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平成 24年度  

 

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） 

児童支援活動推進モデル校関係（小学校） 

特別支援教育ステップアップ研修（408） 

特別支援学級等新担任者研修(831)  

地域支援チーム会議関係 

指導主事 片山 純子 
TEL ８４４－３７４１ 

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） 

特別支援教育校内研修（503） 

特別支援教育研究会（小学校）関係 

特別支援教育の教育課程（小学校）に関すること 

指導主事 徳永 由紀 
TEL ８４４－３７４１ 

特別支援教育に関する教育相談・学校支援 

（主に川崎区） 

重度心身障害児研修（410） 

交流及び共同学習 

ＡＢＣけんさ 医療的ケア関係 

特別支援教育専門家チーム関係 

特別支援学校の地域支援関係 

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２年目研修（832） 

特別支援教育コーディネーター養成研修（833） 

特別支援教育の教育課程（中学校）に関すること 

特別支援教育研究会（中学校）関係 

研究推進校（特別支援学校）関係 

指導主事 森 繁則 

TEL ５４１－３６３３（塚越相談室） 

指導主事 宮川 淳子 
TEL 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 

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 １名    

指導主事 稲葉 武 
TEL ８４４－３７４２ 

特別支援教育センター業務の全体統括 

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 

モデル校関係（中学校） 研究会議 

川崎市特別支援教育研究会関係 

室 長  巴 好子 

TEL ８４４－３７４０ 

指導主事 伊藤 琢也 
TEL ８４４－３７４１ 
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平成 24 年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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（502講座）・宿泊研修（830 講座） 

＊学校教育相談研究会議 

 

【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 

℡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（いじめ相談ダイヤル）〉 

℡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 中川 薫 専任教諭） 

 

〈み ゆ き〉… ℡５４１－０７４７ 

〈さいわい〉  ℡５４４－６３８１ 

〈なかはら〉… ℡７５５－１６２２ 

〈た か つ〉… ℡８１４－０７７８ 

〈た  ま〉… ℡９３２－０９８１ 

〈あ さ お〉… ℡９５３－２０２１ 

 

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（306～309講座） 

＊教職員のためのメンタルヘルス 

 

 
指導主事 板橋 美由紀  

℡８４４－６７０１ 

（溝口相談室） 

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かかわること 

＊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） 

 

＊教育相談センター業務の全体統括 
室  長  上杉 岳啓 

℡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 

 

専任教諭 中川  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】 

談 相 育 教 
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平成 24年度 

 
                                     

             

 

   

 

・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。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24年 5月 1日、川崎市総合教育センター分室に、市内 6カ所目の適応指導教室「ゆうゆ

う広場たかつ」を開設いたしました。これにより、高津区・宮前区の児童生徒の通級が便利になり

ました。なお、適応指導教室の整備はこれで完了となります。 

 

 

「ゆうゆう広場たかつ」 TEL ８１４－０７７８ 

FAX ８２９－６２３７ 

住  所 〒21３-00０１  

川崎市高津区溝口４－１９－２  

アクセス ＪＲ南武線武蔵溝ノ口駅下車 徒歩１３分 

     東急田園都市線高津駅下車  徒歩 ７分 

（川崎市立高津小学校の隣） 

◆主な業務◆ 

◆総務室からのお願い◆ 

◆「ゆうゆう広場たかつ」開設のお知らせ ◆

～平成２４年５月から相談活動を開始～ 

「ゆうゆう広場たかつ」 

室 務 総 
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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)

小学校 国語 上丸子 12/12 須山 小学校 国語 苅宿 - 須山

（中原区） （中原区）

小学校 社会 稲田 12/12 南谷 小学校 社会 大戸   1/16 南谷

（多摩区） （中原区）

小学校 算数 登戸 12/12 宮嶋 小学校 算数 南加瀬 1/16 宮嶋

（多摩区） （幸区）

小学校 理科 南原 12/12 鈴木 小学校 理科 小倉 1/16 鈴木

（高津区） （幸区）

小学校 生活 稲田 12/12 中西 小学校 生活、総合 東高津 11/21 中西

（多摩区） （高津区）

小学校 生活、総合 はるひ野 1/16 中西 小学校 図画工作 東大島 1/16 縄田

（麻生区） （川崎区）

小学校 音楽 夢見ヶ崎 11/21 仲野 小学校 家庭科 鷺沼 1/16 野田

（幸区） （宮前区）

小学校 図画工作 富士見台 12/12 縄田 小学校 体育 菅生 11/21 森島

（宮前区） （宮前区） ※1

小学校 体育 西生田 12/12 森島 小学校 特別活動 菅 - 川野

（麻生区） (多摩区)

小学校 道徳 東柿生 1/16 水之江 小学校 教育課題 梶ヶ谷 - 藤中

（麻生区） (情報教育） (高津区）

小学校 特別活動 西御幸 12/12 川野

(幸区）

小学校 国際理解 虹ヶ丘 11/21 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 国語 東橘 - 須山

平成２３・２４年度　特別支援学校 (高津区）

校種別 研究教科等 学　校　名 発表日 担当 中学校 社会 橘  11/30 南谷

（区） (高津区）

特別支援 聾学校 10/30 森 中学校 数学 住吉 2/6 宮嶋

(中原区) (中原区）

中学校 理科 中野島 - 鈴木

平成２３・２４年度　高等学校 (多摩区）

校種別 研究教科等 学　校　名 発表日 担当 中学校 音楽 白鳥 2/7 仲野

（区） （麻生区）

高等学校 高校教育 川崎総合科学 文書 安藤 中学校 美術 麻生 2/13 縄田

（幸区） (麻生区）

中学校 保健体育 川崎 2/25 森島

平成２３・２４年度　異校種間連携 (川崎区）

校種別 研究教科等 学　校　名 発表日 担当 中学校 技術・家庭 - 倉賀野

(区） 野田

中・高等 中高連携 高津高等学校 文書 安藤 中学校 外国語（英語） 西生田 - 明瀬

学校 (高津区） 高津中学校 （麻生区）

高等学校 高大連携 橘高等学校 文書 安藤 中学校 道徳 田島 - 水之江

（中原区） 慶応義塾・国士舘 (川崎区)

高等学校 高大連携 商業高等学校 文書 安藤 中学校 特別活動 大師 1/25 川野

（幸区） 自由が丘産能短期大 (川崎区)

中学校 特別活動 中原 1/18 川野

平成２４・２５年度　人権尊重教育 (中原区)

校種別 研究教科等 学　校　名 発表日 担当 中学校 総合 西高津 - 中西

（区） (高津区)

小学校 人権尊重教育 藤崎 1/16 仲野 中学校 総合 はるひ野 1/16 中西

(川崎区) (麻生区）

中学校 人権尊重教育 日吉 - 川野 中学校 教育課題 平 2/25 倉賀野

(幸区) （キャリア） （宮前区） ※２

中学校 教育課題 玉川 - 宮嶋

（教育課程） (中原区)
※１　公開授業研究会

※２　キャリア教育・進路指導研修会にて文書報告

平成２４・２５年度　中学校

平間・御幸・南加瀬
（中原・幸区）

平成２４・２５年度　　小学校

平成24年５月30日現在

平成２３・２４年度　　小学校

特別支援
教育
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昨年４月よりセンター２階にオープンした『かわさきＴ’ｓ（ﾃｨｰﾁｬｰｽﾞ）・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』としての構築を目指して開設された場所です。 
 

『かわさきＴ’ｓ・スクエア』を紹介します  

① 書籍・文献（雑誌類を除く）を貸し出します！ 

・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、１人３冊まで２週間の貸し出しを

行います。（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、『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。 

・２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 用 時 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。 

 

 

 

＜川崎市総合教育センター ２Ｆ＞ 
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