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休館日のお知らせ
（ファガス・峰栄館図書室）
12月29日（火）〜1月3日（日）はお休みします。
本の貸出し、返却も出来ません。

ふろく抽選会を行います！
今年一年間、ファガス・峰栄館図書室で購入した本のふろくを抽選
でプレゼントします。それぞれの図書室に付録の一覧と応募用紙をご
用意しておりますので、ぜひご応募ください。
（応募条件）
八峰町図書室の利用者カードをお持ちの方
※お持ちでない方はファガス・峰栄館で簡単につくることができます。
（応募方法）
ファガス図書室・峰栄館図書室においてある応募用紙に必要事項を記
入して、備え付けの応募箱にいれてください。
（応募締切）
平成２８年１月１４日（木）午後９時まで
付 録 名
Ｌ．Ｌ．Ｂｅａｎ×ＬＥＥ 赤黒チェック柄トートバッグ
リサ・ラーソン北欧ポケッタブルバッグ
英国調チェックバッグ
雅姫さん×リバティプリント花et花ポーチ
ローリーズファーム ロゴＢＩＧトートバッグ
スヌーピー３Ｗａｙでかポーチ

備 考
ＬＥＥ
ＬＥＥ
ＬＥＥ
ＬＥＥ
ノンノ
レタスクラブ

録

名

カトラリーセット

備 考
おとなごはんと一緒に作
れる、９カ月からの離乳食

リサ・ラーソンＢＩＧ保冷マグバッグ＆メリーズ
ひよこクラブ
パンツＭサイズ1枚
ＳＨＩＰＳ×ひよこクラブ フリーススリーパー＆、
ひよこクラブ
ベビーミルキーローションサンプル（低刺激性、顔・体用）
ガーデニング作業手帳＆25番刺しゅう糸（生成り・４m) 趣味の園芸＆すてきに
＆パリの花、色彩12カ月カレンダー2016
ハンドメイド＆LEE
ＨＡＮＡ２０１６(スケジュール帳）＆うるおうフェイスマスク＆ からだにいいこと＆
めぐる魔法の新温めシート,ＤＨＣ化粧下地＆リキッドファンデ オレンジページ＆LEE
かいけつゾロリのペットボトルホルダー＆ぺっ 「かいけつゾロリのクイズ王」、
たんゾロリ セット
「〃ようかい大運動会」
かいけつゾロリのペットボトルホルダー＆ひん 「かいけつゾロリのクイズ王」、
やりマフラー セット
「〃大まじんをさがせ!!」
一期一会（ポーチ、
ふせん、はんこ２個、じょうぎ）「一期一会ありがとう
フィナーレ。」付録ほか
＆データカードダス「アイカツ！」カード
一期一会（ポーチ、
ふせん、はんこ2個、じょうぎ）「一期一会ありがとう
フィナーレ。」付録ほか
＆ぐりとぐらポストカード・シールいろいろ
スヌーピーカレンダー2016（特性シール102枚
レタスクラブ
つき）＆スヌーピー家計簿2016
ほねほねざうるすオリジナル定規とポストカード2枚＆ウル
『ほねほねザウルス』＆
トラフォトフレームにもなるオリジナルマグネットシート＆
オレンジページほか
おれふぁん２ｗａｙ(壁掛け・卓上）ミニカレンダー
ヒグチユウコ 猫便箋・シール
ＭＯＥ
ムーミン スケジュール帳・シールセット
ＭＯＥ
ＭＯＥ＆ポプラディア大図
がまくんとかえるくん一筆箋＆イヌ・ネコ
スペシャルシール１０シート
鑑ＷＯＮＤＡ「イヌ・ネコ」

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本のほか寄贈して頂いた本も紹介しています。
モノとアイデアで差

【絵本・児童書】
【えほん】ゆめにこにこ
【えほん】とどくかな（はたらくくるま）
【えほん】ジャッキーのクリスマス（くまのがっこうシリーズ）
【えほん】よるくまクリスマスのまえのよる
【えほん】いろいろ1ねん
【えほん】おかあさんのパンツ
【えほん】おかあさんのパンツ ２
【えほん】
おかあさんのパンツ ３
【児童書】
ルルとララのクリスマス
【児童書】
ルルとララのいちごのデザート
【児童書】
へんてこもりにいこうよ
【児童書】
へんてこもりのなまえもん
【児童書】
さがしてみよう！マークのえほん
【児童書】
ココロあみ→ご きみとのさんぽ道
【児童書】このみちをゆこうよ 金子みすゞ詩集
【一般書】
（小説、エッセイ、読みもの、実用書）
【小説】人魚の眠る家
【小説】なりたい
【小説】コルトM1851残月
【小説】勁草
【小説】白砂（双葉文庫）
【小説】冬芽の人（新潮文庫）
【小説】阿寒に果つ 改版（中公文庫）
【小説】生きるぼくら（徳間文庫）
【コミック】銀の匙13巻
【コミック】深夜食堂14巻
【よみもの】深夜食堂の勝手口
【実用書】お料理するって楽しい！
子どもクッキング イベントごはん
【実用書】世界でいちばんかわいいミサンガ
基礎からよくわかる！
【実用書】100円グッズでここまで変わる
収納＆片づけ術
【実用書】すごい！日用品＆雑貨カタログ299
まるまる一冊保存版
【実用書】手帳完全ガイド
モノとアイデアで差が付く手帳のスゴ技123

柳原 良平作・絵
三浦 太郎作
あだち なみ
酒井 駒子著
レオ・レオーニ
山岡 ひかる作
山岡 ひかる作
山岡 ひかる作
あんびる やすこ
あんびる やすこ
たかどの ほうこ作・絵
たかどの ほうこ作・絵
ぼここうぼう
小学館
金子 みすゞ
東野 圭吾
畠中 恵
月村 了衛
黒川 博行
鏑木 蓮
大沢 在昌
渡辺 淳一
原田 マハ
荒川 弘
安倍 夜郎
堀井 憲一郎
葛

恵子著

朝日新聞出版
コスミック出版
日経BP社
晋遊舎

12月16日〜2月上旬まで 映画・テレビの原作本コーナー
好評の大活字本コーナーの本を入替します。12月16日〜3月上旬まで
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八峰町ソフトバレーボール大会

11月15日、八峰町バレーボール協
会主催の第５回八峰町ソフトバレーボ
ール大会が八森中学校体育館で開催さ
れました。大会には８チームが参加。
どの試合も熱いラリーが展開され、会
場からは大きな歓声が飛んでいました。
≪結果≫
優 勝 合名会社「好球組Ｃ」
準優勝 合名会社「好球組Ａ」
３ 位 ＳＶＢＣ横間
敢闘賞 オヤジハピネッツＣ

八峰町教育委員会 生涯学習課

第116号

ティム・バートン
ロブ・ルイス
どい かや
どい かや
村上 龍男
北岡 明佳
北岡 明佳
テリ・ガウアー
テリ・ガウアー
テリ・ガウアー
テリ・ガウアー
テリ・ガウアー
テリ・ガウアー
テリ・ガウアー
テリ・ガウアー
やなせ たかし
やなせ たかし

11月15日、青少年育成八峰町民会
議主催の親子ふれあい事業が行われ、
7組21名の親子が参加しました。
今年は佐藤養助総本店（湯沢市）で
の稲庭うどん手作り体験と秋田ふるさ
と村（横手市）でのプラネタリウム鑑
賞を行いました。
初めての稲庭うどん作りに悪戦苦闘
していましたが、徐々にうどんができ
ていく様子に親子で目を輝かせながら
チャレンジしていました。

青柳 祥子
山田 勝久
麻希 一樹
あんびる やすこ
あんびる やすこ
池井戸 潤
芦崎 笙
中山 七里
佐伯 泰英
ホホホ座
永峰 英太郎
つんく
百田 尚樹

八峰町芸術文化協会移動研修会

11月10日、八峰町芸術文化協会主
催の移動研修会が行われ、加盟団体か
ら約40名が参加しました。
この日は仙北市の田沢湖芸術村に行
き、わらび座のミュージカル「為三さ
ん」を観劇しました。
観客を引き込むような迫力ある演劇
に、参加者一同大いに刺激を受け、今
後の自分たちの活動に活かしたいと感
想を述べていました。

チビッコ公民館参加者＆中学生ボランティアの募集

▽歴史講演会
■開催日：12/13（日）10：00〜12：00
■会場：峰栄館2階 大会議室
■講師：齊籐 壽胤 氏
■問合せ：八峰町公民館（峰栄館） ☎0185−76−2323
▽ことぶき大学芸能発表
■開催日：12/19（土）10：15〜14：30
■会場：ファガス文化ホール
■対象：ことぶき大学生
▽チビッコ公民館、１/２成人式
▽新春囲碁大会

編集 山本郡八峰町八森字中浜196−1
TEL 0185−77−3700 FAX 0185−74−5290

青少年育成八峰町民会議

行事予定

峰栄館

【絵本】
ナイトメアー・ビフォア・クリスマス
まにあいませんよ サンタさん！
チリとチリリ
チリとチリリ うみのおはなし
クラゲすいぞくかん
おばけトリックアート１ おばけやしきのきょうふ
おばけトリックアート２ たんけん！おばけじま
1001ぴきの虫をさがせ！
妖精の国1001のさがしもの
1001のクリスマスをさがせ！
世界の海1001のさがしもの
1001の海賊たちをさがせ！
1001のどうぶつをさがせ！
魔法の国1001のさがしもの
たのしいお休み1001のさがしもの
アンパンマンとばいきんまん
アンパンマンとおむすびまん
【児童書】
親子でいっしょにつくろう！女の子のおりがみ
親子でいっしょにつくろう！男の子のおりがみ
「悩み部」
の栄光と、その慢心。
きらめきハートのドレス なんでも魔女商会17
うわさのとんでも魔女商会 なんでも魔女商会18
【一般書】
（小説、エッセイ、読みもの、実用書）
【小説】下町ロケット2 ガウディ計画
【小説】スコールの夜 (日経小説大賞受賞)
【小説】贖罪の奏鳴曲
【小説】神君狩り
【よみもの】わたしがカフェをはじめた日。
【よみもの】70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本
【よみもの】
「だから、生きる」
【よみもの】大放言
【よみもの】広岡浅子徹底ガイド
連続テレビ小説「あさが来た」
武将の末裔 史上初！子孫52人の秘話と秘宝
【よみもの】
絵で見てわかる認知症「食事の困った！」に答えます
【実用書】
【実用書】
ダメ出し認知症ケア
【郷土誌】
レッツあきた ２０１５〜２０１６
【郷土誌】
母・父への手紙
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※右記参照

※右記参照

▽移動スキー＆スノーボード教室
■開催日：1/17（日） ■会場：ナクア白神スキーリゾート
■問合せ：町スキークラブ ☎090−7562−1941（山内）
☎090−9743−8946（佐々木）

町内の小学校4年生を対象にしたチビッコ公民館の参
加者を募集します。この日は、餅つき大会や成人式で
開封するタイムカプセル作りなどを行います。当日お
手伝いいただける中学生ボランティアも募集していま
す。
いずれもお問い合わせは下記までお願いします。
■開催日：平成27年12月28日
（月） 9：00〜15：00
■会 場：峰栄館1階 多目的ホール
■問合せ：八峰町生涯学習課
（ファガス）
☎0185−77−3700

第10回新春囲碁大会

参加者募集のお知らせ

第10回新春囲碁大会の参加者を募集いたします。
奮ってご参加ください。
■日 時：平成28年1月11日
（月） 9：00〜
▽全町バスケットボール大会
■会 場：峰栄館1階 「婦人研修室」
■開催日：1/23（土）24（日） ■会場：八森中学校体育館
■参加料：無料（昼食は各自でご準備ください。）
■問合せ：町バスケットボール協会 ☎0185−77−3161
（奈良） ■問合せ：八峰町公民館
（峰栄館） ☎0185−76−2323

見て、学んで、選んで

選書ツアーに行ってきました

11月21日（土）、八峰町生涯学習課主催の選書ツア
ーを行いました。
今回は19名が参加し、4月にリニューアルオープンし
たばかりの「鹿角市立花輪図書館」を見学した後、県内

鹿角市立花輪図書館

新しい館内設備や蔵書を見学しました。

ブックスモア大館店

数十万冊の中からお気に入りの一冊を選びました。

有数の大型書店である「ブックスモア大館店」で八峰町

主婦と生活社編

の図書室に置く本を選びました。本好きな参加者の皆さ

朝日新聞出版
菊谷 武
和田 行男
秋田県朝日会
橋本五郎文庫

んはとても充実した一日となったようです。
今回、選んできた本はファガス、峰栄館で貸出します
（本の一覧は次号でご紹介します）。
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