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報告(2 年度第 2 四半期) 

教育総務課 

【教育総務課】 

 

【総務企画グル－プ】 

 

1．教育委員会 

日程 内容 

7 月 13 日 議案第 28号 令和 3年度使用中学校用教科用図書の採択について 

7 月 29 日 議案第 29号 学習者用コンピュータの買入れについて 

7 月 31 日 議案第 30号 教育財産の用途廃止について 

議案第 31号 令和 3年度使用小・中学校特別支援学級用教科用図書の採択について 

8 月 26 日 議案第 32号 八戸市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について 

議案第 33号 八戸市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

9 月 3 日 議案第 34号 市立城北小学校防音機能復旧温度保持換気設備工事請負契約の締 

結について 

9 月 30 日 議案第 35号 八戸市総合教育センター運営協議会委員の委嘱について 

 

2．教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づく、事務の管理及び執行状況の

点検及び評価 

 7月28日(火)～8月17日(月) 学識経験者からの意見聴取 

 8月26日(水)     教育委員からの意見聴取 

 

 

 

【学校施設グル－プ】 

 

3．第2四半期発注済工事等 

 

(1) 工事 

①小学校 

 高館小学校昇降口屋根改修工事     (工期：7月10日～11月13日) 

 図南小学校校舎屋根改修工事(防水工事)    (工期：7月10日～12月 6日) 

 城北小学校校舎・屋内運動場トイレ改修建築工事  (工期：9月26日～令和3年 3月15日) 

 城北小学校校舎・屋内運動場トイレ改修機械設備工事 (工期：9月24日～令和3年 3月15日) 

 城北小学校防音機能復旧温度保持換気設備工事  (工期：9月18日～令和3年12月24日) 

②中学校 

 湊中学校キュービクル改修工事      (工期：9月 3日～12月31日) 

 江陽中学校校舎・屋内運動場トイレ改修建築工事  (工期：9月24日～令和3年3月25日) 

 江陽中学校校舎・屋内運動場トイレ改修機械設備工事 (工期：9月25日～令和3年3月25日) 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

教育総務課 

 

(2) 委託 

①小学校 

 下長小学校防音機能復旧事業実施設計業務委託  (委託期間:8月6日～令和3年1月8日) 
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報告(2年度第 2四半期)学

校教育課 

【学校教育課】 

 

【学務グループ】 

 

1．市立小・中学校適正配置 

中期及び長期検討課題 

着手した検討課題の対象地域に出向き、保護者、地域、学校の代表者とそれぞれの地域に応じた進

め方を尊重しながら話合いを進めている。 

 

2．八戸市奨学金 

 在学採用決定：8月 5日(水) 

 予約採用決定：9月29日(火) 

区分 一般 

対象 
高校 

(在学採用) 
大学 

(在学採用) 
専修学校 

(在学採用) 
高校 

(予約採用) 
大学 

(予約採用) 

募集者数 18 人程度 17 人程度 5 人程度 26 人程度 20 人程度 

応募者数 5 人 3 人 1 人 11 人 21 人 

第一次選考合格者 4 人 3 人 1 人 10 人 17 人 

第二次選考受験者 4 人 3 人 1 人 9 人 17 人 

採用者数 4 人 3 人 1 人 5 人 ※1 14 人 ※2 

 

区分 第１種特別 第２種特別 

対象 
大学 

(予約採用) 
高校 

(予約採用) 
大学 

(予約採用) 

募集者数 2 人程度 15 人程度 5 人程度 

応募者数 3 人 28 人 32 人 

第一次選考合格者 3 人 20 人 13 人 

第二次選考受験者 3 人 20 人 13 人 

採用者数 2 人※3 20 人 11 人 ※4 

※1…採用とならなかった4人全員、第２種特別奨学金に合格。 

※2…採用とならなかった3人全員、第２種特別奨学金に合格。 

※3…採用とならなかった1人は、第２種特別奨学金に合格。 

※4…採用とならなかった2人は、第１種特別奨学金に合格。 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

学校教育課 

 

【経営支援グループ】 

 

3．学校経営支援 

(1) 学校訪問 

 時期 7月1日(水)～9月30日(水) 

 訪問校 小学校17校、中学校7校 合計24校 

 訪問者 課長、経営支援GL、主任指導主事、指導主事 

 内容   教職員の人事評価制度に係る計画と進捗状況の把握、学校目標に係る学校評価の計 

     画と進捗状況の把握、教職員の人事面における現状把握 

 

(2) 他管交流者勤務校訪問 

 実施予定 7月28日(火) (東青管内3名、下北管内1名) → 中止 

 

 

【学校給食グループ】 

 

4．学校給食関係 

(1) 学校給食・食育活動見学会 

 期日 ９月28日(月) 

 場所 町畑小学校 

 内容 学校給食見学・食育授業参観 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

教育指導課 

【教育指導課】 

 

【実践支援グル－プ】 

 

1．学校訪問(計画訪問、要請訪問) 

 計画訪問   小学校17校、中学校6校 計23校を訪問 

 要請訪問・一般研修等支援   30校で実施 

 

2．地域密着型教育推進事業 

 地域密着型教育コーディネーター研修会を行った。 

 期 日 9月16日(水)    

 対 象 市内地域密着型教育コーディネーター(各校１名以内に限定) 

 内 容 当市の地域密着型教育の現状把握とコーディネート事例の共有 

 

3．教育研究指定事業 

 各研究指定校において講師との連絡調整を行った。 

 

4．小・中学校ジョイントスクール推進事業 

  学校訪問の際に、｢授業づくり｣｢居場所づくり｣｢絆づくり｣の視点で、各校の取組や事業の状況を確

認した。 

 

5．幼保小連携推進事業 

 7月に就学児保護者用パンフレット｢わくわくいっぱい いちねんせい｣を市内各施設(幼・保・こ・小)に

配布した。 

 

6．マイブック推進事業 

 マイブッククーポンを確実に使用してもらうよう、小学校校長会において周知を依頼した。 

 広報はちのへを通して、使用を呼びかけた。 

 参加書店に対し事業協力に対するお礼とアンケート調査への協力を依頼する文書を送付した。 

 

7．いのちを育む教育アドバイザー事業 

 医師による講演は中止となったが、一部の中学校で八戸市医師会から講演資料を提供していただき、

養護教諭による性に関する指導が行われた。 

 

8．市学力実態調査等 

 8月26日(水)に青森県学習状況調査を実施(小学校第5学年と中学校第2学年を対象に、質問紙調

査のみ)。 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

教育指導課 

9．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 新型コロナウイルス感染予防のため｢ふれあい指導｣は実施せず、｢適正飼育管理指導｣のみ11校で

実施した。 

 

10．広域的体験学習支援事業 

 8月24日より事業実施を開始し、16校で実施した。 

 

11．学校図書館支援事業 

 各月1回、下記のとおり学校司書研修会を実施した。 

7月 図書の修理について 

9月 選書について(八戸ブックセンターで実施) 

 

12.ひらく･楽しむ新聞活用事業 

 学校訪問の際に、新聞活用の工夫について助言した。 

 

 

【青少年グル－プ】 

 

13．青少年グル－プ学校訪問(7月) 

八戸市内の小学校42校に対し、生徒指導上の学校状況、問題行動児童、今後問題行動が心配され

る児童、不登校及び傾向がみられる児童などについて資料提出を依頼した。また、その資料をもとに、

必要に応じて学校で抱えている生徒指導上の悩みや苦慮していることについても助言した。 

インターネット等に係る指導と対応、いじめ問題への対応、保護者との協力体制の構築、特別な支援

を要する児童への指導体制について苦慮している学校が多い。 

各学校で取り組んでいる｢いじめ防止活動｣について、｢魅力ある学校づくり｣の視点でまとめた参考資

料を配布し、各学校におけるいじめも未然防止の取組の充実を図った。 

 

14．青少年(中・高校生)の地域活動(ボランティア)事業 

中・高校生から学校を通じてボランティアの登録をしていただき、公的機関や市民団体等からボラン

ティア派遣依頼を受け実施した。 

 登録者 中学校 22校 1,047名、 高校 12校 2,473名 

 7月～9月の実施状況 

学習会、八戸花火大会、地区公民館清掃 計5行事  参加者数 249名 

 

15.八戸市スクールソーシャルワーカー(ＳＳＷ)活用事業 

八戸市のＳＳＷ(6名)が、それぞれの対応事例について、情報共有・協議することにより、学校や保護

者・関係機関との連携強化や相談体制の充実を図った。 

児童虐待の防止や保護者への支援事業について、子育て支援課、こども家庭相談室から、情報提

供が行われた。 

 ＳＳＷ連絡協議会 9月25日(金) 10:00～12:00 〔八戸市総合教育センター〕 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

教育指導課 

16．ネット情報モラル支援事業 

児童生徒の安全なインターネットの利用や情報活用能力の向上のため、学校への講師派遣や講演

に係る費用の補助により、学校でのインターネット教室の開催を支援する。 

 7月 7日(火)多賀小学校  6学年児童20名 

 7月 8日(水)小中野中学校  全校生徒135名 保護者50名 教職員14名  

 7月10日(金)三条中学校  1学年生徒77名 保護者・教職員10名 

 7月13日(月)三条中学校  2学年生徒77名 保護者・教職員11名 

 7月15日(水)三条中学校  3学年生徒83名 保護者・教職員 9名 

 

17．勤労青少年ホーム管理運営事業 

勤労青少年福祉に関する事業を総合的に行う施設で、レクリエーションや体力づくりなど余暇活動へ

の便宜を図るとともに、教養講座などの事業を行った。 

利用状況(7月～9月) 

 ・通年講座  15回   97名 

 ・クラブ活動  94回 1,064名 

・短期講座   5回   40名 

・団体利用   1回   17名 

・個人利用  49回  467名 

   合計  164回 1,685名 

  ※新型コロナウイルス感染予防のため、飲食を伴う｢料理教室｣、至近距離での稽古となる｢着付け 

教室｣は当面の間中止。 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

社会教育課 

【社会教育課】 

 

【社会教育グループ】 

 

1．社会教育委員の会議 

 日時 ７月１日(水) 

 案件 ①令和2年度社会教育関係事業について 

②令和2年度社会教育関係団体への補助金交付について 

 

2．家庭教育充実事業 

(1) 子育て・親育ち講座 

市内各小中学校及び幼稚園、保育園及びPTAにおいて講座を実施 

① 7月8日(水) 豊崎小学校 

② 9月1日(火) 白 小学校 

 

(2) 幼稚園家庭教育学級事業 

    八戸市私立幼稚園協会と8月3日付けで委託契約を締結 

    各園にて講座を実施 

 

3．第1回成人式準備協力会 

新成人である市内の大学生、高等専門学校生等からなる成人式準備協力会において、コロナ禍にお

ける令和３年成人式の開催について、意見交換を行う。 

 日 時  ９月15日(火) 

 場 所  市庁別館２階会議室C 

 参加者  10名 

 

 

【文化財グループ】 

 

4．文化財の保護・活用 

(1) 八戸三社大祭小学生向け副読本刊行配付 

 刊行日 7月１日(水) 

 配付日 7月2日(木) 

 配付先 八戸市内小学校3年生  

 

(2) 種差海岸における外来植物オオハンゴンソウ駆除委託 

 日 時 5月28日(木)～8月18日(火) 

 場 所 鮫町字小舟渡平ほか 

 内 容 業者委託により、39,928本駆除 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

社会教育課 

 

(3) 種差海岸における外来植物オオハンゴンソウ駆除ボランティア 

①仙台育英学園高校ILC青森による駆除ボランティア 

 日時 7月14日(火) 10:20～13:00 

 場所 鮫町字小舟渡平地内(鮫角灯台周辺) 

 内容 仙台育英学園高校ILC青森12名により、1,422本駆除 

②八戸市職員による駆除ボランティア 

 日時 7月18日(土) 9:00～11:00 

 場所 鮫町字小舟渡平地内(みちのく潮風トレイル周辺) 

 内容 八戸市職員16名により、1,240本駆除 

③陸上自衛隊八戸駐屯地による駆除ボランティア 

 日時 8月1日(土) 9:00～11:10  

 場所 鮫町字小舟渡平地内(ホロンバイル周辺) 

 内容 陸上自衛隊八戸駐屯地36名により、2,343本駆除 

④青森県立八戸高等支援学校による駆除ボランティア 

 日時 8月27日(木) 9:00～11:10 

 場所 鮫町字小舟渡平地内(レストランフェザント前) 

 内容 青森県立八戸高等支援学校25名により、963本駆除 

 

(4) 天然記念物｢蕪島ウミネコ繁殖地｣におけるウミネコ繁殖の保護監視等業務 

 日 時 4月1日(水)～8月8日(土) 

 場 所 蕪島 

 

(5) 八戸地方えんぶり調査事業 

①調査 

 7～9月 図書館所蔵えんぶり関係新聞記事・文書調査(事務局) 

 9月22日 図書館所蔵えんぶり関係文書(長者山新羅神社他)詳細調査(委員・調査員3名) 

②令和 2 年度第１回委員会 

 インターネット会議システム(Slack)によるオンライン開催 

③えんぶり中間報告書(令和元年度調査分)作成 

 8月21日 事務局作成の執筆要領に基づき、各委員・調査員へ執筆依頼 

④八戸工業大学附属第二高等学校との｢えんぶり｣共同調査 

 目 的  明治～昭和(戦前)における｢えんぶり｣の実態解明の促進 

 期 間  10～12月 

 内 容  明治24年～昭和19年の新聞記事約250点の目録作成等 

  

(6) 史跡等標示事業  

 9月 既設物説明板及び標柱の点検・清掃・応急処置 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

是川縄文館 

【是川縄文館】 

 

1．入館者数 

 本館 5,842人  (分館は７月から整備工事に伴い休館) 

 

2．管理運営事業  

(1) 土曜日体験教室    (7月4日・9月19日)     2回開催   37人 

(2) 日曜日縄文体験コーナー  (7月5日～12日・8月23日～9月27日) 8回開催  127人 

(3) これかわ考古学クラブ開講式  (7月25日)      1回開催    7人 

(4) これかわ考古学クラブ        (8月1日・ 9月12日)     2回開催    9人 

(5) 夏休み縄文体験コーナー  (7月18日～8月16日) 土曜・日曜日 10回開催 167人 

(6) 是川遺跡発掘100周年記念企画展｢泉山兄弟と是川遺跡｣(7月18日～9月6日) 

50日間開催 3,069人 

(7) 企画展ギャラリートーク   (7月18日～8月29日) 土曜日   7回開催   56人 

(8) 企画展考古学講座     (8月29日)       1回開催   64人 

(9) 縄文の布を編む講座     (9月5日)          1回開催   16人 

(10) 第８回史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会 (9月25日) 

※7 月から(2)の内容の一部を再開、また、事前予約に限り展示ガイドを再開した。 

 

3.埋蔵文化財調査事業 

(1)補助事業 

 史跡内容確認調査  一王寺遺跡    1遺跡1ヵ所 (期間 8月3日～10月9日) 

 その他開発に伴う調査 八戸北インター第2工業団地開発予定地・石橋遺跡等 8遺跡21ヵ所 

(2)受託事業 

 道路改築に伴う調査   八戸城跡     1遺跡3ヵ所 (期間 8月17日～12月25日) 

 工業団地造成に伴う調査  笹ノ沢(2)遺跡    1遺跡１ヵ所(期間 9月 ７日～11月30日) 

  

4．埋蔵文化財保存・活用事業  

(1)埋蔵文化財活用活性化事業 

 収蔵資料・図書の再整理・再収納・台帳作成 (前期 4月1日～9月30日) 

(2)是川遺跡出土品保存修理 

 土器・繊維製品・玉類等36点の修理及び台座作成 (委託期間 6月29日～令和3年2月26日) 

 

5．縄文の里整備事業 

 史跡是川石器時代遺跡の公有化 

 史跡是川石器時代遺跡第1期整備に伴う既存施設解体撤去  (工期 7月2日～10月29日) 

 八戸市縄文学習館(是川縄文館分館)休館及び史跡是川石器時代遺跡部分閉鎖(中居遺跡) 

 北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録推進
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総合教育センター 

【総合教育センター】 

 

1．研修講座 

 初任者研修 7講座を開催した。 延べ236名。 

   

2．教科等研究委員 

 8月末までに研修計画を提出し、部会毎に研究を進めた。 

 新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、研究授業や関連する実践を開始した。 

 

3．教育の情報化推進事業 

 教育の情報化に関する研修講座は延期または中止した。 

 ＧＩＧＡスクール構想実現に向けて、1人1台端末の購入を行った。 

 校務用コンピュータ認証システムと校務支援システムの更新を行った。 

 1人1台端末を活用した校内研修への支援を行った。(18校) 

 校内通信ネットワーク環境整備に向けて、46校の工事を実施した。 

 

4．小学校理科観察実験アシスタント 

 理科授業の充実及び教師の指導力向上のため、小学校25校で活用された。 

 観察実験アシスタントのこれまでの訪問校での活動を振り返り、理科室等の環境整備および理科の

観察・実験活動への支援が適切であるかを確認した。また、2学期の理科教材について、アシスタン

ト4名で実験演習等を行い、資質の向上に努めた。 

 

5．学校図書館ネットワーク事業 

 学校間、あるいは教育センターと学校とでの図書の相互貸借について、連絡や調整をしながら運用

を進めた。 

 

6.教員国内・海外研修 

 令和2年度の事業は中止した。 

 

7．視聴覚教育関係事業 

 7月の三八視聴覚教育協議会前期運営委員会を中止し、運営委員に視聴覚教材の購入希望調査

を依頼した。 

 

8．児童科学館事業  

 7月26日、8月29日に｢チャレンジエアプレーン｣を開催した。 

 

9．学校教育実践功労表彰制度 

 9月2日、令和2年度｢学校教育実践功労表彰｣募集案内を市内小・中学校に配付した。 

※募集期間：9月23日～12月11日 
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総合教育センター 

 

10．国際理解教育・英語教育推進事業 

 外国語指導助手(ALT)による市内全小・中学校の訪問(授業支援・学校行事参加)を実施した。 

 7月、9月にALT通信を全小・中学校へ送付した。 

 7月にＡＬＴ2名が退任した。 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

こども支援センター 

【こども支援センター】 

 

1．特別支援教育推進事業 

【専門指導部】 

 6名の専門指導員によって、教育相談、巡回相談、教育支援(就学調査)等の業務を行った。 

 4月に幼稚園等に調査した教育的支援を要する幼児についての調査では、幼児相談部とともに40園

128名の巡回相談の希望があった。7月から園等に巡回相談を実施し、幼児の観察と先生方へ支援

方法の助言を行った。 

 ソーシャルスキルやスタディスキルを身に付けることを目的として、年長児を対象に小集団活動｢リト

ル｣を実施している。 

 文字の見え方や書き方等に困難さを抱えている小学1～4年生を対象に、ビジョントレーニングを実

施している。 

 主な業務状況は、教育相談267件、巡回・訪問相談176件、就学指導に係わる調査55件、電話相談

14件、リトル(小集団活動)15件、ビジョントレーニング15件の合計542件の相談状況である。 

 巡回・訪問相談の内訳は、幼稚園･保育所(園)・認定こども園が88件、小学校70件、中学校18件であ

る。 

【幼児相談部】 

 こども支援センターでは、6名の幼児相談員が教育相談、訪問相談、教育支援業務(就学調査)に関

わる業務を行った。 

 就学前児童(年長児)に対して、スムーズな小学校への入学、学校生活への適応支援を目指し、｢リト

ル｣という小集団活動の補助を行った。 

 こども支援センターでの業務状況は、教育相談233件、巡回相談41件、就学指導に関わる調査4件、

合計278件である。年齢別内訳は年長182件、年中82件、年少14件である。 

 教育相談の主訴の内訳は、ことば157件、就学相談1件、発達行動75件である。 

 その他、専門指導部の補助89件、母子保健事業への協力29件対応した。 

 ことばの教室では、月、水、金曜日に派遣された4名の相談員(城下小1名、湊小2名、根岸小1名)が

ことばの発達に心配のある幼児、その保護者へ発音等の指導、教育相談を行った。 

 ことばの教室の業務状況は、発音等の指導244件、教育相談101件、在籍園との連携を目的に行っ

た園訪問36件、合計381件である。 

 

2．教育相談・適応指導教室事業 

[7～9 月こども支援センター全体の相談状況] 

 こども支援センター全相談数は1,405件(延べ件数)で、前年比約1.1倍である。主な内容は、発達行

動にかかわる相談が448件、不登校児童生徒にかかわる相談が451件である。 

【教育相談部】 

 教育相談部の相談数は813件、相談の形態としては来所相談が最も多く、670件だった。 

【適応指導部】 

 通室生は、7～9月で7人増加 

→ 9月末現在の全通室生は25名(全て中学生) 

 下学年適応支援活動｢キッズ｣は、2回実施(延べ11名参加) 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

こども支援センター 

 

 上学年適応支援活動｢ジュニア｣は、2回実施(延べ5名参加) 

 ｢キッズ・ジュニア｣開催と同時に保護者対象の｢親の会｣も実施した。 

 8月には保護者面談月間を実施し、相談員が保護者と情報共有・交換をした。 

 体験通室開始後、学校連絡会を随時実施し、担任等と情報交換を行い、指導に当たっての共

通理解を図った。 

[その他] 

 臨床心理士による緊急支援及びカウンセリングを実施した。 

 教育相談アドバイザーを講師としたスーパービジョン(事例検討会)を3回実施した。 

 

3．特別支援教育アシスト事業 

 支援内容や対象児童生徒の変容について記載した活動日誌を毎月提出させ、業務が適切であるか

を確認し、必要に応じて本人及び学校に対する助言を行った。 

 アシスタント研修会は、｢こども支援センター通信｣として、各校に発信している児童生徒への関わり方

に関する資料の配布とした。事後アンケートから、資料で学んだことを2学期以降の支援に生かそうと

する感想が多く見られた。 

 前期の活動を終えることから、学校から活用報告書、本人から活動報告書を提出させ、前期の活動

状況を確認した。 

 後期特別支援アシスタントとして、小学校には8月20日から6名、中学校には8月18日から4名、新た

に10名を配置した。 

 

4. 特別支援教育看護支援員事業 

 特別支援アシスタントと同様に、資料配布での研修とした。昨年度から障害理解や児童生徒への支

援方法等の情報提供として発行している｢こども支援センター通信｣を資料として配付し、研修事後ア

ンケートの提出をお願いした。子どもの自立に向けて、支援をしすぎないという視点に気づいたという

意見もあり、2学期に学んだことを生かしていきたいという感想が寄せられた。 

 保護者と看護支援員が児童生徒の体調のことや医療的ケアの実施についての変更等の情報共有を

丁寧に行っており、日々の学校生活が安全かつ安心な環境で送ることができている。 
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報告(2 年度第 2 四半期) 

図書館 

【図書館】 

 

【図書館運営事業】 

 

1．図書館(本館・移動図書館)の利用状況 

 本 館 本館・移動図書館 

区分 
開館日数 

(日) 
入館者数 

(人) 

CD 視聴 

利用者

(人) 

インターネット
利用者(人) 

貸出冊数 
(冊) 

返却冊数 
(冊) 

貸出利用者 
(人) 

新規登録者 
(人) 

貸出予約
件数(件) 

7 月 29 19,815 0 15 52,417 51,061 10,594 169 1,900 

8 月 30 24,195 2 169 56,077 56,473 11,010 180 1,749 

9 月 26 21,786 3 224 49,502 50,760 10,023 150 1,803 

四半期 85 65,796 5 408 157,996 158,294 31,627 499 5,452 

一日平均  774 0 5 1,859 1,862 372 6 64 

 

2．図書館本館行事の実施状況 

(1) 夏休み調べ学習相談会 

 日時 7月28日(火)、7月30日(木)、8月2日(日) 10:00～16:00 

 場所 図書館2階集会室 

 指導 図書館職員 

 対象 小学生・中学生・保護者 

 参加 53名(児童32名、保護者21名) 

 

(2) 図書館を使った調べる学習コンクール 

 作品募集 9月1日(火)～10月4日(日) 

 対象 市内在住・在学の小・中学生 

 応募状況 小学生40点、中学生2点 

 

3. ブックスタート事業 

 実施回数及び配付数  

   7 月 8 月 9 月 

健診センター 実施回数 5 回 4 回 5 回 

健診センター 配付数 107 冊 91 冊 136 冊 

図書館 配付数 8 冊 5 冊 11 冊 

合計 配付数 115 冊 96 冊 147 冊 

 

4．企画展示・貸出し 

①｢芥川賞・直木賞受賞作品展｣     7月15日(水)～8月10日(月) 

②｢夏休みおすすめ本｣       7月15日(水)～8月30日(日) 

③｢マイブッククーポンおすすめ本｣        7月15日(水)～8月30日(日) 
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図書館 

④｢読む青春、感じる夏｣(＊展示のみ)    7月 1日(水)～7月30日(木) 

⑤｢古関裕而レコード展示｣(＊展示のみ)    7月 1日(水)～9月27日(日) 

⑥｢図書館を使った調べる学習コンクール受賞作品展｣ (＊展示のみ)  

             8月12日(水)～8月23日(日) 

⑦｢短編・アンソロジー特集｣(＊展示のみ)    8月 1日(土)～8月30日(日) 

⑧｢赤羽末吉生誕110周年記念展｣     8月24日(月)～9月15日(火) 

⑨｢こころを癒す本｣        9月 9日(水)～9月22日(火) 

⑩｢シニア世代に贈る本｣       9月 1日(火)～9月27日(日) 

⑪｢明智光秀と戦国時代｣(＊展示のみ)    9月 1日(火)～9月27日(日) 

⑫｢スポーツの秋｣        9月16日(水)～10月13日(火) 

 

5．寄附に対する感謝状贈呈式 

 寄附者  畑中 美鈴(書籍『銀盤をかけぬけた人たち～長根リンク物語～』100冊寄附) 

日時等  9月24日(木) 10:00～10:15  市長室 

 寄附者  八戸電気工事業協同組合(図書購入費として30万円寄附) 

日時等  9月24日(木) 11:00～11:15  市長室 

 

6．グッジョブ、インターンシップ等の受入れ 

(1) 障がい者職場実習 

 就労移行支援事業所等 1名 9月8日(火)～9日(水)  2日間 

 

7．配本 

 施設配本 25施設 3,200冊 9月7日(月)、9月14日(月)、9月25日(金) 

 学校配本  9校  1,470冊 7月6日(月) 

 

8．.障がい者郵送貸出サービス 

 

 

 

 

 

 

  

 7 月 8 月 9 月 計 

登録者数 0 0 1 1 

貸出冊数 49 42 37 128 

貸出利用者数 13 12 11 36 
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図書館 

9．指定管理図書館(南郷図書館及び図書情報センター)関係 

(1) 利用状況 

区分 
開館日数 

(日) 
入館者数 

(人) 

CD･DVD 視
聴利用者

(人) 

インターネット
利用者(人) 

貸出冊数 
(冊) 

返却冊数 
(冊) 

貸出利用者 
(人) 

新規登録者 
(人) 

貸出予約
件数(件) 

7 月 29 8,029 35 18 10,824 9,937 2,170 29 173 

8 月 30 10,323 69 94 11,253 10,959 2,267 34 177 

9 月 28 10,328 72 133 10,069 9,160 2,115 13 207 

四半期 87 28,680 176 245 32,146 30,056 6,552 76 557 

一日平均  337 2 3 378 354 77 1 7 

 

(2) 行事等の実施状況 

[南郷図書館] 

 企画展示コーナーの設置 7回 

 定期おはなし会(毎週日曜日)  ※おひざにだっこ(月１回)は休止中 

 

 

 

 

 七夕の短冊をかこう    7月 4日(土)、7月 5日(日)  31名参加 

 南郷図書館からの挑戦状   7月23日(木)～8月18日(火) 14名参加 

 第22回スウィングベリーで夏のおはなし会  

           8月 9日(日)  42名参加 

 第23回NAN号てんもん教室 8月16日(日)  15名参加 

 つくろう！ひみつの花畑    9月 5日(土)～9月22(火)   29名参加 

 ぬいぐるみのおとまり会   9月23日(水)  15名参加  

 出張読み聞かせ  7月 7日(火) 島守小学校  40名参加 

 訪問ブックトーク  7月 8日(水) 中沢中学校  15名参加 

            9月 9日(水) 中沢中学校  16名参加 

 [図書情報センター] 

 企画展示コーナーの設置  9回 

 おとの定期便(テーマ：ジャニーズ)  7月11日(土)、25日(土) 

 八戸三社大祭DVD上映     8月1日(土)～8月4日(火) 

 おとの定期便(テーマ：ハワイアン)  8月8日(土)、22日(土) 

 おとの定期便(テーマ：三味線)   9月12日(土)、26日(土) 

 

        

 

  

 7 月 8 月 9 月 計 

回 数 - 4 4 8 

参加者数 - 32 20 52 
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図書館 

 

【歴史資料グループ】 

 

10．八戸藩日記解読作業 

 

11．遠山家日記校正作業 

 

12．『遠山家日記 第九巻』校正 

 

13．その他 

 八戸市博物館へ展示のため資料貸出し 6月24日～9月2日、8月31日～10月1日 

 古文書の閲覧対応    21件 

 図書館資料の掲載申請対応  9件 

 図書館資料の複写申請対応  5件 

 メール・手紙等のレファレンス対応 7件 
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博物館 

【博物館】 

 

1．博物館・管理運営事業   〔入館者数  4,039人〕 

※5月12日(火)～継続中 条件付開館 (人数制限あり、触れる展示・体験等利用不可) 

※7月14日(火)～   根城史跡ボランティアガイド再開 (平日のみ) 

※9月19日(土)～   人数制限上限の緩和(50人→100人) 

(1) 博物館クラブ 

 7月12日(日)  からくり貯金箱作り  10組21人 

 7月18日(土)  ガラス工作に挑戦！  10組22人 

 9月19日(土)  つるの編み方    9組19人 

(2) 館外講座 

 ７月11日(土) 小中学生のための城歩き講座 根城編～土の城をあるく～   3人 

(3) 体験講座 

 8月3日(月)～8月21日(金) 夏休み！寺子屋はちはく      12組25人 

(4) 文化財の収集・保存・管理 

 重要文化財丹後平古墳群出土品保存修理 6月29日(月)～令和3年2月20日(土) 継続中 

 

2. 特別展等開催事業 

(1) 夏季特別展｢飢渇の郷土史 -八戸ケガジ録-｣   入館者数 2,588 人 

 期   間  7月4日(土)～8月23日(日)  46日間 

 併催行事  ギャラリートーク 会期中毎週土曜日に1日2回実施(定員5人)    延べ16回64人 

(2) ミニパネル展 ｢八戸の災害｣    1,321 人 

 期 間  9月1日(火)～9月30日(水)   27日間  

 

3．各種受入れ事業 

(1) 博物館実習生受入れ 

 8月19日(水)～8月26日(水)   6人 

 

4．第1回博物館協議会 

 日 時  令和2年8月6日(木) 13：30～15：30  

 場 所  八戸市博物館 体験学習室 

 出席者  委員10名 / 事務局9名 

 案 件  ①令和元年度事業実施報告について 

    ②令和2年度事業計画について 

    ③その他 

 

5．根城の広場・管理運営事業   〔入場者数  2,857人〕 

※5月12日(火)～継続中 条件付開場 (人数制限あり、触れる展示・体験等利用不可) 

※9月19日(土)～   人数制限上限の緩和(50人→100人)、閉鎖エリア一部開放 
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博物館 

 

(1) 根城おもしろ講座 

 7月 5日(日) 歴史講演会  ｢戦国期糠部の合戦と馬｣                  29人 

 7月26日(日) 体験学習講座 ｢日本三駒｢八幡馬｣の歴史と絵付け体験｣     3組7人 

 8月 9日(日) 体験学習講座 ｢えんぶりの切り絵を作ろう｣      10組14人 

 8月10日(月・祝) 体験学習講座 ｢えんぶりミニ烏帽子を作ろう｣    10組20人 

 8月23日(日) 体験学習講座 ｢桜染め体験－広場のしだれ桜で染めよう-｣  11組24人 

 8月30日(日) 体験学習講座 ｢木工細工－南部組子で和ﾓﾀﾞﾝｺｰｽﾀｰを作ろう－｣ 9組17人 

 9月13日(日) 歴史講演会 ｢中世北奥の馬｣   中止                      

(2) 指定管理者自主事業 

 9月28日(月) 第15回｢根城南部杯グラウンド・ゴルフ大会｣  中止 

(3) 史跡根城跡環境整備事業 

 9月28日(月)  第１回史跡根城跡活用ワーキング会議 

 旧八戸城東門袖塀改修  9月26日～令和3年1月23日 

(4) 史跡根城跡災害復旧事業 

 板塀4、野鍛冶場B、野鍛冶場資材置場、工房屋根改修  7月14日～12月10日 

 

 

【南郷歴史民俗資料館】    

 

1．南郷歴史民俗資料館・管理運営事業   [入館者数  2,209人] 

※5月12日(火)～継続中 条件付開館(人数制限あり、触れる展示・体験等利用不可) 

※9月19日(土)～   人数制限上限の緩和(10人→20人) 

 7月 5日(日)  ｢南郷の日｣のため無料開放  54人    

 

(1) なんごうあそびのひろば 

 7月 5日(日)  ゆらゆらおばけ風鈴をつくろう   13組25人 

 8月16日(日)  新聞紙で日本刀をつくってみよう  14組20人 

 

2．特別展等開催事業 

(１) 八戸市南郷歴史民俗資料館開館 40 周年記念特別展 ｢現代刀匠展－伝統技術の粋-｣  

入館者数 2,105 人 

 期 間   7月11日(土)～9月6日(日)  51日間 

 


