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現在川崎市では、通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある児童生徒のために、言語・情緒合わ

せて 10 校の小中学校に通級指導教室を設置しています。また、川崎市立聾学校には聴覚の通級指導教室を

設置しています。平成 22 年度には、新たに次の各学校に情緒の通級指導教室を開設し、特性に合った支援

の場として充実を図ってまいります。 

＊小学校・真福寺小学校（麻生区） ☎988-4412（直通）＊中学校・御幸中学校（幸区） ☎522-3413（直通）

 
 
通級を希望する不登校児童生徒の増加に対応するため、新たに川崎市適応指導教室「ゆうゆう広場な

かはら」を川崎市中原区下小田中（川崎市立西中原中学校プール横）に平成２２年５月６日より開設し

ました。不登校児童生徒の居場所として、相談活動や各種の体験活動を通して自尊感情を育て学校復帰

や社会復帰を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「塚越相談室」「ゆうゆう広場さいわい」は、建て替え工事のため、平成２２年４月より旧河原町小

学校に移転しました。当施設は、昭和３８年に教育研究所として設立され、総合教育センターが開所さ

れてからは塚越分室として使用されました。平成１５年４月からは名称を塚越相談室と改称して利用さ

れてきました。また、平成５年９月１日からは、適応指導教室（ゆうゆう広場さいわい）が４階部分を

利用して開設されました。 
平成２３年春には、建て替えが完成する予定です。２３年

度以降は元の場所で相談活動･ゆうゆう広場さいわいの運営

を継続します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

広場では次のような活動を行っています。 

○悩み事や心配事の相談  ○創作活動や表現活動 

○仲間と触れ合うゲームや話し合い 

○軽スポーツ        ○栽培活動や自然体験 

○社会見学や宿泊体験   ○学習活動 

 

 

 

 

  

 

【ゆうゆう広場なかはら完成予想図】 

 

〇開設場所 

川崎市中原区下小田中２－１７－１ 

〇アクセス 

ＪＲ武蔵中原駅より徒歩５分 

【移転先 旧河原町小学校】 

〇開設場所 

川崎市幸区河原町 １ 

 ℡ ５４１－３６３３ 

 FAX ５１１－３１５６ 

※電話・FAX 番号の変更はありません。 

〇アクセス 

市営バス「河原町団地前」下車 徒歩３分 

 更に充実！通級指導教室 
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平成２２年度第１号（通巻１０４号） 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
川崎市総合教育センター  所 長 竹 田 文 夫 

 
ある授業のある場面です。「はい」と手を挙げて立ち上が

った子が発言しようとしたとたん言葉につまって何も言え

なくなってしまいました。先生としては一瞬どう対応しよ

うか迷う場面です。周りの子の反応は様々です。「早くわか

りませんって言えばいいんだよ」と突き放した言い方をし

ている子や「○○さんはいつもこうなんだから」とあから

さまに批判的な言葉をつぶやいている子もいます。こんな

場面に遭遇した時の一瞬の対応にその先生の授業観が表れ

ます。聴き合い学び合う授業を大切にしている先生は、沈

黙している子の隣で、「○○さんの言いたいことは多分…」

とつぶやいている子を見逃しません。そのつぶやきをみん

なの前で発表してもらいます。それをきっかけに、周りの

子どもたちも口々に、沈黙した子の考えを代弁し始めまし

た。そんな周りの反応に黙ってうつむいていた子にも笑顔

が戻ってきて「言いたかったことは…」と語り出しました。 
 また、こんな場面ではどうでしょうか。ある課題につい

て話し合っていた時、一人の子が思いもよらない突飛な（明

らかに間違いと思われる）発言をしました。途端に教室は

爆笑の渦となりました。そんな時、子どもたちと一緒に笑

っておしまいにしてしまうか、「おっ、そんなふうに考えた

のか。先生は、今の考えにとっても興味があるので、○○

さんがどうしてそんなふうに思ったのか、みんなで考えて

みよう。」と投げかけてみるかで、その後の授業展開は大き

く違ってくるのではないでしょうか。 
日々の授業の中では、このように、先生の一瞬の対応で

授業の流れが大きく変わると思われる場面が幾つもころが

っています。しかし、学級担任をしていた頃を思い返して

みると、授業がうまくいかないときなど「進んで発表する

子がいない、やる気がない」とつい子どものせいにしてい

たような気がします。今、振り返ってみると、実は、授業

を進める上で大事な「教育的瞬間」を見逃していただけで

はなかったかと思います。 
「教育的瞬間」（pedagogical moment）という言葉は、

最近読んだ本（『子どもの姿に学ぶ教師』鹿毛雅治）の中で

知りました。教育学者のヴァンネマンの言葉で「子どもの

ために何らかの教育的な働きかけをしなければならない一

瞬」のことをいうのだそうです。教師には、授業における

子どもの表情や発言、行動などから、一瞬の「教育的瞬間」

を捉え、適切な働きかけを行う力が求められているのです。 
では、そのような力をどうしたら身につけることができ

るのでしょうか。漫然と経験を重ねているだけであったり、

授業についての知識や技能を学ぶだけでは「教育的瞬間」

を捉える力が身につくとは思えません。それは、一人一人

の教師が授業を公開し合う校内研修としての授業研究をお

いて他にないのではないでしょうか。ここで言う授業研究

とは、授業の良し悪しや教師の教え方など技術的なことを

論ずることではなく、子どもに視点をあてて、子どもがど

のように学んでいたか子どもの事実に即して教師一人一人

が自分の言葉で語り合い、学び合うことを意味しています。

子どもの具体的な学びの姿を中心にした話し合いは、授業

技術の巧拙を問題にした場合と違って、気負いのない開か

れた対話につながります。教師集団として行う授業研究の

意義がそこにこそあると思います。 
今、多くの困難な課題を抱える学校現場にとって、子ど

もや授業について同僚間で日常的に語り合い、学び合える

学校風土をいかに醸成していくかが何よりも大事な課題と

して問われていると思います。 
日々の授業を大切にした学校づくりを内側から支援でき

る総合教育センターでありたいと思っています。 
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日常的な ICT 活用と学力向上 

                                     川崎市総合教育センター専門員 

横浜国立大学教育人間科学部 

附属教育デザインセンター   野中 陽一 

 

 1985年に初めて学校へのコンピュータ導入に補助金が交付されてから、既に四半世紀が経過している。この間、教育

の情報化に関わる様々な取り組みが行われてきたにも関わらず、ICT活用や情報教育、校務の情報化等は普及、定着して

いるとは言い難い。 

 文部科学省が2009年3月に発行した「教育の情報化に関する手引」では、新学習指導要領に埋め込まれた「教育の情報

化」に関わる記述を整理し（第２章）、情報教育よりも前に「教科指導におけるICT活用」（第３章）を位置づけた。また、

2009年度には補正予算で、デジタルテレビ（大型ディスプレイ）等のICT機器が普通教室に整備された。 

 これらは、コンピュータ等のICT機器を特別なものとして、特定の時間にだけ活用するというこれまでの情報教育を中

心とした活用から、あらゆる教科、領域等で、日常的にICTを活用することに拡げ、あらためて、教育の情報化の普及定

着を図ろうとしていることを意味している。 

 ICT活用と学力との関連に関する研究によってICT活用の効果も明らかになってきた。横浜国立大学が文部科学省の委

託を受けて行った、全国学力・学習状況調査と教育の情報化実態調査の分析によると、教師が手間なく活用できるよう

に普通教室のICT環境整備が行われた場合には、「教員がコンピュータ等を使って，資料等を拡大表示したり，デジタル

教材を活用するなどの工夫」を行う頻度が高くなり、活用頻度が高い（週１回以上）ほど、国語や算数の平均正答率が

若干高くなるという結果が得られている。 

 日常的なICT活用が学力向上に寄与するためには、ICT機器の整備と同時に、コンテンツの充実が欠かせない。実物投

影機による教科書や資料、実物等に加え、教科書準拠型コンテンツ等を拡大提示することによって、子どもたちにより

わかりやすい授業を行うことが求められる。ただし、ICTによる拡大提示の効果は、わかりやすく『可視化』するまでで

ある。教師による指示や説明、発問、適切な板書など、これまでも求められた授業スキルが伴わなければ効果は限定さ

れることに留意する必要がある。普通教室で日常的にICTを活用するということは、従来の授業スタイルを変えずにICT

活用を組み込んで、授業を改善するということなのである。 

 先日、国のIT戦略本部は「新たな情報通信技術戦略」をまとめた。教育分野に関しては、i)子ども同士が教え合い学

び合うなど、双方向でわかりやすい授業の実現、ii)教職員の負担の軽減、iii)児童生徒の情報活用能力の向上、などが

重点施策として示されている。文部科学省では、今後の学校教育（初等中等教育段階）の情報化に関する総合的な推進

方策について「学校教育の情報化に関する懇談会」で議論を始めている。熟議カケアイでは、「ＩＣＴを活用した２１世

紀にふさわしい学校や学びとはどうあるべきか？」についての議論がWeb上で行われている。 

 授業における日常的なICT活用を教育の情報化の新たな第一歩とし、学校全体の情報化を進めることが求められている

のである。 

      

平成 22 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 
郷土史 
資料編集 

副読本「かわさき」の作成と活用に関す

る研究 
◆ 小林 正史 ・ 鵜木 朋和（橘小） ・ 林  武夫      

(久本小) ・ 山田 邦昭(菅小)       ◇南谷 隆行 
理  科 考えを表現し、学ぶ意欲を育てる理科授

業 
◆ 山岸 木聖 ・ 間馬 雅子（南菅中） ・ 大川 洋  

（富士見中）・ 山本 貴弘（南河原小） ◇網屋 直昭 
図画工作・ 
美  術 

〔共通事項〕を生かして感性を育む 
図画工作・美術科の授業 

◆ 太田 景子 ・ 末口久美子（四谷小） ・ 鈴木 貴久 
（京町小） ・ 熊谷 佳子（南大師中）  ◇佐藤 利行 

外国語教育 コミュニケーションを支える文法指導

の研究 
◆ 野平 夕子 ・ 大澤 有史（御幸中） ・ 大窪洋次郎

（平中）・添田 紗織（南生田中）    ◇明瀬 正一 
高校教育 未来を切り拓く力を育むキャリア教育

の研究 
◆ 牛木 寿美 ・  松本  智春（川崎高） ・ 大川  一幸

（商業高）・ 安藤  勉（高津高）   ◇荒井 利之 
特別支援教育 通常の学級における特別な教育的ニーズ

のある児童生徒に対する支援の在り方 

◆ 伊藤 琢也  ・小久保 裕之(金程小) ・中村 由記子

(東生田小)  ・西川 友子(生田中)     ◇片山 純子 
専門研究員 専門学科デザイン科におけるビジュア

ルデザイン制作指導の研究 
◆ 渡邉 孝行                         ◇荒井 利之 
 

ｶｳﾝｾﾗｰ研究員 学校における教育相談の在り方 ◆ 中川  薫             ◇鈴木 廣和 

Column 

 9

市教育委員会研究推進校一覧

校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当 校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当
(区) （区）

中学校 国語 平　間 2/2 須山 小学校 国語 犬　蔵 1/19 須山
(中原区) (宮前区)

中学校 社会 野　川 2月中 南谷 小学校 社会 小　田 12/15 南谷
(宮前区) (川崎区)

中学校 数学 南大師 １月中 榎原 小学校 算数 井　田 1/19 榎原
(川崎区) (中原区)

中学校 理科 宮　内 網屋 小学校 理科 栗木台 12/15 網屋
(中原区) (麻生区)

中学校 音楽 大　師 1/13 川﨑 小学校 生活 長　沢 12/15 中西
(川崎区) (麻生区)

中学校 美術 南　菅 11/11 佐藤(利) 小学校 音楽 千代ヶ丘 12/15 川﨑
(多摩区) (麻生区)

中学校 保健体育 稲　田 １月中 森島 小学校 図画工作 下作延 12/15 佐藤(利)

(多摩区) (高津区)
中学校 技術・家庭 川崎・京町・富士見 布川 小学校 体育 宮　崎 11/17 森島

（川崎区） 野田 (宮前区)
中学校 外国語 犬　蔵 １月中 明瀬 小学校 家庭 大　島 1/19 野田

(宮前区) (川崎区)
中学校 道徳 宮　崎 辰口 小学校 総合的な 長　沢 12/15 中西

(宮前区) 学習の時間 (麻生区)
中学校 総合的な 日　吉 中西 小学校 特別活動 西丸子 12/15 川野

学習の時間 (幸区) (中原区)
中学校 特別活動 塚　越 1/28 川野 高等学校 高校教育 川崎高校 ２月中 荒井

(幸区) (川崎区)
中学校 キャリア教育 高　津 布川 特別支援学校 特別支援教育 田島養護 2/2 栗山

(高津区) (川崎区)
中学校 教育課程 白　鳥 佐藤(公)

(麻生区)
中学校 教育課程 南河原 榎原 校種別 研究領域等 学校名 発表日 担当

(幸区) （区）
中学校 特別支援 南生田 片山 小学校 幼保小連携 南生田小学校 1/19 中西

(多摩区) 幼稚園 （多摩区） 南生田保育園・その他

高等学校 中高連携 川崎総合科学高等学校 荒井
中学校 （幸　区） 御幸中学校

高等学校 高大連携 橘高等学校 荒井
大　学 （中原区） 国際武道大

校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当 大　学 国士舘大・慶応大

（区） 高等学校 高大連携 商業高等学校 荒井
小学校 国語 南河原 12/15 須山 大　学 （幸　区） 横浜商科大

(幸区) 大　学 自由ヶ丘産能短期大

小学校 社会 平 南谷
(宮前区)

小学校 算数 新　町 12/15 榎原 校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当
(川崎区) （区）

小学校 理科 生　田 1/19 網屋 小学校 道徳 久　末 12/15 辰口
（多摩区） (高津区)

小学校 生活 栗木台 12/15 中西 中学校 道徳 宮　内 辰口
(麻生区) （中原区）

小学校 体育 高　津 12/15 森島
(高津区)

小学校 特別活動 宮前平 川野 校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当
(宮前区) （区）

小学校 健康教育 菅　生 後藤 小学校 人権尊重教育 下小田中 1/19 川野
(宮前区) (中原区)

小学校 幼小連携 東門前 中西 中学校 人権尊重教育 今　井 川﨑
(川崎区) （中原区）

平成２２・２３年度　　小学校

平成２１・２２年度 道徳教育

平成２２・２３年度 人権尊重教育

＊発表日は、日程が決まっている学校のみ掲載しています。

平成２２・２３年度　中学校 平成２１・２２年度 　小学校

平成２１・２２年度 異校種間連携
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               ・庶務一般、センター内予算、決算の総括 

・４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、教育会館、塚越相談室、 

ゆうゆう広場及びセンター分室の施設維持管理 
 

 
 

・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。 

ＴＥＬ ８４４－３６００（大代表） 
ＦＡＸ ８４４－３６０４ 

◆主な業務◆ 

◆総務室からのお願い◆ 

平成２２年３月、公立幼稚園が廃園となりました。これに伴いまして８年間にわ

たり、様々な機関にご協力・ご理解をいただきながら事業を展開してまいりました

幼児教育センターの機能及び業務の一部は、市長部局に移管されました。 

幼児教育についてのご質問、お問い合わせ 

カリキュラムセンター 指導主事 中西  憲子    ＴＥＬ ８４４－３７３１ 

カリキュラムセンター 担当係長 伊藤 香緒里   ＴＥＬ ８４４－３７２３ 

（平成２１年度生田幼稚園勤務）  

市民・こども局こども本部子育て施策部こども企画課 子育て・幼児教育支援担当課長 

川崎市総合教育センター カリキュラムセンター担当課長（併任） 

諏佐 裕子    ＴＥＬ ２００－２８４８ 
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               ・庶務一般、センター内予算、決算の総括 

・４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、教育会館、塚越相談室、 

ゆうゆう広場及びセンター分室の施設維持管理 
 

 
 

・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。 

ＴＥＬ ８４４－３６００（大代表） 
ＦＡＸ ８４４－３６０４ 

◆主な業務◆ 

◆総務室からのお願い◆ 

平成２２年３月、公立幼稚園が廃園となりました。これに合わせて８年間にわた

り、様々な機関にご協力・ご理解をいただきながら事業を展開してまいりました幼

児教育センターの機能及び業務の一部は、市長部局に移管されました。 

幼児教育についてのご質問、お問い合わせ 

カリキュラムセンター 指導主事 中西  憲子    ＴＥＬ ８４４－３７３１ 

カリキュラムセンター 担当係長 伊藤 香緒里   ＴＥＬ ８４４－３７２３ 

（平成２１年度生田幼稚園勤務）  

市民・こども局こども本部子育て施策部こども企画課 子育て・幼児教育支援担当課長 

川崎市総合教育センター カリキュラムセンター担当課長（併任） 

諏佐 裕子    ＴＥＬ ２００－２８４８ 
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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 南谷(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 川野、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 坂牧 

（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 

指導課 

（Tel  200-3243 松田     722-8095 佐藤 ） 

著作権 著作権・フィルタリング等 情報・視聴覚センター 樋口 

（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 

教育 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 坂牧 

（Tel 844-3711） 

特別支援に関わる児童生徒の教育相談 特別支援教育センター 

（Tel 844-3700、541-3633） 

特別支援教育サポーター NPO 教育活動総合サポートセンター 

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 Fax200-2853 

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 844-3741、541-3633） 

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（総合教育センター２階） 

本告
も と お り

・菊池（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 
佐藤 裕之 

（844-3720) 
カリキュラムセンター業務の全体統括 

担当課長 
稲毛 伸幸  

(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 

担当課長 

（併任） 

諏佐 裕子 

(200-2848） 
幼児教育、幼小連携教育（市民・こども局こども企画課勤務） 

指導主事 
須山佳代子 

(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 
南谷 隆行 

(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、輝け☆明日の先生、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、中高一貫・連携教育、

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 
中西 憲子 

(844-3721) 

生活、総合的な学習の時間、幼児教育・幼小連携教育、環境教育、総則・委託研究、

教育課程研究会、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、小中連携教育、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、研究研修講師派

遣事業、キャリア教育・進路指導研修 

指導主事 
野田まなみ 

(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

頭研修、指定都市共同研究 

指導主事 
森島  烈  

(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、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、小中連携教育、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 
川野 佳秀 

(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、中高連携・一貫教育、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、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 

指導主事 藤中 大洋 国立教育政策研究所派遣 

担当係長 
伊藤香緒里 

(844-3723) 
幼児教育・幼小連携教育、初任者研修 

 

TEL ８４４－３７２１ 

FAX ８４４－３６０４ 
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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 
室 長    堀米 達也 

℡８４４－３７５２ 

＊スクールカウンセラー配置事業 

＊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 

 
指導主事 松崎 哲範  

℡８４４－６７０１ 
溝口相談室

＊問題を抱える子ども等の自立支援事業 

＊不登校対策研修会 

＊学校巡回カウンセラー派遣事業 

＊教育相談校内研修・宿泊研修（502 講座）（826 講座） 

指導主事 新井 紀代美  
℡８４４－６７０１ 

溝口相談室 

＊フレンドシップかわさき事業・不登校対策連絡協議会 

＊不登校家庭訪問相談 

＊ゆうゆう広場の運営に係わること 

＊心のかけはし相談員連絡協議会 

指導主事 鈴木 廣和  
℡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〉…南武線川崎駅から徒歩 20 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 辻 敏明専任教諭） 

〈さいわい〉…南武線川崎駅から徒歩 20 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〉…市・東急バス戸手アパート前下車徒歩３分 

℡５４１－０７４７ 
〈なかはら〉…南武線武蔵中原駅から徒歩５分  

℡７５５－１６２２ 
不登校家庭訪問相談 
℡５２２－３５３４ 
＊申し込み 平日 9 時から 17 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 阿部 厚 

℡ 844―３７１０ 

指導主事熊谷顯太郎 

℡ 844―３７１１ 

指導主事 小松良輔 

℡ 844―３７１１ 

指導主事 坂牧秀則 

℡ 844―３７１１ 

指導主事 樋口 彰 

℡ 844―３７１１ 

情報･視聴覚センター業務全般に係わること 

• 情報モラル・セキュリティ 

• 校務システム研究 

• 小学校情報機器整備 

• 特別支援学校情報機器整備 

• 教育の情報化にかかわる研究・研修 

• 映像､視聴覚に関する業務 

• KEINS-NET に係る業務（ID 管理） 

• 小学校情報教育研究会 

• 電子黒板調査研究 

• 教育の情報化にかかわる研究・研修

• ネットワーク運営管理・セキュリティ 

• 学校導入機器等申請・受付 

• 高等学校コンピュータ室機器整備 

• 高等学校教科等連絡協議会(情報) 
• 教育の情報化にかかわる研究・研修 

• 校務用コンピュータにかかわる業務 

• 学校、研究会等の Web ページ管理 

• 図書館総合システム 

• 中学校情報部会 

• 教育の情報化にかかわる研究・研修 

 
映像資料 

    

川崎市視聴覚ライブラリー (映像教材･機器の貸出) 
生涯学習､学校教育、平和教育（16 ミリ・ビデオ）、パネル、視聴覚機器の貸出を

します。お気軽にお問い合わせ下さい。 

★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

せ下さい 

 
映像資料 

    

夏季希望研修、夜間研修、校内（出前）研修（随時）、リクエスト研修（随時） 

TEL ８４４－３７１１ 

FAX ８４４－３６５１ 
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特別支援教育に関する学校支援  
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 

特別支援教育に関する教育相談･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）
特別支援教育マネジメント研修(408) 
特別支援教育研究会（川特研）関係 

心理臨床相談員 溝口 ７名 塚越 ３名 

教育相談員 ２名 巡回指導員 ４名 

作業療法士 ２名 

指導主事 吉田 宴 
TEL ８４４－３７４２ 

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 

特別支援教育に関する教育相談･学校支援 
（全市・主に中原区）

特別支援教育体制充実に関する研究関係   
特別支援教育コーディネーター連絡協議会関係 
研究推進校（特別支援教育・中学）に関すること

 

特別支援教育に関する教育相談･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（830） 
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

院内学級に関すること 

特別支援教育に関する教育相談・学校支援 

（主に川崎区） 

特別支援教育専門家チーム関係 
通級指導教室関係 
通級指導教室新担任者等研修（831） 
通級指導教室専門研修(410) 医療的ケア関係  

研究推進校（特別支援教育）関係 

特別支援教育に関する教育相談・学校支援 
（主に幸区・中原区） 

特別支援学級等新担任者研修（828） 

特別支援学級等新担任者２年目研修（829） 

特別支援教育の教育課程（小学校）に関すること

特別支援教育研究会（小学校）関係 
ＡＢＣけんさに関すること 他機関連携関係 

溝口相談室    塚越相談室 

TEL ８４４－３７４１／５４１－３６３３

FAX ８４４－３６０４／５１１－３１５６

室 長  巴 好子 

TEL ８４４－３７４０ 

指導主事 片山 純子 
TEL ８４４－３７４１ 

指導主事 高木 幸江 
TEL ８４４－３７４１ 

指導主事 稲葉 武 

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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職  名 氏   名 主  な  業  務  内  容 

室  長 
佐藤 裕之 

（844-3720) 
カリキュラムセンター業務の全体統括 

担当課長 
稲毛 伸幸  

(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 

担当課長 

（併任） 

諏佐 裕子 

(200-2848） 
幼児教育、幼小連携教育（市民・こども局こども企画課勤務） 

指導主事 
須山佳代子 

(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 
南谷 隆行 

(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、輝け☆明日の先生、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、中高一貫・連携教育、

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 
中西 憲子 

(844-3721) 

生活、総合的な学習の時間、幼児教育・幼小連携教育、環境教育、総則・委託研究、

教育課程研究会、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、小中連携教育、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、研究研修講師派

遣事業、キャリア教育・進路指導研修 

指導主事 
野田まなみ 

(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

頭研修、指定都市共同研究 

指導主事 
森島  烈  

(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、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、小中連携教育、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 
川野 佳秀 

(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、中高連携・一貫教育、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、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 

指導主事 藤中 大洋 国立教育政策研究所派遣 

担当係長 
伊藤香緒里 

(844-3723) 
幼児教育・幼小連携教育、初任者研修 

 

TEL ８４４－３７２１ 

FAX ８４４－３６０４ 
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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 
室 長    堀米 達也 

℡８４４－３７５２ 

＊スクールカウンセラー配置事業 

＊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 

 
指導主事 松崎 哲範  

℡８４４－６７０１ 
溝口相談室

＊問題を抱える子ども等の自立支援事業 

＊不登校対策研修会 

＊学校巡回カウンセラー派遣事業 

＊教育相談校内研修・宿泊研修（502 講座）（826 講座） 

指導主事 新井 紀代美  
℡８４４－６７０１ 

溝口相談室 

＊フレンドシップかわさき事業・不登校対策連絡協議会 

＊不登校家庭訪問相談 

＊ゆうゆう広場の運営に係わること 

＊心のかけはし相談員連絡協議会 

指導主事 鈴木 廣和  
℡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〉…南武線川崎駅から徒歩 20 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 辻 敏明専任教諭） 

〈さいわい〉…南武線川崎駅から徒歩 20 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〉…市・東急バス戸手アパート前下車徒歩３分 

℡５４１－０７４７ 
〈なかはら〉…南武線武蔵中原駅から徒歩５分  

℡７５５－１６２２ 
不登校家庭訪問相談 
℡５２２－３５３４ 
＊申し込み 平日 9 時から 17 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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               ・庶務一般、センター内予算、決算の総括 

・４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、教育会館、塚越相談室、 

ゆうゆう広場及びセンター分室の施設維持管理 
 

 
 

・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。 

ＴＥＬ ８４４－３６００（大代表） 
ＦＡＸ ８４４－３６０４ 

◆主な業務◆ 

◆総務室からのお願い◆ 

平成２２年３月、公立幼稚園が廃園となりました。これに伴いまして８年間にわ

たり、様々な機関にご協力・ご理解をいただきながら事業を展開してまいりました

幼児教育センターの機能及び業務の一部は、市長部局に移管されました。 

幼児教育についてのご質問、お問い合わせ 

カリキュラムセンター 指導主事 中西  憲子    ＴＥＬ ８４４－３７３１ 

カリキュラムセンター 担当係長 伊藤 香緒里   ＴＥＬ ８４４－３７２３ 

（平成２１年度生田幼稚園勤務）  

市民・こども局こども本部子育て施策部こども企画課 子育て・幼児教育支援担当課長 

川崎市総合教育センター カリキュラムセンター担当課長（併任） 

諏佐 裕子    ＴＥＬ ２００－２８４８ 
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               ・庶務一般、センター内予算、決算の総括 

・４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、教育会館、塚越相談室、 

ゆうゆう広場及びセンター分室の施設維持管理 
 

 
 

・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。 

ＴＥＬ ８４４－３６００（大代表） 
ＦＡＸ ８４４－３６０４ 

◆主な業務◆ 

◆総務室からのお願い◆ 

平成２２年３月、公立幼稚園が廃園となりました。これに合わせて８年間にわた

り、様々な機関にご協力・ご理解をいただきながら事業を展開してまいりました幼

児教育センターの機能及び業務の一部は、市長部局に移管されました。 

幼児教育についてのご質問、お問い合わせ 

カリキュラムセンター 指導主事 中西  憲子    ＴＥＬ ８４４－３７３１ 

カリキュラムセンター 担当係長 伊藤 香緒里   ＴＥＬ ８４４－３７２３ 

（平成２１年度生田幼稚園勤務）  

市民・こども局こども本部子育て施策部こども企画課 子育て・幼児教育支援担当課長 

川崎市総合教育センター カリキュラムセンター担当課長（併任） 

諏佐 裕子    ＴＥＬ ２００－２８４８ 
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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 南谷(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 川野、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 坂牧 

（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 

指導課 

（Tel  200-3243 松田     722-8095 佐藤 ） 

著作権 著作権・フィルタリング等 情報・視聴覚センター 樋口 

（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 

教育 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 坂牧 

（Tel 844-3711） 

特別支援に関わる児童生徒の教育相談 特別支援教育センター 

（Tel 844-3700、541-3633） 

特別支援教育サポーター NPO 教育活動総合サポートセンター 

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 Fax200-2853 

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 844-3741、541-3633） 

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（総合教育センター２階） 

本告
も と お り

・菊池（Tel 844-3638） 

 

こんな質問にもお答えします 
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日常的な ICT 活用と学力向上 

                                     川崎市総合教育センター専門員 

横浜国立大学教育人間科学部 

附属教育デザインセンター   野中 陽一 

 

 1985年に初めて学校へのコンピュータ導入に補助金が交付されてから、既に四半世紀が経過している。この間、教育

の情報化に関わる様々な取り組みが行われてきたにも関わらず、ICT活用や情報教育、校務の情報化等は普及、定着して

いるとは言い難い。 

 文部科学省が2009年3月に発行した「教育の情報化に関する手引」では、新学習指導要領に埋め込まれた「教育の情報

化」に関わる記述を整理し（第２章）、情報教育よりも前に「教科指導におけるICT活用」（第３章）を位置づけた。また、

2009年度には補正予算で、デジタルテレビ（大型ディスプレイ）等のICT機器が普通教室に整備された。 

 これらは、コンピュータ等のICT機器を特別なものとして、特定の時間にだけ活用するというこれまでの情報教育を中

心とした活用から、あらゆる教科、領域等で、日常的にICTを活用することに拡げ、あらためて、教育の情報化の普及定

着を図ろうとしていることを意味している。 

 ICT活用と学力との関連に関する研究によってICT活用の効果も明らかになってきた。横浜国立大学が文部科学省の委

託を受けて行った、全国学力・学習状況調査と教育の情報化実態調査の分析によると、教師が手間なく活用できるよう

に普通教室のICT環境整備が行われた場合には、「教員がコンピュータ等を使って，資料等を拡大表示したり，デジタル

教材を活用するなどの工夫」を行う頻度が高くなり、活用頻度が高い（週１回以上）ほど、国語や算数の平均正答率が

若干高くなるという結果が得られている。 

 日常的なICT活用が学力向上に寄与するためには、ICT機器の整備と同時に、コンテンツの充実が欠かせない。実物投

影機による教科書や資料、実物等に加え、教科書準拠型コンテンツ等を拡大提示することによって、子どもたちにより

わかりやすい授業を行うことが求められる。ただし、ICTによる拡大提示の効果は、わかりやすく『可視化』するまでで

ある。教師による指示や説明、発問、適切な板書など、これまでも求められた授業スキルが伴わなければ効果は限定さ

れることに留意する必要がある。普通教室で日常的にICTを活用するということは、従来の授業スタイルを変えずにICT

活用を組み込んで、授業を改善するということなのである。 

 先日、国のIT戦略本部は「新たな情報通信技術戦略」をまとめた。教育分野に関しては、i)子ども同士が教え合い学

び合うなど、双方向でわかりやすい授業の実現、ii)教職員の負担の軽減、iii)児童生徒の情報活用能力の向上、などが

重点施策として示されている。文部科学省では、今後の学校教育（初等中等教育段階）の情報化に関する総合的な推進

方策について「学校教育の情報化に関する懇談会」で議論を始めている。熟議カケアイでは、「ＩＣＴを活用した２１世

紀にふさわしい学校や学びとはどうあるべきか？」についての議論がWeb上で行われている。 

 授業における日常的なICT活用を教育の情報化の新たな第一歩とし、学校全体の情報化を進めることが求められている

のである。 

      

平成 22 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 
郷土史 
資料編集 

副読本「かわさき」の作成と活用に関す

る研究 
◆ 小林 正史 ・ 鵜木 朋和（橘小） ・ 林  武夫      

(久本小) ・ 山田 邦昭(菅小)       ◇南谷 隆行 
理  科 考えを表現し、学ぶ意欲を育てる理科授

業 
◆ 山岸 木聖 ・ 間馬 雅子（南菅中） ・ 大川 洋  

（富士見中）・ 山本 貴弘（南河原小） ◇網屋 直昭 
図画工作・ 
美  術 

〔共通事項〕を生かして感性を育む 
図画工作・美術科の授業 

◆ 太田 景子 ・ 末口久美子（四谷小） ・ 鈴木 貴久 
（京町小） ・ 熊谷 佳子（南大師中）  ◇佐藤 利行 

外国語教育 コミュニケーションを支える文法指導

の研究 
◆ 野平 夕子 ・ 大澤 有史（御幸中） ・ 大窪洋次郎

（平中）・添田 紗織（南生田中）    ◇明瀬 正一 
高校教育 未来を切り拓く力を育むキャリア教育

の研究 
◆ 牛木 寿美 ・  松本  智春（川崎高） ・ 大川  一幸

（商業高）・ 安藤  勉（高津高）   ◇荒井 利之 
特別支援教育 通常の学級における特別な教育的ニーズ

のある児童生徒に対する支援の在り方 

◆ 伊藤 琢也  ・小久保 裕之(金程小) ・中村 由記子

(東生田小)  ・西川 友子(生田中)     ◇片山 純子 
専門研究員 専門学科デザイン科におけるビジュア

ルデザイン制作指導の研究 
◆ 渡邉 孝行                         ◇荒井 利之 
 

ｶｳﾝｾﾗｰ研究員 学校における教育相談の在り方 ◆ 中川  薫             ◇鈴木 廣和 

Column 
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市教育委員会研究推進校一覧

校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当 校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当
(区) （区）

中学校 国語 平　間 2/2 須山 小学校 国語 犬　蔵 1/19 須山
(中原区) (宮前区)

中学校 社会 野　川 2月中 南谷 小学校 社会 小　田 12/15 南谷
(宮前区) (川崎区)

中学校 数学 南大師 １月中 榎原 小学校 算数 井　田 1/19 榎原
(川崎区) (中原区)

中学校 理科 宮　内 網屋 小学校 理科 栗木台 12/15 網屋
(中原区) (麻生区)

中学校 音楽 大　師 1/13 川﨑 小学校 生活 長　沢 12/15 中西
(川崎区) (麻生区)

中学校 美術 南　菅 11/11 佐藤(利) 小学校 音楽 千代ヶ丘 12/15 川﨑
(多摩区) (麻生区)

中学校 保健体育 稲　田 １月中 森島 小学校 図画工作 下作延 12/15 佐藤(利)

(多摩区) (高津区)
中学校 技術・家庭 川崎・京町・富士見 布川 小学校 体育 宮　崎 11/17 森島

（川崎区） 野田 (宮前区)
中学校 外国語 犬　蔵 １月中 明瀬 小学校 家庭 大　島 1/19 野田

(宮前区) (川崎区)
中学校 道徳 宮　崎 辰口 小学校 総合的な 長　沢 12/15 中西

(宮前区) 学習の時間 (麻生区)
中学校 総合的な 日　吉 中西 小学校 特別活動 西丸子 12/15 川野

学習の時間 (幸区) (中原区)
中学校 特別活動 塚　越 1/28 川野 高等学校 高校教育 川崎高校 ２月中 荒井

(幸区) (川崎区)
中学校 キャリア教育 高　津 布川 特別支援学校 特別支援教育 田島養護 2/2 栗山

(高津区) (川崎区)
中学校 教育課程 白　鳥 佐藤(公)

(麻生区)
中学校 教育課程 南河原 榎原 校種別 研究領域等 学校名 発表日 担当

(幸区) （区）
中学校 特別支援 南生田 片山 小学校 幼保小連携 南生田小学校 1/19 中西

(多摩区) 幼稚園 （多摩区） 南生田保育園・その他

高等学校 中高連携 川崎総合科学高等学校 荒井
中学校 （幸　区） 御幸中学校

高等学校 高大連携 橘高等学校 荒井
大　学 （中原区） 国際武道大

校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当 大　学 国士舘大・慶応大

（区） 高等学校 高大連携 商業高等学校 荒井
小学校 国語 南河原 12/15 須山 大　学 （幸　区） 横浜商科大

(幸区) 大　学 自由ヶ丘産能短期大

小学校 社会 平 南谷
(宮前区)

小学校 算数 新　町 12/15 榎原 校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当
(川崎区) （区）

小学校 理科 生　田 1/19 網屋 小学校 道徳 久　末 12/15 辰口
（多摩区） (高津区)

小学校 生活 栗木台 12/15 中西 中学校 道徳 宮　内 辰口
(麻生区) （中原区）

小学校 体育 高　津 12/15 森島
(高津区)

小学校 特別活動 宮前平 川野 校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当
(宮前区) （区）

小学校 健康教育 菅　生 後藤 小学校 人権尊重教育 下小田中 1/19 川野
(宮前区) (中原区)

小学校 幼小連携 東門前 中西 中学校 人権尊重教育 今　井 川﨑
(川崎区) （中原区）

平成２２・２３年度　　小学校

平成２１・２２年度 道徳教育

平成２２・２３年度 人権尊重教育

＊発表日は、日程が決まっている学校のみ掲載しています。

平成２２・２３年度　中学校 平成２１・２２年度 　小学校

平成２１・２２年度 異校種間連携
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現在川崎市では、通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある児童生徒のために、言語・情緒合わ

せて 10 校の小中学校に通級指導教室を設置しています。また、川崎市立聾学校には聴覚の通級指導教室を

設置しています。平成 22 年度には、新たに次の各学校に情緒の通級指導教室を開設し、特性に合った支援

の場として充実を図ってまいります。 

＊小学校・真福寺小学校（麻生区） ☎988-4412（直通）＊中学校・御幸中学校（幸区） ☎522-3413（直通）

 
 
通級を希望する不登校児童生徒の増加に対応するため、新たに川崎市適応指導教室「ゆうゆう広場な

かはら」を川崎市中原区下小田中（川崎市立西中原中学校プール横）に平成２２年５月６日より開設し

ました。不登校児童生徒の居場所として、相談活動や各種の体験活動を通して自尊感情を育て学校復帰

や社会復帰を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「塚越相談室」「ゆうゆう広場さいわい」は、建て替え工事のため、平成２２年４月より旧河原町小

学校に移転しました。当施設は、昭和３８年に教育研究所として設立され、総合教育センターが開所さ

れてからは塚越分室として使用されました。平成１５年４月からは名称を塚越相談室と改称して利用さ

れてきました。また、平成５年９月１日からは、適応指導教室（ゆうゆう広場さいわい）が４階部分を

利用して開設されました。 
平成２３年春には、建て替えが完成する予定です。２３年

度以降は元の場所で相談活動･ゆうゆう広場さいわいの運営

を継続します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

広場では次のような活動を行っています。 

○悩み事や心配事の相談  ○創作活動や表現活動 

○仲間と触れ合うゲームや話し合い 

○軽スポーツ        ○栽培活動や自然体験 

○社会見学や宿泊体験   ○学習活動 

 

 

 

 

  

 

【ゆうゆう広場なかはら完成予想図】 

 

〇開設場所 

川崎市中原区下小田中２－１７－１ 

〇アクセス 

ＪＲ武蔵中原駅より徒歩５分 

【移転先 旧河原町小学校】 

〇開設場所 

川崎市幸区河原町 １ 

 ℡ ５４１－３６３３ 

 FAX ５１１－３１５６ 

※電話・FAX 番号の変更はありません。 

〇アクセス 

市営バス「河原町団地前」下車 徒歩３分 

 更に充実！通級指導教室 
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平成２２年度第１号（通巻１０４号） 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
川崎市総合教育センター  所 長 竹 田 文 夫 

 
ある授業のある場面です。「はい」と手を挙げて立ち上が

った子が発言しようとしたとたん言葉につまって何も言え

なくなってしまいました。先生としては一瞬どう対応しよ

うか迷う場面です。周りの子の反応は様々です。「早くわか

りませんって言えばいいんだよ」と突き放した言い方をし

ている子や「○○さんはいつもこうなんだから」とあから

さまに批判的な言葉をつぶやいている子もいます。こんな

場面に遭遇した時の一瞬の対応にその先生の授業観が表れ

ます。聴き合い学び合う授業を大切にしている先生は、沈

黙している子の隣で、「○○さんの言いたいことは多分…」

とつぶやいている子を見逃しません。そのつぶやきをみん

なの前で発表してもらいます。それをきっかけに、周りの

子どもたちも口々に、沈黙した子の考えを代弁し始めまし

た。そんな周りの反応に黙ってうつむいていた子にも笑顔

が戻ってきて「言いたかったことは…」と語り出しました。 
 また、こんな場面ではどうでしょうか。ある課題につい

て話し合っていた時、一人の子が思いもよらない突飛な（明

らかに間違いと思われる）発言をしました。途端に教室は

爆笑の渦となりました。そんな時、子どもたちと一緒に笑

っておしまいにしてしまうか、「おっ、そんなふうに考えた

のか。先生は、今の考えにとっても興味があるので、○○

さんがどうしてそんなふうに思ったのか、みんなで考えて

みよう。」と投げかけてみるかで、その後の授業展開は大き

く違ってくるのではないでしょうか。 
日々の授業の中では、このように、先生の一瞬の対応で

授業の流れが大きく変わると思われる場面が幾つもころが

っています。しかし、学級担任をしていた頃を思い返して

みると、授業がうまくいかないときなど「進んで発表する

子がいない、やる気がない」とつい子どものせいにしてい

たような気がします。今、振り返ってみると、実は、授業

を進める上で大事な「教育的瞬間」を見逃していただけで

はなかったかと思います。 
「教育的瞬間」（pedagogical moment）という言葉は、

最近読んだ本（『子どもの姿に学ぶ教師』鹿毛雅治）の中で

知りました。教育学者のヴァンネマンの言葉で「子どもの

ために何らかの教育的な働きかけをしなければならない一

瞬」のことをいうのだそうです。教師には、授業における

子どもの表情や発言、行動などから、一瞬の「教育的瞬間」

を捉え、適切な働きかけを行う力が求められているのです。 
では、そのような力をどうしたら身につけることができ

るのでしょうか。漫然と経験を重ねているだけであったり、

授業についての知識や技能を学ぶだけでは「教育的瞬間」

を捉える力が身につくとは思えません。それは、一人一人

の教師が授業を公開し合う校内研修としての授業研究をお

いて他にないのではないでしょうか。ここで言う授業研究

とは、授業の良し悪しや教師の教え方など技術的なことを

論ずることではなく、子どもに視点をあてて、子どもがど

のように学んでいたか子どもの事実に即して教師一人一人

が自分の言葉で語り合い、学び合うことを意味しています。

子どもの具体的な学びの姿を中心にした話し合いは、授業

技術の巧拙を問題にした場合と違って、気負いのない開か

れた対話につながります。教師集団として行う授業研究の

意義がそこにこそあると思います。 
今、多くの困難な課題を抱える学校現場にとって、子ど

もや授業について同僚間で日常的に語り合い、学び合える

学校風土をいかに醸成していくかが何よりも大事な課題と

して問われていると思います。 
日々の授業を大切にした学校づくりを内側から支援でき

る総合教育センターでありたいと思っています。 
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