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受講者は延べ一万六千名

理事長より挨拶

当協会の発達障害を支援するための

代表理事

井上智之

人間力認定協会

講座も三科目出揃いました︒受講者数
も延べ一万六千人を超え︑支援の輪は
日々拡がりを見せています︒
を与えていると思うと︑これ
受講者の内訳を見てみますと︑当事
までの苦労が吹き飛ぶような
者︑親御さんだけでなく︑保育士︑看
気持ちです︒
護師︑介護士︑医師︑小中学校教諭な
発達障害に関する報道は以
どがバランスよく存在しています︒
前よりも増えたように感じま
これはとても良い傾向です︒何故な
すし︑個々に合わせた指導の
ら︑これまでの勉強や資格は︑サービ
重要性を説く人も増えたので
スを提供する側だけに一方的に提供さ
はないでしょうか︒
れる知識である場合がほとんどです︒
とはいえ︑まだ地域や学校
それに比べ︑親御さんと学校教諭︑施
によって対応はまちまちであ
設の教職員さんが同じテキストで学ん
り︑完全に理解してもらえる
でいる︒そのことから︑当協会の講座
状態であるとは言えませんの
は﹁理解は支援﹂という理念を最大に
で︑今後も普及活動を続けて
発揮できていると言えるのです︒
いく必要がございます︒皆様
一人一人の発信や活動は︑全
当協会は受講者の皆様に支えられて
国に影響を及ぼしていきます︒
います︒今後ともご支援のほどお願い
私たちと共に支援の輪を拡
申し上げます︒
げ子どもたちの未来を少しず
つ変えていきましょう！

協会認定資格は三種類に！
お陰様で当協会の認定資格
を受講された方は延べ一万六
千名となりました︒これも皆
様のご支援︑ご理解のお陰だ
と大変感謝しております︒
また︑二〇二二年四月に当
協会が認定する第三の資格と
なる﹁ SST
スペシャリスト﹂
の新規認定が始まりました︒
この資格は児童発達支援士ま
たは発達障害コミュニケー
ションサポーターを受講され
た方だけが受講できる資格と
なっており︑家庭療育を実践
するための資格という位置づ
けになっています︒既に数百
名の受講者がおり︑各家庭に
て SST
が行われていることで
しょう︒児童発達支援士から
始まった支援の輪が着実に拡
がり︑子どもたちに良い影響
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支援の輪を拡げよう！
一般社団法人

事務局

人間力認定協会

一般社団法人

発行者

理解は支援の第一歩！

人間力認定協会

2022 年

会報

第3号

児童発達支援士が一位受賞

こ の 度 ︑大 手 W E メ
B ディ
アである日本の資格・検定
が﹁二〇二二年注目の資格
ランキング﹂を発表し︑当
協会が認定する児童発達支
援士が見事一位に輝きまし
た︒対象資格は一〇〇〇以
上あり︑その中で一位に輝
いたこと︑大変うれしく思
うと同時に︑それほどまで
に発達障害や支援に関する
意識が高まってきているこ
とを意味していると感じて
おり︑更に気を引き締めて
支援活動を行っていきたい
と思います︒
私どもが掲げる理念の一
つである﹁理解は支援の第
一歩﹂が少しずつではあり
ますが︑着実に浸透してき
ているという実感もござい
ます︒というのも︑最近で
は個人の受講だけでなく︑
療育施設や保育園︑医療施
設などから団体受講のお申

し込みを多く頂いておりま
す︒施設において児童発達
支援士が普及することは︑
専門知識を持った人や団体
が増え︑支援の輪が一気に
拡がっていく可能性があり
ます︒そして︑児童発達支
援士を受講されている皆様
が療育施設などで働きたい
と考えた時には︑児童発達
支援士の資格を所持してい
ることが評価されるケース
も今後さらに増えてくると
思います︒
今回表彰頂いた︑日本の

資 格 ・ 検 定 A W A R Dは
S 毎
年実施されると聞いており
ます︒一回だけの受賞で満
足するのではなく︑毎年表
彰していただけるよう全力
で支援活動を続けてまいり
ます︒皆様の応援でこのよ
うな賞を受賞できました︒
ありがとうございます︒支
援の輪を更に拡げていきま
しょう！未来は確実に変わ
り始めています︒

https://ninkyou.jp
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日本の資格・検定にて「児童発達支援士」が

2 0 2 2年 注 目 の 資 格 ラ ン キ ン グ 部 門 １位
大手 WEB メディア
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日本の資格・検定 WEB サイト（https://jpsk.jp/articles/award2022.html）より引用
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エピソードを募集する目的とは
▶エピソードは現在も募集中
ぜひご協力ください

https://ninkyou.jp/episode

当協会では、二〇二二年六月より受講者の皆様に「各種エピソードの募集」
をさせていただいております。皆様がこれまで経験されてきたことを、今まさ
にお悩みの方の参考にさせていただく目的で実施しています。
これまで「発達障害に関するコミュニティが欲しい」という声が協会に複数
寄せられておりました。恐らくその方々は「気軽に子どものことを相談したい」
「困った時に話を聞きたい」と考えていらっしゃるのでしょう。そこでいつでも
自由に閲覧できる Q&A のようなものがあれば、多くの方に役に立てると思い、
現在様々なエピソードの募集を計画しております。
既に三つのテーマに関して協力をお願いしておりましたが、百名以上の方が
ご協力いただき、沢山の貴重なご意見が集まっています。心より感謝致します。
また、各種エピソードで頂いた情報は、理事長ブログにて紹介をしております。
今後は、更に皆様が閲覧しやすい最善の形にて公開していきたいと考えており
ますので、楽しみにしていてください。今後ともご協力お願い申し上げます。

【今後募集を予定しているエピソードテーマ】
・ADHD 児の投薬について

・カサンドラ症候群について

・発達障がい当事者が感じる悩みや不安について

※協会公式 LINE にて順次募集をさせて頂きます。テーマは変更になる可能性がありますので予めご了承ください

過去のエピソードについて情報をまとめています。
詳しくは右の QR コードより「理事長ブログ」を御覧ください！
発行者

一般社団法人

人間力認定協会

事務局

静岡県静岡市葵区鷹匠 3-12-8-9F/10F
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（全員のメッセージを紹介しきれないため、今回は一部の支援士のみご紹介します）

数名）
（他匿名希望

団体名なし

今川 美穂

関西
エリア

さん

￤支援を行う上で大切なこと
親御さんも︑周囲の人も︑
﹁発達障害﹂という言葉にこ
だわりすぎないようにしてほ
しいです︒
診断そのものより重要なの
は︑お子さんは何が得意で何
が苦手かを知ること︒得意な
ことは伸ばしてあげて︑困っ
ていることに適切に対応して
あげることだと思います︒お
子さんの特性を理解し︑どう
すれば幸せで充実した毎日を
過ごすことができるのか︑前
向きに考えていくことが大切
だと思います︒発達障害の診
断がついても︑グレーゾーン
でも︑ありのままのお子さん
を受容してあげてください︒
そのうえで︑得意なことを伸
ばし︑困っていることを適切
にフォローしてあげて︑長い
時間軸のなかでじっくりと育
ててあげてください︒

C o z u eさ ん

団体名なし

関東
エリア

￤資格取得のきっかけは？
﹁お母さん︑勉強してくだ
さいね﹂
我が子が自閉スペクトラム
症と診断を受けた時に︑医師
の先生がおっしゃったこの言
葉が受講したきっかけです︒
子どもの状態や状況を知っ
て支援をするには︑親が知識
を獲得していく必要があるん
ですね︒
親としての責務でもあり当
たり前なのですが︑診断を受
けたばかりで気持ち的には難
そもそも勉強をす
しい面も …
るという事が大嫌いな私は当
時複雑な気持ちでした︒
それでも先生の言葉が忘れ
られず︑インターネットで検
索をしたのです︒自身を奮い
立 た せ ︑﹁ 我 が 子 と の 未 来 の
た め に 学 ぼ う ！ ﹂﹁ 私 が こ の
子の一番の理解者になる！﹂
と思い立ったのです︒
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拡がる認定支援士の輪
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一般社団法人
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新たにご登録いただいた認定支援士のご紹介

（2022.3.1 〜 2022.8.31 ご登録者）

個人情報保護のため、ぼかしを入れています

認定支援士より頂いたメッセージをご紹介

団体名なし

花田 裕妃
さん

￤資格取得のきっかけは？
私は発達障害当事者です︒

十七歳の時に自閉スペクトラ
ム症と診断されました︒
そして月日は流れ︑息子を

出産しました︒今年五歳にな
る息子は発達障害グレーゾー
ンで︑来年には確定の診断名
をつけることができるといわ
れています︒息子は一才十ヶ

団体名なし

S . Oさ ん

団体名なし

M . Yさ ん

https://ninkyou.jp
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発行者

関東
エリア

関東
エリア

￤資格取得のきっかけは？
￤資格取得のきっかけは？
現在十九歳の自閉スペクト
身近に発達障がいのグレー
ラム症の息子がおります︒幼 ゾーンと思われる方が本当に
児期からコミュニケーション 多くて︑関わり方に苦労して
が苦手で︑小学校は登校しぶ いたので︑特徴や関わるコツ
り︑中学校三年間は不登校で を学びたくて受講しました︒
した︒高校受験をきっかけに ￤支援を行う上で大切なこと
不安障害を患い長期の入院生
特性を理解し︑個々に合っ
活を送りました︒今は改善し た関わり方や環境を整えてい
専門学校に元気に通っており くことで︑驚くほどご本人の
ます︒自身の経験と発達障害 反応や支援者の精神的負担が
の知識を学び︑教育現場で役 軽くなると実感しています︒
立てたいと思い資格取得に挑 また特性に合わせた指導に変
戦しました︒
えることで︑今まで伝わらな
かったことが伝わるように
￤知識を習得して変化は？
なったりします︒発達障がい
知識を得たことで相手のこ は生まれつきの特性であると
とを理解できるようになりま しても︑二次障害は支援者が
した︒現在小学校の児童の支 間違った関わり方をしている
援サポートの仕事をさせてい 事でおこってしまう事例も多
ただいており基礎知識がある いと感じました︒関わり方の
こ と で ︑取 り 組 め て お り ま す ︒ コ ツ を 学 ぶ こ と に よ る 効 果 も
実感しています︒学びが広が
るとお互いが生きやすくなる
と思いました︒

皆様の活動を応援するために、当協会の
WEB サイトにて皆様の団体やブログ等を
ご紹介しております。もしご希望の方が
いらっしゃいましたら、事務局までご連
絡ください！支援の輪を共に拡げていき
ましょう！ info@nikyou.jp

関西
エリア

月から保育園に︑三歳からは
療育施設にも通っています︒
息子の通う保育園の先生と
の話し合いで︑視覚支援につ
いて意見がわかれたことがあ
りました︒私が視覚支援につ
いて必要な理由も含めて説明
したものの︑話は平行線のま
ま︒療育施設の先生が再度説
明してくださってようやく園
での視覚支援がされるように
なりました︒なかなか話を聞
いてもらえず困っていたため
児童発達支援士の資格を受講
しようと決意しました︒

活動団体や WEB サイトの紹介

（活動団体のご紹介事例）

〜会員様の活動サポート〜
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