生涯学習だより

はっぽう

としょしつだより
ファガス図書室

●図書室ボランティアだより●

特集コーナー

春だ！目覚めよカラダ！眠っていた心と体を目覚めさせる本
ストレッチ、スロージョギング、
手指体操、軽い運動、ヨガ、ダイ
エット、アロマテラピー、減塩等
の料理本…。
秋田県立図書館の本を中心に幅
広く展示しています。

季節の作品で図書室内の飾りつ
けをしました。
「ひな祭り」にあわせ、明るく
楽しい雰囲気になっています。
作業は図書ボランティアの方と
一緒に行いました。

●ファガス図書室

【小説・よみもの】

・白神学

第2巻(山下祐介)

・白神学

第3巻(山下祐介)
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・母性(湊かなえ)
【絵本・児童書】

・秋田県謎解き散歩(野添憲治)

・こねこのトトのはなし(えんどうやすひろ)

・石川理紀之助(川上富三)

・一期一会 世界一のスキ(マインド・ウェイブ)

・秋田こわいこわい物語(無明舎出版) 【実用書】
・秋田の吸血生物ヤマビル(永田賢之介) ・むかし道具の考現学(小林泰彦)
・新秋田叢書第三期第八巻
(新秋田叢書編集委員会)
●峰栄館図書室

不明本●

【雑誌】
・あきたタウン情報

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。
ディズニーゴールド絵本
わたなべ ちなつ
レベルファイブ
学研
ひろの たかこ
にしまき かやこ
バージニア・リー・バートン
原 ゆたか
原 ゆたか
あんびる やすこ
天狗丸
らぶキャラブックス編集部
氷上 慧一
石原 慎太郎
平岩 弓枝
葉室 麟
中村 文則
湊 かなえ
角田 光代
辻村 深月
村山 由佳
葉室 麟
小野不由美
村山 由佳
ダヴィド・ラーゲルクランツ
ピエール・ルメートル
ピエール・ルメートル
岡田 尊司
こばやしたけし
篠原 かをり
内館 牧子
宮腰

不明本●

【郷土誌】

新しく入った本のお知らせ
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ラリーの応酬 第10回八峰町卓球大会

下記の本が行方不明です。お心当たりのある方は図書室
へご連絡ください。

「ファン・ジニ」「善徳女
王」「花のワルツ」「夏の香
り」「ホテリアー」「奇皇后」
「初恋」など。その他、読みた
い本がありましたら、お取り寄
せ致します。

ファガス

は っ ぽ う

不明本返却のお願い！

峰栄館図書室 特集コーナー
韓国ドラマ＆映画特集

【絵本】
インサイド・ヘッド
きょうのおやつは かがみのえほん
妖怪ウォッチ むかしばなし
ぴっかりしぜんずかん
おさんぽおさんぽ(0．1．2．えほん)
わたしのワンピース
いたずらきかんしゃちゅうちゅう
【児童書】
かいけつゾロリのようかい大うんどうかい
きえた!?かいけつゾロリ
ルルとララのしあわせマシュマロ
たおせ！なぞなぞモンスター
クロミWithマイメロディのめちゃこわ生き物
【ファミ通文庫】モンスターハンター 閃光の狩人①〜④
【一般書】
（小説、エッセイ、読みもの、実用書）
【小説】天才
【小説】お伊勢まいり 新・御宿かわせみ
【小説】はだれ雪
【小説】教団Ｘ
【小説】ユートピア
【小説】坂の途中の家
【小説】朝が来る
【小説】ダブル・ファンタジー
【文庫小説】蛍草
【文庫小説】残穢
【文庫小説】花酔ひ
【海外小説】ミレニアム ４ 蜘蛛の巣を払う女(上)(下)
【海外小説】悲しみのイレーヌ
【海外小説】その女アレックス
【よみもの】夫婦という病:夫を愛せない妻たち
【よみもの】地方は活性化するか否か
【よみもの】恋する昆虫図鑑
【よみもの】カネを積まれても使いたくない日本語
【実用書】
1日10分歩き方を変えるだけで
しつこい肩こりが消える本
【実用書】
ぐっすり眠るためのCDブック
【実用書】cookpadスリム部認定 旨くてカラダに効く特選やせレシピ
秋田県高校生レシピコンクール入賞献立集
【郷土】

生涯学習だより
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小林 弘幸
Tarzan特別編集
秋田県栄養士会

峰栄館

2014年3月号

【絵本】
よるのとしょかん
カズノ・コハラ
ちこく姫
よしなが こうたく
サルくんとバナナのゆうえんち
谷口 智則
ほんとはスイカ
高畠 那生
テッドおじさんとあたしクラリス・ビーン
ローレン・チャイルド
【児童書】
深海生物大百科
長沼 毅 監修
WILLこども知育研究所編
赤ちゃんが生まれる Photo Book
デコ★カップケーキ めちゃカワかんたんデコレシピ Ｊｕｎｋｏ
いつものおやつ★デコ めちゃカワかんたんデコレシピ Ｊｕｎｋｏ
デコ★パンケーキ めちゃカワかんたんデコレシピ Ｊｕｎｋｏ
いえたら超スゴい!!おもしろ早口ことば
ながた みかこ
【一般書】
（小説、エッセイ、読みもの、実用書）
【小説】はだれ雪
葉室 麟
【小説】犯人に告ぐ ２
雫井 脩介
柚月 裕子
【小説】孤狼の血
【小説】ファイアーボール 生活安全課０係
富樫 倫太郎
【小説】猫に知られるなかれ
深町 秋生
【小説】世界が終わる街 戦力外捜査官４
似鳥 鶏
【小説】たんぽぽ団地
重松 清
【小説】竹屋ノ渡 居眠り磐音江戸双紙50
佐伯 泰英
【小説】旅立ノ朝 居眠り磐音江戸双紙51
佐伯 泰英
【小説】犬の掟
佐々木 譲
【小説】坂の途中の家
角田 光代
【小説】死んでいない者《芥川賞受賞 2015年下半期》 滝口 悠生
【小説】異類婚姻譚《芥川賞受賞 2015年下半期》 本谷 有希子
つまをめとらば《直木賞受賞 2015年下半期》 青山 文平
【小説】
【小説】ファン・ジニ
ホン ソクチュン
【小説】善徳女王 公式ノベライゼーション
柳 銀京
【小説】忘れ雪
新堂 冬樹
【小説】君の膵臓をたべたい
住野 よる
【小説】トオチカ
崎谷 はるひ
【小説】志賀越みち
伊集院 静
【よみもの】６０歳で小説家になる。
森村 誠一
【よみもの】人間の分際
曽野 綾子
【よみもの】体感する数学
竹内 薫
【よみもの】中国壊滅
渡邉 哲也
【実用書】夫もやせるおかず作りおき
柳澤 英子

2月28日、八峰町卓球協会（紀本俊
哉会長）主催の、第10回八峰町卓球
大会が八森中学校体育館で開催されま
した。町内外から約110人の愛好者が
参加しました。結果は次の通りです。
団体の部
●一部
優 勝：岩中卓球部ＯＧ
準優勝：深浦卓球クラブ
３ 位：ライナス、佐賀井塾
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●二部
優 勝：白神ジュニア＋α
準優勝：パーリーピンポン
３ 位：八森中１年、深浦卓球クラブJr
●三部
優 勝：松波苑
準優勝：合名会社好球組Ｂ
３ 位：合名会社好球組Ａ、畑谷
個人の部
●一部
優 勝：山本裕美
準優勝：秋元麗奈
３ 位：木村知寛、米沢満明
●二部
優 勝：岩根麻羽
準優勝：小川みどり
３ 位：熊谷優美、菊池星音
●三部
優 勝：後藤陽子
準優勝：若狭武彦
３ 位：野村徳彦、若狭由加子

行事予定
▽八峰町ことぶき大学閉講式
■開催日：3/25（金）10：30〜13：30
■会 場：ファガス 1階文化ホール
■対 象：ことぶき大学学生
■問合せ：八峰町公民館（峰栄館）☎76−2323
▽八峰町スポーツ少年団合同入団式
■開催日：3/26（土）10：00〜12：00
■会 場：あきた白神体験センター
■対 象：八峰町スポーツ少年団入団希望者
■問合せ：八峰町スポーツ少年団（ファガス内）☎77−3700

笑顔で真剣勝負 八峰町ユニカール大会

２月７日、第10回八峰町ユニカー
ル大会が、あきた白神体験センターを
会場に開催されました。
大会には町内の21チーム、計63名
が参加し、和やかな雰囲気のなか真剣
勝負を楽しみました。結果は次の通り。
優 勝：さくらクラブＢ
準優勝：高峰クラブ
３ 位：水沢Ｅ

学校体育館の開放を一時中止します。
下記の日程で学校体育館の開放を中止します。
小中学校の卒業式や統合へ向けた準備期間ですのでご
理解とご協力をお願い致します。
学校名
水沢小
八森中
峰浜中

使用できない期間
2/29(月)〜3/7(月),3/10(木)〜3/15(火)
3/9（水）〜3/31（木）
3/9（水）〜3/19（土）

２月11日、青少年育成八峰町民会議（三浦栄
悦会長）主催の「チビッコ冬まつり」が、ポン
ポコ山公園とパークセンターで行われ、親子連
れなど約130人が参加しました。

寒さに負けず思いっきり楽しみました！

チビッコ冬まつりが行われました

屋外でのソリ大会や相撲大会、屋内での缶つ
み競争や遊具「ネオス」を使ったゲームに、子
どもたちは元気いっぱいに挑戦していました。
最後には恒例のお楽しみ抽選会が行われ、番
号が呼ばれるたびに喜びの声やため息などが会
場に響いていました。

今年のチャレンジデーは5/25
（水）です。八峰町は「スポーツで健康づくり」を推進します。
広報はっぽう
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