
沿  革  の  概  要 

 
42. 4. 1        江渡兼三指導主事着任 
    4.24        横沢順一専任主事着任 
    5.12        第１回三戸町、田子町、南部町教育研究協議会 
     〃         第１回職員会議 
    5.20        三戸地方教育研究所開所式 
    6. 3        故井口信雄先生の蔵書、寄贈される（井口文庫） 
    6.30        所報第１号発行 
43. 3.26        「校長の樹」第１号発行 
    3.31        「啐啄」第１集発行 
 
43. 5.16        十勝沖地震 
    5.22        三戸中学校生徒、２教室で授業開始 
    3.31        江渡指導主事、浅田中学校長に転出 
 
44. 4. 1        佐々木武市指導主事着任 
    9. 5        教育講演会（講師  森  信三） 
45. 3.31        横沢順一専任主事、三戸町教育委員会に転出 
     〃         佐々木武市指導主事、相内小学校長に転出 
 
45. 4. 1        一戸胤夫指導主事着任 
     〃         足沢富夫専任主事着任 
 
46. 5.25        教育講演会（講師  沖山  光） 
   12.12        故泉山政人先生の蔵書を寄贈される（泉山文庫） 
47. 2. 3        第１０回三戸町、田子町、南部町教育研究協議会で１名増員の決定 
 
47. 4. 1        足沢専任主事、三戸町学校給食センタ－に転出 
     〃         久慈英子専任主事転入、根口長一臨時採用となる 
    4.20        第１回学校経営研修会 
    5. 8        教育講演会（講師  宇留田  敬一） 
   10. 1        根口長一、三戸町教育委員会本採用となり出向を命じられる 
 
48. 5.19        教育講演会（講師  重松  鷹泰） 
    5.25        三戸地方心身障害児就学適正判別委員会組織会 
 
49. 5.31        教育講演会（講師  千葉  元） 
 
50. 5.22        教育講演会（講師  島  喜八） 
51. 3.31        一戸胤夫指導主事、蛇沼小学校長に転出 
     〃         久慈英子専任主事、三戸町教育委員会に転出 
 
51. 4. 1        鈴木  聰指導主事着任 
     〃         大庭  茂非常勤指導員着任 
    5.24        教育講演会（講師  伊藤  浩太郎） 
    9. 4        第１回英会話教室（講師 Mr.John Trank  １３回） 
52. 1.16        松尾禎吉所長退任、一戸武夫所長着任 
 
52. 4.27        創立１０周年記念教育講演会（講師  宮城教育大学  岩浅  農也） 
53. 1.20～3.20  ロータリークラブの依頼で留学生パメラ・マリー・ジョンソンに日本語指導 
 
53. 6.13        教育講演会（講師  藤崎町教育長  小田桐  孫一） 
   12.15        三戸地方社会教育関係者研究集会 （講師  八戸工業大学  大下由宮子  南部町） 
54. 3. 5        若妻婦人研修会（三戸町） 
 
54. 4.21        第１回英会話教室（講師  Mr.polach  ２２回） 
    5.28        教育講演会（講師  千葉県集英学園長  越川  春樹） 
    7.25        三戸地方小学校教員理科実験実習講座（向  小学校） 
    7.26                  〃            〃        （三戸小学校） 
    8. 4                  〃            〃        （田子小学校） 



55. 3.31        鈴木  聰指導主事、三八教育事務所に転出 
 
55. 4. 1        横田良雄指導主事着任 
    5.20        教育講演会（講師  弘前市立石川中学校長  中山  茂晴） 
   10. 4        一戸武夫所長退任 
   10. 9        宮永正平所長着任 
 
56. 5.25        教育講演会（講師  白菊学園高等学校長  ノエラーゴドロ） 
   11.30        三戸地方社会教育関係者研究集会（南部中央公民館） 
 
57. 5.17        教育講演会（講師  福島県立医科大学  森  一） 
    8. 6        三戸地方保健主事・養護教諭合同研修会（講師  西越小学校長  袴田  實） 
   8. 7        ＷＩＳＣ－Ｒ実技研修会（講師  倉石養護学校教諭  米田  喜一） 
    8.11        小学校教務主任研修会（講師  三八教育事務所教育課長  玉川  勝義） 
    8.20        小学校図工科講座 
     〃         中学校生徒指導研修会 
 
58. 5.19        教育講演会（講師  北海道ボランティア振興協会  原  兼光） 
    6.17        生徒指導主任研修会（講師 三八教育事務所教育課長  江渡  清博） 
    8. 2        保健主事・養護教諭合同研修会（県センター指導主事  戸舘  康晴） 
    8.10        小学校教務主任研修会（島守小学校教諭  大川  紘一） 
     〃         中学校  〃      〃  （鮫中学校教頭  吉川  滋雄） 
    8.23        小学校教員図工科実習講座 
     〃         中学校生徒指導研修会（百石中学校教諭  中根  東次郎） 
  11.16        三戸地方社会教育関係者研究集会（三戸中央公民館） 
59. 3.31        横田良雄指導主事、三八教育事務所に転出 
 
59. 4. 1        澤頭不二夫指導主事着任 
    5.18        教育講演会（十和田市  石川医院々長  石川  太郎） 
    7. 5        三戸地方生徒指導主任研修会（江陽中学校長  中村  和成） 
    8.10        教務主任研修会（江陽中学校 教諭  住沢  健生） 
60. 3.31        根口長一専任主事、三戸町教育委員会に転出 
 
60. 4. 1        高屋敷あや専任主事着任 
    5.20        教育講演会（講師  画伯  宇藤  義一） 
    8. 1        保健主事・養護教諭合同研修会（講師  岩手大学 教授  駒林  邦男） 
    8. 9        教務主任研修会（講師  三八教育事務所 主任管理主事  福村  繁夫） 
    8.20        体育実技研修会（講師  三八教育事務所 指導主事  江渡  和郎） 
     〃         生徒指導研修会（講師  三八教育事務所 教育課長  江渡  清博） 
   11.14        生徒指導主任研修会（講師  三八教育事務所 指導主事  千葉  富雄） 
61. 3.31        高屋敷あや専任主事、三戸町役場税務課に転出 
 
61. 4. 1        蝦名加代子専任主事着任 
    5.26        教育講演会（講師  八戸児童相談所長  柴田  斉） 
    8. 4        澤頭不二夫指導主事、田代小中学校長に転出 
  8. 5        春日信興指導主事着任 
     〃         保健主事・養護教諭合同研修会（講師  県指導課 指導主事  渡辺  弘） 
     〃         教務主任等研修会（講師  八戸市立根城中学校 教諭  竹内  秀男） 
    8.22        学年・学級経営研修会（講師  青森県教育センター指導主事  奈良  年永） 
62. 1. 8        教育講演会（講師  宮城県立美術館長  加藤  陸奥雄） 
 
62. 4.28        学級経営研修会（全５回） 
    5.16        中堅教員研修会（全３回） 
    5.26        教育講演会（講師  ＮＥＣ  安田  繁） 
   8.18        学年・学級経営研修会（講師  埼玉大学  金子  保） 
   12.17        第１６回三戸地方教育関係者研究集会（南部町中央公民館） 
63. 1.12        教育課程全体研修会（講師  根沢  守、三田村  幸治） 
    2.14        第１回三戸地方社会教育リーダー育成者研修会（南部町中央公民館） 
    2.26        第 43回教育研究協議会委員会議 
 
63. 4.18        第１回職員会議 
    5.27        教育講演会（講師  筑波大学 教授  黒羽  亮一） 



    6. 6        第 44回教育研究協議会委員会議 
    9. 2        三町特殊学級合同バス遠足（二戸  市民の森） 
   11.30        第 17回三戸地方社会教育関係者研究集会（田子町中央公民館） 
 元. 1. 9        教育課程研究部全体研修会（講師  髙橋  正之、菊池  武） 
     2.23        三戸地方教育相談室閉所式 
    2.26        第２回三戸地方社会教育リーダー育成者研修会（田子町中央公民館） 
    2.27        第 45回教育研究協議会委員会議 
 
 元. 4.17        第１回職員会議 
    5.26        教育講演会（講師  ゆうび小さな学園代表  内堀  照夫） 
    5.29        第 46回教育研究協議会委員会議 
    9.11        三町特殊学級合同バス遠足（三沢空港・小川原湖） 
   10.26        第１９回社会教育関係者研修会（三戸中央公民館） 
 2. 1. 9        教育課程研究部全体集会（講師  髙橋  正之、新原  秀郎） 
    2.26        第 47回教育研究協議会委員会議 
    3. 4        三戸地方社会教育リーダー育成研修会（三戸中央公民館） 
    3.31        春日信興指導主事、北稜中学校教頭に転出 
  
 2. 4. 1        佐藤恵吾、三浦正彦指導主事着任 
    5.25        教育講演会（講師  だびよん劇場主宰  牧  良介） 
    5.29        第 48回教育研究協議会委員会議（委員３名増） 
    7.19        三町特殊学級合同遠足（種差海岸、サーカス見物） 
    7.26～27    パソコン研修会（講師  システムイン派遣講師） 
    8. 2～3     教育相談研修会（講師  文教大学講師  西  君子） 
    9.27        学校事務研修会（講師  三八教育事務所  赤石  光弘） 
    9.28        社会教育部視察研修（山形県金山町へ） 
   10.25        パソコン移動教室（３校） 
   11.16        第 19回三戸地方社会教育関係者集会（南部町） 
   11.19        教頭研修会（講師  剣吉小学校長  中村  貞一） 
   12.12        教育研究協議会委員協議会 
   12.25        生活科研修会（講師  長島小学校教諭  加藤  慶子） 
   12.26～27    パソコン研修会（講師  システムイン派遣講師） 
 3. 1. 7        教育課程研究部全体研修会 
                 （講師  三八教育事務所  大川・小島・髙橋  指導主事） 
    2.27        第 49回教育研究協議会委員会議 
    2.28        教頭研修会（講師  田子町産業課長  山崎  喜三郎） 
    3.31        蝦名加代子専任主事、三戸町役場税務課に転出 
 
 3. 4. 8        間垣教子専任主事採用 
   5.23        教育講演会（講師  南宗寺住職  田口  豊實） 
    6. 7        社会教育関係者研修会（講師  県指導主事  三浦  憲二  他） 
    7. 1        第 50回教育研究協議会委員会議 
    7.11        社会教育担当者研修会（講師  ㈱テクノス  赤坂  敬  他） 
  7.18        三町特殊学級合同バス遠足（十和田市プラネタリュ－ム、ラピア） 
    7.23        授業研究講座（算数  講師  筑波大学附属小教官  志水  廣） 
    8.19        教育相談研修会（講師  八戸市教育相談員  坂本  悦雄） 
    8.30        教育研究所用公用車及び車庫購入 
   10. 8        視察研修（中部上北教育委員会、東部上北教育研究協議会） 
   10.28        学校事務研修会（全２回  講師  三八教育事務所  赤石  光弘） 
  12. 5        教育研究協議会委員協議会 
   12. 6        パソコン移動研修会（講師  ㈱タイム  他  全３校） 
 4. 1. 9        教育課程研究部全体研修会 (講師授業研究所たかもりやま代表  伊藤  功一） 
    2.28        第 51回教育研究協議会委員会議 
    2.15        事務室及び会議室等の改修工事終了 
 
 4. 5.18        生活科研修会（講師  北海道教育大函館附属小教官  藤川  隆） 
    5.25        教育講演会（講師  千葉大学教授  武田  敏） 
    5.29        社会教育関係者研修会 
                           (講師青森県レクリェーション協会指導員  大久保訓  他) 
    6.22        第 52回教育研究協議会委員会議 
    6.26        三戸地方社会教育リーダー育成者研修会（三戸中央公民館） 
    7.13        三町特殊学級合同バス遠足（二戸市民の森） 



    7.22        授業研究講座（講師  文教大学講師  藤井  國彦） 
    8. 6        パソコン移動研修会（南部中、上郷中） 
    8.11～12     第１回パソコン研修会（講師  ㈱タイム社長  古田  直道他  全３回） 
   10.19        教育相談研修会 
                 （講師  県教育センター主任指導主事  佐々木  慶紀） 
   12. 4        教育研究協議会委員協議会 
 5. 1. 6        教育課程研究部全体研修会（講師  花巻北中学校教諭  佐藤  勝） 
  1.28        教育技術研修会（書写指導  講師  毎日書道展審査員  田名部  房香） 
    2. 1        三町教育委員懇談会 
   2.24        第 53回教育研究協議会委員会議 
    3.31        三浦正彦指導主事  旭ヶ丘小学校教頭に転出 
    3.31        「啐啄」廃刊 
 
 5. 4. 1        杉澤俊紘指導主事着任 
    5.18        生活科研修会（講師  県教育センター指導主事  川村  正） 
    5.24        第 54回教育研究協議会委員会議 
    6. 1        第１回学務事務研修会 
                  （講師  三八教育事務所  村元  正彦、赤石  光弘） 
  6.11        第１回学級経営研修会（年５回） 
    6.19        第１回教職研修会（年５回） 
    7.13        養護教諭研修会（講師  県教育庁  赤木  光子） 
    7.22        授業研究講座（講師  筑波大学附属小教官  田中  力） 
    8. 2～3     パソコン研修会 
    8. 4        就学指導専門委員研修会 
    9. 8        三戸地方社会教育関係者研修会（南部町中央公民館） 
    9.14        就学指導専門委員研修会（施設見学  八戸市第一養護学校） 
  11. 5        教育相談研修会（講師  県教育センター主任指導主事  佐々木  慶紀） 
   11.30        生涯学習関係者研修会（南部町中央公民館） 
 6. 1.11        教育講演会（講師  お茶の水女子大人間文化研究科長  森  隆夫） 
    3. 2        第 55回教育研究協議会委員会議 
    3.31        三戸地方教育研究所床張り 
 
 6. 5.26        教育相談室開所式 
    5.27        第 56回教育研究協議会委員会議 
    5.31        生活科研修会（講師  県教育センタ－指導主事  川村  正） 
    6. 7        第１回学務事務研修会（講師  三八教育事務所主査  村元  正彦） 
    6.10        第１回学級経営研修会（講師  元根城小学校長  下山  健逸） 
    6.25        第１回教職研修会（講師  三八教育事務所教育課長  大川  紘一） 
    6.27～28    社会教育関係者研修会（視察研修  秋田県八竜町） 
    7. 8        三町特殊学級合同バス遠足（軽米フォレストパーク） 
    7.22        授業研究講座（講師  筑波大附属小教官  露木和男  平良崎小会場） 
    7.30        第２回教職研修会（講師  新井田小学校長  笹垣  昇） 
   8. 1～2     第１回パソコン研修会（学級経営研修会と共催） 
                  （講師  タイム社長  古田  直道） 
   8. 5        就学指導専門委員研修会（講師  元三戸小学校長  高橋  義明） 
    9. 1        鈴木忠志指導主事着任 
    9.26        パソコン専門委員会 
   10.11        教育技術研修会（講師  旭ヶ丘小学校教諭  大瀧  郁子） 
   10.25        教育相談研修会（講師  県教育センタ－指導主事  工藤  幸七郎） 
   10.28        就学指導専門委員研修会（倉石養護学校  「青森県三戸地区障害児の社 
                会参加と自立、就学啓発の集い」参加） 
   11.29        養護教諭研修会（講師  八戸保健所長  田鎖  良樹） 
   12. 5        教育研究協議会委員協議会 
   12.16        生涯学習研修会（田子町  タプコピアンプラザ） 
 7. 1.10        教育講演会（講師  応用教育研究所々長  辰野  千壽） 
    1.13        第２回学務事務研修会（田子町中央公民館） 
    1.30        第３回学級経営研修会 
                  （講師  剣吉小学校教諭 小笠原浩也、白銀南中学校教諭 大野博子） 
    2.15        調査委員視察（埼玉県所沢市教育センター） 
    2.20～21    第２回パソコン研修会（講師  タイム社長  古田  直道） 
    2.22        第 57回教育研究協議会委員会議 
    3. 2        教育相談閉所式 



    3.31        佐藤恵吾指導主事、鳥舌内小学校教頭に転出 
    3.31        外壁補修、教育相談室改装（壁、天井） 
    3.31        「校長の樹」廃刊 
 
 7. 5.25        教育相談室開所式 
    5.30        第 58回教育研究協議会委員会議 
    6. 6        生活科研修会（講師  県教育センタ－指導主事  成田  幾末） 
    6. 7        第１回学務事務研修会（講師  三八教育事務所  村元  正彦、岩城  大助） 
    6.13        第１回学級経営研修会（講師  前剣吉小学校長  中村  貞一） 
    7. 1        第１回教職研修会（講師  前根城中学校長  蟹沢  幸治） 
    7. 8        三町特殊学級合同バス遠足（岩手県一戸町「西岳、高森高原」） 
    7.28～29    第１回パソコン研修会 講師  システムイン八戸のインストラクター） 
  7.29        第２回教職研修会（講師  新井田小学校長  笹垣  昇） 
   8. 2        就学指導専門委員研修会 
                  （講師  県教育センター指導主事  工藤  茂） 
    8.21～22    社会教育関係者研修会（視察研修  岩手県金ケ崎町） 
    8.29        授業研究講座（講師  筑波大附属小教官  正木  孝昌  田子小会場） 
    9.19        教育技術研修会（講師  白銀小学校教諭  三笠  勝彦） 
    9.29        就学指導専門委員研修会 
                  （視察研修  岩手県一戸市「三愛学舎養護学校、カナンの園」） 
   10.16        養護教諭研修会 
                  （講師  日本体育・学校健康センター県支部事務次長  棟方  龍博） 
   10.21        生涯学習研修会（三戸町中央公民館） 
   10.31～2.7   教員内地研修派遣（三町小・中各１名、計６名） 
   11.10        教育相談研修会（講師  県教育センタ－指導主事  島脇  通保） 
   12.26～27    第２回パソコン研修会 
                  （講師  ＮＥＣソフトウエア東北のインストラクター） 
 8．1.10        教育講演会（講師  国立教育研究所企画調整部連絡協力室長  高階  玲治） 
    1.26        第２回学務事務研修会 
    1.30        第３回学級経営研修会 
                  （講師  根城小学校教諭  田中泰彦、是川中学校教諭  菊池秀夫） 
    2.27        第 59回教育研究協議会委員会議 
    2.29        教育相談室閉所式 
    3.31        杉澤俊紘指導主事、根岸小学校教頭に転出 
    3.31        女子トイレ新築 
 
 8. 4. 1        横町嘉一指導主事着任 
    6.10        生活科研修会（講師  県総合社会教育センター 指導主事  工藤 隆継） 
    6.25        第１回学級経営研修会（講師  県教育センター 指導主事 島脇 通保） 
    6.29        第１回教職研修会（講師  前三戸小学校 校長 沼畑 清） 
    7. 5        三町特殊学級合同バス遠足（新郷村間ノ平グリーンパーク） 
    7. 6        第２回教職研修会（講師  三戸小学校長  大川 紘一） 
    7.31        就学指導専門委員研修会（講師  八戸児童相談所 主事 奥瀬 敦子） 
    8. 9～2.14  教員内地研修派遣（三町小・中各１名、計６名） 
    8.19        体育実技研修会（教育技術研修会）（講師  三橋体育研究所 中村 基 
        三橋 文子 国民体力研究会 米田 良逸 太田 正一） 
    8.20～21    第１回パソコン研修会 
   9.17～19    生涯学習研修会（秋田県南秋田郡昭和町 農村環境改善センター） 
   9.27        就学指導専門委員研修会 
   10. 4        宮永正平所長退任 
   10. 4        授業研究講座（講師  筑波大附属小教官  佐々木 達行  三戸小会場） 
   10. 5        一戸胤夫所長着任 
  10. 7       パソコン専門委員研修会（県センター ソフトライブラリ閲覧） 
   10.15        社会教育関係者研修会（南部町 三八社会教育・公民館研究大会と共催） 
   10.21        養護教諭研修会（講師  県学校歯科医師会常務理事 奥寺 文彦） 
   10.29        学校事務研修会（講師 三八教育事務所 主事 岩城 大助） 
   11. 8        第２回学級経営研修会（講師 県教育センター 指導主事 島脇 通保） 
   12.25～26    第２回パソコン研修会（講師  システムイン八戸のインストラクター） 
 9. 1.10        教育講演会 
   （講師  慶応義塾大学教職課程センター 専任講師  鹿毛 雅治） 
    1.31        第３回学級経営研修会 
                  （講師  川代小学校教諭  佐藤裕一、剣吉中学校教諭  田中秀幸） 



    2. 5        教育相談アドバイザー委嘱交付式 
         （三戸町 一ノ渡浩、田子町 舘松淑子、南部町 上平昭市） 
    3.31        鈴木忠志指導主事、五戸中学校教頭に転出 
 
 9. 4. 1        長澤良雄指導主事着任 
    6.25        第１回学級経営研修会 
         （講師  八戸市総合教育センター指導主事 上条 秀信） 
    6.28        第１回教職研修会（講師  元南部中学校 校長 鈴木 聰） 
    7. 1～10.9  教員内地研修派遣（三町小・中各１名、計６名） 
    7. 5        第２回教職研修会（講師  田子中学校 校長 春日 信興） 
    7.11        三町特殊学級合同バス遠足（名川町名久井岳子ども自然王国） 
    7.22        授業研究講座（講師  筑波大附属小教官  細水 保宏  向小会場） 
    8. 4        就学指導専門委員研修会 
         （講師  教育庁特殊教育指導班 総括主任指導主事 佐藤 紘昭） 
    8. 8        生活科研修会（講師  向小学校 教頭 工藤 隆継） 
    8.19～20    体育実技研修会（教育技術研修会）（講師  三橋体育研究所 中村 基 
        三橋 文子 国民体力研究会 米田 良逸 太田 正一 木村 榮彦） 
    8.21～22    第１回パソコン研修会 
    9.12        学校事務研修会（講師 三八教育事務所 主事 岩城 大助） 
    9.24～25    生涯学習研修会（岩手県前沢町教育委員会） 
    9.26        就学指導専門委員研修会 
   10.14        養護教諭研修会（講師  巳小児クリニック 院長 巳 朝夫） 
  10.27       パソコン専門委員研修会（八戸市総合教育センター） 
  11. 7        第２回学級経営研修会（講師 県教育センター 指導主事 島脇 通保） 
   11.19        社会教育関係者研修会（田子町 講師 郷土史研究家 馬場 清） 
   12.24～25    第２回パソコン研修会（講師  ＮＥＣ 東北支社ビジネス推進部） 
10. 1. 9        教育講演会（講師  東京理科大学 専任講師 小山 望） 
   1.29        第３回学級経営研修会（講師  県教育センター 指導主事 島脇 通保） 
  2.11        英会話教室閉級 
 
10. 5.21      教育相談開室式 
    7. 7      三町特殊学級合同バス遠足（新郷村間ノ平グリーンパーク） 
    7.11      第１回教育相談アドバイザー研修会 
   7.28      特殊教育研修会（講師  青森大学社会学部社会福祉学科 助教授 前田晶子） 
   8.11      第１回学級経営研修会（小学校） 
    8.12      第２回学級経営研修会（中学校） 
    4.17～19  第１回パソコン研修会  （全２回） 
  8.19～20   体育実技研修会（教育技術研修会）（講師  三橋体育研究所 中村 基 
              三橋 文子   国民体力研究会 米田 良逸 太田 正一 木村 榮彦） 
    9.28      学校事務研修会（講師 三八教育事務所 山之内 栄美子） 
  10. 7～8   学務事務研修会 （秋田県平鹿町） 
   10.12～13  社会教育関係者研修会（秋田県大曲市・田沢湖町） 
   11.17      養護教諭研修会（秋田大学教授 野津 有司） 
   11.24      心の教室相談員合同研修会 
  12.11      ビデオテープ教材実態調査説明会 
11. 1.14      三教研３０周年研究大会（三戸小） 
          (講師 聖徳栄養短期大学教授 國分 康孝) 
        創立３０周年記念式典・祝賀会（住谷野・鴛鴦殿） 
    1.19        生涯学習関係者研修会（講師 三戸町社会教育委員長 本間 国男） 
  2.22 第２回教育相談アドバイザー研修会 
         （講師 青森県総合学校教育センター 指導主事 島脇 通保） 
    3.31        横町嘉一指導主事 斗川小学校教頭に転出 
 
11. 4. 1        庄内慎也指導主事着任 
  5.25        第６６回三町教育研究協議会委員会議 
    6. 3      教育相談開室式 
    6.28      第１回教育相談アドバイザー研修会 
    7. 2      三町特殊学級合同バス遠足（岩手県 大野村産業デザインセンター） 
    7.13～14    社会教育関係者研修会（中里町） 
    7.28      第１回学級経営研修会（中学校） 
    7.30        第２回学級経営研修会（小学校） 
    8. 3      特殊教育研修会（講師  青森総合学校教育センター指導主事 横山 和夫） 



    8.10～11  第１回パソコン研修会（全２回） 
    8.18～19    体育実技研修会（講師  三橋体育研究所 中村 基  三橋 文子 
                         国民体力研究会 米田 良逸 太田 正一 木村 榮彦） 
   10. 1        「校長の樹」復刊 第２９集発行 
  10.15      学務事務研修会 （講師 三八教育事務所主事 石郷岡 靖） 
   11.30      養護教諭研修会（青森県教育庁スポーツ健康課指導主事 斎藤 信哉） 
12. 1.11      三教研学級経営研究大会(三戸小) 
              (講師  岩手大学教育学部助教授  河村 茂雄) 
    1.14        生涯学習関係者研修会（青森県総合社会教育センター研究開発課長 青木裕次） 
  3. 2 第６７回三町教育研究協議会委員会議 
    3.21        「啐啄」復刊 第２７集発行 
 
12. 5.12        ＳＧＥ協力者事務連絡会 
    5.19      教育相談開室式 
    5.22        第６８回三町教育研究協議会委員会議 
    6.24      第１回教育相談アドバイザー研修会（八戸市厚生年金会館） 
    7. 4      三町特殊学級合同バス遠足（名川町 チェリウス） 
  8. 3～4     第１回パソコン研修会（プレゼンテーション 講師 三戸小学校教諭 原 寿） 
    8. 9        特殊教育研修会（ＷＩＳＣ－Ⅲ実技研修 
                講師  青森総合学校教育センター 指導主事 横山 和夫） 
    8.10～11    学級経営研修会（構成的グループエンカウンター体験ワークショップ） 
    8.19～20    体育実技研修会（田子小）（講師  三橋体育研究所 中村 基  三橋 文子 
              国民体力研究会 米田 良逸 太田 正一 木村 榮彦） 
    8.21        第１回教育相談アドバイザー・心の教室相談員合同研修会 
    8.28～29    社会教育関係者研修会（岩手県 田野畑） 
    9. 4        就学指導専門委員施設見学（名川町 清岳園）  
    9.12    運動脳発達検査（三戸町民体育館） 
   11.27      養護教諭研修会 
        （幼児・児童虐待 講師 八戸児童相談所業務課長 千島 英治） 
   11.28    「校長の樹」第３０集発刊 
   12.25～26   第２回パソコン研修会（講師 三戸杉沢中学校 教諭 大久保 俊行） 
   12.27        教育相談研修会 
13. 1.10      三教研学級経営研究大会(三戸小) 
         （講師  岩手大学教育学部助教授  河村 茂雄) 
    1.26      学校事務研修会（講師 斗川小学校事務主幹 山内 義和） 
    2.23        学務事務研修会（三戸町役場）ー教育課程届出書の見方についてー 
        （講師 三八教育事務所 指導主事 小原 寛） 
    2.26 第６９回三町教育研究協議会委員会議 
    2.28    一戸胤夫所長退任 
    3.21    第２回社会教育部会・社会教育関係者研修会 
        （田子町中央公民館・農業者体育館） 
    3.31    長澤良雄指導主事 三戸中学校教頭に転出 
                間垣教子専任主事退職（１０年間勤務） 
 
13. 4. 1        小泉一純指導主事着任 
    4. 1        田中凉子専任主事採用 
    5.18        パソコン初級者養成講座（全１０回） 
   5.24        教育相談室開室式 

5.25        第７０回三戸町、田子町、南部町教育研究協議会委員会議 
    7. 2    丹 新也所長着任 

7. 6    特殊学級合同学習会（合同バス遠足）八戸市ラピア・児童科学館 
 7.27        教育相談アドバイザー研修会 

   7.30～31   第１回パソコン研修会  
                特殊教育研修会－WISC-Ⅲ知能検査実技研修－  
        （講師：青森県総合学校教育センター 指導主事 横山 和夫） 

 8. 9～10    学級経営研修会－構成的グループエンカウンター体験ワークショップ－ 
             （講師 中級教育カウンセラー 青森商業高校養護教諭 井上 悦子） 
    8.19～20    体育実技研修会（田子小） 
        （講師  三橋体育研究所 中村 基、三橋 文子 
        米田良逸、太田正一、木村 榮彦） 

8.21        教育相談アドバイザー・心の教室相談員合同研修会 
9. 7     運動能発達検査（三戸町民体育館） 



9.14        就学指導専門委員施設見学（八戸第二養護学校） 
10. 9～10    社会教育関係者研修会（岩手県東和町、北上市） 
11.12        教育相談員打ち合わせ会 
11.21        三教研次年度方針検討会（三町教育長） 

   11.26    養護教諭研修会（講師 光星学院八戸短期大学 教授 坂本 玲子） 
   12.25        第２回パソコン研修会 
14. 1.11        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会（三戸小） 
        （講師  岩手大学教育学部 助教授  河村 茂雄） 

1.25    学校事務研修会（講師 三戸町立斗川小学校 事務主幹 山内 義和） 
    2.28        学務事務研修会 
   2.26        第７１回三戸町、田子町、南部町教育研究協議会委員会議 

 3.22        社会教育関係者研修会・第２回社会教育部会 
 
14  5.17        パソコン初級者講座（全１０回） 
  5.27        第７２回三戸町、田子町、南部町教育研究協議会委員会議 

5.30        教育相談室開室式 
6.14        教務主任研修会（第１回） 

    7. 5        パソコン初級者講座（第３回） 
 7.15～16    社会教育関係者研修会（秋田県湯沢市、増田町） 

    7.25～26    学級経営研修会－Ｑ－Ｕコンサルテーション実習－ 
8. 2～ 5    パソコン研修会＜夏の部＞  

    8. 6        特殊教育研修会－ＬＤ・ＡＤＨＤについて－ 
  （講師  八戸第二養護学校 教頭 横山 和夫） 

8. 9        教務主任研修会（第３回） 
8. 9        教育講演会 

  （講師  仙台教育事務所 主任指導主事 浅川 昭恵） 
    8.19～20    体育実技研修会（向小） 
        （講師  三橋体育研究所 中村 基、三橋 文子、木村 榮彦） 

9. 6        就学指導専門委員施設見学（こだまの里・くるみの里） 
9. 9    特殊学級合同学習会（合同バス遠足）八戸港・種差海岸 
10.15        教務主任研修会（第３回） 
10.16        三教研次年度方針検討会（三町教育長） 
11.22        養護教諭研修会 

  （講師 三戸町社会福祉協議会 福祉活動専門員 平沢 智子） 
  12.26        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会（田子小） 
        （講師  岩手大学教育学部 助教授  河村 茂雄) 
15. 1. 7        パソコン研修会＜冬の部＞ 

1. 8        教育相談研修会（講師 八戸市民病院 非常勤講師 高橋 育子） 
1. 9        教務主任研修会（第４回） 
1.31    学校事務研修会 

（講師 三戸町立斗川小学校 事務主幹 山内 義和 ・ 杉沢小学校 事務主任 兵庫 圭一） 
2.21        第７３回三戸町、田子町、南部町教育研究協議会委員会議 
2.25        教務主任研修会（第５回） 
3.18        学務事務研修会 
3.24        社会教育部会研修会 

  （講師 三八教育事務所 主任社会教育主事 尾崎 官一） 
    3.31    庄内慎也指導主事 南部小学校教頭に転出 
 
15 4. 1        原  寿指導主事着任 
   5.30        第７４回三戸町、田子町、南部町教育研究協議会委員会議 
   6．6        パソコン初級者講座（全１０回） 

6.16        教務主任研修会（第１回） 
7. 3        教育相談室開室式 
7. 4    特殊学級合同学習会（合同バス遠足）岩手子どもの森（一戸町） 
 7.14～15    社会教育関係者研修会（宮城県志波姫町・石越町） 
 8. 1  学級経営研修会－学級づくりのための学級経営のポイント－ 

     （講 師  倉石村立又重小学校 教諭 本間茂樹） 
8. 4  夏季パソコン研修会  

   8. 6        教務主任研修会（第２回） 
8. 6        教育講演会（講師  宮城県仙台市立西松陵小学校 校長 菊地 修治） 
8. 7        第１回教育相談研修会（講師 光星学院八戸短期大学 教授 坂本 玲子） 

    8.11        特殊教育研修会（ＬＤ・ＡＤＨＤについて） 



  （講師  青森県総合学校教育センター 指導主事 敦川 真樹） 
    8.21～22    体育実技研修会（田子小） 
        （講師  三橋体育研究所 中村 基、三橋文子、三橋和子、木村榮彦） 
  10.16        就学指導専門委員施設見学 
          （県立八戸第一養護学校・知的障害者更正施設「のぞみ園」） 

10.14        教務主任研修会（第３回） 
10.19        社会教育関係者研修会 
 12.25        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会（南部中） 

        （講師  都留文科大学 文学部 初等教育学科  河村 茂雄) 
16. 1. 6        冬季パソコン研修会 

1. 7        第２回教育相談研修会 
  （講師 光星学院八戸短期大学 教授 坂本玲子） 

1. 8        教務主任研修会（第４回） 
1.23    学校事務研修会 

（講師 三戸町立斗川小学校 事務主幹 山内 義和 ・ 杉沢小学校 事務主任 兵庫 圭一） 
2. 6        教務主任研修会（第５回） 
2.25        第７５回三戸町、田子町、南部町教育研究協議会委員会議 

  3.20        学務事務研修会 
 
16. 5.21        第７６回三戸町、田子町、南部町教育研究協議会委員会議 

6.29        第２回就学指導専門委員会・WISC-Ⅲ検査法研修会 
         （講師  県立青森第一養護学校 教頭 横山 和夫） 

7. 1        教育相談室開室式 
 7.13～14    社会教育関係者研修会（岩手県水沢市・秋田県仙北町） 
 7.28  学級経営研修会（示範授業・講義） 

  （講師  三戸町立斗川小学校 教諭 佐藤 良子） 
7.29  調査研究分析合同会議（全２回）  
7.30  夏季パソコン研修会  
8. 2        教育相談研修会 

  （講師 県総合学校教育センター教育相談課 指導主事 佐藤 昭雄） 
8. 3        教育講演会 

  （講師  神奈川県茅ヶ崎市立浜之郷小学校 校長 谷井 茂久） 
8. 3        教務主任研修会 
8. 5～6  夏季パソコン研修会  

    8. 9        特別支援教育研修会－特別な配慮を必要とする子どもたちとの関わり方－ 
  （講師  県立八戸盲学校 教諭 木村三千代） 
    8.18～19    体育実技研修会 
  （田子小 講師  三橋体育研究所 中村 基、三橋文子、三橋和子） 
    8.27        学校事務研修会 

（講師 斗川小事務主幹 山内義和・杉沢小事務主任 兵庫圭一・三戸北小主事 大山敏幸） 
    9.13        就学指導専門委員施設見学（知的障害者通所授産施設「こだまの園」） 
    9.21    特殊学級合同バス遠足（県営浅虫水族館 バス:三戸町） 
   12.13        三戸町、田子町、南部町教育研究協議会臨時委員会議 
        （南部町の脱退について協議） 
   12.27        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会（三戸小） 
        （講師  都留文科大学大学院 教授  河村 茂雄） 
17. 2.18        学務事務研修会（三戸町立図書館・版画研究所） 

2.24        第７７回三戸町、田子町、南部町教育研究協議会委員会議 
    3.23    三戸町、田子町、南部町教育研究協議会からの南部町の脱退を県知事に届出 

3.31    小泉一純指導主事 三戸中学校教頭に転出 
 
17. 4. 1        佐々木勝規指導主事着任 
    5.27        第１回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    7. 1        教育相談室開室式 
    7.11    特殊学級交流学習会（合同バス遠足 盛岡市動物園：バス 三戸町） 
   7.25  学級経営授業研修会（示範授業・講義） 
     （講師  三戸町立目時小学校 教諭 松本 悦子） 
    8. 2～3 夏季パソコン研修会  
    8. 8        特別支援教育研修会（講 師  県立青森第二高等養護学校教頭 土岐 智） 
    8.18～19    体育実技研修会 
  （田子小 講師  三橋体育研究所 中村 基、三橋文子、三橋和子） 
   12.27        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会（三戸小） 



        （講師  都留文科大学大学院 教授  河村 茂雄） 
18. 1. 6        教育相談研修会 
  （講師 県総合学校教育センター教育相談課 指導主事 江渡 準悦） 
    1.11 冬季パソコン研修会  
    2.27        第２回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
 
18. 4･24    第１回不登校等連絡会議（講師：三八教育事務所 指導主事 澤田 尚） 
    5.29        第３回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    6.22        教育相談室開室式 
    7.11    特殊学級交流学習会（合同バス遠足：種差海岸方面 バス：田子町） 
   7.28  学級経営授業研修会（示範授業・講義） 
     （講 師  三沢市立古間木小学校 教諭 奈良 満） 
    8. 2～3 夏季パソコン研修会 
  8. 9    子どもの心の健康づくり研修会 
    8.11        特別支援教育研修会（講師  県立青森第二高等養護学校教頭 土岐 智） 
    8.17～18    体育実技研修会（田子小） 
        （講師  三橋体育研究所 中村 基、三橋文子、三橋和子） 
   12.27        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会（三戸小） 
        （講師  都留文科大学大学院 教授  河村茂雄） 
19. 1. 9 冬季パソコン研修会  
    1.11        教育相談研修会 
  （講師 弘前大学教育学部付属教育実践総合センター 教授 豊嶋 秋彦） 
    2.27        第４回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    3.31        原 寿指導主事、青森県教育庁義務教育課に転出 
 
19. 4. 1        工藤亮エデュケーショナルアドバイザー着任 
  4･23    第１回不登校等連絡会議 
        （講師：八戸市教育委員会社会教育課 指導主事 北山 勝則） 
    4.27        授業改善プロジェクト講座（全３回） 
    6. 1        第５回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    6.28        教育相談室開室式 
    7. 9    特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：十和田湖方面 バス：三戸町） 
    7.27        特別支援教育研修会（講師  県立青森第二高等養護学校教頭 土岐 智） 
    7.31  調査研究分析合同会議（ＮＲＴ）                                        
    8.17～18    体育実技研修会（田子小 講師  三橋体育研究所 中村 基、三橋文子、三橋和子） 
   12.27        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会－学級経営実践講座－（三戸小） 
         (講師  都留文科大学大学院 教授  河村 茂雄) 
20. 1. 8        教育相談研修講座 
  （講師 青森県総合学校教育センター教育相談課長 佐藤 昭雄） 
   1.11    授業技術実践講座（理科） 
  （講師  埼玉県蓮田市立蓮田南中学校 教諭 小森 栄治（ＴＯＳＳ技量検定４段）） 
    2.21        第４回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    2.29        Ｋ－ＡＢＣ検査法研修会 
 
20. 4.28    第１回不登校等連絡会議 
        （講師：八戸市教育委員会社会教育課 指導主事 北山勝則） 
    4.28        授業改善プロジェクト講座（全３回）全体研修 
    5.26        第７回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    6.19        教育相談室開室式 
    7. 8    特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：三沢航空科学館 バス：三戸町） 
    7.28  特別支援教育研修講座（講師 弘前大学教育学部 教授 松本 敏治） 
  8. 4        調査研究分析合同会議（ＮＲＴ） 
    8. 7        教育相談研修講座（講師 スクールカウンセラー早川惠子） 
    8.18      体育実技研修会（田子小  講師 三橋体育研究所 中村基 三橋文子） 

12.15        丹 新也所長退任 
   12.25        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会－学級経営実践講座－（三戸小） 
         (講師  早稲田大学大学 教授  河村 茂雄) 
21. 1. 8    授業技術実践講座（外国語活動） 
  （講師  埼玉県蓮田市立蓮田南中学校 教諭 小森 栄治（ＴＯＳＳ技量検定４段）） 
    2.24        第８回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
  3.31        佐々木 勝規 指導主事 青森県教育庁学校教育課へ転出 
    3.31        工藤 亮 エデュケーショナルアドバイザー退任 



 
21. 4. 1       佐々木原淳指導主事着任  
  4. 1    葛西 昭次エデュケーショナルアドバイザー着任 
    4.28    第１回不登校等連絡会議 
        （講師：三八教育事務所 指導主事 三浦一純） 
    5. 8        就学指導事務説明会並びに第１回就学指導専門委員会 
    5.12        授業改善プロジェクト講座（全２回）全体研修 
    5.21        教育相談室開室式 
    5.29        第９回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    7.27  調査研究分析合同会議（ＮＲＴ） 
    8. 1        友田博文所長着任 
    8. 4        特別支援教育研修会（講師  山形大学教授 三浦光哉） 
    8.10        教育相談研修講座（講師 スクールカウンセラー早川惠子） 
    8.17      体育実技研修会（田子小  講師 三橋体育研究所 三橋文子、蔭山陽子） 
   10.29    特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：岩手子どもの森 バス：三戸町） 
   12.25        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会－学級経営実践講座－（三戸小） 
         (講師  早稲田大学 教授  河村 茂雄) 
22. 1.11    授業技術実践講座（外国語活動） 
  （講師  株式会社 mpi北海道東北ブロックエリアマネージャー 佐々木裕美） 
    2.26        第１０回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
 
22. 4.26    第１回不登校等連絡会議 
    5.14        授業改善プロジェクト講座（全２回）全体研修 
    6. 4        第１１回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    7. 6    特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：小岩井農場まきば園） 
    7.27 特別支援教育研修会（講師  山形大学教授 三浦光哉） 
    8.10 教育相談研修講座（講師 県総合学校教育センター指導主事 野々口 浩幸） 
   12.27        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会－学級経営実践講座－（三戸小） 
         (講師  奈良教育大学 准教授  粕谷 貴志) 
23. 1. 7    授業技術実践講座（外国語活動） 
  （講師  福島県双葉郡大熊町 外国人英語講師 根本アリソン ） 
    2.25        第１２回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
         
23. 4.25    第１回不登校等連絡会議（全４回） 
    5.20        授業改善プロジェクト講座（全２回）全体研修 
  6. 2        第１３回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    7. 5    特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：八戸子どもの国） 
    7.26 特別支援教育研修会（講師  山形大学教授 三浦光哉） 
  7.28    ＮＲＴ分析会議 
  8. 5    Ｑ－Ｕ調査分析活用事業中間報告会 
    8. 8 教育相談研修講座（講師 県総合学校教育センター指導主事 野々口 浩幸） 
   12.27        三戸地方教育研究所 学級経営研究大会－学級経営実践講座－（斗川小） 
         (講師  教育創造研究センター 所長 髙階 玲治) 
24. 2.25        第１４回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議           
 
24. 4.16    第１回総務部会（平成２４年度事業計画について） 
    4.19        第１回職員会議 
  4.26        第１回不登校等連絡会議 
  5. 8        就学事務説明会 
    5.14        第２回総務部会（平成２３年度協議会会計決算について） 
    5.17        監査委員会 
  5.21        第１５回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    5.24        第１回授業改善プロジェクト講座全体研修会 
  6.25        第１回就学指導専門委員会  
    7. 2        第１回就学指導委員会 
    7. 5        特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：いわて子どもの森） 
    7.13        第２回不登校等連絡会議 
    7.24        教育相談研修講座（講師 県学教センター指導主事 野々口浩幸） 
    7.31        三戸地方就学指導委員会検査法講習会 
  9.24        第２回就学指導専門委員会 
   10. 1        第２回就学指導委員会 
   10.29        第３回総務部会（平成２４年度協議会会計予算執行状況について） 



   11.12        第２回職員会議 
   11.20        第３回就学指導専門委員会 
  11.29       第３回就学指導委員会 
   12. 7        第３回不登校等連絡会議 
   12.11        第２回授業改善プロジェクト講座全体研修会 
   12.27        三戸地方教育研究所学級経営研究大会 

（講師 ＦＲ式不登校チャート研究所長 花輪 敏男） 
25. 1.28        第４回就学指導委員会 
  1.30        臨時総務部会 
    2. 6        第４回総務部会（平成２４年度協議会会計補正予算・次年度会計予算について） 
    2.12        第３回職員会議 
  2.22        第４回不登校等連絡会議 
  2.28        第１６回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
 
25. 4. 1        工藤富男総括研究員、清水広陳コーディネーター着任 
   4.16    第１回総務部会（平成２５年度事業計画について） 
    4.22        第１回職員会議 
  4.22        第１回不登校等連絡会議 
  5. 7        就学事務説明会 
    5.13        第２回総務部会（平成２４年度協議会会計決算について） 
    5.16        監査委員会 
  5.24        第１７回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    5.21        第１回授業改善プロジェクト講座全体研修会 
  6.24        第１回就学指導専門委員会  
    7. 2        第１回就学指導委員会 
    7. 5        第２回不登校等連絡会議 
  7.11        特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：三沢航空科学館） 
    7.25        教育相談研修講座（講師 青森大学教授 船木 昭夫） 
    8. 8        複式授業研修会（全体研修会：講師 清水章弘特任研究員） 
  9.20        第３回不登校等連絡会議 
    9.24        第２回就学指導専門委員会 
   10. 1        第２回就学指導委員会 
   10.30        第３回総務部会（平成２５年度協議会会計予算執行状況について） 
   11.11        第２回職員会議 
   11.18        第３回就学指導専門委員会 
  11.26       第３回就学指導委員会 
   12. 9        第２回授業改善プロジェクト講座全体研修会 
   12.26        三戸地方教育研究所学級経営研究大会 
        （講師 山形大学地域文化学部 教授 三浦 光哉） 
26. 1.24        第４回総務部会（平成２５年度協議会会計補正予算・次年度会計予算について） 
  1.27        第４回就学指導委員会 
    2. 5        第１８回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    2.20        第４回不登校等連絡会議 
    2.26        第３回職員会議   
    2.26        田中凉子専任主事退職 
  3.31        佐々木原淳指導主事、三八教育事務所教育課へ転出 
 
26. 4. 1        三戸町総合福祉センター（三戸町大字在府小路町１７）へ事務所を移転 
        島守詩子指導主事、沼澤弘子専任主事着任 
   4.15    第１回総務部会（平成２６年度事業計画について） 
    4.21        第１回職員会議 
  4.24        第１回不登校等連絡会議 
  5. 8        就学事務説明会 
    5.12        第２回総務部会（平成２５年度協議会会計決算について） 
    5.15        監査委員会 
  5.20        第１９回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
  6.23        第１回就学指導専門委員会  
    7. 1        第１回就学指導委員会 
    7. 4        第２回不登校等連絡会議 
    7.10        巡回相談研修会・田子町（講師 山形大学教育実践研究科教授 三浦 光哉） 
    7.11        巡回相談研修会・三戸町（講師 山形大学教育実践研究科教授 三浦 光哉） 
    7.24        教育相談研修講座（講師 一関第一高等学校教諭 苅間澤 勇人） 



    7.29        情報モラル研修講座（講師 弘前大学ネットパトロール隊代表 大谷 良光） 
    8. 7        学級経営研修講座（講師 筑波大学附属小学校教諭 桂 聖） 
  9. 1        特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：いわて子どもの森） 
  9.18        第２回就学指導専門委員会 
    9.19        第３回不登校等連絡会議 
    9.25        第２回就学指導委員会 
   10.29        第３回総務部会（平成２６年度協議会会計予算執行状況について） 
   11.10        第２回職員会議 
   11.18        第３回就学指導専門委員会 
  11.25       第３回就学指導委員会 
   12.25        授業技術研修講座（講師 板柳町少年少女発明クラブ顧問 野呂 茂樹） 
27. 1.26        第４回就学指導委員会 
    2. 4        第４回総務部会（平成２６年度協議会会計補正予算・次年度会計予算について） 
  2. 6        第４回不登校等連絡会議 
    2.12        第３回職員会議   
    2.19        第２０回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
 
27. 4.15    第１回総務部会（平成２７年度事業計画について） 
    4.22        第１回職員会議 
  4.23        第１回不登校等連絡会議 
  5. 7        就学事務説明会 
    5.11        第２回総務部会（平成２６年度協議会会計決算について） 
    5.15        監査委員会 
  5.21        第２１回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    6. 8～10    巡回相談研修会（講師 山形大学教育実践研究科教授 三浦 光哉） 
  6.26        第２回不登校等連絡会議 
    6.25        第１回就学指導専門委員会  
    7. 2        第１回就学指導委員会 
    7.29        教育相談研修講座（講師 会津大学文化研究センター上級准教授 苅間澤 勇人） 
    7.31    授業技術研修講座（講師 筑波大学附属中学校 教諭 蒔田 守） 
    8.21        学級経営研修講座（講師 山形大学教育実践研究科教授 三浦 光哉） 
  9. 1        特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：間木ノ平グリーンパーク） 
  9. 4        第３回不登校等連絡会議 
    9.17        第２回就学指導専門委員会 
    9.24        第２回就学指導委員会 
   11.10        三教研校長会 
  11.17        第３回総務部会（平成２７年度協議会会計予算執行状況について） 
    
   11.16        第３回就学指導専門委員会 
  11.24       第３回就学指導委員会 
28. 1.25        第４回就学指導委員会 
    2. 3        第４回総務部会（平成２７年度協議会会計補正予算・次年度会計予算について） 
  2.15        第２回職員会議   
  2.19        第４回不登校等連絡会議 
    2.26        第２２回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
 
28. 4.13    第１回総務部会（平成２８年度事業計画について） 
  4.21        第１回不登校等連絡会議 
    4.25        第１回職員会議 
   5.10        第２回総務部会（平成２７年度協議会会計決算について） 
   5.11        就学事務説明会 
    5.13        監査委員会 
  5.26        第２３回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    6. 7～14  巡回相談研修会（講師 山形大学教育実践研究科教授 三浦 光哉） 
    6.22        学力向上支援事業：学習コーチ講演会① 
        （講師 三戸地方教育研究所特任研究員 清水 章弘） 
  6.24        第２回不登校等連絡会議 
    6.29        第１回教育支援専門委員会  
    7. 6        第１回教育支援委員会 
    7.26        教育相談研修講座（講師 会津大学文化研究センター上級准教授 苅間澤 勇人） 
    7.28    授業技術研修講座（講師 弘前大学教育学部数学教育講座教授 中野 博之） 
    8. 4        学級経営研修講座（講師 秋田公立美術大学美術教育センター教授 毛内 嘉威） 



    8.17        学力向上支援事業：学習コーチ講演会② 
        （講師 三戸地方教育研究所特任研究員 清水 章弘） 
  9. 2        第３回不登校等連絡会議 
    9.15        第２回教育支援専門委員会 
    9.26        第２回教育支援委員会 
   10.26        三教研校長会 
  11. 7        第３回総務部会（平成２８年度協議会会計予算執行状況について） 
   11.21        第３回教育支援専門委員会 
  11.28       第３回教育支援委員会 
  12.27        教育支援に係る諸検査についての学習会（講師 臨床心理士 石岡 れい子） 
29. 1.30        第４回教育支援委員会 
    2. 3        第４回総務部会（平成２８年度協議会会計補正予算・次年度会計予算について） 
  2.13        第２回職員会議     
    2.13        第２４回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
  2.24        第４回不登校等連絡会議 
     
29. 4.11    第１回総務部会（平成２９年度事業計画について） 
  4.24        第１回不登校等連絡会議 
    4.25        第１回職員会議 
   5.10        第２回総務部会（平成２８年度協議会会計決算について） 
   5.11        就学事務説明会 
    5.12        監査委員会 
  5.22        第２５回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    6. 8～13  巡回相談研修会（講師 山形大学教育実践研究科教授 三浦 光哉） 
  6.23        第２回不登校等連絡会議 
    6.29        第１回教育支援専門委員会  
    7. 6        第１回教育支援委員会 
    7.28        教育相談研修講座（講師 会津大学文化研究センター上級准教授 苅間澤 勇人） 
    8. 4    授業技術研修講座（講師 弘前大学教育学部数学教育講座教授 中野 博之） 
    8. 9        学級経営研修講座 
        （講師 元弘前大学教育学部教員養成学研究開発センター教授 佐藤 紘昭） 
  8.29        特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：三沢航空科学館） 
  9. 1        第３回不登校等連絡会議 
    9.21        第２回教育支援専門委員会 
    9.28        第２回教育支援委員会 
   10.25        三教研校長会 
  11. 7        第３回総務部会（平成２９年度協議会会計予算執行状況について） 
   11.21        第３回教育支援専門委員会 
  11.28       第３回教育支援委員会 
  12.27        教育支援に係る諸検査についての学習会（講師 臨床心理士 石岡 れい子） 
30. 1.30        第４回教育支援委員会 
    2. 6        第４回総務部会（平成２９年度協議会会計補正予算・次年度会計予算について） 
  2.16        第４回不登校等連絡会議 
  2.21        第２回職員会議     
    2.26        第２６回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
 
30. 4.18    第１回総務部会（平成３０年度事業計画について） 
  4.23        第１回不登校等連絡会議 
    4.25        第１回職員会議 
   5. 7        教育支援委員会事務説明会 
   5. 9        監査委員会 
    5.15        第２回総務部会（平成２９年度協議会会計決算について） 
  5.30        第２７回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    6. 8～14  巡回相談研修会（講師 山形大学教育実践研究科教授 三浦 光哉） 
  6.22        第２回不登校等連絡会議 
    6.28        第１回教育支援専門委員会  
    7. 7        第１回教育支援委員会 
    7.25        授業技術研修講座 
        （講師 東京学芸大学教育学部外国語・外国語文化研究講座 教授 粕谷 恭子）     

7.27    教育相談研修講座（講師 早稲田大学教育・総合科学学術院 講師 小野寺 正己） 
    8. 3        学級経営研修講座（講師 会津大学文化研究センター 教授 苅間澤 勇人） 
  8.30        特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：種差少年自然の家） 



  9. 3        第３回不登校等連絡会議 
    9.20        第２回教育支援専門委員会 
   10. 2        第２回教育支援委員会 
   10.24        三教研校長会 
  11.15        第３回総務部会（平成３０年度協議会会計予算執行状況について） 
   11.20        第３回教育支援専門委員会 
  11.26       第３回教育支援委員会 
  12.26        教育支援に係る諸検査についての学習会 
        （講師 特別支援教育士スーパーバイザー 石岡 れい子） 
  12.28        沼澤弘子専任主事退職 
31. 1. 4    根立朋子専任主事着任 
   1.28        第４回教育支援委員会 
    2. 6        第４回総務部会（平成３０年度協議会会計補正予算・次年度会計予算について） 
  2.12        第２回職員会議   
    2.15        第４回不登校等連絡会議 
    2.25        第２８回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議   
  3.31    島守詩子指導主事 南部中学校教頭に転出 
 
31 4. 1        村林広考指導主事着任 
    4.17    第１回総務部会（令和元年度事業計画について） 
  4.18        第１回不登校等連絡会議 
    4.23        第１回職員会議 
R 元  5. 9        教育支援委員会事務説明会 
   5.13        第２回総務部会（平成３０年度協議会会計決算について） 
    5.14        監査委員会 
  5.21        第２９回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    6.27        第１回教育支援専門委員会 
    6.28        第２回不登校等連絡会議  
    7. 4        第１回教育支援委員会 
    7.25    教育相談研修講座（講師 ＮＰＯ法人エッジ 藤堂 英子） 
    7.26        授業技術研修講座（講師 タイムソフト合同会社 古田 直道） 
    8. 6        学級経営研修講座（講師 会津大学文化研究センター 教授 苅間澤 勇人） 
  8.27        特別支援学級交流学習会（合同バス遠足：八戸公園こどもの国） 
  9.19        第３回不登校等連絡会議 
    9.27        第２回教育支援専門委員会 
   10. 3        第２回教育支援委員会 
   10.23        三教研校長会 
  11.14        第３回総務部会（令和元年度協議会会計予算執行状況について） 
   11.19        第３回教育支援専門委員会 
  11.26       第３回教育支援委員会 
  12.26        教育支援に係る諸検査についての学習会 
       （講師 特別支援教育士スーパーバイザー 石岡 れい子） 
   
R2. 1.28        第４回教育支援委員会 
    2. 4     第４回総務部会（令和元年度協議会会計補正予算・次年度会計予算について） 
  2.10        第２回職員会議   
    2.14        第４回不登校等連絡会議 
    2.25        第３０回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議   
  3.31    工藤富男総括研究員 清水広陳コーディネーター 退任 
 
    4.15    第１回総務部会（令和２年度事業計画について） 
  4.17        第１回不登校等連絡会議 
    4.21        第１回職員会議  中止（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため） 

5. 8        教育支援委員会事務説明会 
   5.11        第２回総務部会（令和元年度協議会会計決算について） 
    5.12        監査委員会 
  5.25        第３１回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
    6.23        第１回教育支援専門委員会 
    6.26        第２回不登校等連絡会議  
    6.30        第１回教育支援委員会 
    7.27    教育相談研修講座 中止（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため） 
    8. 5        授業技術研修講座 中止（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため） 



    8.19        学級経営研修講座 中止（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため） 
  8.25        特別支援学級交流学習会 中止（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため） 
  8.28        第３回不登校等連絡会議 
    9.24        第２回教育支援専門委員会 
   10. 1        第２回教育支援委員会 
   10.21        三教研校長会 
  11. 4        第３回総務部会（令和２年度協議会会計予算執行状況について） 
   11.19        第３回教育支援専門委員会 

11.26       第３回教育支援委員会 
  12.25        教育支援に係る諸検査についての学習会 
       （講師 特別支援教育士スーパーバイザー 石岡 れい子） 
   
R3. 1.28        第４回教育支援委員会 
    2. 2     第４回総務部会（令和元年度協議会会計補正予算・次年度会計予算について） 

2.12        第４回不登校等連絡会議 
  2.22        第２回職員会議       
    2.25        第３２回三戸町及び田子町教育研究協議会委員会議 
  3.31        友田所長退任 

 


