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                           平成２３年度第１号（通巻１０６号） 

 

 

 

 

 

 

 
 

      川崎市教育委員会 教育長  金井 則夫 
 

３月１１日に発生した未曾有の東日本大震災におきま

しては、多数の方々が亡くなられました。また、教職員の

家族、知り合いの方々で被災された人もいると伺っていま

す。心より哀悼の意を表するとともに、被災された方々に

対しましても心よりお見舞いを申し上げます。 

川崎市にも被災された方々が避難し、多くの子どもたち

が市内の小中学校等へ転入学しています。これまでの各学

校のきめ細やかな対応に感謝するとともに、教育委員会と

いたしましても的確な支援をしていきたいと考えています。 

こうした状況の中で、私は改めて考え直したことがあり

ます。それは、今回の大震災の様子が新聞、テレビ等で報

道されるのを見て、今まであまり表面に出ることがなかっ

た家族愛、地域愛（Patriotism）といったものが日本人の

国民性として根底にしっかりとあるのだということが実感

できたことです。 

以前、国際児童画展の審査をしたことがあります。日本

の子どもたちの作品以外に世界各国から集まった４万点ほ

どの作品を審査した時のことです。その頃、図工・美術科

の指導主事をしていました。そこで初めて気がついたので

すが、驚いたことに日本の子どもの絵は、どれも自分が大

きく真ん中に描かれ、同様に先進国と言われる国の子ども

の絵もそうでした。しかし、東南アジアなどの子どもたち

の絵のほとんどは、家族が均等に描かれ、本人がどこに居

るのか分からないような描き方をしていました。 

私自身も含め、それまでの図工・美術の教科指導観とい

うものは自分を大切に、個性を尊重し、主体的な活動が重

要であると考え、先生方にも同様の指導をしてきました。 

ところが、その審査をしている時に、日本の子どもたち

の作品に尐なからず違和感を覚えるようになったのです。

逆に東南アジアの子どもたちの作品は、身近な家族や人々

の結びつきそのものが生き生きと表現されており、素直に

感動できたのです。その結果、その児童画展で選ばれた大 

賞作品は、スリランカの子どもが描いた作品で、村の人々

が画面いっぱいに描かれたものでした。確かに今までの日

本の教育の価値観からみると日本の子どもたちの作品は評

価されるべきだったのでしょうが、審査会場で並べた時に

圧倒的な表現の強さを持っていたのは残念ながら日本の子

どもたちの作品ではなかったのです。 

図工・美術教育に限らず、これまで学校教育が培ってき

た自由、自主性、個性と呼ばれたものがいつの間にか変容

してしまったように思います。それが自己中心性の強い子

どもをつくり、その結果、大人になった姿が、いわゆるモ

ンスターペアレントなのかも知れません。 

ところで、「教育は人をつくる」と言いますが、若い教

職員の皆さんは私の世代と違った意味で、個を大切にされ

て育ってきています。それは私たちがそういった思いで教

育してきたからであり、まさしく、それは成果です。しか

し、個の教育に傾斜し過ぎたという反省もあります。本来

は「集団の中の個を育てる」ことが大切なのですが、社会

全体も含めて今でもそういった風潮が強い気がします。 

そのため、学校にいた頃、私はあえて子どもたちに対し

て「個人の思いに出来る限り寄り添うのが教職員や学校の

役目です。しかし、行き過ぎた思いや一つのエゴが学校と

いう共同の集団生活の場で優先することはありません。」と

伝えることから始めていました。 

日本では親が子どもに勉強しなさいと言う時、「自分の

ためだから」と言うことが多いのですが、自由主義、個人

主義と言われるアメリカやヨーロッパでは「人のために」

と言うそうです。個人主義は、利己主義とはまったく違う

わけです。 

今、日本中が復興に向けた善意のエールに包まれる中、

「教育の原点」とは何か。改めて問い直す時期ではないか

と考えています。 
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ちゃんとウロウロする 

                      川崎市総合教育センター  所長  竹田 文夫  

 

 書名にひかれて読んだ本の中で、心に残る一節に出会いました。 

「人生でも仕事でも、これから直面するであろう大きな壁にぶつかったときに、大切なことはただ一つ。壁の前でち

ゃんとウロウロしていること。」（『希望のつくり方』玄田有史） 

「ちゃんとウロウロする」という普通なら使わない矛盾した言葉の組み合わせに、はっとさせられました。そして、

その一節と私が手元に大事に保管しているある先生の感想とが二重写しになったのです。それは、小学校の先生方を対

象にした研究協議会で「日々の授業に求められているもの」というテーマでお話しした際に寄せていただいた次のよう

な感想です。 

「私は子どもの声をひろえているのかとても気になります。また、本当に子どもの方をむいて授業をしているのか心

配です。実践をしなくては…という思いだけにとらわれて、自分の授業力には成長があるのだろうかと日々悩んでいま

す。教員になって9年目が終わりましたが、少しは成長しているのか本当に不安です。」 

授業では実に様々なことが生起していて、教師には子どもの表情やつぶやきなど一瞬の反応を見逃さずに適切に対応

する力が求められている、といったお話をしたことへの感想でした。「子どもの声をひろえているのか」「本当に子ども

の方を向いているのか」と、何年も経験を重ねながらも惰性に陥ることなく、なお、ひたむきに子どもと向き合い、教

師としての自らを振り返り、「本当に不安です」と書いているその思いが痛いほど伝わってきます。恐らく、特に不安に

感じることもなく、同じような授業実践を繰り返している先生より、はるかにしっかり子どもに目を向けている先生で

はないかと思います。 

９年間も教師をつとめてきて、未だに不安であるなど情けない先生だと批判的に受け止められる方もいるかもしれま

せん。でも、私は、この先生の表現の中に飾ることのない正直な気持ちが込められているように感じました。今、なお、

教師としての成長を求めて努力する、その真摯な姿勢に感動しました。そして、このような先生の姿と「ちゃんとウロ

ウロする」という言葉が重なったのです。 

冒頭に紹介した一節の最後は「挫折を経験しながらも、ときに誰かの力をかりて試練をくぐり抜けていこうとする行

為そのものに、希望は宿るのです。」と結ばれていました。 

先生方は、様々な困難な課題を抱えながら日々子どもたちと向き合っているのではないでしょうか。大きな壁にぶつ

かって先が見えなくなっている先生もいることでしょう。今、私たちに必要なことは、そのような困難な課題や壁に一

人で向き合うのではなく、一人一人が「ちゃんとウロウロする」ことで、悩みを語り合い、学び合いながら、共に力を

合わせて教育実践に取り組んでいくことではないでしょうか。 

 
 

 

≪≪≪≪    平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度    長期研究員等による研究会議一覧長期研究員等による研究会議一覧長期研究員等による研究会議一覧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  ◆⻑期研究員  ◇担当指導主事 
算数・数学 確かな知識を身につけるための 

指導に関する研究 

◆堀江賢司（はるひ野中）・向井たか子（富士見台小）・ 

梶 秀紀（大戸小）・村木涼子（東高津中）◇ 榎原真也 

総合的な学習

の時間 

探究的な学習が充実する 

総合的な学習の時間 

◆梶 康子（西御幸小）・山口敦子（橘小）・近藤陽平（東 

橘中）・奥澤 司（犬蔵中） ◇中西憲子 

言語活動 思考力・判断力・表現力を育む 

言語活動の充実 

◆岡本由希子（桜本中）・西村勇一郎（子母口小）・高橋健

一郎（京町小）・根田もゆる（西高津中）  ◇藤中大洋 

ICT教育利用 確かな学力を育む授業づくりをめざして  

～プラスＩＣＴで～ 

◆椎名美由紀（土橋小）・福山 創(平小)・渡辺槙子（西生

田中）・井上 潔（枡形中） ◇樋口 彰 

高校教育 キャリア教育の視点を活かした教科・科

目の授業と評価 

◆松本智春（川崎高定）・牛木寿美（橘高定）・白川賢一（川

崎総合科学高全）・髙橋利之（高津高定）  ◇安藤 勉 

専門研究員 コミュニケーション能力の向上をめざ

した英語指導法の研究 

◆富樫昌克（商業高全） 

◇安藤 勉 

ｶｳﾝｾﾗｰ研究員 中学校における教育相談の在り方 ◆髙村 寛（宮崎中） 

◇新井紀代美 

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 

学 籍 

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)、安藤(高等学校)  （Tel 844-3721） 

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） 

初任研 
初任者研修の時間割の組み方、週時程作成など カリキュラムセンター 川野、水之江、野田、片桐 

（Tel 844-3721） 

非常勤講師の勤務時間、旅費の扱い等 教職員課（Tel 200-3275） 

図 書 

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） 

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・熊谷 

（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 
P C 

サインズについて 情報・視聴覚センター 坂牧 

（Tel 844-3711） 

教 育 不登校児童生徒の自宅学習（e ラーニング） 

特 別 
支 援 

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、階段昇降機など） 

教科書・指導要録用紙・就学奨励費 

指導課特別支援教育係 

Tel 200-3287 Fax200-2853 

サポートノート(書式・記入例・ファイルなど) 

教育課程編成・評価 

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 

かわさきＴ’ｓ・スクエア（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 
稲毛 伸幸

（844-3720) 
カリキュラムセンター業務の全体統括 

担当課長 
佐藤 公孝 

(844-3730) 
研究の全体統括、カリキュラムセンター業務の整理、教育研究所連盟 

担当課長 
大久保 光 

（844-3755） 
研修の全体統括、カリキュラムセンター業務の整理、文部科学省研修関係 

担当課長 

（併任） 

諏佐 裕子

（844-3732）   

幼児教育、幼小連携教育 

（市民・こども局こども本部子育て施策部子育て支援課長） 

指導主事 
須山佳代子 

(844-3731) 

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、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・実践事例研究、

副読本かわさき、県教連、５年経験者研修 

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、

新任総括教諭研修、学校経営校長研修、中学校数学科初任者指導力向上研修 

指導主事 
網屋 直昭 

(844-3722) 

理科、理科支援員配置事業、ＣＳＴ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、所長協 

指導主事 
中西 憲子 

(844-3731) 

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・実践事

例研究、教育課程研究会、研究推進校事業、教頭研修 

指導主事 
仲野 雅子 

(844-3724) 

音楽、人権尊重教育、研究推進校事業、総則・実践事例研究、舞台芸術、新任校

長研修、人権尊重教育推進担当者研修、子どもの音楽活動推進事業、 

指導主事 
縄田 芳信 

(844-3724) 

図工・美術、21世紀の教育を創造する研究会、総則・実践事例研究、学校評価、

小中連携教育、10年経験者研修、県教委・県教連 

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、10年経験者研修、キャリア教育・進路指導研修、県教連・所長協 

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、教育実習、指定都市

共同研究、教育基本調査、初任者研修、２年目教員研修 

指導主事 
森島  烈  

(844-3723) 

体育・保健体育、新任総括教諭研修、学校新聞、拡大要請訪問、教育課程研究会、

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 

指導主事 
水之江 忠 

(844-3731) 

道徳、ふれあい教育・福祉教育、同和教育、教育課題研究、初任者研修、小・中

学校合同道徳教育研修、教育基本調査、２年目教員研修 

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 
安藤  勉 

 (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、15年経験者研修、県教連・所長協 

指導主事 
藤中 大洋

(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、県教連・所長協 

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、初任者研修 県教連・所長協 

FAX 844-3727 
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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・平和教育に関するメディア（16 ミリフィルム・VHS ビデオ・DVD・
CD）、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（  

 

 
 

室⻑ 阿部 厚 
℡ 844-3710 

熊⾕顯太郎 
℡ 844-3711 

坂牧秀則 
℡ 844-3711 

情報・視聴覚センター業務全般にかかわること 
・ 教育の情報化推進計画の策定並びに教育の情

報セキュリティポリシーの策定 

・ 情報モラル教育 
・ 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) 

・ 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の運用 
・ 中学校情報部会 

 樋口 彰 
℡  844-3711 

・ ネットワーク運営管理・整備 
・ 校務システム研究 
・ 特別支援学校情報機器整備 
・ 小学校情報教育研究会 

TEL 844-3711 
FAX 844-3651 

 栃木達也 
℡ 844-3711 

・ 映像､視聴覚に関する業務 
・ 小学校情報機器整備 
・ 小学校情報教育研究会 
・ 情報セキュリティ 

ホームページ

作成 

情報セキュ 

リティ 
ICT 授業 

活用 
映像 

編集 

校務用 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 
情 報 

モラル 

 

お気軽に 
お問い合わ 
せください 
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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） 

特別支援教育推進モデル校関係 研究推進校関係 

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) 

 

指導主事指導主事指導主事指導主事    片山片山片山片山    純子純子純子純子    
TELTELTELTEL    ８４４－３７４１８４４－３７４１８４４－３７４１８４４－３７４１    

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 

指導主事指導主事指導主事指導主事    高木高木高木高木    幸江幸江幸江幸江    
TELTELTELTEL    ８４４－３７４１８４４－３７４１８４４－３７４１８４４－３７４１    

特別支援教育に関する教育相談・学校支援 

（主に川崎区） 

交流及び共同学習 

特別支援学校の地域支援関係 

地域支援チーム会議関係 医療的ケア関係   

研究会議（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 特別支援教育専門家チーム関係 

研究推進校（特別支援学校）関係 

指導主事指導主事指導主事指導主事    稲葉稲葉稲葉稲葉    武武武武    

TELTELTELTEL    ５４１－３６３３（塚越相談室）５４１－３６３３（塚越相談室）５４１－３６３３（塚越相談室）５４１－３６３３（塚越相談室）    

指導主事指導主事指導主事指導主事    宮川宮川宮川宮川    淳子淳子淳子淳子    
TELTELTELTEL    ５４１－３６３３（塚越相談室）５４１－３６３３（塚越相談室）５４１－３６３３（塚越相談室）５４１－３６３３（塚越相談室）    

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 

心理臨床相談員心理臨床相談員心理臨床相談員心理臨床相談員    溝口溝口溝口溝口    ７７７７名名名名    塚越塚越塚越塚越    ３３３３名名名名    

教育相談員教育相談員教育相談員教育相談員    ２名２名２名２名    巡回指導員巡回指導員巡回指導員巡回指導員    ４名４名４名４名    

作業療法士作業療法士作業療法士作業療法士    １１１１名名名名            理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士    1111 名名名名    

指導主事指導主事指導主事指導主事    吉田吉田吉田吉田    宴宴宴宴    
TELTELTELTEL    ８４４－３７４２８４４－３７４２８４４－３７４２８４４－３７４２    

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 

就学指導委員会関係 通級指導教室関係 

川崎市特別支援教育研究会関係 

室室室室    長長長長        巴巴巴巴    好子好子好子好子    

TELTELTELTEL    ８４４－３７４０８４４－３７４０８４４－３７４０８４４－３７４０    

指導主事指導主事指導主事指導主事    伊藤伊藤伊藤伊藤    琢也琢也琢也琢也    
TELTELTELTEL    ８４４－３７４１８４４－３７４１８４４－３７４１８４４－３７４１    
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【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》【教育相談センター各事業・施設電話番号】《保護者や子どもへの紹介用》    

電話相談電話相談電話相談電話相談 

℡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 

来所面接相談来所面接相談来所面接相談来所面接相談 

〈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 

 

ゆうゆう広場ゆうゆう広場ゆうゆう広場ゆうゆう広場 

＊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 中川 薫 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〉…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不登校家庭訪問相談不登校家庭訪問相談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 

 

＊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（306～310・713 講座） 

＊教職員のためのメンタルヘルス 

    

指導主事指導主事指導主事指導主事    松崎松崎松崎松崎    哲範哲範哲範哲範        

℡８４４－６７０１ 

（溝口相談室） 

＊学校巡回カウンセラー派遣事業 

＊不登校対策研修会 

＊教育相談校内研修・宿泊研修（502 講座）（826 講座） 

 

 

指導主事指導主事指導主事指導主事    新井新井新井新井    紀代美紀代美紀代美紀代美        

℡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 

指導主事指導主事指導主事指導主事    鈴木鈴木鈴木鈴木    廣和廣和廣和廣和        

℡５４１－３６３３ 

（塚越相談室） 

＊教育相談センター業務全般に 

係わること 
室室室室    長長長長                堀米堀米堀米堀米    達也達也達也達也    

℡８４４－３７５２ 

 

＊ゆうゆう広場諸活動の企画・調整・事前相談 

＊ゆうゆう広場諸活動への援助、指導及び教育相談 

 

専任専任専任専任教諭教諭教諭教諭    中川中川中川中川        薫薫薫薫        

℡５４４－６３８１ 

（ゆうゆう広場さいわい） 

【教育相談センター主な事業と担当】【教育相談センター主な事業と担当】【教育相談センター主な事業と担当】【教育相談センター主な事業と担当】    
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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。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

「川崎市総合教育センター塚越相談室」「ゆうゆう広場さいわい」は建て替え工事の為、平成２２年

４月より旧河原町小学校に一時移転して相談活動を行ってきました。建て替え工事完了に伴い、平成

２３年４月から元の場所（川崎市幸区塚越１－６０）に戻り、相談活動を再開いたしました。 

 

 

「川崎市総合教育センター塚越相談室」  

   TEL５４１－３６３３・FAX５１１－３１５６ 

「ゆうゆう広場さいわい」  

      TEL５４４－６３８１・FAX５１１－３１５６ 

 

住  所  〒212-0024 川崎市幸区塚越１－６０  

アクセス  ＪＲ南武線鹿島田駅下車 徒歩８分 

（川崎市立塚越中学校の隣） 

◆主な業務◆ 

◆総務室からのお願い◆ 

◆◆◆◆「塚越相談室」「ゆうゆう広場さいわい」移転の「塚越相談室」「ゆうゆう広場さいわい」移転の「塚越相談室」「ゆうゆう広場さいわい」移転の「塚越相談室」「ゆうゆう広場さいわい」移転のお知らせお知らせお知らせお知らせ◆◆◆◆    

～～～～平成２３年４月から元の平成２３年４月から元の平成２３年４月から元の平成２３年４月から元の場所に戻り場所に戻り場所に戻り場所に戻り相談活動を再開相談活動を再開相談活動を再開相談活動を再開～～～～    

手前入口が「塚越相談室」 

奥の入口が「ゆうゆう広場さいわい」 
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平成２３年５月３１日現在

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 11/2 須山 小学校 国語 上丸子 1/18 須山
(中原区) （中原区）

中学校 社会 野 川 11/1 南谷 小学校 社会 稲　田 1/18 南谷
(宮前区) （多摩区）

中学校 数学 南大師 榎原 小学校 算数 登　戸 12/14 榎原
(川崎区) （多摩区）

中学校 理科 宮 内 12/20 網屋 小学校 理科 南　原 1/18 網屋
(中原区) （高津区）

中学校 音楽 大 師 11/14 仲野 小学校 生活・総合 はるひ野 - 中西
(川崎区) （麻生区）

中学校 美術 南 菅 文書 縄田 小学校 生活 稲　田 1/18 中西
(多摩区) （多摩区）

中学校 保健体育 稲 田 11/18 森島 小学校 音楽 夢見ヶ崎 1/18 仲野
(多摩区) （幸区）

中学校 技術・家庭 川崎・京町・ 文書  布川 野田 小学校 図画工作 富士見台 文書 縄田
富士見（川崎区） （宮前区）

中学校 外国語 犬　蔵 10/31 明瀬 小学校 体育 西生田 11/16 森島

(宮前区) （麻生区）

中学校 道徳 宮　崎 11/16 水之江 小学校 道徳 東柿生 - 水之江

(宮前区) （麻生区）

中学校 総合的な 日　吉 1/31 中西 小学校 特別活動 - 川野

学習の時間 (幸区)

中学校 特別活動 塚　越 11/22 川野 小学校 国際理解 虹ヶ丘 1/18 藤中

(幸区) （麻生区）

中学校 キャリア教育 高　津 11/4 布川 

(高津区) 平成２３・２４年度　特別支援学校平成２３・２４年度　特別支援学校平成２３・２４年度　特別支援学校平成２３・２４年度　特別支援学校
中学校 教育課程 白　鳥 1/17 藤中 校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当

(麻生区) （区）

中学校 教育課程 南河原 12/2 榎原

(幸区)

中学校 特別支援 南生田 11/22 片山 (関東地区聾学校研究会）

(多摩区)

平成２３・２４年度　高等学校平成２３・２４年度　高等学校平成２３・２４年度　高等学校平成２３・２４年度　高等学校
校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当

（区）

校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当 高等学校 高校教育 川崎総合科学高校 - 安藤

（区） （幸区）

小学校 国語 南河原 12/14 須山

(幸区) 平成２３・２４年度　異校種間連携平成２３・２４年度　異校種間連携平成２３・２４年度　異校種間連携平成２３・２４年度　異校種間連携
小学校 社会 平 12/14 南谷 校種別 研究教科等 学 校 名 発表日 担当

(宮前区)

小学校 算数 新　町 1/18 榎原 中・高等 中高連携 高津高等学校 - 安藤

(川崎区) 学校 (高津区） 高津中学校

小学校 理科 生　田 12/14 網屋 高等学校 高大連携 橘高等学校 - 安藤

（多摩区） ・大学 （中原区） 慶応義塾・国士舘

小学校 生活 栗木台 12/14 中西 高等学校 高大連携 商業高等学校 - 安藤

(麻生区) ・大学 （幸区） 自由が丘産能短期大

小学校 体育 高　津 12/14 森島

(高津区) 平成２２・２３年度　人権尊重教育平成２２・２３年度　人権尊重教育平成２２・２３年度　人権尊重教育平成２２・２３年度　人権尊重教育
小学校 特別活動 宮前平 12/14 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 11/16 後藤 小学校 人権尊重教育 下小田中 12/14 仲野

(宮前区) (中原区)

小学校 幼小連携 東門前 1/18 中西 中学校 人権尊重教育 今　井 12/7 川野

(川崎区) (中原区)

11/28
or11/29

稲葉

聾学校
(中原区)

平成２２・２３年度　　小学校平成２２・２３年度　　小学校平成２２・２３年度　　小学校平成２２・２３年度　　小学校

平成２２・２３年度　中学校平成２２・２３年度　中学校平成２２・２３年度　中学校平成２２・２３年度　中学校 平成２３・２４年度　　小学校平成２３・２４年度　　小学校平成２３・２４年度　　小学校平成２３・２４年度　　小学校

西御幸
（幸区）

特別支援
特別支援

教育
11/11

平成２３年度 川崎市教育委員会研究推進校一覧 
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2011 年 4 月より、2 階の『教育情報サロン』が模様替えをし、新たに『かわさきＴ’ｓ（ﾃｨｰﾁｬｰｽﾞ）・スクエア』と名前を変

え、オープンしました。 

『かわさきＴ’ｓ・スクエア』は、市内の先生方にとって「資料収集・提供の場」「授業づくりの場」「教員同士のつながり

の場」「各研究（部）会との交流の場」となるような『学びのネットワークの場』の構築を目指して開設された場所です。 
 

『かわさきＴ『かわさきＴ『かわさきＴ『かわさきＴ’’’’ｓ・スクエア』として新たに行われるようになった試みを紹介します。ｓ・スクエア』として新たに行われるようになった試みを紹介します。ｓ・スクエア』として新たに行われるようになった試みを紹介します。ｓ・スクエア』として新たに行われるようになった試みを紹介します。    

① 書籍・文献（雑誌類を除く）の貸し出しを始めました！ 

・先生方の机上のパソコン（サインズ）で検索した書籍や文献を一人３冊まで、二週間の貸し出しを行います。（も

ちろん直接来所の上、目的の書籍・文献を探していただき、その場で借りることも可能です。） 

・該当の書籍・文献がありましたら、まず『かわさきＴ’ｓ・スクエア』に問い合わせをし、貸し出しが可能かどうか確認

します。（貸し出し中かどうかの確認です。） 

・貸し出しが可能な場合には、いつセンターに来所し貸し出し手続きを行 

うか、相談します。 

・センターに来所の上、「貸し出し用紙」に記入し、目的の書籍・文献を借 

ります。 

・二週間以内にセンターに返却します。返却は、集配の利用が可能です。 

② 先生方の悩みにベテラン相談員及び指導主事がお応えします！ 

・学級経営や授業づくり等、様々な悩みに直接アドバイスします。 

・週一回、毎週木曜日は、２０時まで相談を受け付けます。 

・まず電話で来所日時を予約の上、来所してください。（TEL 844-3638） 

 

［［［［利利利利    用用用用    時時時時    間間間間］］］］    

◆月 曜 日    9:00～17:00 

◆火～金曜日   9:00～20:00 

◆第 2 4 土曜日 9:00～16:30 
 
ただし、長期休業期間の利用 

時間は、月～金曜日の 9:00～

17:00 となります。 
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