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としょしつだより
図書館のおすすめ本
なつのいちにち

■出版年月／2004年７月
■ジャンル／絵本
■著
者／作・はた こうしろう
■出 版 社／偕成社

図書室の利用方法（ファガス、峰栄館）
●開館時間

午前８時30分〜午後９時00分

●本を借りるには
利用者カードが必要です。カードを作成するには図書室にある利用者登録
申込書を記載し、窓口に提出してください。
●本の返し方

入口付近の返却ワゴンに置いて行くだけでOKです。

推薦者のコメント
それぞれの人が知っている「夏の
音」や「夏の匂い」、「夏の空気」が感
じられます。大人が読んでも、なつか
しい気持ちになる絵本です。
図書室司書Ａ（女性）

新しく入った本のお知らせ
ファガス

金谷信榮氏からの寄付金で購入したものです。
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ことぶき大学移動研修

峰栄館

【絵本】
妖怪食堂
ドングリ・ドングラ
おかしのまち
あかずきん
んふんふなめこ絵本 うみのそこのひみつ
カエサルくんと本のおはなし
ノアの箱舟
【児童書】
おばけやさん１ これがおばけやさんのしごとです
おばけやさん２ ないしょのおしごとひきうけます
おばけやさん３ ふわふわするのもしごとです
おばけやさん４ こもりさくせんはじめます
おばけやさん５ よるのがっこうでおしごとです
季節のなめこ図鑑 雪・恋・花編
季節のなめこ図鑑 雨・四季編
妖怪ウォッチ
映画妖怪ウォッチ誕生の秘密だニャン！
【一般書】
（小説、エッセイ、読みもの、実用書）
【小説】身元不明（ジェーン・ドゥ）特殊殺人対策官箱崎ひかり
【小説】白砂
【小説】天空の蜂
【小説】ウツボカズラの甘い息
【小説】ブラック・ベルベット
【小説】流
【小説】アノニマス・コール
【小説】ブラックオアホワイト
【小説】エイジハラスメント
【小説】週末婚
【小説】希土類少女（レアアース・ガール）
判決はＣＭのあとで ストロベリー・マーキュリー殺人事件
【小説】
【小説】浜村渚の計算ノート ２さつめ
【小説】浜村渚の計算ノート ３さつめ
【マンガ】映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦
【マンガ】映画クレヨンしんちゃん オタケべ！カスカベ野生王国
【マンガ】映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶオラと宇宙のプリンセス
映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝
【マンガ】
【エッセイ】進化する強さ
【よみもの】ハンター×ハンターの謎
【よみもの】人にはいえない大人の心理テスト
【よみもの】家族という病
【よみもの】日本の最も美しい図書館
【よみもの】空の上で本当にあった心温まる物語
【よみもの】ときには好きなだけわがままになってみればいい。
【よみもの】そのひと言で面接官に嫌われます
【実用書】資格取り方選び方全ガイド 2016年版
30代40代の転職採用される面接テクニック
【実用書】
【実用書】
履歴書・職歴書と添付手紙の書き方
【実用書】
好印象で面接に勝つ!就活メイク講座
【実用書】
コウケンテツのおやつめし

広瀬 克也作
コマヤスカン作
青山 邦彦作
すぎうら さやか作
トモコ＝ガルシア作
せきぐち よしみ作
リスベート・ツヴェルガ̶作
おかべ りか作
おかべ りか作
おかべ りか作
おかべ りか作
おかべ りか作
Beework作
Beework作
知育ちがいさがし100
知育ちがいさがし100
古野 まほろ著
鏑木 蓮著
東野 圭吾著
柚月 裕子著
恩田 陸著
東山 彰良著
薬丸 岳著
浅田 次郎著
内館 牧子著
内館 牧子著
青柳 碧人著
青柳 碧人著
青柳 碧人著
青柳 碧人著
臼井 儀人原作
臼井 儀人原作
臼井 儀人原作
臼井 儀人原作
クルム伊達公子著
ハンター×ハンター研究会
齊藤 勇著
下重 暁子著
立野井 一恵著
三枝 理枝子著
アルファポリス編集部編
丸山 貴宏著
高橋書店編集部
佐藤 祐子著
福沢 恵子著
寿 マリコ著
コウ ケンテツ著

八峰町教育委員会 生涯学習課
編集 山本郡八峰町八森字中浜196−1
TEL 0185−77−3700 FAX 0185−74−5290
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町内の野球スポ少が大活躍

第１回読み聞かせ交流会「あった会」

７月に行われた野球大会で町内のス
ポ少の活躍が光りました。たくさんの
ご声援ありがとうございます。
高円宮賜杯学童野球秋田県大会では
八森BWが準優勝に輝き、８月の東北
大会に出場します。またナイスカップ
郡大会では水沢野球クラブが準優勝し、
８月の読売全県選抜さわやか野球大会
に出場しました。

峰栄館では『本屋大賞』、
『このミステリーがすごい！』
受賞作品を集めたコーナーを設
置しています。
この夏、キミの心に響くお気
に入りの一冊を見つけよう。

暑い夏の自然風景、虫取り少年の一日
が描かれています。ページの中から夏
があふれだす絵本。

【絵本】
ジャッキーのおせんたく
あだち なみ絵
視覚デザイン研究所さく
めしあがれ（視覚デザインのえほん）
パンめしあがれ（視覚デザインのえほん）
視覚デザイン研究所さく
りんごかもしれない
ヨシタケ シンスケ作
くずかごおばけ
せな けいこさく
ヘちまのへーたろう
二宮 由紀子作
はなびドーン
カズコＧ.ストーン
【児童書】
うみのおばけずかん
斉藤 洋作
やまのおばけずかん
斉藤 洋作
まちのおばけずかん
斉藤 洋作
いえのおばけずかん
斉藤 洋作
のりものおばけずかん
斉藤 洋作
がっこうのおばけずかん
斉藤 洋作
あわてんぼオバケ5つのお話（ぞくぞく☆びっくり箱1） 日本児童文学者協会編
こわ〜いオバケ5つのお話（ぞくぞく☆びっくり箱2） 日本児童文学者協会編
なきむしオバケ5つのお話（ぞくぞく☆びっくり箱3） 日本児童文学者協会編
おこりんぼオバケ5つのお話（ぞくぞく☆びっくり箱4） 日本児童文学者協会編
わらうオバケ5つのお話（ぞくぞく☆びっくり箱5） 日本児童文学者協会編
キャベたまたんていゆうれいかいぞくの地図
三田村 信行作
キャベたまたんていミステリーれっしゃをおえ！ 三田村 信行作
【一般書】
（小説、エッセイ、読みもの、実用書）
【小説】身元不明（ジェーン・ドゥ） 特殊殺人対策官箱崎ひかり 古野 まほろ著
【小説】明日の色
新野 剛志著
【小説】五十坂家の百年
斉木 香津著
【小説】トイレのピエタ
松永 大司著
【小説】界
藤沢 周著
【小説】ヒポクラテスの誓い
中山 七里著
【小説】あなたが消えた夜に
中村 文則著
【小説】脱・限界集落株式会社
黒野 伸一著
【小説】消失グラデーション（角川文庫）
長沢 樹著
【小説】浜名湖 愛と歴史（FUTABA NOVELS） 西村 京太郎著
【小説】リバース
湊 かなえ著
【エッセイ】今日をいっしょうけんめいで生きる 吉沢 久子著
【よみもの】兄の戦争 短き命、青春を捧げて
船村 徹著
【よみもの】池上彰が読み解く！戦前ニッポン
池上 彰監修
総理の決断1885-1945
【よみもの】池上彰が読み解く！戦後ニッポン
池上 彰監修
総理の決断1945-いま
【実用書】10分食堂イオン「TOPVALU」の楽うまレシピ 宝島社
親子で作る！自然素材のかんたん雑貨＆おもちゃ 光橋 翠監修
【実用書】
【実用書】新聞紙とガムテープでこんなのつくれた！ 関口 光太郎著
親子で自由研究
【実用書】親子でいっしょに季節の手作りあそび イシグロ フミカ著
エコ素材を使って
【実用書】親子でつくるプラバン小物
イシグロ フミカ著
かわいいイラストがたくさん!!
【実用書】
こどものベストヒットJ-POP150
湯川 徹編曲
リコーダー・鍵盤ハーモニカで演奏できる

は っ ぽ う

夏に挑戦!!「ナツモドクショ」

本の内容

【借りられる場所】
・ファガス図書室
・峰栄館図書室

生涯学習だより

ことぶき大学の移動研修が、７月９
日から一泊二日で行われ、51名の学
生が参加しました。
仙台うみの杜水族館や旧山形県庁、
復興しつつある塩釜仲卸市場などを視
察しました。
宿泊先の秋保温泉では歌や踊りで交
流を深め有意義な研修となりました。

今年も大森グループ（大森三四郎代
表）から町内スポーツ少年団に寄付金
が贈られました。寄付金は各団の組織
強化等に役立てられています。

行事予定
▽八峰町成人式
■開催日：８/14
（金） 午前10：00〜
（受付午前９：30）
■会 場：八峰町文化ホール（ファガス）
■問合せ：八峰町生涯学習課 ☎77−3700

読み聞かせの会「かもめ」による
『あった会』が７月25日にファガス
で開催されました。
会員による読み聞かせのほか、大正
琴の演奏や童謡の合唱などが行われま
した。子どもから大人まで約40名が、
お話や演奏に耳を傾けたり一緒に歌を
口ずさんだりしながら楽しいひととき
を過ごしました。
今後も定期的に開催される予定です。

生涯学習講座の様子
ファガス、峰栄館で行われた講座の様子をご紹介
します。

▽「あった会」（おはなし会「かもめ」交流会）
■開催日：８/17
（月） 午後２：00〜
■会 場：ファガス内 シーガル
■問合せ：かもめの会 ☎77−2068
（山本百合子）
※詳細はお知らせ版をご覧ください。
▽八峰町町民ソフトテニス大会
■開催日：８/23
（日） 午前９：30〜（受付午前９：00）
■会 場：峰浜中学校テニスコート
■問合せ：八峰町ソフトテニス協会
☎76−3190
（薩摩） ☎76−2666
（赤川）
※詳細はお知らせ版をご覧ください。
▽秋田25市町村対抗駅伝 ふるさとあきたラン！
■開催日：９/12（土） 午後３：00開会式
９/13（日） 午前11：00スタート
■会 場：横手市 あきたふるさと村
■問合せ：八峰町生涯学習課 ☎77−3700
▽第２回あきた白神子どもの俳画大会
■作品募集期間：７/25（土）〜９/30（水）
■募集対象：県内の小学生
■問合せ：八峰町生涯学習課
☎77−3700
八峰町公民館（峰栄館） ☎76−2323

ガムテープバッグ

民謡

ビーズネックレス

リズム体操

筆ペン

フラワーアレンジメント

ボランティア活動、応援します
生涯学習課と社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボランティア活動の応援と受入団体の紹介を
しています。観光、イベント、自然体験、読み聞かせ、図書、福祉、国際交流等で活動したい方はお気軽
にお問合わせください。
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