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訪問者・主な提出物
締め切り（部数）等

事・教委・研究所・市教研等 市他研究会等 アーネスト イヴィニデオ ヤング 秋山 宮地 谷口

1 金
東教推研究推進校(養正小)発表会－学級経営－
（13:30）

陶都中 多治見中 小泉中 南姫小 昭和小 池田小

2 土

3 日 文化の日

4 月 振替休日

5 火 生徒指導主事会（14:00笠庁３階第１・３）
(小･中)新規採用栄養教諭研修(新卒者)
④ 小初任研配置校研①(学校会場)

陶都中 多治見中 小泉中 北栄小 笠原小 多治見中
小泉小学校教
育長訪問

6 水 要支援児研（14:30産業文化センター３階中会議室）
中学校長会研究総会
(小)新任教務主任研②

陶都中 多治見中 小泉中 北陵中 平和中 精華小

7 木
全国市町村教育委員会連合会理事会
(小･中)養護教諭６年目③ １年目事務職
員研修

精華小 南姫小 小泉小 小泉中 南ヶ丘中 共栄小
南ヶ丘中学校
管理訪問

8 金 就学指導委員会（13:30文化会館練習室３） 小学校理科県大会 市之倉小 南姫小 小泉小 南姫中 笠原中 陶都中
南姫中学校教
育長訪問

9 土

10 日

11 月
園長会（15:00市役所６階厚生室) 中学校音楽祭準
備（16:30文化会館）

教育長会･次長会 精華小 滝呂小 小泉小 根本小 笠原小 養正小

12 火
幼研Ａ（15:00養正幼） 市費非常勤講師研(15:30
笠庁３階第1） 事務Ｇ研Ｃ（13:30養正小学校）

小学校長会研究総会 中初任研配置校
研①(学校会場)

精華小 滝呂小 小泉小 北栄小 笠原小 多治見中

13 水
中学校音楽祭（9:15文化会館） 副園長会（15:00精
華公民館） 幼課題研（15:00養正幼） 幼推進研
（15:00精華公民館）

(中)新任教務主任研② 人権教育教
員研(東野コミセン)

南ヶ丘中 池田小 北陵中 北栄小 市之倉小 多治見中

14 木 校務員研（15:00脇之島小）
東濃地区校長会理事会 岐阜県へき地･
複式教育研究大会

南ヶ丘中 池田小 北陵中 小泉小 脇之島小 滝呂小
陶都中学校教
育長訪問

15 金
部活動・クラブ活動検討会議（14:00笠庁３階第１)
事務Ｇ研Ｂ（13:30養正小学校）

小算中数東海大会 東教推研究発表
会実践交流会(泉中)

共栄小 池田小 北陵中 南姫小 昭和小 池田小

16 土 青少年まちづくり市民大会（13:00文化会館）

17 日 学校歯科保健推進指定校公表会

18 月
学校図書館司書研修会（14:00山岡小） 親育ち支援
委員会（14:00市役所５階全員協議会室）

南ヶ丘中 南姫中 北陵中 北栄小 笠原小 多治見中

19 火
校長会(9:00笠中公３階視聴覚室・会議室１・２） 幼
研Ｂ（15:00養正幼・昭和幼） 小中高生徒指導連携
協議会(13:30多治見西高校）

教育相談実践研修会(東野コミセン) 道
徳教育振興会議実践協力校公表会(関ヶ
原中)

精華小 南姫中 北栄小 北栄小 笠原小 多治見中

20 水 たじみ子どもの権利の日
東教推研究発表会実践交流会(中津川
市・南小)

さわらび 南姫小 小泉小 北陵中 平和中 精華小

21 木

重点講話③｢家庭、学校、地域の協働に
よる力のある学校の実現｣ 市町村教
育委員会連合会研究総会 特別支援
学級設置校長会

精華小 養正小 根本小 小泉中 南ヶ丘中 共栄小

22 金
教頭会（9:20笠中公３階会議室１） 道徳振興会議実
践協力校本課訪問（小泉小） 事務Ｇ研Ａ（13:30養
正小学校）

東濃地区図工美術教育研究協議会 精華小 養正小 根本小 南姫中 笠原中 陶都中

23 土 勤労感謝の日

24 日

25 月 教務主任会研修視察（14:00帝京大学可児小学校） 南ヶ丘中 平和中 北陵中 北栄小 笠原小 多治見中

26 火 校長研（14:00笠原小）
性に関する指導指導者研修会(東野コミ
セン)

共栄小 平和中 北陵中 北栄小 笠原小 多治見中

27 水 (小)12年目研② 共栄小 昭和小 北栄小 根本小 市之倉小 養正小

28 木
中学校特別支援学級文化交流会(9:00小泉公民館
大ホール) 幼保合同園長会(15:00市役所４階会議
室)

(中)12年目研② 陶都中 昭和小 小泉中 小泉小 脇之島小 滝呂小
養正小学校管
理訪問

29 金
市教研③(14:15各会場) キキョウスタッフ研修(14:00
笠中公３階視聴覚室) ほほえみ相談員研修(14:00
笠中公３階会議室) 事務連携(13:30各会場）

陶都中 多治見中 小泉中 南姫小 昭和小 池田小

30 土
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