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     川崎市総合教育センター 所 長 江間 薫 

 

通勤電車やバスの中、周りを見回すと、とても多くの

乗客がケータイを操作していることに驚きます。メール

をする人、インターネットをする人、ゲームに夢中な人、

もしこの世にケータイがなければ、この人たちは電車や

バスの中で何をしているだろうなどと考えてしまいます。 
インターネット機能があるケータイは、無料通話アプ

リで、1 対 1 やグループでの会話を楽しむことができま

す。送られてきた会話を読むと「既読」、すぐに読まない

でいると「未読」と相手に表示されてしまいます。読ん

ですぐに返事を返さないでいると、無視したと相手に思

われてしまうのではないかと心配になり返事を書き続け、

すでに真夜中になっていたなどということも。それでも

仲間はずれが怖くてやめられずケータイ依存になるケー

スも少なくありません。返信できないでいると、「○○子、

生意気」とか、あることないこと書かれ、こうなれば「い

やがらせ」「ネットいじめ」となってしまいます。 
なぜ、子どもたちは、みんなと同じでなくてはいけな

いと考えるのでしょう？ 
夜はケータイ禁止の家庭もあるでしょう。家族でゆっ

くり夕飯を食べたい子、見たいテレビがある子、塾があ

る子、ピアノなどのレッスンがある子、ジョギングなど

基礎トレーニングをしている子など、人はそれぞれです。 
 それぞれの事情をわかってこその友達ですから、同じ

ことができなかった友達の悪口を書き込む子など友達で

はありません。人それぞれみんな違うという多様性を受

け入れ、折り合いをつけながら協力し合える仲間たちこ

そ本当の友達だと思います。 
 本当の友達、それは、まさに藤子不二雄の漫画「ドラ

えもん」に出てくる仲間たちのことです。 
 
                                       
 

ドラえもん：未来のネコ型ロボットで、のび太を幸せに

するためやってきたがネズミが苦手 
の び 太：ドジでなまけものだが心やさしい男の子 
し ず か：かわいくてクラスの人気者だがヴァイオリ 

ンのうで前はあまり上手ではない 
ス ネ 夫：ナルシストで自慢するのが悪い癖だがジャイ

アンのご機嫌をとるのが上手 
ジャイアン：自己中心で乱暴だがとても頼りになるガキ

大将で苦手なものはかあちゃん 
 この仲間たちが、それぞれの長所も短所も認め合い、

困難なことに協力して立ち向かっていく友情を描いた漫

画です。川崎市は、「こども 110 番」のドラえもんステ

ッカーを作成したり、「藤子・F・不二雄ミュージアム」

を開館したりと、「ドラえもん」との関係が深いまちです。

川崎の子どもたちには、「ドラえもん」の登場人物のよう

に、お互いの多様性を受け入れ、相手の顔を見て言葉で

思いを伝え、協力し合える仲間と過ごす経験をさせてあ

げたいと心から思います。相手の見えないケータイやパ

ソコンに誹謗中傷を書き込むようなことをさせたくあり

ません。 
 今日的な課題に対応するため、今年度から当センター

に「インターネット問題相談窓口」を開設いたしました。

電話番号は０４４－８４４－３６３８です。川崎市立学

校の小学４年生から高校３年生まで全員に、黄緑色の相

談窓口カードを配付しました。相談は平日夜 20:15 まで

受け付けております。ネットやケータイでのいじめ・い

やがらせトラブルや依存など、ネット問題の専門員が回

答します。 
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２６年度から市立養護学校の名称・通級指導教室設置校が変わりました。 

小学校は各区に１校（宮前区・多摩区は２校ずつ）。中学校は市内に３校。 

難聴は市立聾学校の中に通級指導教室があります。 

４月から校務支援システムの本稼働が始まりました。 

＜今年度お願いしていること＞ 

・校務支援システムを利用した出席簿の運用（小学校・中学校） 

・小学校通信票「のびゆくすがた」の作成（中学校通知表は任意） 

＜来年度より利用を開始する機能＞ 

・指導要録の作成 

・保健帳票の作成 

＜サポート体制＞ 

・サポートセンター（電話窓口）  

  050-3523-4700（平日 8：30～20：00） 

・スクールサポーター（学校訪問研修など） 

  044-844-3711 （平日 9：00～17：00） 
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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。 

 

 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 鵜木(小学校) （Tel 844-3721）
倉賀野(中学校)、安藤(高等学校)（Tel 844-3726） 

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配置事業、外国語活動（Hi,friends）など カリキュラムセンター 伊藤 （Tel 844-3722） 

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 

水之江、小堤、伊藤、木村、片桐、榊原 

（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大井、511-7205中村） 

著作権 著作権・フィルタリング等 情報・視聴覚センター 熊谷・椎名（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 
支 援 
ｼｽﾃﾑ 

システムの基本的操作方法 

システムの運用全般・スクールサポーターの派遣 

サポートセンター （Tel 050-3523-4700） 

情報・視聴覚センター（Tel 844-3７11） 

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 溝口：844-3700 塚越：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）

指導課支援教育担当 

（Tel200-0364 Fax200-2853） 

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 

指導課支援教育担当 

（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、指導要録・出席簿の記入の仕方 

特別支援教育センター 

（Tel 溝口：844-3741 塚越：541-3633） 

教 育
相 談 

スクールカウンセラー、学校巡回カウンセラー 

来所面接相談について 

不登校に関すること 

教育相談センター 

（Tel 溝口：844-6701、塚越：541-3633） 

ゆうゆう広場たかつ(Tel 814-0778) 

書籍等
の閲覧 

研究紀要、教育書、雑誌の閲覧等 

学校案内、公的機関発行のチラシ等の閲覧 

かわさきＴ’ｓ・スクエア（総合教育センター２階） 

菊本、林（Tel 844-4123） 

 

＜センター逆引き案内＞ 

こんな質問にお答えします 

26 
年度
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平成26年度  

職  名 氏   名 主  な  業  務  内  容 

室  長 
佐藤 公孝

（844-3720) 
カリキュラムセンター業務の全体統括 

担当課長 
榎原 真也 

(844-3730) 
研究の全体統括、学校教育部等との連絡調整 

担当課長 
青柳 道子 

（844-3755） 
研修の全体統括、カリキュラムセンター業務の整理、研修センター・研究所連盟 

担当課長 

（併任） 

大野 明子 

（200-3794） 

幼児教育、幼小連携教育 

（市民・こども局こども本部こども企画課子育て推進担当課長併任） 

指導主事 
天野 祐介 

(844-3731) 

国語、書道、学校図書、文集・詩集・読書感想文関係、教育課程研究会、全国学力・

学習状況調査、新任教務主任研修、３年目教員研修 

指導主事 
鵜木 朋和 

(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、２校目異動者研修 

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、全国学力・学習状況調査、中学校数学

科初任者指導力向上研修、新任総括教諭研修（企業派遣研修）研修企画運営統括 

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、研究企画運営統括、所長協、

中学校理科初任者指導力向上研修、新任教頭研修 

指導主事 
大野 恵美 

(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、文化芸術育成事業、子

どもの音楽活動推進事業、人権尊重教育推進担当者研修、新任校長研修 

指導主事 
岩崎 知美 

(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 

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、横浜国立大学連携、学校評価、教育課程研究会、10年経験者研修 

指導主事 
野田まなみ 

(844-3725) 
家庭、技術・家庭、食育、消費者教育、学校評価、教育実習、２年目教員研修 

指導主事 
中野 正明  

(844-3723) 

体育・保健体育、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、輝け☆明日の先生 

指導主事 
伊藤 敏明

(844-3722) 

外国語（英語）、ＡＬＴ配置事業、少人数指導、小中連携教育、輝け☆明日の先生、

小学校英語中核教員研修、初任者研修 

指導主事 
水之江 忠 

(844-3721) 
道徳、ふれあい教育・福祉教育、小・中学校合同道徳教育研修、初任者研修 

指導主事 
小堤 紀子 

(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、 

学校栄養、初任者研修 

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、15年経験者研修、10年経験者研修 

指導主事 
島田 道雄

(844-3733) 

国際教育、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、指定都市

研究、校長研修 

指導主事 
木村 めぐみ 

(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、初任者研修  

 

FAX 844-3727 
―タンセムラュキ リカ 
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平成 26年度  
                      
 

・
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

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、視聴覚機器の貸し出しをします。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） 

 
 

 

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） 

室長 樋口 彰 
℡ 844-3710 

指導主事 熊谷 顯太郎
℡ 844-3711 

指導主事 坂牧 秀則
℡ 844-3711 

情報・視聴覚センター業務の全体統括 

情報セキュリティ、情報モラル教育の推進 
校務支援システムの対応（高等学校） 
高等学校学務システム 
中高一貫校ＩＣＴ機器整備  

 情報活用能力の育成に向けた研究の推進 
校務支援システムの対応（中学校） 
校務用コンピュータ・特別支援学校コンピュータ整備 
ネットワークＩＤ管理 

指導主事 椎名 美由紀
℡  844-3711 

 教育の情報化に関わる研修の推進 
 校務支援システム対応(小学校、特別支援学校) 
 学校ホームページ 学校図書館 ウィルス対策対応 
 小学校情報教育研究会 

TEL 844-3711 
FAX 844-3651 

指導主事 栃木 達也
℡ 844-3711 

 情報活用能力の育成に向けた研究の推進 
（映像・視聴覚） 

校務支援システム導入全体の対応 
普通・特別教室のコンピュータの導入保守  

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 

情報活用 

能力育成 

 

お気軽に 
お問い合わ 
せください

―タンセ報 覚 聴 視 情 ・ 
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平成 26年度  
 溝口相談室／塚越相談室

TEL 844-3741／541-3633
FAX 844-3604／511-3156

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） 

医療相談 
特別支援教育体制充実事業関係 
児童支援活動推進校関係 
特別支援教育コーディネーター連絡協議会 
特別支援教育コーディネーター養成研修 
特別支援教育ステップアップ研修（407 講座） 
ＡＢＣけんさ  
 
指導主事 徳永 由紀 
TEL ８４４－３７４１（溝口相談室） 

特別支援教育に関する教育相談・学校支援 

（主に川崎区・幸区） 

特別支援教育体制充実事業関係 

特別支援学級等新担任者２年目研修 

児童支援コーディネーター養成研修 

重度心身障害児研修（409 講座） 
医療的ケア 交流及び共同学習 
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）

医療相談 
特別支援教育体制充実事業関係 
特別支援学級等新担任者研修 

難聴児・弱視児研修（410 講座） 

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）関係 
個別の教育支援計画 

指導主事 滝口 久奈  
TEL ５４１－３６３３（塚越相談室）

指導主事 松原 晴美 
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  
就学指導関係 
通級指導教室関係 
特別支援学級担当者会 
特別支援学校の入学関係 
特別支援教育校内研修（リクエスト研修） 
別支援学校中学部・高等部への進学 
校内研修 研究推進校 

心理臨床相談員 溝口 ６名 塚越 ４名 

教育相談員 ２名 巡回指導員 ２名 

理学療法士 １名   作業療法士 １名 

指導主事 宮川 淳子 
TEL ８４４－３７４１（溝口相談室） 

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 
（主に多摩区・麻生区）

特別支援教育体制充実事業関係 
通級指導教室関系 
推進モデル校関係（中学校）研究会議 
川崎市特別支援教育研究会（中学校）関係 
地域支援チーム会議 
特別支援教育の教育課程（中学校）関係 
特別支援教育コーディネーター連絡協議会 
              （高校部会） 

室 長  増田 亨 

TEL ８４４－３７４０ 

指導主事 伊藤 琢也 
TEL ８４４－３７４１（溝口相談室） 

―タンセ育教
援支 別特 
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平成 26 年度  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ゆうゆう広場諸活動の統括・企画・調整 

＊ゆうゆう広場諸活動への援助、指導及び教育相談 

＊通級希望者の事前相談・学校との連絡調整 

【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 

<一般電話相談> 

℡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 時間いじめ電話相談（いじめ相談ダイヤル）〉

℡５２２－３２９３ 

＊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

「たかつ」が窓口となっております。 

（担当 専任教諭 松田 典英） 

 

〈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 

 

溝口相談室／塚越相談室 
TEL 844-3700／541-3633 
FAX 844-3604／511-3156 

＊スクールカウンセラー配置事業 

＊教職員のためのメンタルヘルス 

＊来所面接相談（溝口） 

＊不登校児童生徒・高校中退者のための 

進路情報説明会・不登校相談会

指導主事 板橋 美由紀  
℡８４４－６７０１ 

（溝口相談室）

指導主事 中川  薫 
℡５４１－３６３３ 

（塚越相談室）

＊学校巡回カウンセラー派遣事業 

＊教育相談校内研修（600 講座）・宿泊研修（828 講座） 

＊教育相談研修講座（305・306 講座） 

＊児童支援コーディネーター研修 

＊教育相談センター業務の全体統括 室  長  尾立 秋彦 
℡８４４－３７５２ 

＊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 

＊来所面接相談（塚越） 

＊電話相談（24 時間いじめ電話相談を含む） 

専任教諭 松田 典英 
℡８１４－０７７８ 

（ゆうゆう広場たかつ） 

【教育相談センター主な事業と担当】

―タンセ談 相 育 教 

指導主事 中島 智美 
℡８４４－６７０１ 

（溝口相談室）
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平成 26年度 

 
                                     
             
 
   
 
・総合教育センター 庶務、予算、決算の総括 
・運営委員会、管理者会議等会議全般に関する事務 
・総合教育センター内各室間及び関係機関との連絡調整 
・総合教育センターが管理する施設の維持管理 

（総合教育センター、教育会館、塚越相談室、ゆうゆう広場６施設） 
 

 
 
 
駐車場が狭いため、お車での来館はご遠慮ください。 

 
 
 

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 

 
算数・数学 

式や図などを読み取り合って思考の共通点を見

いだす授業 ～児童生徒の数学的な見方や考え

方の高まりを目指して～ 

◆蟻生寛郎（上丸子小）・黒岩朋宏（南加瀬小）

 二瓶哲哉（菅生中）・宿野部夢果（有馬中） 
◇宮嶋俊哲

 
音 楽 創造的な「音楽づくり」「創作」を目指した指導

の工夫 

◆毛利友紀（末長小）・青柳美里（千代ヶ丘小）

 伊藤由佳子（中野島中）・三浦芳子（生田中）

◇仲野雅子

 
特別活動 

よりよい生活づくりへの意欲を高める学級活動 
～学級の実態を考慮した話合い活動を通して～ 
 

◆伊之口有（東高津中）・石田健夫（菅小） 
 横山里恵（京町小）・小田節子（長沢中） 

◇小堤紀子

 
高校教育 

学習状況の評価をもとにした授業改善 
～数学の授業実践を通して～ 

◆冨塚博志（川崎高）・武田弦（川崎総合科学高）

塚野剛史（橘高）・入澤正人（高津高）   

◇安藤勉

情報教育 
情報社会を生き抜くための判断力の育成 
 
 

◆和田俊雄（宮内中）・宮崎誠（平間小） 
鈴木聡（下小田中小）・古賀勇樹（井田中） 

◇熊谷顯太郎

カウンセラ

ー研究員 

中学校現場における効果的な教育相談のあり方 
 
 

◆津坂久遠（日吉中） 

◇中川薫

専門 

研究員 

地域との協働・共生 
～商業高校が出来ること～ 
積極的な情報発信の出来る企画の立案・推進 

◆林則雄（商業高校全日制） 
 

◇安藤勉

ＴＥＬ ８４４－３６００（大代表） 
ＦＡＸ ８４４－３６０４ 

◆主な業務◆ 

◆総務室からのお願い◆ 

室務 総 

平成２６年度 長期研究員等による研究会議一覧 



平成26年度　川崎市教育委員会研究推進校  発表日（報告会・授業公開等）一覧

学校名 学校名

(区) （区）

川中島小学校 宮前平小学校

（川崎区） （宮前区）

岡上小学校 久末小学校

（麻生区） （高津区）

南河原小学校 下小田中小学校

（幸区） (中原区）

東住吉小学校 大島小学校

（中原区） （川崎区）

下作延小学校 東生田小学校

(高津区） （多摩区）

西梶ヶ谷小学校 真福寺小学校

（高津区） （麻生区）

幸町小学校 上作延小学校

（幸区） （高津区）

東菅小学校 田島小学校

（多摩区） (川崎区）

橘小学校 下河原小学校

（高津区） （中原区）

教育課題 川崎小学校

（教育課程） （川崎区）

教育課題 宮崎小学校

（教育課程） （宮前区）

学校名

（区）

臨港中学校 学校名

(川崎区） （区）

白鳥中学校 中央支援学校

(麻生区） (高津区)

白鳥中学校

(麻生区） 平成２５・２６年度　高等学校
生田中学校 学校名

(多摩区） （区）

中原中学校 商業高等学校

（中原区） （幸区）

宮前平中学校

(宮前区）

日吉中学校 研究教科等

（幸区） (区）

西生田・南菅・白鳥中 中高連携 川崎総合科学高等学校

（多摩区・麻生区） （幸区） 日吉中学校

外国語 菅生中学校 高大連携 橘高等学校

（英語） (宮前区） （中原区） 明治学院大・東京外語大

井田中学校

(中原区）

有馬中学校 学校名

(宮前区） （区）

野川中学校 稲田中学校

(宮前区) (多摩区)

教育課題 橘中学校 久末小学校

（教育課程） （高津区） (高津区）
小学校

中学校

高等学校

中・高等学校

高校教育高等学校

特別支援

人権尊重教育

音楽中学校

理科中学校

中学校

中学校

数学中学校

技術・家庭中学校

保健体育中学校

美術中学校

算数小学校

国語小学校

中学校

特別活動中学校

総合中学校

道徳

音楽小学校

生活、総合小学校

理科小学校

小学校

外国語活動小学校

体育小学校

図画工作小学校

小学校

理科小学校

算数小学校

社会小学校

小学校

教育課題小学校

教育課題小学校

道徳小学校

体育小学校

生活・総合

平成26年 ６月６日現在

★：授業公開または研究協議のみ実施

小堤

１１/６

１２/９

１/２０

仲野

鵜木

１/１６

-

中野

小堤

中野

-

天野

鵜木

宮嶋

鈴木

仲野

１２/９

１/１４

平成２６・２７年度　　中学校

校種 研究教科等 担当者

社会中学校

国語中学校

宮嶋

発表日

平成２６・２７年度　　小学校

校種 研究教科等 担当者

天野

鵜木

発表日

１/１４

１２/１０

国語

中野

安藤

担当者

校種 研究教科等 担当者発表日

発表日

宮川

１２/１０

平成２５・２６年度　　小学校

校種 研究教科等 担当者

伊藤(敏)

発表日

１２/１０ 天野

仲野

岩崎

宮嶋

鈴木

大野

１１/１９

１２/１０

１２/１０と
１/１６

１２/１０

１１/１９

１２/１０

１２/１０

１/１４

発表日

宮嶋

鈴木

水之江

宮嶋
鈴木

大野

中野

１２/１０

１/１４

１/１４★

１/１４

-

１/１４

１/１４

-

未定

岩崎

倉賀野
野田

伊藤(敏)

水之江

大野

-

-

２/５

・　－　：報告会や文書による発表はしない

-

-

-

-

担当者

安藤

発表日

平成２５・２６年度　異校種間連携

小堤

・文書 ：リーフレットや紀要などによる文書発表

校種 学校名

安藤

特別支援
教育

平成２６・２７年度　人権尊重教育

校種 研究教科等

-

人権尊重教育

島田

平成２５・２６年度　特別支援学校

１２/１０

校種 研究教科等

１２/１０

担当者

小学校

小学校

特別活動

9 
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平成２３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。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

［研修コ－ナ－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。 

「かわさきＴ’ｓ
ティーチャーズ

・スクエア」 
 

＜川崎市総合教育センター ２Ｆ＞ 

 844-4123 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ問題 
相談窓口 844-3638 

研修ｺｰﾅｰ  

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ問題相談窓口 

授業づくり等相談窓口 

研 修 コ－ナ－ の 紹 介 

図書コ－ナ－(開架図書/貸出閲覧・閉架図書/閲覧) 
・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。センタ－でも直接貸し出しいたします。返却は集配でも可能です。 

※ 夜間(17:15～20:00)の利用について（長期休業期間以外の火～金曜日） 
   カリキュラムセンター担当課長へ２週間前までに電話でお申込みください。(８４４-３７３０) 

授業づくり等相談窓口 
・教職員の様々な内容の（①授業力向上等のための授業づくり相談、       
②児童生徒指導相談、③その他様々なことに対する）相談を受けます。 
※センタ－での研修後や電話にてご活用下さい。 

 

 

(今年度 本庁より センタ－へ 移りました) 

 
かわさきＴ’ｓ

ティーチャーズ

・スクエア 

インタ－ネット問 題 相 談 窓 口 

◆児童生徒保護者のみなさん及び学校からの問い合せに対応いたします。 

 

 
・ネットやケ－タイでのいじめ・いやがらせトラブルや依存など、   
ネット問題の専門員が回答いたします。 

 

［インタ－ネット問題相談窓口  
利用時間］ 

 
 
 

年末年始  土・日祝日を除く 

 
 
 

8：30～12：00 

 12：45～18：00 

   18：45～20：15 

 

◆ 
◆ 
◆ 


