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日本発達心理学会「発達障害」分科会 2013 年度活動報告・計画
（会員数、入会者：１名、退会者：10 名、会員数：183 名）
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
○板倉達哉、権梅欄、上村雅也、仲野真史
◇名簿作成
板倉達哉、
＜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 上村雅也、
◇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
◇2013 年度夏合宿幹事
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：2013 年 3 月 15 日（金）（大会１日目）17 時 45 分―18 時 30 分
●場所：明治学院大学
●議題：2012 年度活動報告、2013 年度活動計画、決算・予算案
3)分科会発足 20 周年記念パーティー
●日時：2013 年 3 月 15 日（金）（大会１日目）19 時―21 時
●場所：場所：目黒 GOBLIN（貸しパーティー会場）〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-11-10
Fujiwara building 5F、
4)7 月例会
●日時：2013 年 7 月 21 日（日）
●場所：筑波大学東京キャンパス１Ｆ118 教室
●テーマ：社会性発達支援のユニバーサルデザイン
思春期・青年期の支援 〜暮らしと学びの場で進める発達支援〜
●話題提供：「中学校・高等学校における特別支援教育巡回相談を通じた発達支援の実際」
森正樹（埼玉県立大学保健医療福祉学部）
●コメンテーター：「暮らしと学びの場で進める発達支援のポイントとは？」(仮題)
亀田良一（みなかみ町立桃野小学校）
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●コーディネーター：森正樹
5)2013 年度サマーワークショップ（夏合宿）
●テーマ：「インクルーシブ教育の現在と課題(仮題)」
●コーディネーター：亀田良一・高橋千枝・長崎 勤
●日時：2013 年９月 22 日（日）・23 日（月、祭日）
●場所：群馬県水上温泉「去来荘」
〒379-1617 群馬県利根郡みなかみ町湯原６８４ TEL.0278-72-6311
（交通）ＪＲ上越線水上駅下車、徒歩 10 分、新幹線上毛高原駅下車、路線バス 20 分
●スケジュール
＜1 日目＞
12：30～
受付
13：00～13:10 企画趣旨 長崎 勤
13：10～15：00【セッション１】「園や学校現場におけるインクルーシブ教育の現状と
課題、展望～授業力、同僚性、学校力の視点から～」 安部博志・吉
井勘人（筑波大学附 属大塚特別支援学校）
15：00～15：15 休憩
15：15～17：30【セッション２】「学校での巡回相談支援の 15 年間の実践を振り返っ
て：インクルーシブ教育の今後の課題（仮題）」内田賢子（元川崎市
教育委員会）
17：30～19：00 チェックイン・夕食・休憩・入浴等
19：00～20：30 【セッション３：若手研究者・実践者の時間】
発表１：「子ども同士の協同活動の発達－典型発達児 3，4，5 歳と障害児同士のかか
わり－（仮題）」上村誠也（NPO 法人正讃会・児童発達支援・放課後等デイ
サービス ひこうせん）
発表２：「子ども同士の関わり方のアセスメントの観点（仮題）」板倉達哉（筑波大
学人間総合科学研究科） 他
21：00～
懇親会
＜2 日目＞23 日（月）
9：00 朝食・チェックアウト
9：00～11：00【セッション４】「通級指導教室担当としての園への巡回相談の取り組み」
（話題提供者：亀田良一（群馬県みなかみ町立桃野小学校ほっとサポー
トルーム）
11：00～11：10 休憩
11：10～12：00 総括・インクルーシブ教育での発達支援の今後の 20 年を考える（分
科会世話人）
12：00 解散
6)１２月例会
【身体と情動に関する発達支援のユニバーサルデザイン出版（予定）記念】
●テーマ：自閉症スペクトラム障害（ASD）と運動発達－その特性と支援について－
●日時：2013 年 12 月 21 日（土）13：30〜16：40（受付 13:00 から）
●場所：筑波大学東京キャンパス 2 階 講義室８
（地下鉄丸の内線茗荷谷駅下車「出口 1」徒歩２分程度）
※会場校への問い合わせ等はご遠慮ください。
●講師：澤江幸則（筑波大学体育系）・村上祐介（筑波大学大学院体育科学専攻）
7)日本発達心理学会「発達障害」分科会 20 周年記念出版
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「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』（2013 年 3 月刊行）
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』（2014 年 1 月刊
行予定）
＊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
8)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
①13 年 5 月号：（第 79 号）総会、7 月例会案内
＊年会費振込用紙、
②
7 月号：（第 80 号：メール）サマーワークショップ案内
③
10 月号：（第 81 号：メール）12 月例会案内
④2014 年 3 月号：（第 82 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

2014 年度役割分担

（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、仲野みこ、仲野真史、吉井勘人、森澤亮介
◇代表(会長)
亀田良一
◇副代表
高橋千枝
常田秀子
◇会計
河合真紀子
＜事務局関連＞
◇監査
◇事務局
○仲野みこ（事務局長）、 森澤亮介、板倉達哉
◇書記 板倉達哉、上村雅也、吉井勘人、中村晋 （世話人会や例会の資料作成や記録、懇親会
等の企画）
＜広報関連＞
◇分科会 News letter 編集委員会（原稿収集、編集）澤江幸則、川田 学、柄田 毅、高橋千枝
◇文献情報
川田 学
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