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日本発達心理学会「発達障害」分科会 2010 年度活動報告
（会員数、204 名、2011 年 3 月現在；2010 年度・新入会員 5 名、退会者 6 名）
＜役員＞
◇世話人（幹事）
秦野悦子、本郷一夫、金谷京子、長崎 勤、佐竹真次、
常田秀子、中村 晋、糠野亜紀、川田 学、鈴木智子、高橋千枝、藤野 博、澤江幸則、河合真紀
子、森 正樹、亀田良一、柄田 毅
◇代表(会長)
長崎 勤
◇会計
河合真紀子
＜事務局関連＞
◇会計監査
吉井勘人
◇事務局
○仲野真史、仲野みこ、板倉達哉、渡辺春奈、吉田仰希
◇名簿作成
仲野みこ
◇書記
川田 学
＜広報関連＞
◇分科会 News letter 編集委員会（原稿収集、編集、送付） 澤江幸則、川田 学、柄田 毅、
高橋千枝
◇文献情報
川田 学
◇ホームページ作成・管理 甲賀 崇史
◇メ－ル（ホ－ムペ－ジ）への情報掲載
森 正樹
◇シンポ・ラウンド企画
金谷京子・澤江幸則・森 正樹
＜例会・サマーワークショップ関連＞
◇例会手続き（部屋予約、機材準備）
吉井勘人
◇日本臨床発達心理士 研修ポイント対象の申請
藤野 博
◇2009 年度夏合宿幹事
澤江幸則
２．活動報告
1)年間テーマ：発達支援のユニバーザルデザイン
2)総会
日時：2010 年３月２６日（金）
場所：神戸国際会議場
議題：活動報告・活動予定承認、決算・予算案承認
３）例会
(1)7 月例会
【テーマ】
： シリーズ討論：発達支援のユニバーザルデザインによる臨床発達支援～言語
力支援における会話支援のユニバーサル・デザインの検討～
【日時】：2010 年 7 月 3 日（土）
14 時 00 分から 17 時 00 分
【場所】：文京学院大学本郷校舎
【コーディネーター・司会】柄田 毅
【話題提供１】：会話開始と会話維持への支援
講演者 吉井勘人（筑波大学附属大塚特別支援学校）
【話題提供２】：重度コミュニケーション障害者への会話支援
講演者 柄田 毅（文京学院大学）
【指定討論】：仲野 真史（日本学術振興会特別研究員／筑波大学大学院）
(2)１２月例会
【テーマ】シリーズ討論：ユニバーサル・デザイン発達心理学による臨床発達支援
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「発達支援における運動発達の捉え方について ～身体運動の不器用さと他の発達領域へ
の連結～」
【講演者】七木田 敦 広島大学大学院教育学研究科教授 同附属幼年教育施設 施設長
臨床発達心理士（一般社団法人日本臨床発達心理士会中国・四国支部事務局長）
未定
【指定討論】澤江幸則（筑波大学）
【日 時】2010 年 12 月 11 日（土） 午後２時〜５時
【場所】 教育会館 703 号室
５）2010 年度サマーワークショップ
【テーマ】児童期の子どもの社会性発達支援のユニバーサルデザイン～子どもたちのコス
モス（小宇宙）をまもり、ささえていくものを求めて～
【日時・場所】
日時：2010 年８月 28 日（土）13:00～８月 29 日（日）12:00 まで
場所：KKR ホテルズ＆リゾーツ 箱根 宮の下
【企画】
テーマ担当：＊澤江・柄田・森・鈴木・高橋（分科会 20 周年記念出版編集委員会）
会場担当：板倉達哉・澤江幸則

６)日本発達心理学会「発達障害」分科会 20 周年記念出版
「シリーズ：発達支援のユニバーサルデザイン」（全 3 巻）（金子書房刊）
第１巻 『社会性発達支援のユニバーサルデザイン』
第２巻 『言語力支援のユニバーサルデザイン』
第３巻 『身体に関連した発達支援におけるユニバーサルデザイン』
＊20 周年(2012 年)記念出版編集委員会
委員長：長崎勤、
副編集長：澤江幸則
編集委員：森、高橋（千）、秦野、鈴木、柄田、川田
＊2011 年 3 月刊行予定
７）ニュースレター
67 号のみ全員に郵送、以降はメール版と郵送
①10 年 5 月号：（第 67 号）総会報告（活動計画）学会報告、7 月例会案内
＊会計報告、年会費振込用紙、名簿同封
②
7 月号：（第 68 号：メール）サマーワークショップ案内
③
10 月号：（第 69 号：メール）12 月例会案内
④2011 年 3 月号：（第 70 号）総会案内、例会報告、次年度へ向けて
９）分科会ホームページの運営
・例会案内
・ニュースレターバックナンバー
・役員・規定
・申し込みフォーマット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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日本発達心理学会「発達障害」分科会 2011 年度活動計画
１．役割分担
（敬称略）、（ ）は規約上の名称、
：新規
＜役員＞
◇世話人（幹事）
秦野悦子、本郷一夫、金谷京子、長崎 勤、佐竹真次、
常田秀子、中村 晋、糠野亜紀、川田 学、鈴木智子、高橋千枝、藤野 博、澤江幸則、河合真紀
子、森 正樹、亀田良一、柄田 毅
◇代表(会長)
長崎 勤
◇会計
河合真紀子
＜事務局関連＞
◇会計監査
吉井勘人
◇事務局
○仲野真史、仲野みこ、渡辺春奈、田尻永里、ジョンミンヨン、板倉達哉、吉
田仰希
◇名簿作成
仲野みこ
◇書記
川田 学
＜広報関連＞
◇分科会 News letter 編集委員会（原稿収集、編集、送付） 澤江幸則、川田 学、柄田 毅、
高橋千枝
◇文献情報
川田 学
◇ホームページ作成・管理 ジョンミンヨン
◇メ－ル（ホ－ムペ－ジ）への情報掲載
森 正樹
◇シンポ・ラウンド企画
金谷京子・澤江幸則・森 正樹
＜例会・サマーワークショップ関連＞
◇例会手続き（部屋予約、機材準備）
吉井勘人
◇日本臨床発達心理士 研修ポイント対象の申請
藤野 博
◇2011 年度夏合宿幹事
＊＊＊
２．活動計画
1)年間テーマ：発達支援のユニバーザルデザイン
2)紙上総会
日時：2011 年５月
議題：活動報告・活動予定承認、決算・予算案承認
3)自主シンポジウム
4)懇親会
３）例会
(1)7 月例会・サマーワークショップ（合同）
■テーマ：「震災と臨床発達」
■日時：2011 年 7 月 30 日（土）20 時開始 31 日（日）16 時終了
■場所：日本青年館ホテル（東京都新宿区神宮外苑そば）
http://www.nippon-seinenkan.or.jp/【テーマ】： 未定
【コーディネーター】澤江幸則・長崎 勤
(2)１２月例会
【テーマ】未定
【講演者】未定
【指定討論】未定
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６)日本発達心理学会「発達障害」分科会 20 周年記念出版
「シリーズ：発達支援のユニバーサルデザイン」（全 3 巻）（金子書房刊）
第１巻 『社会性発達支援のユニバーサルデザイン』
第２巻 『言語力支援のユニバーサルデザイン』
第３巻 『身体に関連した発達支援におけるユニバーサルデザイン』
＊20 周年(2012 年)記念出版編集委員会
委員長：長崎勤、
副編集長：澤江幸則
編集委員：森、高橋（千）、秦野、鈴木、柄田、川田
７）ニュースレター
67 号のみ全員に郵送、以降はメール版と郵送
①11 年 5 月号：（第 71 号）紙上総会、7 月例会案内
＊年会費振込用紙、
②
7 月号：（第 72 号：メール）サマーワークショップ案内
③
10 月号：（第 73 号：メール）12 月例会案内
④2011 年 3 月号：（第 74 号）総会案内、例会報告、次年度へ向けて
９）分科会ホームページの運営
・例会案内
・ニュースレターバックナンバー
・役員・規定
・申し込みフォーマット
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