


ブックガイド
ふたりはともだち（アーノルド・ローベル）

    １００万回生きたねこ（佐野洋子）

かぜのでんわ（いもとようこ）

    りゆうがあります（ヨシタケシンスケ）

こころのふしぎ なぜ？どうして？（村山哲哉）

リンドバーグ 空飛ぶネズミの大冒険

（トーベン・クールマン）

  アシーネ（三春屋５階）  アリス書店 カネイリ番町店   川村商店  木村書店
 伊吉書院西店・類家店・旭ヶ丘店  TSUTAYA八戸ニュータウン店
  Books SAITO TSUTAYA 根城店  くまざわ書店（ピアドゥ１階） 
  書店はちのへ  みなみ書店  成田本店みなと高台店 文教堂八戸駅店 
  未来屋書店八戸店（ラピア３階）           全１６店舗

絵 本

ふたりのイーダ（松谷みよ子）

ユタと不思議な仲間たち

              （三浦哲郎）

  ガラスのうさぎ（髙木敏子）

魔女の宅急便シリーズ（角野栄子）

  バッテリー（あさのあつこ）

都会のトム＆ソーヤシリーズ

               (はやみねかおる）

日本の作品

赤毛のアン（Ｌ．Ｍ．モンゴメリ）

  エルマーの冒険（Ｒ．Ｓ．ガネット）

モモ（ミヒャエル・エンデ）

  賢者の贈り物（オー・ヘンリー）

ドリトル先生シリーズ

    （ヒュー・ロフティング）

プラム・クリークの土手で

    （ローラ・インガルス・ワイルダー）

ピーターラビットシリーズ

世界の作品

マイブック推進事業参加店

わたしと小鳥と鈴と－金子みすゞ童謡集

ニュー世界の伝記シリーズ（学研）

本のれきし5000年（辻村益朗）

ものしり地図絵本 日本（ひらいふみと）

なぜ？どうして？科学のお話シリーズ

（大山光晴）

詩集・伝記・その他

かった本のことを、

おうちのひとや

おともだちと

おはなししましょう！

深く、深く掘りすすめ！ちきゅう

         （山本省三）

八戸沖でも活躍している、地球深部

探査船「ちきゅう」のお話

平成 28 年度          別添資料

マイブック推進事業
（マイブッククーポン）

ガイドブック

八戸市教育委員会

家庭で本の話をしよう！



 ～保護者の皆様へ～
 ｢マイブック推進事業｣とは、全小学生に市内書店で使用できる｢マイブッククーポン
 （一人 2000 円分）｣を配付し、保護者（祖父母など子どものことをよく知っている
  大人も含む）とともに書店に出かけ、自ら本を選び購入する体験を通して、読書に
  親しむ環境をつくることを目的としております。

  ～保護者の皆様へ～
◯学校や家庭での読書活動に適した、お子様の「宝物」になるような本を一緒に

   探してあげてください。
  ◯「購入できない本」にある「雑誌」は、本の裏表紙の左下に「雑誌」と表示して
   ありますので、購入の際に御確認ください。

【「雑誌」の見分け方】

○かえる本

  がっこうやおうちでどくしょするための本

○かえない本

 コミック ざっし じてん さんこうしょ

  もんだいしゅう ドリル ゲームの本

○えらんだ本がかえるかどうかを、おうちの人と

そうだんしましょう。

この部分に「雑誌」と表示しているものは購入

できませんので、御注意ください。

どんな本がかえるの？

かえない本ってあるの？

どうしてマイブック

クーポンがくばられたの？

じぶんの「たからもの」

になるような本がみつ

かるといいですね。

本やさんでおうちの人と本をえらんだりかったりし

て、本をたくさんよんでほしいからです。

 ～保護者の皆様へ～
  ◯マイブッククーポン１枚で５００円分の本を購入できます。
  ◯おつりは出ませんので、本の価格に足りない分は現金でお支払いください。
    例：価格が 1200 円の本の場合  クーポン 2 枚＋200 円を負担
   【こんなときは！】

「合計金額が１４００円。現金で４００円支払うの？」

→あと１冊本を選ぶと、現金の使用が少なくて済みますね！
※図書カードとの併用もできます。

 ～保護者の皆様へ～
 ◯マイブッククーポンは再発行できません。また、使用期間を過ぎた場合も使用
  できませんので、紛失や使用忘れがないよう御注意ください。
 ◯マイブッククーポンを間違えて洗濯してしまったり、ペットなどにかじられて
  破れたりした場合は、店頭でそのクーポンに｢学校名・学年・お子さんのお名前｣
  を記入した上でお使いください。

なんえんぶんかえるの？

どうやってつかうの？

○クーポン１まいで５００えんぶん、４まいで２０００えんぶんかえます。

○本のねだんにたりないときは、マイブッククーポンにじぶんの

 おこづかいや、おうちのひとからもらったおかねをたしてかいましょう。

○６がつ１にち水ようびから

 ８がつ３１にち水ようびまでつかえます。

○マイブッククーポンになまえがついている本やさんでつかえます。 

  マイブッククーポンがつかえる本やさんにはポスターがはってあります。

○マイブッククーポンを、なくしたりよごしたりしないようにきをつけましょう。

【れい】１２００えんぶんの本をかうとき

 クーポン２まい＝１０００えんぶんに

 おかねを２００円たしてかいます。

500えんクーポン

500えんクーポン

１００

え ん

わすれないで

つかおうね！
まちがえてやぶいたり、ペットにかじられてマイブッククーポンのばんごう

がきえてしまったりしたら、ほんやさんでそのマイブッククーポンに「がっ

こうめい・がくねん・じぶんのなまえ」をかいてからつかいましょう。

１００

え ん

いつからいつまでどこの

本やさんでつかえるの？





平成 28年度八戸市青少年海外派遣事業について 

１ 事業の趣旨

  八戸市の青少年（中学生）を海外に派遣し、訪問国の歴史、文化、産業、教育等の見学

や、青少年との親善交歓をとおして、国際協調の精神を育て、次代の国づくり、まちづく

りを担う青少年の健全育成を図るとともに、参加青少年による青少年団体活動への寄与を

期待して行う。

２ 平成 28 年度事業内容

訪問国及び人員

中華人民共和国（蘭州・西安・北京）

  団 長    東中学校    校長   正部家 光彦

  特別団員   三条中学校 教諭   尾崎 元子

特別団員   第一中学校   教諭   山田 五月

  特別団員   下長中学校 養護教諭  和山 美子

特別団員   教育指導課   主査   坂本 智英

一般団員（中学２年生）25 人の 30 人

日程

(1) 事前研修

  第１回 平成 28 年４月 16 日（土）  ９時 30 分～16 時

                      （10 時から委嘱状交付式）

  第２回  〃  ４月 23 日（土）  ９時～16 時

  第３回  〃  ５月 14 日（土）  ９時～16 時

  第４回  〃  ５月 21 日（土）  ９時～16 時

（結団式：10 時～10 時 40 分） 

会場はいずれも、「八戸市総合教育センター」

(2) 現地研修

  平成 28 年５月 27 日（金）～６月３日（金） ７泊８日（蘭州・西安・北京）

(3) 事後研修

  第 1 回 平成 28 年７月 25 日（月）  ９時～16 時

第２回 平成 28 年７月 29 日（金）  ９時～16 時

第３回 平成 28 年８月 6 日（土） ９時～16 時

（報告会:14 時～16 時）

会場はいずれも、「八戸市総合教育センター」

※例年、結団式及び報告会には、教育委員の皆様にも御臨席をお願いしております。

教育委員会定例会資料

平成 28 年４月 27 日

教 育 指 導 課

６



中国蘭州市との教員相互派遣について 

１ 事 業 名  八戸市教員海外派遣交流遣事業

２ 事業概要 

（１）目  的 八戸市・蘭州市両市において、教員を相互に派遣し学校教育に関

する諸問題の調査や研究並びに文化、社会等を視察し、国際的視野に

立った見識を高め、教員としての資質を向上させるとともに、教育交

流を一層推進する。

（２）研修期間  平成 28 年５月 11 日（水）～25 日（水）

 （３）研 修 先  八戸市立白山台小学校、八戸市立白山台中学校等

 （４）研修内容  ①八戸市における小学校及び中学校教育の視察

          ②八戸市における外国語教育の視察

          ③教員及び子どもたちとの文化・教育交流

 （５）来八教員  ２名（内訳は、小学校教員１名、中学校教員１名）

３ 来八教員  蘭州市外国語学校 英語教師 劉小萍

        蘭州市東郊学校 数学教師 朱 玉

４ 宿泊場所  グランドサンピア八戸

５ 主な日程  ５月 11 日  到着（仙台空港～八戸）

12 日～24 日 研修（白山台小学校、白山台中学校、町畑小学校

           第一中学校、下長中学校、三条中学校、東

中学校、田代小中学校）

視察（八戸市内・八戸市近郊視察）

25 日 帰国（八戸～仙台空港）

教育委員会定例会資料

平成 28 年４月 27 日

教 育 指 導 課



NO. 日時 会場 講師肩書 講師

5月11日(水) 公会堂

5月18日(水) 文化ホール

5月25日(水) 文化ホール

6月1日(水) 文化ホール

6月22日(水) 文化ホール

7月6日(水) 文化ホール

7月13日(水) 文化ホール

7月16日(土) 文化ホール

7月26日(火) 公会堂

　　・５月～７月に前期９講座、８月～11月に後期９講座、合わせて年間18講座を実施予定。

※第１回八戸市家庭教育研修会併催

8 ＮＨＫ学園講師 山岸
やまぎし

　弘子
ひ ろ こ

一目置かれる大和言葉の言いまわし
　　13:30～15:00
　　＜託児室あり＞

9 脳科学者、医学博士 中野
な か の

　信子
の ぶ こ 科学がつきとめた「運のいい人」

　　18:30～20:00
　　＜託児室あり＞

6

国立研究開発法人
海洋研究開発機構
海洋生物多様性研究分野
分野長代理

藤原
ふじわら

　義弘
よしひろ

鯨が支える「深」世界
　　18:30～20:00

7 韓国民話語り部 金
きむ

　基
き

英
よん

韓国民話の世界
　　18:30～20:00

4
国際フォトジャーナ
リスト 林

はやし

　典子
の り こ いま、世界の片隅で

～一枚の写真に込める思い～　　18:30～20:00
　　＜託児室あり＞

5
サッカー解説者、ブ
リオベッカ浦安テク
ニカルディレクター

都
つ

並
なみ

　敏
さ と

史
し サッカーから学んできた事

 10年間選ばれ続けた日本代表として 
　　18:30～20:00

2
株式会社モンベル
代表取締役会長 辰

たつ

野
の

　勇
いさむ 地域の活性

～野遊びのススメ～
　　18:30～20:00

3
八戸市立市民病院
副院長 今

こん

　明秀
あきひで

劇的救命
　　18:30～20:00

平成28年度八戸市民大学講座（前期）について

演　題

1 東京大学名誉教授 養老
よ う ろ う

　孟
たけ

司
し

養老流　人生を楽しむ極意　開講式 18:15～
　講演演 18:30～20:00
　＜託児室あり＞

教育委員会定例会資料

平成28年４月27日

社 会 教 育 課



「史跡是川石器時代遺跡保存活用計画書」の概要について 

１．目的 

 本計画は、保存管理の基本方針や保存管理・活用の手法、現状変更の取扱い方針、整備の方

向性、運営体制を定めることを目的とし、史跡の本質的価値と構成要素を明確にし、史跡を適

切に保存・管理し、後世に継承していくとともに、広く活用していくため策定したもの。 

２．計画策定の経過 

昭和32年  7月 1日 史跡に指定（平成16年、平成25年に史跡追加指定） 

平成26年 11月25日 第1回保存管理計画策定委員会を開催 

  平成27年 12月18日 第2回     〃     を開催 

    平成28年   1月20日 委員からの意見聴取、文化庁・県との協議により内容確定 

平成28年   3月31日 「史跡是川石器時代遺跡保存活用計画書」刊行 

３．計画の概要 

  (1)史跡是川石器時代遺跡の本質的価値 

時期の異なる複数の遺跡が地形的なまとまりにあることや、低湿地に良好な状態で植

物質遺物が保存されていること、これまでの研究史など、東北地方の縄文文化を考える

上で重要な遺跡。 

  (2)現状・課題 

○指定地の約７割が民有地となっていることから、公有化による保存を進めるとともに、

地域住民の生活と調和した保存管理方法の検討が課題。 

○低湿地の水源である山林の保存にあたり、農村景観の維持と公有化の進め方、史跡の

景観復元のあり方について検討が必要。 

○縄文集落のただずまいを感じられる空間の整備は途上であり、発掘調査成果に基づい

た復元整備が課題。 

  (3) 大綱・基本方針 

課題を解決し、本質的価値を保存・継承していくため、わかりやすく継続的に伝えて

いくための計画的な整備が必要。また本史跡を通して、来訪者が八戸の魅力を再発見し、

市民にとっては郷土に対する誇りや愛着心の醸成をめざす。 

基本方針 

①史跡是川石器時代遺跡の適切な保存及び経過観察の実施 

②周辺環境を含めた適切な保全と活用 

③整備・継承の推進 

④保存管理体制の整備と運営 

(4)付編（世界文化遺産に係る取扱いについて） 

○本史跡は「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産であるため、４道県関係自治体

からなる共同推進体制のもと、適切な保存管理を実施していく。 

平成 28 年 4 月 27 日

教育委員会４月定例会

是 川 縄 文 館





平成28年度平成28年度
八戸市史講座のご案内八戸市史講座のご案内

八戸市立図書館歴史資料グループでは、市史編纂事業の成果を市民に紹介し、郷土の歴史に対

する理解や関心を深めてもらうため、「ユネスコ無形文化遺産」の登録を目指した八戸三社大祭

に関する講座と、市内の各地域を散策する「ふるさとてくてく旅」を、約月１回のペースで全８

回開催していきます。

日 程（予定）

問い合わせ先：〒０３１－００２２ 八戸市糠塚字下道２－１

八戸市立図書館歴史資料グループ ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０１７８－７３－３２３４

演題（仮題）

第１回 ５月７日（土）
１０：００～
１２：００

江戸時代の山車人形と練り物 三浦　忠司 八戸歴史研究会会長

第２回 ５月２８日（土）
１０：００～
１２：００

明治から現代の三社大祭 工藤　竹久 元八戸市博物館館長

第３回 ６月２５日（土）
１０：００～
１２：００

ふるさとてくてく旅
長者村編（図書館前）

古舘　光治
是川縄文館館長

※５/２０（金）から受付開始

第４回 ７月２３日（土）
１３：３０～
１５：３０

山車人形の歴史 福原　敏男 武蔵大学教授

第５回 ８月２７日（土）
１０：００～
１２：００

三社大祭の山車作り 夏坂　和良 山車絵師

第６回 ９月１７日（土）
１０：００～
１２：００

ふるさとてくてく旅
鮫村編（鮫駅前）

第７回 １０月８日（土）
１０：００～
１２：００

ふるさとてくてく旅
大館村編

（八戸市民病院バス停前）

第８回 １１月５日（土）
１３：３０～
１５：３０

ふるさとてくてく旅
上長苗代村編（八戸駅東口前）

上野　茂樹
青森県庁統計分析課

総括主幹
※１０/２０（木）から受付開始

講師日時

高橋　晃

八戸市文化財審議委員
※鮫：８/２２（月）から
大館：９/２１（水）から

受付開始

【八戸三社大祭講座】（第1,2,4,5回）

場所：八戸市立図書館２階集会室

定員：50人程度（事前申し込み不要）

【ふるさとてくてく旅】(第3,6,7,8回)

集合場所：各回に記載の場所

定員：20人程度（事前申し込み必要）


