
市の予定 文科省・県・東教事・東教推・研究会等の予 アントニオ ダニエル ケネス アタハール ボブ 大坂 ウィリアム 宮地 秋山 高橋

2 1 金 (小・中)市教研④(14:15各会場)
ほほえみ相談員研⑥(14:15笠中公)
キキョウスタッフ研⑤(14:15笠中公)

岐阜県ＰＴＡ連合会評議員会③

陶都中 昭和小 北陵中 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 北陵中 笠原中 陶都中

2 2 土 第５４回土と版画展(9:00バロ文１階展示室・２階
大会議室)

2 3 日 第５４回土と版画展(9:00バロ文１階展示室・２階
大会議室)

2 4 月 第５４回土と版画展(9:00バロ文１階展示室・２階
大会議室)
(小・中)土と版画展搬出(14:00バロ文１階展示
室・２階大会議室)
(幼・保)土と版画展搬出(15:30バロ文２階大会議
室)

精華小 池田小 小泉中 市之倉小 笠原小 笠原幼 笠原保 北栄小 南ヶ丘中 滝呂小

2 5 火 幼稚園長会(15:00駅北)
事務G研⑧(13:30笠中公)
第3回東濃地区学力向上推進会議(14:45駅北)

新採養教研⑫
東教推理事会(恵那庁) 精華小 昭和小 小泉中 根本小 笠原小 笠原小 笠原中 北栄小 南ヶ丘中 滝呂小

2 6 水 校長会⑪(9:00バロ文) 基礎形成研修(共通)【ＴＶ】(恵那庁) 南ヶ丘中 多治見中 小泉小 市之倉小 笠原小 笠原小 笠原中 根本小 市之倉小 精華小

2 7 木 都市・町村教育長会　合同冬期研修会
研修校教務主任・研究所担当者会(恵那庁) 南ヶ丘中 養正小 小泉小 根本小 笠原小 北栄小 笠原中 南姫中 笠原小 共栄小

2 8 金 教頭会⑩(9:20バロ文) 清流の国ぎふ教師養成塾【ＴＶ】(恵那庁) 脇之島小 多治見中 北陵中 南姫小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉中 平和中 多治見中

2 9 土

2 10 日

2 11 月 建国記念の日 建国記念の日

2 12 火 中学校区懇談会②・小中連絡会②(多治見中・
南姫中)
幼研A(15:30歌:昭和幼・運動:養正幼)

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

2 13 水 (幼)推進･課題研(15:30) 平成31年度研修事業及び訪問事業東説明
会・合同研修会➁ 陶都中 池田小 北陵中 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉小 昭和小 養正小

2 14 木 教育相談研④(15:00バロ文)
校務員研⑧(14:45本庁)

重点講話②【ＴＶ】(恵那庁)
陶都中 平和中 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

2 15 金 (小)情報主任研②(15:00駅北)
(中)情報主任研②(15:00多治見中）
中学校区懇談会②・小中連絡会②(平和中)

ＳＵＰセンター研⑦
教科指導員研修会(恵那庁) 脇之島小 南姫中 北栄小 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 北陵中 笠原中 陶都中

2 16 土 土曜学習「わがまち多治見大好き講座」｢タイル博
士になろう｣

2 17 日

2 18 月 研究報告会（15:00笠原消防会館） 精華小 養正小 小泉中 共栄小 笠原小 笠原保 笠原幼 北栄小 南ヶ丘中 滝呂小

2 19 火 特別支援コーディネーター部会④(14:00産文)
中学校区懇談会②・小中連絡会②(南ヶ丘中)
中学校区懇談会②・小中連絡会②(小泉中校
区：根本交流センター)
幼研B(15:30昭和幼)

初任研③【ＴＶ】(恵那庁)

精華小 昭和小 小泉中 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(3月分メー
ル)

2 20 水 幼保合同副園長会(15:00駅北) 教育長会⑧(恵那庁) 陶都中 池田小 小泉中 滝呂小 笠原小 笠原小 笠原中 根本小 市之倉小 精華小

2 21 木 中学校区懇談会②・小中連絡会②(北陵中) 陶都中 南姫中 小泉小 南姫小 笠原小 北栄小 笠原中 南姫中 笠原小 共栄小

2 22 金 保健主事会③(15:00駅北)
校長研⑥(14:00精華小) 陶都中 多治見中 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

2 23 土

2 24 日

2 25 月 市教研評議員会②(13:30バロ文)
教務主任研⑧(14:20バロ文) 精華小 養正小 北陵中 市之倉小 笠原小 笠原幼 笠原保 北栄小 南ヶ丘中 滝呂小

3月の行事予定
(紙12部)

2 26 火 生徒指導主事会⑥(14:00勤セ) 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

2 27 水 中学校区懇談会②・小中連絡会②(陶都中・笠原中)
事務連携⑧(13:30各会場) 南ヶ丘中 多治見中 北陵中 共栄小 笠原小 笠原小 笠原中 小泉小 昭和小 養正小

2 28 木 図書主任研③(15:00駅北)
幼保合同園長会(15:00駅北)

教科書無償給与事務説明会(恵那庁)
南ヶ丘中 養正小 小泉小 滝呂小 笠原小 北栄小 笠原中 南姫小 脇之島小 池田小

月
提出物
など

学校図書館司書
日 曜

行事予定 ＡＬＴ

平成３０年度　多治見市教育委員会　２月　行事予定


