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平成２１年度第１号（通巻１０２号） 

 

 

 

 

 

 
 

  
川崎市総合教育センター  所 長 竹 田 文 夫 

 
 
転勤して初めて音楽専科を担当することになったある小

学校の先生から、その学校での最初の 1 年間の実践記録を

送っていただきました。「心に響く音楽を求めて」と題した

その実践記録のはじめには、次のように記されていました。 
「…『こんにちは』と挨拶すると無言で通り過ぎていく、

音楽室に入ってくるや否や追いかけっこやボールを投げ始

める、授業が始まっても平気で立ち歩く、そんな児童が数

人いる中でのスタートだった。…私は、赴任先の学校で不

安を感じながらも、儚き願いと強い意志をもって毎時間の

音楽の授業に臨むことにした。…」 
 先生は、そのような子どもたちと正面から向き合いなが

ら、「地道に子どもの目線にあった授業」に力を入れていき

ます。4年生で日本の音楽に親しむ学習をした時は、本物の

「こきりこ」や「ささら」を使わせたいと思い、インター

ネットで和楽器の店を調べ、一軒一軒電話で問い合わせた

上で、雨の中を浅草まで買いに行き、次の日の授業に何と

か間に合わせます。こうした地道な努力を積み重ねる中で、

最初の頃の「ムリ」「デキナイ」「ヤンナイ」といった子ど

もたちの言葉が、「分からない」「教えて」「～をやりたい」

という積極的な言葉にかわっていきます。友だちと教え合

う姿も見られるなど、子どもたちが少しずつ意欲的になっ

ていきます。 
実践記録の最後は、「一人一人が輝けるように、基本に重

点を置きながら友だちとの関わりの場を多くつくり、ほめ

ることも忘れずに、45分を大切にして授業に臨んでいきた

いと考えています。」と結ばれていました。 
 今、教育をめぐっては、学力低下問題をはじめとして、

学校や先生に対する不信感をあおるような論調が多く見受

けられます。様々な批判に対して真摯に耳を傾けることを

忘れてはいけませんが、教育の専門性に関わっては「何が

課題で、何が必要なことか、本当に力を入れるべきことは 
 
 

 
何か」について、学校現場からの声をきちんと発信し、説

明していくことが求められていると思います。 
 しかし、最近の各種の調査結果は、授業以外の様々な業

務をこなさなくてはならず、肉体的にも精神的にも厳しい

状況の中で、疲労感、徒労感から、仕事に対して意欲や自

信を失っている先生の割合が増えてきていることを示して

います。 
 学校現場が様々な困難な壁に直面している今、総合教育

センターに課せられた最も大事な使命は、冒頭に紹介した

ような、豊かな感性とゆるぎない意志で、子どもの実態に

そった実践を積み重ねている多くの現場の先生方に、「自信

と勇気と展望」をもってもらえるような支援・サポートで

はないかと思います。 
 今年度も、総務室、幼児教育センター、特別支援教育セ

ンター、教育相談センター、情報・視聴覚センター、カリ

キュラムセンターの 1 室５センターがその持てる力を結集

し、総合的に力を発揮しながら、全力で子どもたちにつな

がる学校・園を支援・サポートしていきます。 
川崎の子どもや学校・園が抱える課題を共有しながら、

研究・研修の充実に努めてまいります。そのための具体的

な取組の一つに、各学校・園の主体的な研究・研修の支援

があります。どうぞ、既に配付済みの21年度「研修案内」

（表紙がピンク色の冊子）の最後に掲載されている「情報

教育・教育相談・特別支援教育校内研修会、夜間・土曜・

リクエスト研修申込書」を使って遠慮なく各室長までお申

し込みください。 
 各学校・園が「教育の専門性」を発揮し、「自信と勇気と

展望」を持って日々の教育活動を進めていけるよう、これ

まで以上にセンターを利用し、活用していただければと願

っております。 
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           今、必 要 な こ と 
                新学習指導要領改訂等専門員   垣東 節夫 

 
小中学校等の学習指導要領の改訂は、昭和２６年を最初に今回で７回目です。今回の改訂公示からすでに１年を経過

していますので改訂の趣旨、ポイント、具体的内容など、各先生方の研究もかなり進んでいることと思います。 
今回の改訂が今までと大きく異なることは、教育基本法改正を受けての改訂であること、現行学習指導要領と変わっ

ていないのは「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」という「知」「徳」「体」が支える「生きる力」を育むという理

念です。そのために２１世紀を生きる児童生徒に必要な力は、将来に発生する様々な課題に対応する力の育成です。基

礎的･基本的な知識･技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等

を育成し、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かす教育に努め、児童生徒の言語活動の充実を図らなければ

なりません。 
 移行期に入った本年度、各学校では、学習指導要領や各教科等の解説書、川崎市教育委員会の発行した「小･中学校 新

教育課程編成のための資料」、教育委員会と小学校教育研究会、中学校教育研究会とで発行した「確かな学力の向上をめ

ざした学習指導の工夫と改善」、「生きる力をはぐくむ学習指導の工夫と改善」等を十分検討・活用し、指導漏れ、指導

内容の重複がないよう注意しながら教育課程を編成し、日々実践を進めていることと思います。あわせて移行期には改

訂のねらい、趣旨を十分理解し、それに見合った授業内容になるよう研修･研究を進めたいものです。「各教科での言語

活動の充実を図った授業」「自主的、自発的な学習の促進」「児童生徒が見通しを立てたり、振り返ったりする学習の在

り方」「習得した内容を活用する授業」「小学校段階における外国語活動」「指導方法や指導体制の工夫」「新しい教材･

教具の工夫・開発」等、授業の質的な改善を進める時期でもあります。 
学習指導要領が改訂されるたびに思うことがあります。公示を受けた直後の新鮮な気持ち、ねらいや趣旨の把握に努

めた初期。しかし全面実施後数年経つうちに自己流が強くなり、改訂の趣旨等が曖昧なものになっていくことがありま

す。改訂公示から１年、このあたりで学習指導要領改訂の基本的な考えが十分書き込まれている「中央教育審議会答申」

（20.1.17）を再度読み直し、改訂の趣旨の一層の理解、再確認が望まれます。また、移行期こそ現在の全国･川崎の最
新の情報、優れた様々な実践を多く把握している指導主事の活用こそ大切と思われます。 

                   

 

平成21年度 長期研究員等による研究会議一覧 

研究会議名 研究テーマ 研究メンバー  ◆長期研究員 ◇担当指導主事 
国 語 話し合いにおける聞く力を育てる指導

の工夫 
◆黒谷 祥子・棹山 雄高(東高津小) 
安田 洋(向丘中)・根田もゆる(西高津中) ◇新垣 英一

音 楽 音楽を心豊かに学ぶ子どもの育成 
 

◆千葉 葉子・小平 容子(宮前小)・毛利 友紀(末長小)・
松田奈々恵(大師中) ◇川崎 靖弘 

道 徳 自分をみつめる道徳の授業 
 

◆服部  大・中村 正宏(白幡台小)・岡部 啓子(南原小)
山本 澄代(稲田中)・◇辰口 直美 

小学校 
外国語活動 

外国語活動を通して、すすんでコミュニ

ケーションを図ろうとする態度の育成 
◆轡田 亜子・竹内  茜(大島小)・萩野 浩明(井田小) 
渡邊 祐子(上丸子小)・◇明瀬 正一 

特別活動 望ましい話合い活動を通して、よりよく

考え、判断し、行動する子をはぐくむ学

級活動 

◆谷澤 和美・松本 健史(長沢小)・田原麻紀子(中野島中)
國田健太郎(橘中) ◇橋谷 由紀 

高校教育 高校生のストレスマネジメントに関す

る研究 
◆吉田  宏・畑 浩史(総合科学高)・永井 富美(市立商
業高)・木下 美香(橘高校) ◇荒井 利之 

情報教育 学びを促す映像教材の開発 ◆鹿島 俊章・関谷 洋平(下小田中小)・ 
山田 睦子(東柿生小)・宮崎 国仁(橘中) ◇小松 良輔

学校教育相談 教育相談的かかわりが共同学習に与え

る影響について 
◆植村 裕之・安部由喜子(長尾小)・竹内 俊男(有馬小) 
西  道生(南菅中) ◇新井紀代美 

専門研究員 話す・話し合う力の向上をめざす国語科

学習指導 
◆関根 泰三 ◇荒井 利之 
 

ｶｳﾝｾﾗｰ研究員 一人ひとりを大切にする教育相談 ◆高宮  悟 ◇松崎 哲範 
 

Column 
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    センター逆引き案内 

   
先生方からの「どこへ聞いたらよいのか･･･」といった内容をまとめてみました。どうぞ

お気軽に担当までお問い合わせください。 
 

       質     問 担 当 

不登校児童生徒の評価・評定、忌引きの扱い、外

国に行く児童・生徒の籍の扱い、ＤＶにあっている

子の在籍などの記入について 

ｶﾘｷｭﾗﾑｾﾝﾀｰ 小松(小学校)、 

布川(中学校)、荒井(高等学校) 

（Tel 844-3721） 学籍 

出席簿、要録、学校日誌等の公簿、準公簿類の調

達 

学事課（Tel 200-32６７） 

外国語 ALT のスケジュール調整など ｶﾘｷｭﾗﾑｾﾝﾀｰ 明瀬 

（Tel 844-3721） 

時間割の組み方、週時程作成など ｶﾘｷｭﾗﾑｾﾝﾀｰ 橋谷、辰口、明瀬

（Tel 844-3721） 初任研 

非常勤講師の勤務時間、旅費の扱い等 教職員課（Tel 200-3275） 

オンラインシステム回線不具合、研修会など 情報・視聴覚ｾﾝﾀｰ 樋口 

（Tel 844-3711） 

システム入力、操作方法 中原図書館（Tel 722-4934） 
図書 読書のまち・かわさき事業、 

図書館コーディネーター 

学校教育部区教育担当 

（Tel 511-7205  佐 藤 俊 司

722-8095  佐 藤 茂 樹

888-4035  白坂雅妃子） 

著作権 著作権・フィルタリング等 情報・視聴覚ｾﾝﾀｰ 増田 

（Tel 844-3711） 

デー タベ

ース 

学習指導案等の収集 総合教育センター各教科等指導

主事 

校務 PC サインズについて 

電子問題集 不登校児童生徒の自宅学習（e ラーニング） 

情報・視聴覚ｾﾝﾀｰ 金野
こ ん の

 

（Tel 844-3711） 

特別支援に関わる児童生徒の教育相談 

（教職員対象。保護者向けは P.6 参照） 

特別支援教育センター 

（Tel 844-3741、541-3635） 

特別支援教育サポーター NPOサポートセンター 
Tel 877-0553 

教室改修・エレベーター設置など 
(学校長が問い合わせる場合) 

教育環境整備推進室 
Tel 200-2772 

備品（養護机、弱視用備品など） 
教科書・指導要録用紙 

指導課特別支援教育担当 
Tel 200-3287 Fax200-3950 

特別 

支援 

サポートノート(書式・記入例・ファイルなど) 特別支援教育センター 
（Tel 844-3700、541-3635） 

書籍等の

閲覧 

研究紀要・教育書・雑誌の閲覧や貸し出し 

学校案内・公的機関発行のチラシ等の閲覧 

政府刊行物の閲覧 

教育情報サロン（２階） 

本告
もとおり

（Tel 844-3638） 

 

こんな質問にもお答えします 
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職  名 氏   名 主  な  業  務  内  容 

室  長 
河野 勝彦

（844-3720) 
カリキュラムセンター業務全般に係わること  

主  幹 
佐藤 裕之

(844-3730) 
研究・研修事業の全体統括、カリキュラムセンター業務の整理 

指導主事 
新垣 英一 

(844-3721) 

国語、書道、学校図書、教育課程研究会、全国学力・学習状況調査、学校教育の指導の

重点、研究企画運営の統括、新任教務主任研修、20年経験者研修 

指導主事 
小松 典子 

(844-3721) 

社会、地理・歴史、公民、平和教育、学籍・指導要録等、総則・委託研究、学校評価支

援事業、副読本かわさき、２年目教員研修 

指導主事 
榎原 真也 

(844-3722) 

算数・数学、夜間学級、川崎市学習状況調査、研修企画運営の統括、新任総括教諭研修、

学校経営校長研修、中学校数学初任者指導力向上研修 

指導主事 
網屋 直昭 

(844-3722) 

理科、理科支援員等配置事業、教科書採択、表彰・推薦事務、小中連携・中高一貫教育、

新任教頭研修、中学校理科初任者指導力向上研修 

指導主事 
藤中 大洋 

(844-3721) 

生活、総合的な学習の時間、環境教育、学校教育のあゆみ、総則・委託研究、教育課程

研究会、幼小中連携・中高一貫教育、輝け☆明日の先生養成、５年経験者研修 

指導主事 
川﨑 靖弘 

(844-3724) 

音楽、子どもの音楽活動推進事業、人権尊重教育、研究推進校事業、舞台芸術、新任校

長研修、人権尊重教育推進担当者研修 

指導主事 
佐藤 利行 

(844-3724) 

図工・美術、教育課程研究会、21世紀の教育を創造する研究会、総則・委託研究学校評

価支援事業、10年経験者研修 

指導主事 
布川  広 

(844-3726) 

技術・家庭、キャリア教育・中学校進路指導、学籍・指導要録等、学校教育の概要、講

師派遣事業、キャリア教育・進路指導研修 

指導主事 
江尻 孝美 

(844-3725) 

家庭、技術・家庭、生活科学、食育、学校栄養、学校評価支援事業、教育実習、教育活

動サポーター配置事業、教頭研修 

指導主事 
大内 孝二 

(844-3723) 

体育・保健体育、スポーツ、かながわイキイキスクール実践研究、学校新聞、拡大要請

訪問、学校経営教頭研修(企業派遣研修)、小中学校体育・水泳実技研修 

指導主事 
明瀬 正一

(844-3722) 

外国語（英語）、国際、ＡＬＴ配置事業、少人数指導、小学校英語中核教員研修、初任者

研修 

指導主事 
辰口 直美 

(844-3731) 

道徳、ふれあい教育・福祉教育、同和教育、学校評価支援事業、教育課題研究、 

初任者研修、小・中学校合同道徳教育研修 

指導主事 
橋谷 由紀 

(844-3731) 

特別活動、児童生徒指導、演劇、人権尊重教育、教育課題研究、青少年赤十字、 

初任者研修、人権尊重教育推進担当者研修 

指導主事 
荒井 利之 

 (844-3737) 

高校教育、福祉、工業、商業、小中連携・中高一貫・高大連携教育、高等学校進路対策、

研修企画運営の統括、15年経験者研修 

指導主事 
佐藤 公孝 

(844-3733) 

国際理解教育、海外帰国・外国人児童生徒教育相談、日本語指導等協力者派遣、研究企

画運営の統括、指定都市共同研究、校長研修 

指導主事 
後藤美智子 

(844-3737) 

健康教育、性教育、安全指導、心肺蘇生法モデル人形貸出、養護教諭関係研修 

学校プール安全衛生・蘇生法研修、公開教養講座 

 

困ったときには気軽に

ご相談ください。 

TEL ８４４－３７２１ 

FAX ８４４－３６０４ 
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室長 阿部 厚 

℡ 844―３７１０ 

指導主事 樋口 彰 

℡ 844―３７１１ 

指導主事 増田 実 

℡ 844―３７１１ 

指導主事 小松良輔 

℡ 844―３７１１ 

指導主事 金野昌暢 

℡ 844―３７１１ 

情報･視聴覚センター業務全般に係わること 

• KEINS-NET に係る業務（ID 管理） 

• 学校、研究会等の Web ページ管理 

• 校務用イントラネットにかかわる業務 

• 中学校情報機器の整備計画 

• 中学校教育研究会情報教育部会 

• 情報機器・ネットワーク整備計画全般 

• 情報モラル・セキュリティ 

• 教育の情報化にかかわる研究・研修 

• センター共同研究担当（下沼部小） 

• 高等学校教科等連絡協議会(情報)

• ネットワーク運営管理・セキュリティ 

• ICT を活用した授業の推進 

• 学校図書館オンラインシステム 

• 特別支援学校情報機器の整備計画 

• 特別支援学校情報教育研究会 

• 映像､視聴覚に関する業務 

• 小学校情報機器の整備計画 

• 小学校情報教育研究会 

• 映像制作研究会議（長期研究員） 

• 横浜国立大学連携事業 

川崎市視聴覚センター (映像教材･機器の貸出) 
生涯学習､学校教育、平和教育に関する 16 ミリ、ビデオ、パネル、視聴覚機器の

貸出をします。ぜひご利用ください。 

★予約専用 Tel（８４４）３６３６（１０：００～１２：００ 1２：４５～１６：３０） 

情報セキ
ュリティ 

情 報 
モラル 

ＩＣＴ 
授業活用 

校務用
P C 

ホームペ
ージ作成 

情報活用
能力育成 

お気 軽 に 

お問い合わせ

ください

TEL ８４４－３７１１ 

FAX ８４４－３６５１ 

夏季研修、夜間利用研修（前期・後期）、校内（出前）研修 

映 像 資 料
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特別支援教育の学校支援  
文部科学省及び神奈川県関係 
特別支援教育体制充実事業関係  
就学指導委員会関係 通級指導教室関係 
特別支援教育サポート事業関係 
特別支援学校の入学関係 学生派遣 
特別支援教育研究会（小学校）関係 
 

特別支援教育の教育相談･学校支援 
（主に多摩区・麻生区） 

特別支援教育校内研修（503）地域支援チーム関係

交流及び共同学習・特別支援学校の地域支援関係 

特別支援教育コーディネーターステップアップ研修（409）
特別支援教育コーディネーターマネージメント研修(408) 
特別支援教育研究会（川特研）関係 
 

心理臨床相談員 溝口 ５名 塚越 ３名 

教育相談員 ２名 巡回指導員 ４名 

理学療法士 作業療法士 各１名 

指導主事 増田 亨 

TEL ８４４－３７４１ 

指導主事 荒井 真理 
TEL ８４４－３７４１ 

特別支援教育センター業務全般に 
係わること 

特別支援教育の教育相談･学校支援（全市）  
特別支援教育体制充実に関する研究関係   
ＡＢＣけんさに関すること 他機関連携関係 
特別支援学校中学部・高等部への進学 
特別支援教育研究会（進路）関係 
  

特別支援教育の教育相談･学校支援 
（主に高津区･宮前区） 

特別支援教育コーディネーター養成研修（829）
特別支援教育研究会（中学校）関係 
特別支援教育の教育課程（中学校）に関すること

研究推進校（特別支援教育・中学）に関すること

院内学級に関すること 

特別支援教育の教育相談・学校支援（主に川崎区）

特別支援教育専門家チーム関係 
通級指導教室新担任者等研修（830） 
通級指導教室専門(410) 医療的ケア関係   
研究推進校（特別支援教育）関係 
障害のある生徒の進路に関すること 

特別支援教育の教育相談・学校支援 
（主に幸区・中原区） 

特別支援学級等新担任者研修（827） 

特別支援学級等新担任者２年目研修（828） 

特別支援教育コーディネーター連絡協議会関係 
特別支援教育専門家チーム教育班関係 
特別支援教育の教育課程（小学校）に関すること

溝口相談室    塚越相談室 

TEL ８４４－３７００／５４１－３６３３

FAX ８４４－３６０４／５１１－３１５６

室 長  高木 正之助 

TEL ８４４－３７４０ 

指導主事 吉田 宴 
TEL８４４－３７４２ 

指導主事 高木 幸江 
TEL ８４４－３７４１ 

指導主事 青木 利光 
TEL ５４１－３６３３（塚越相談室） 

指導主事 栗山 八寿子 
TEL ５４１－３６３３（塚越相談室）
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【教育相談センター主な事業と担当】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【教育相談センター各事業・施設電話番号】《保護者や子どもへの紹介用》 

                 

             

                    

            

              

             

              

 

       

                  

       

 

 

＊教育相談センター業務全般に 

係わること 

＊スクールカウンセラー配置事業 

＊不登校家庭訪問相談 

＊電話相談（24 時間電話含む） 

＊教育相談研修講座（305～309・713 講座） 

＊教職員のためのメンタルヘルス 

＊不登校対策研修会 

＊教育相談校内研修（502 講座） 

＊教育相談宿泊研修（826 講座） 

 

＊フレンドシップかわさき事業・不登校対策連絡協議会 

＊問題を抱える子ども等の自立支援事業 

＊学校巡回カウンセラー派遣事業 

＊ゆうゆう広場の運営に係わること 

室 長   伊藤 一晴 
℡８４４－３７５２ 

尾
お

立
りゅう

 秋彦 指導主事 
℡８４４－６７０１ 

溝口相談室

新井 紀代美 指導主事 
℡８４４－６７０１ 

溝口相談室 

松崎 哲範 指導主事 
℡５４１－３６３３ 

塚越相談室 

電話相談 
℡５４１－３６３３ 

＊毎日 9 時から 18 時まで 
℡８４４－３７００ 

＊平日 9 時から 16 時 30 分まで 
〈子ども専用電話〉 
℡８４４－６７００ 

＊平日 9 時から 16 時 30 分まで 
〈24 時間電話相談〉 
℡５２２－３２９３ 

＊年末年始を除く毎日 24 時間いつでも 
来所面接相談 
〈塚越相談室〉…南武線鹿島田駅から徒歩８分 

℡５４１－３６３３ 
〈溝口相談室〉…田園都市線二子新地駅から 

徒歩 10 分 

 ℡８４４－３７００ 

ゆうゆう広場 
＊見学の希望やお問い合わせは、どの広場についても

「さいわい」が窓口となっております。 
（担当 鈴木 廣和専任教諭）

〈さいわい〉…南武線鹿島田駅から徒歩８分 

        ℡５４４－６３８１ 
〈た  ま〉…南武線宿河原駅から徒歩５分 

         ℡９３２－０９８１ 
〈あ さ お〉…小田急線新百合ヶ丘駅から徒歩 14 分 

           ℡９５３－２０２１ 
〈み ゆ き〉…JR 川崎駅徒歩 17 分 

市バス 遠藤町・戸手アパート前下車３分

東急バス 戸手アパート前下車３分 

℡５４１－０７４７ 
不登校家庭訪問相談 
℡５２２－３５３４ 

＊申し込み 平日 9 時から 18 時まで 

溝口相談室    塚越相談室 

TEL ８４４－３７００／５４１－３６３３ 

FAX ８４４－３６０４／５１１－３１５６ 
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 室長 
  諏佐 裕子 
 
 
 

 
指導主事 

  小林 朝香 
 
 
 

指導主事 
  根津 牧子 
 
 
 

 
指導主事 

   桜井 伸子 
 
 
 
 
  
  
  

  
                                  
               ・庶務一般、センター内予算、決算の総括 

・５センター間の連絡調整 
・センター広報、運営委員会に関する事務 

           ・センター、幼児教育センター、教育会館、塚越相談室及び 
ゆうゆう広場の施設維持管理 

 
 

・担当者のわかる業務につきましては、各室直通の電話番号でお問い合わせください。 
・駐車場が不足しております。センターへのお車での来館はご遠慮ください。 
・教職員の会議、研修等でセンターの会議室等を利用することができます。 

詳細は指導主事、総務室までお問い合わせください。 

幼児教育センター業務全般に係わること 
安全管理 
公私立幼稚園・保育園との連絡調整 
幼児教育及び子育て支援関係各会議参加 
 

 

『研究』主担当 
個別の指導計画作成の推進   
要請訪問  幼・保・小連携 
複合施設連絡会 
「幼児事故予防」研修・市民向け「子育て期公開講座」 

親子グループ活動

（３歳児） 
区担当：宮前・多摩・

 麻生 

『研修』主担当   
教育・保育計画案作成研究 
川崎市乳幼児の生活実態調査の周知 
幼児教育センターだよりの作成 
国・県教育関係会議参加 
「幼児教育課題」研修 「幼稚園教育課程」研修 

親子グループ活動

（４・５歳児） 
 
区担当：川崎・幸 

『相談』主担当   
私立幼稚園との連携相談 
『情報』主担当   
ホームページの更新 
幼児特別支援教育連絡会 
「幼児特別支援教育」研修 

集団体験活動 
 
区担当：中原・高津

代表 TEL ８３３－５１７１ 

FAX ８３３－５２５５ 

ＴＥＬ ８４４－３６００（大代表） 
ＦＡＸ ８４４－３６０４ 

◆ 主な業務 

◆総務室からのお願い 

★高津小敷地内にあります。 
★１F は、みぞのくち保育園・

子育て支援センター「たまご」

です。 
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市内では現在「さいわい」「たま」「あさお」 
の３ヶ所のゆうゆう広場（川崎市適応指導教室） 
が開設されていますが、広場に通級を希望する 
児童生徒が年々増加しています。この通級を希 
望する不登校児童生徒の増加に対応するため、 
新たな適応指導教室ゆうゆう広場「みゆき」を 
川崎市幸区戸手に平成２１年５月１日に開設し 
ました。 
この「みゆき」は、戸手ポンプ場に隣接し、 

建物は延べ床面積１９９㎡平屋建てで､学習室・ 
プレイルーム・相談室・事務室があります。 
現在は開設したばかりなので、通級して 
いる児童生徒は少ないのですが、今後も 
広場では不登校の子どもたちの居場所、 
活動場所として支援して行きたいと思っ 
ております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ゆうゆう広場さいわい 

川崎市幸区塚越 1-60 

塚越相談室 4階 

☎044-544-6381 

JR 南武線・鹿島田駅より 

徒歩 8分 

ゆうゆう広場たま 

川 崎 市 多 摩 区 宿 河 原

4-1-1 

☎044-932-0981 

JR 南武線・宿河原駅より

徒歩 5分 

ゆうゆう広場 

あさお 

川崎市麻生区 

上麻生 4-25-1 

☎044-953-2021

小田急線・ 

新百合ケ丘駅 

より徒歩 14 分 

以下の施設もぜひご活用ください 

JR 川崎駅西口北より東急バス 
反 01 遠藤町下車 

川 31.32.33 戸手アパート前下車

共に徒歩３分程度です 
TEL ５４１－０７４７（直通）

新百合ヶ丘駅 




