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としょしつだより
ファガス図書室

特集コーナー

★2015年各賞受賞作＆大活字本の入替★
●2015年＆近年の受賞作を展示。「この
ミステリーがすごい！大賞」「柴田錬三郎
賞」「直木賞・芥川賞」など
●好評の大活字本コーナーの本を入替えま
した。（2月〜3月上旬まで）
※大活字本コーナーは峰栄館にもあります。

峰栄館図書室

蔵書点検が終了しました
2/6から平常通り図書室をご利用いただけるようになりました。
●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
館内の返却ワゴン・返却ボックスに返却し
てください。

図書館のおすすめ本！
【借りられる場所】ファガス・峰栄館

特集コーナー

★恋愛小説特集

蜩ノ記（ひぐらしのき）
■出版年月／2011年10月26日
■ジャンル／歴史・時代小説
■著
者／葉室麟
■出 版 社／祥伝社文庫
◎本の内容
切腹を命じられた武士とその
家族と、武士の監視役のお話。
師弟愛、家族愛、夫婦愛、恋愛。
たくさんの愛が詰まった一冊。

〜恋してますか？〜★
ラブコメディ、青春恋愛小説、
純愛、夫婦愛・・・様々なジャン
ルの恋愛小説を集めました。
寒い冬だから、心温まる一冊を。
ぜひ読んでみてください。
（2月〜3月上旬まで）

◎推薦者のコメント
覚悟をもって死と向き合う強
さ。揺るぎない武士の心に胸が
熱くなって最後はさわやかな充
実感が残りました。ぜひ沢山の
人に読んでいただきたいです。
生涯学習課 Ｔ （男性）

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。
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棋力を競う 第10回八峰町新春囲碁大会

１月11日、恒例の新春囲碁大会が
峰栄館で開催されました。本大会は八
森・峰浜両地区の囲碁同好会の協力を
得て実施されているもので、今回は
13名の「棋士」が日頃鍛えた棋力を
競い合いました。
≪結果≫
[一部] 1位:長門津一 2位:森田新一郎
3位:阿部銑一
[二部] 1位:田中 博 2位:佐々木喜三郎
3位:今井 等
[三部] 1位:菊地祐子 2位:芹田式夫
3位:大塚博美

八峰町教育委員会 生涯学習課
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日本文化を体験

峰栄館

【絵本】
ママがおばけになっちゃった！
ノラネコぐんだんおすしやさん
ヘルシーせんたいダイズレンジャー
もうぬげない
おやすみ、はたらくくるまたち
【児童書】
赤い仮面は知っている(探偵チームＫＺ事件ノート16)
おはなしきょうしつ
おはなしだいどころ
動物病院のマリー１ 走れ、
捨て犬チョコチップ！
動物病院のマリー２ 猫たちが行方不明！
ミラクルラブリー 感動のどうぶつ物語
心霊スポットへようこそ15 Ｂの暗闇
金の月のマヤ１〜３
未来のお仕事入門（学研まんが入門シリーズ）
超神ネイガー ひみつ大百科
【一般書】
（小説、エッセイ、読みもの、実用書）
【小説】御不浄バトル
【小説】マル暴甘糟
【小説】墓標なき街(百舌シリーズ６)
【小説】ヒクイドリ 警察庁図書館
【小説】お伊勢まいり（新・御宿かわせみ６）
【小説】荒地の恋（wowow連続ドラマ）
【小説】曾根崎心中
【小説】ふがいない僕は空を見た
【小説】赤いこうもり傘
【小説】一枚のめぐり逢い
【よみもの】完全保存版 宇宙兄弟&小山宙哉大解剖
【よみもの】自律神経を整えて超健康になるＣＤブック
461個の弁当は、親父と息子の男の約束
【よみもの】
【よみもの】ぼくは猟師になった
【よみもの】ダメなあいつを、なんとかしたい！
【よみもの】ビビリ
【よみもの】日本のものづくりはＭＲＪでよみがえる！
【よみもの】珍生物図鑑
【コミック】宇宙兄弟27巻
【実用書】
おしゃれでかわいい大人のゆび編み

のぶみ
工藤 ノリコ
やぎ たみこ
ヨシタケ シンスケ
トム・リヒテンヘルド
藤本 ひとみ
さいとう しのぶ
さいとう しのぶ
タチアナ・ゲスラー
タチアナ・ゲスラー
青空 純
山口 理
田森 庸介
東 園子
秋田文化出版編
羽田 圭介
今野 敏
逢坂 剛
古野 まほろ
平岩 弓枝
ねじめ 正一
角田 光代
窪 美澄
赤川 次郎
ニコラス・スパーク
サンエイムック
西田 陽司
渡辺 俊美
千松 信也
心屋 仁之助
EXILE HIRO
杉山 勝彦
ワクサカソウヘイ
小山 宙哉
篠原 くにこ

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

国際交流事業

八峰町で郡市生涯学習奨励員が研修

１月23日、ファガスで国際教養大
学の学生8名を招き、国際交流事業が
行われました。
学生たちは生涯学習奨励員や講師と
一緒に、「書初め」や「餅つき」とい
った日本の伝統文化を体験しました。
書初めでは「美しい空」と上手に書
き上げました。また、自分たちでつい
た餅の味にもとても喜んでいました。
1月25日、能代市山本郡生涯学習奨
励員地区連絡協議会研究大会が、あき
た白神体験センターで開催され郡市内
の生涯学習奨励員など34名が参加し
ました。
八峰町が事務局を務めた今回は、石
川駒踊りや八峰民踊サークル、畑谷老
人クラブ女性部についての活動発表が
行われました。
また、午後は全員で白神こだま酵母
を使ったピザ作りを体験しました。

行事予定

新しく入った本のお知らせ
モノとアイデアで差
【絵本】
いっしょにうたおう！アナと雪の女王 うたのえほん ディズニーゴールド絵本
このゆきだるまだーれ？
山脇 百合子絵
あきやま ただし作・絵
こんにちはたまごにいちゃん
ばけばけばけばけばけたくん
岩田 明子ぶん・え
ジョン・シェリー再話 絵
ジャックと豆の木 イギリスの昔話
あなのはなし
ミラン・マラリークさく
じてんしゃにのるひとまねこざる 改版
H．A．レイ文，絵
【児童書】
日本児童文学者協会編
すてきな恋がいっぱい5つのお話
ルルとララのチョコレート
あんびる やすこ
のりものおばけずかん
斉藤 洋
がっこうのおばけずかん あかずのきょうしつ 斉藤 洋
【小学館ジュニア文庫】怪盗グルーのミニオン危機一髪 澁谷 正子
【JUMP j BOOKS】ハイキュー!!ショーセンバツ!!③ 古館 春一
【ファミ通文庫】モンスターハンター 魂を継ぐ者①〜⑤ 氷上 慧一
【電撃文庫】半分の月がのぼる空①〜⑧
橋本 紡
【一般書】
（小説、エッセイ、読みもの、実用書）
【小説】王とサーカス（このミステリーがすごい！大賞作） 米澤 穂信
【小説】狐狼の血
柚月 裕子
【小説】つまをめとらば（直木賞）
青山 文平
【小説】異類婚姻譚（芥川賞）
本谷 有希子
【小説】下町ロケット・２
池井戸 潤
【小説】流
東山 彰良
【小説】ハケンアニメ！
辻村 深月
【文庫小説】出世若殿 田河意周
早瀬 詠一郎
【文庫小説】ぼくが探偵だった夏
内田 康夫
【手記】あの日
小保方 晴子
【よみもの】このミステリーがすごい！2016年版 宝島社
【よみもの】ほぉ…、ここがちきゅうのほいくえんか。 てぃ先生
【実用書】ハンドメイドレクで元気！手づくり雑貨 寺西 恵里子
【実用書】
ペットボトルキャップで作るこもの
ブティック社
【実用書】
クックパッドmagazine！Vol．4
宝島社
【実用書】
スポーツ選手のための食事400レシピ 石川 三知
腸をキレイにしたらたった3週間で体の不調が
【実用書】
松本 明子
みるみる改善されて40年来の便秘にサヨナラできました!
【実用書】
《図説》真田幸村がよくわかる本
三笠書房
【郷土】のんびり2015冬号（秋田発フリーマガジン） あきたびじょん企画室
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行事予定

▽チビッコ冬まつり
■開催日：2/11（木）9：00〜
■会 場：ポンポコ山公園
■問合せ：青少年育成八峰町民会議 ☎0185−77−3700
▽第10回八峰町卓球大会
■開催日：2/28（日）9：00〜
■会 場：八森中学校体育館
（畠山）
■問合せ：八峰町卓球協会 ☎090−9744−1371

▽八峰町スキークラブ管外研修会
■開催日：2/27（土）〜28（日）1泊2日
■会 場：安比高原スキー場
■問合せ：八峰町スキークラブ
☎090−9743−8946（佐々木）
☎090−7562−1941（山内）

り、子ども達は20歳の自分に向けた手紙を書きまし

半分大人になりました

チビッコ公民館が行われました

た。この手紙はタイムカプセルとして保管され、成人
式で本人に手渡される予定です。
また、生涯学習奨励員や中学生ボランティアの皆さ
んと一緒に竹とんぼづくりや餅つき、レクリエーショ
ンも行い、にぎやかな一日を過ごしました。

12月28日、チビッコ公民館が峰栄館で行われ町内
の小学4年生44名が参加しました。
この行事は、成人のちょうど半分にあたる
歳
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を記念する「1/2成人式」としても行われてお

将来の自分を想像しながら手紙を書きました
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