は，

必ず士会本部と支部の両方にご連絡士会本部と支部の両方にご連絡士会本部と支部の両方にご連絡士会本部と支部の両方にご連絡いただくようお願いしております。また，その際に

は必ず登録番号を明記登録番号を明記登録番号を明記登録番号を明記頂いたうえで，ご連絡ください。よろしくお願い致します。 

 



 6

７ 編集後記                       

支部長からのご挨拶と支部からのお願いの中にもありました通り，国家資格「心理師

(仮)」につきましても，今後の動向が気にかかるところかと存じます。こうした会員にか

かわりのあるトピックスや最新の情報，研修会などのご案内，支部会報のバックナンバー

などを支部ホームページ（http://www.geocities.jp/jacdpcs/）に掲載しております。こ

ちらもぜひご活用ください。 

また，支部への情報提供や会員情報の変更，登録などは以下の宛先か事務局までお寄

せください。【宛先：yashima●hbg.ac.jp】※ご利用の際は，●を@に変えてください 

  （編集委員会） 

 


