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     川崎市総合教育センター 所 長  鈴 木 浩 之 

 

本年度より当総合教育センター所長を拝命いたしまし

た鈴木浩之と申します。前職の教育委員会事務局総務部

の教育改革推進担当として、教育行政において経験させ

ていただきましたことを活かし、当センターの研究・研

修・相談機能を十分に発揮した学校支援体制を構築して

まいりたいと考えています。 

さて、当センターに着任してから、高崎市、名古屋市、

那覇市におきまして、教育研究所連盟の総会及び研究報

告会等が開催されました。これらの会では、様々な教育

課題が報告され、それぞれの地域が、どのようなことを

重要課題としてとらえ、また、それに対してどのような

対策を立て問題解決に努めているのか、あるいは現状の

改善を図っているのかなどの提案や協議が行われました。

主に次の３点に話題が集中していました。はじめに、新

学習指導要領への対応、次に次世代を担う若手教員の育

成を含めた教職員の研修体制の在り方、そして教育にお

ける ICT活用の在り方です。 

新学習指導要領への対応課題の中では、全ての教科指

導や学習領域において共通課題となっている言語活動の

充実をどのように進めるべきかが協議の中心になりまし

た。言語による表現力は、教育において育てるべき重要

な力の一つであり、今後多様化が進む社会において、ま

すます必要となるコミュニケーション能力や人間関係の

形成能力の基盤として最も大切なものの一つであると考

えます。 

教職員の研修については、校内における研究・研修の

充実が求められており、多くの地域でワークショップ型

の校内授業研究を進めていることがわかりました。川崎

市でも「授業力こだわりハンドブック」を作成し、その

中で授業研究を活性化する方法の一つとしてワークショ

ップ型の協議方法を提案させていただいているところで

す。校内における研究・研修の充実及び活性化は、もう

一つの課題である若手教員の育成にも効果を発揮するも

のと考えています。先輩教師の経験が後輩教師に伝わり

にくくなっている現在、目の前にいる子どもたちの課題

に全職員で取り組むことは、次世代を担う若い教師にと

って確実な実践力を身に付けるための大きな力になるこ

とと確信しています。 

また、ICTの活用につきましては、学校の多忙化が進

む中、情報環境の整備を進め、校務処理を効率的に行え

るようにすることで、子どもたちに接する時間をさらに

生み出せるようにすることや、さらに ICT機器を活用し

た「わかる授業」をどのように展開するのか、その授業

展開の方法も大きな研究テーマになっています。 

当センターでも、このような全国的な課題を踏まえな

がら、本年度の目標としては、ライフステージにおける

研修体制の見直し、学校教育部との連携事業である児童

支援活動推進モデル校事業の推進、校務支援システムの

構築、教育における情報化推進、新たに開設された「ゆ

うゆう広場たかつ」の円滑な運営、教育相談体制の見直

し及び改善などを図ってまいりたいと考えています。皆

様のご理解とご協力をいただきながら、今後も川崎市総

合教育センターが教職員の皆様にとりまして、ますます

役に立つ存在としてセンター機能を充実してまいりたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 子ども・子育て新システムについて 

       市民・こども局こども本部子育て施策部子育て支援課長 

（総合教育センターカリキュラムセンター担当課長併任） 

山本 奈保美 

 

 国では、すべての子どもの良質な成育環境を保障し、子どもや子育て家庭を社会全体で支援することを目的と

して、子ども・子育て支援関連の制度、財源を一元化して新しい仕組みを構築し、質の高い学校教育・保育の一

体的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援の充実を図るため、現在開会中の第１８０回通常国会に「子

ども・子育て新システム関連３法案」を提出したところです。 

 「子ども・子育て新システム」は、基礎自治体である市町村が実施主体となり、子ども・子育てにかかる財源

を一元化し、幼児期の学校教育・保育に対する給付や、地域子育て支援拠点事業、妊婦検診、児童手当、放課後

児童クラブ等の給付・事業を一元的に提供する新たな仕組みです。 

 また、幼保一体化を進めるため、総合こども園制度を創設するなど、「子ども・子育て新システム」の実施に

より、これまでの保育・幼児教育施設の枠組みが大きく変化していくことが予想されます。 

 この「子ども・子育て新システム」は、法案成立後、平成２５年度から可能なものについて段階的に実施して

いくこととしています。 

 市民・こども局こども本部では、「子ども・子育て新システム」の実施に向けた情報収集等を行っています。

「子ども・子育て新システム」の内容について御不明な点があれば、下記までお尋ね下さい。 

 

担当：市民・こども局こども本部子育て支援課 次世代育成担当 TEL200－3533 
 
 
 
 

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 
自分にひきよせて読むことのできる児童生徒を育て

るために ～文学的文章の授業改善をめざして～ 

◆中澤英之（宮崎中）・松本さやか（大師中） 

内野真理子（高津小）・白石篤士（子母口小） 

◇須山佳代子 

 

社  会 
習得・活用を大切にした「わかる」社会科学習の在り

方 

◆國廣隆之（上丸子小）・鵜野朋和（橘小） 

 和田敏雄（宮内中）・鈴木正博（柿生中） 

◇南谷隆行 

 

言語活動 
思考力・判断力・表現力を育むための学習指導の工夫 

～考えを発展させていく言語活動を通して～ 

◆杉本りつ子（大谷戸小）・福岡弘行（野川小） 

 岡 里子（西中原中）・永田 賢（宮前平中） 

◇藤中大洋・中西憲子 

 

高校教育 学習習慣を形成するための指導方法の研究 

◆畑中久枝（橘高）・五味 博（川崎高） 

 山本 大（川崎総合科学高）・高橋直樹（商業高） 

◇安藤 勉 

 

教育相談 
育てる教育相談の視点を取り入れた学級づくり 

～伝え合う、認め合う人間関係づくりを目指して～ 

◆杉山達郎（野川中）・横山容子（橘中） 

 石栗美紀（小田小）・生亀砂保里（末長小） 

◇新井紀代美 

専門 

研究員 

高等学校における特別支援教育の方向性についての

研究 
◆福本啓介（高津高定時制）    ◇安藤 勉 

カウンセラー

研究員 

より効果的な教育相談を実現させるために 

～教育相談力（見立てる力・かかわる力）の充実と活用～ 
◆山本 篤（平間中）      ◇板橋美由紀 

Column 
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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 

指導要録・出席簿の記入の仕方、学籍に関すること

など 

カリキュラムセンター 南谷(小学校)、 

倉賀野(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 
学事課学校物品担当（Tel 200-3659） 

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、 511-7205小林 ） 

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） 

特別支援教育センター 巴（Tel 844-3740） 

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 Fax 200-2853） 

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） 

菊本・林（Tel 844-3638） 

 

24 
年度 
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平成24年度  

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 
明瀬 忠義 

(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） 

山本奈保美

（200-3794）    

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併任） 

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、学校評価、５年経験者研修 

指導主事 
宮嶋 俊哲 

(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、２年目校長研修、中学校数学科初任者指導力向上研修 

指導主事 
鈴木 克彦 

(844-3722) 

理科、理科支援員等配置事業、ＣＳＴ事業、学校評価、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、県教連・所長協 

指導主事 
倉賀野 滋 

(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、県教委、指定都市共同研究、学校評価 

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、教育基本

調査、県教連・所長協、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、スポーツ、かながわ JOYJOYスクール実践研究、学校新聞、拡大

要請訪問、教育課程研究会、２年目教頭研修、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、所長協、２年目教員研修、10年経験者研修 

指導主事 
水之江 忠 

(844-3721) 

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、県教連、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、授業力向上支援事業 

指導主事 
田中 理恵 

(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 
ム ラ

育 
ュ キ リ

ー 

カ 
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夏季希望研修・夜間研修(前期・後期)・出前研修(随時)・リクエスト研修(随時) 

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（10：00～12：00 13：00～16：30） 

 

  
  

  

室長 小松 良輔 

℡ 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の全体統括 

・ 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 

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 

報

ー 

覚 聴 視 情

報
・ 
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