
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 ケネス アタハール ボブ 大坂 ウィリアム 宮地 秋山 高橋
11 1 木 東教推学級経営発表会(多治見中)

脇之島小 養正小 小泉小 南姫小 笠原小 北栄小 笠原中 南姫中 笠原小 共栄小

11 2 金 岐阜県小学校図工研究部会･中学校美術研究部会研
究大会岐阜県大会(多治見市)
恵那市指定校発表会（山岡小）

脇之島小 多治見中 北栄小 根本小 笠原小 笠原保 笠原幼 北陵中 笠原中 陶都中

11 3 土 文化の日

11 4 日

11 5 月 幼稚園長会(15:00駅北) 調査指導改善委員会➂(理科)
精華小 平和中 小泉小 市之倉小 笠原小 笠原保 笠原幼 北栄小 南ヶ丘中 滝呂小

11 6 火 生徒指導主事会④(14:00勤セ)
中学校特別支援学級文化交流会(9:00小泉公民館)
(幼)支援児研(14:30駅北)

教育長会⑤(恵那庁)

精華小 昭和小 小泉中 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小 南ヶ丘中 滝呂小

11 7 水 校長会⑧(9:00駅北) 幼児の運動遊び指導者講習会(大垣市)
中津川市立指定校発表会(苗木小)

南ヶ丘中 多治見中 小泉中 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉小 昭和小 養正小

11 8 木 校務員研⑤(15:00南消防署) 学校事務職員１年目研修
基礎形成研修(共通)【ＴＶ】(恵那庁)

南ヶ丘中 池田小 小泉小 南姫小 笠原小 北栄小 笠原中 南姫小 脇之島小 池田小

11 9 金 中学校音楽祭(バロ文大ホール) 県小学校校長会研究総会美濃地区大会(10:00関市
文化会館）

脇之島小 多治見中 北陵中 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 平和中 多治見中

11 10 土

11 11 日

11 12 月
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

11 13 火 幼研A(15:30歌:昭和幼・運動:養正幼) 新規採用栄養教諭研修会(新卒者・任用替)
東教推研究発表会･実践交流会(恵那西中)

精華小 南姫中 北栄小 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小 南ヶ丘中 滝呂小

11 14 水 幼稚園副園長会(15:00明和)
(幼)推進･課題研(15:30昭和)

幼新研(東濃地区公立幼稚園研究会 可児市立瀬田
幼稚園)
東濃地区校長会理事会(恵那庁)

陶都中 多治見中 北陵中 根本小 笠原小 笠原小 笠原中 根本小 市之倉小 精華小

11 15 木 事務G研⑥(13:30笠中公) 再任用選考試験(恵那庁)
陶都中 南姫中 北陵中 根本小 笠原小 北栄小 笠原中 南姫中 笠原小 共栄小

11 16 金 教頭会⑦(9:20駅北) 調査・指導改善委員会④(理科)
SUPセンター研修⑤
英語教師のための外部検定試験(午後:恵那庁)
県中学校校長会研修総会(可児市福祉センター)

脇之島小 多治見中 北栄小 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 北陵中 笠原中 陶都中

11 17 土 土曜学習「わがまち多治見大好き講座」永保寺
多治見市青少年まちづくり市民大会（バロ文）

11 18 日 第60回岐阜県学校歯科保健研究大会(大垣市)

11 19 月
精華小 池田小 北栄小 市之倉小 笠原小 笠原保 笠原幼 北栄小 南ヶ丘中 滝呂小

11 20 火 (中)市教研③(14:15各会場)
養教部会⑦(駅北)
ほほえみ相談員研⑤(14:00笠中公)
キキョウスタッフ研④(14:00笠中公)
市P連第2回理事会･第3回ブロック会議(19:00～
21:00)
幼研B(15:30昭和幼)

武道講習会
中津川市指定校発表会(神坂小･中)

精華小 昭和小 小泉小 根本小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小 南ヶ丘中 滝呂小

指導主事派遣申
請書(12月分メー
ル)

11 21 水 文科省人権教育総合推進地域事業公表会(清見小、
中学校)
ユニバーサルデザインの授業づくり公表会(第二
中)
土岐市指定校発表会（泉西小）

南ヶ丘中 平和中 小泉小 根本小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉小 昭和小 養正小

11 22 木 事務連携⑥(13:30) 小中地域担当生徒指導主事会④
中津川市指定園発表会（中津川幼）

南ヶ丘中 養正小 小泉中 南姫小 笠原小 北栄小 笠原中 南姫小 脇之島小 池田小

11 23 金 勤労感謝の日

11 24 土

11 25 日

11 26 月 市費非常勤講師研④(15:00駅北)
校長研④(14:00南姫中)

精華小 多治見中 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

11 27 火 通級指導教室研修会➂(兼:東濃地区特別支援教育研
究発表会)

東濃地区特別支援教育研究発表会(養正小･陶都中)

精華小 昭和小 北陵中 根本小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小 南ヶ丘中 滝呂小

12月の行事予定
(紙12部)

11 28 水 体力向上マネジメント体育実技指導者講習会
陶都中 南姫中 北陵中 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 根本小 市之倉小 精華小

11 29 木 幼保合同園長会(駅北) 特別支援学級設置校校長会研究総会
陶都中 養正小 北陵中 根本小 笠原小 北栄小 笠原中 南姫中 笠原小 共栄小

11 30 金 特別支援教育コーディネーター研修会➂(14:00産
文)

重点講話③【ＴＶ】(恵那庁)
陶都中 池田小 小泉小 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 平和中 多治見中
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平成３０年度　多治見市教育委員会　11月　行事予定


