
市の予定 文科省・県・東教事・東教推・研究会等の予定 アントニオ ジュリアス アレクシー ボブ 大坂 ウィリアム 秋山 宮地 谷口

1 日 東濃地区ＳＣ研修会（13:00バロー文化ホール２階練
習室３）

岐阜県ふるさと教育展（～１１／１４）

2 月 多治見市教育課題研究発表会（受付13:50南姫中学
校）

脇之島小 養正小 根本小 笠原小 笠原幼 笠原保 北栄小 笠原小 多治見中

3 火 文化の日

4 水 （中）研究主任会（受付12:50恵那西中学校）
（幼）副園長会（15:00養正幼稚園）

第３回岐阜県幼児教育推進会議
東教推研究発表会・実践交流会（恵那西中） 精華小 養正小 小泉中 笠原小 滝呂小 笠原中 根本小 市之倉小 養正小

5 木 岐阜県音楽教育研究会東濃大会準備（15:00笠原中
央公民館アザレアホール）
生徒指導主事会（14:00バロー文化ホール２階練習室
１・３）

教育相談実践研修会
中社会全国大会（岐阜市）
栄養教育県大会（高山市） 精華小 滝呂小 小泉中 笠原小 笠原小 笠原中 小泉小 脇之島小 滝呂小

6 金 岐阜県音楽教育研究会東濃大会（受付9:00笠原中央
公民館アザレアホール）
（幼・保）支援児研（15:00市役所６階食堂）

（小）新任教務主任研修
事務職員１年目研修
小音楽・中音楽県大会（多治見市）
中社会全国大会（岐阜市）
第３回東濃相談員協議会

脇之島小 滝呂小 根本小 笠原小 笠原小 笠原中 南姫小 昭和小 池田小

7 土

8 日

9 月 中学校音楽祭準備（16:30バロー文化ホール大ホー
ル）
（幼）園長会（15:00駅北庁舎３階子ども支援課）

教育長会・次長会
精華小 滝呂小 小泉中 笠原小 笠原幼 笠原保 北栄小 笠原小 多治見中

10 火 事務Ｇ研Ｃ（13:30養正小学校）
（幼・保）幼研Ａ(15:00子どもの歌：精華幼稚園）
子どもの健康・体力向上推進委員会（15:00駅北庁舎
４階会議室３）

岐阜県小学校校長会研究総会

南ヶ丘中 滝呂小 根本小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小 笠原小 多治見中

11 水 中学校音楽祭（9:15バロー文化ホール大ホール）
事務Ｇ研Ｄ（13:30養正小学校）
（幼）推進研（15:00昭和幼稚園）
（幼）課題研（15:00愛児幼稚園）

（中）新任教務主任研修
（養護教諭）６年目研修（関係学校）
（養護教諭）１２年目研修（関係学校）
県へき複研県大会（白川村立白川小・中）

南ヶ丘中 池田小 根本小 笠原小 滝呂小 笠原中 北陵中 平和中 精華小

12 木 校務員研（15:00昭和小）
市費非常勤講師研(15:30バロー文化ホール２階練習
室１）

市町村教育委員会連合会研究総会
小図工・中美術全国大会（岐阜市） 市之倉小 池田小 北陵中 笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 南ヶ丘中 共栄小

13 金 文科省人権教育総合推進地域事業公表会（大垣市
立北小・北中）
小図工・中美術全国大会（岐阜市）
東濃地区校長会理事会

市之倉小 昭和小 北陵中 笠原小 笠原小 笠原中 南姫中 笠原中 陶都中

14 土 第６回土曜学習「わがまち多治見大好き講座」たじみ
ふるさと仕事塾（8:50とうしん学びの丘エール） 笠原幼 笠原保

15 日

16 月 市教研③（14:15各会場）
ほほえみ相談員研（14:00笠原中央公民館３階視聴覚
室・会議室１）
キキョウスタッフ研（14:00笠原中央公民館３階視聴覚
室・会議室１）

共栄小 昭和小 北陵中 笠原小 滝呂小 振替休業日 北栄小 笠原小 多治見中

17 火 事務Ｇ研Ｂ（13:30養正小学校）
校長研⑤（14:00陶都中学校）
（幼・保）幼研Ｂ（15:00人形：養正幼稚園／絵本：愛児
幼稚園）

（小・中）初任研④：配置校研修１（会場校）

共栄小 滝呂小 北陵中 笠原小 笠原小 多治見中 北栄小 笠原小 多治見中

18 水 校長会（9:00バロー文化ホール２階練習室１・３）
事務Ｇ研Ａ（13:30養正小学校）

重点講話③
（栄養）（新卒者）新採研③
（栄養）（任用替）新採研③
（小・中）２年目研修（会場校）
岐阜県人権教育協議会②（仮）

養正幼 滝呂小 北栄小 笠原小 振替休業日 多治見中 根本小 市之倉小 養正小

19 木 岐阜県公立幼稚園教育研究大会（受付9:00笠原幼稚
園）

（小）１２年目研修（センター）②
岐阜県公立幼稚園教育研究大会・東濃大会（幼新研
事務所研）
東濃地区中体連常任理事会（バロー文化ホール２階
練習室３）

精華小 養正小 北栄小 笠原小 笠原幼 笠原中 小泉小 脇之島小 滝呂小

20 金 社会科副読本編集委員会⑤（15:00笠原中央公民館
３階視聴覚室）

岐阜県中学校校長会研究総会（大垣市スイトピアセ
ンター） 陶都中 養正小 北栄小 笠原小 笠原小 笠原中 南姫小 昭和小 池田小

21 土 平成２７年度多治見市青少年まちづくり市民大会
（13:00バロー文化ホール小ホール）

22 日

23 月 勤労感謝の日

24 火 教頭会（9:20笠原中央公民館３階視聴覚室）
市之倉小 平和中 北栄小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小 笠原小 多治見中

25 水 多治見市教育課題研究発表会（受付12:50精華小学
校）
（小）研究主任会（受付12:50精華小学校)

（中）１２年目研修（センター）②
東教推研究発表会・実践交流会（精華小） 精華小 平和中 小泉小 笠原小 滝呂小 笠原中 北陵中 平和中 精華小

26 木 中学校特別支援学級文化交流会（9:00小泉公民館）
事務連携(13:30各学校）
（幼・保）合同園長会（15:00駅北庁舎４階災害対策本
部室）

（養護教諭）１２年目研修

市之倉小 南姫小 小泉小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 南ヶ丘中 共栄小

27 金 教務主任会（小学校：研修会を計画　中学校：10/30
東長良中研発での研修）

岐阜県教頭会研究総会
スタートアッププラン⑤ 共栄小 南姫小 小泉小 笠原小 笠原小 笠原中 南姫中 笠原中 陶都中

１２月の
行事予定

28 土

29 日

30 月 陶都中 多治見中 小泉小 笠原小 笠原保 笠原幼 北栄小 笠原小 多治見中

提出物等
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