平成３０年度 多治見市教育委員会 ６月 行事予定
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月 中体連顧問者会

幼稚園長会(15:00駅北)
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文科省・県・東教事・東教推・研究会等の予 アントニオ
１２年目研(幼)
県美術展一次審査(大会)
精華小

(研修)２校目教頭研
県美術展一次審査、片付け(恵那庁)
県学校保健会理事会･代議員会

多治見中

ケネス

アタハール

ボブ

大坂

ウィリアム

学校図書館司書
宮地 秋山 高橋

北陵中 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 平和中

精華小 養正小 北栄小

市之倉小

笠原小 笠原保 笠原幼 北栄小

新採養教研②
栄養教諭・学校栄養職員研修会
精華小 昭和小 北栄小 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中
県小中校長会研修総会(12:40長良川国際会議
場)
水 多治見市中体連第3回理事会(13:30TYK総合体育
人権教育幹部研修会(主任:恵那庁)
館)
岐阜県ＰＴＡ連合会定期大会(長良川国際会議 陶都中 多治見中 小泉中 市之倉小 笠原小 笠原小 笠原中
多治見市中体連第2回専門委員会(15:30TYK総合体 場)
育館)
スポーツ施設(プール)等安全管理講習会
木 校長会④(9:00エール)
中学生英語スピーチコンテスト準備委①(恵那
陶都中 南姫中 北陵中 南姫小 笠原小 根本小 笠原中
庁)
特別支援教育担当教員ステップアップ事業①
金
２校目校長研
アジアジュニア陸上競技選手権大会１校１国
脇之島小 池田小 小泉小 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中
応援事業
平成３１年度入学者選抜要項説明会(恵那庁)
アジアジュニア陸上競技選手権大会１校１国
応援事業

6 10 日

日本ボーイスカウト岐阜県連盟年次総会
アジアジュニア陸上競技選手権大会１校１国
応援事業

6 11 月 (中)生徒指導主事会➁(15:00バロ文)

「学校における著作権」研修(恵那庁)

6 12 火 教頭会③(9:20笠中公)

調査・指導改善委員会②(社会)

9

ジュリアス

提出物
など

新規採用養護教諭研
修計画等
多治見中 12年目研修計画書

南ヶ丘中

滝呂小

南ヶ丘中

滝呂小

火 事務G研➀(13:30笠中公)

土
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行事予定

月 日 曜

幼研A(15:30歌:昭和幼・運動:養正幼)

北栄小

小泉小 昭和小 養正小

南姫小

精華小 池田小 北栄小 共栄小 笠原小 笠原幼 笠原保 北栄小

南ヶ丘中

滝呂小

精華小 昭和小 北栄小 根本小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小

南ヶ丘中

滝呂小

市之倉小

精華小

６年目研(中)(養教)(栄教)

南ヶ丘中 多治見中

北陵中 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 根本小

6 14 木 研究主任研➀(15:00駅北)

幼新研②【TV】(恵那庁)
小中学校教育研究会支部主務者会計担当合同
会(岐阜市)

南ヶ丘中 多治見中

小泉中 南姫小 笠原小 根本小

小中教頭会研修総会
研修調整会➂

脇之島小 多治見中

小泉小

6 15 金
6 16 土 土曜学習「わがまち多治見大好き講座」
6 17 日
6 18 月 中学校特別支援学級スポーツ交流会(9:00笠原体育

館)
教務主任研③(14:20バロ文)
6 19 火 小学校外国語教育主任研①(13:45笠原小学校)

事務連携②(13:30)
幼研B(15:30昭和幼)
6 20 水 幼保合同副園長会(15:00駅北)

6 21 木 (中)市教研②(14:15各会場)

早期からの子育て相談➁(13:00南姫公)
(小中)栄養部会(池田小)

6 22 金 校長研②(14:00陶都中)
6 23 土 わたしの主張２０１８多治見市大会
6 24 日
6 25 月 (小)市教研②(14:15各会場)

東濃陸上競技大会(星ヶ台陸上競技場)
東濃水泳大会(麗澤瑞浪中)
新任教頭研②
調査・指導改善委員会➀(理科)
キャリア教育担当者等実践講習会(恵那庁)
運動部指導技術向上講習会(ＯＫＢアリーナ)
初任研②【ＴＶ】(恵那庁)
６年目研(小)
新規採用栄養教諭研修会(新卒者)
小・中・高・特生徒指導連携強化委員会、子
どもの居場所づくりと絆づくり県民推進会議
及び家庭教育推進会議①(学校会場)
生涯学習・社会教育担当者資質向上兼地域
コーディネーター研修会(恵那庁)
東濃地区研修校・研究推進校校長会(恵那庁)
小中学校教育研究会部会主務者会計担当合同
会(岐阜市)
SUPセンター研修③
岐阜県青少年美術展(～７/１)
岐阜県子ども会育成大会(笠中公)
岐阜県青少年美術展(～７/１)
運動部指導技術向上講習会(ＯＫＢアリーナ)

(小・中)市教研養教部会③(14:15駅北)
ほほえみ相談員研➁(14:00笠中公)
キキョウスタッフ研➁(14:00笠中公)
6 26 火 就学等支援委員会➀(13:15駅北)

こどもの習慣向上推進委員会（15:00駅北）

6 27 水 科学作品展運営委員会(15:00笠中公)

学校保健会総会(13:30駅北)

新採養教研③
岐阜県青少年美術展(～７/１)
(小)初任研②研修校研修Ⅱ(瑞浪小)
(中)初任研②研修校研修Ⅱ(恵那西中)

6 29 金 (幼)支援児研(14:30駅北)

子どもの読書活動推進委員会(15:00駅北)

6 30 土 中体連多治見市大会

岐阜県青少年美術展(～７/１)
岐阜県公立幼稚園・こども園PTA連絡協議会
総会
特新担(小)(小・中通級)②
岐阜県青少年美術展(～７/１)

市之倉小

さわらび

南姫中 笠原小 共栄小

笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 平和中

多治見中

養正小 北陵中 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小

南ヶ丘中

滝呂小

精華小 昭和小 北栄小 根本小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小

南ヶ丘中

滝呂小

脇之島小

指導主事派遣申請(7
月分メール)

陶都中 池田小 小泉小 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉小 昭和小 養正小

陶都中 南姫中 小泉小 南姫小 笠原小 根本小 笠原中 南姫小

精華小

多治見中

脇之島小

池田小

小泉中 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 北陵中 笠原中 陶都中

精華小 池田小 小泉中 共栄小 笠原小 笠原幼 笠原保 北栄小

南ヶ丘中

滝呂小

精華小 昭和小 北陵中 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小

南ヶ丘中

滝呂小

市之倉小

精華小

岐阜県青少年美術展(～７/１)
幼稚園等新規採用教員研修事務所研修(東濃特 陶都中
別支援学校)
岐阜県青少年美術展(～７/１)
薬物乱用防止教育等事業(多治見北高)

6 28 木

池田小

北陵中 笠原中 陶都中

6 13 水 多治見市中体連理事会④(14:00陶都中)

校務員研➁(15:00精華小学校)

脇之島小

南ヶ丘中

7月の行事予定(紙
12部)
多治見中

北栄小 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 根本小

養正小 小泉小

南ヶ丘中 多治見中

市之倉小

笠原小 根本小 笠原中 南姫中 笠原小 共栄小

北栄小 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 平和中

多治見中

