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生涯学習だより
「子ども読書の日」特別展示を行います

ファガス図書室
●図書室ボランティアだより●

４月23日は子ども読書の日です。この日を中心に、フ
ァガス／峰栄館図書室では次の展示を行います。

春をイメージしたピン
クやきみどりの飾りで、
ファガス図書室内にも春
到来。お花見気分で読書
ができます。

ファガス図書室
◆八峰町図書室の2015年人気本ランキング◆
◆私のおすすめ本のコーナー◆
…利用者が選んだ本とおすすめコメントを展示します。
峰栄館図書室
◆見て 読んで 触れて 広がる世界 本のある空間◆
…本のある場所を舞台にした小説・物語・絵本・写真
集を展示します。
「子ども読書の日」とは?
子ども読書活動推進法で定められている日で、子どもの読書活
動を推進するために全国でさまざまな取組が行われます。
４月23日という日付は、作家のシェイクスピアとセルバンテス
の命日で、ユネスコが「世界・本と著作権の日」と宣言している
ことなどにちなんでいます。

新しく入った本のお知らせ
ファガス
【絵本】
トイ・ストーリーのびっくりイースター
ディズニーゴールド絵本
柿田ゆかり
はるやさいのはるやすみ
おやすみ、ロジャー 魔法のぐっすり絵本 カール＝ヨハン・エリーン
林明子
おでかけのまえに
柳生弦一郎
たまごのあかちゃん
宮西達也
にゃーご
小学生のボクは、鬼のようなお母さんにナスビを売らされました。 原田剛
【児童書】
ジオパークへ行こう！火山や恐竜にあえる旅 林 信太郎
おしりたんてい やみよにきえるきょじん トロル
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
斉藤洋
のりものおばけずかん
【一般書】
（小説、エッセイ、よみもの、実用書）
百田尚樹
【小説】カエルの楽園
相場英雄
【小説】ガラパゴス 上・下巻
天童荒太
【小説】ムーンナイト・ダイバー
長岡弘樹
【小説】教場・２巻
浅田次郎
【小説】獅子吼
桐野夏生
【小説】バラカ
【小説】髪結い伊三次捕物余話 擬宝珠のある橋 宇江佐 真理
【小説】永い言い訳
西川美和
【文庫小説】七つの会議
池井戸潤
【文庫小説】震える牛
相場英雄
【コミック】図書館の主1〜10巻
篠原ウミハル
【よみもの】フランス人は10着しか服をもたない・2巻 ジェニファー・L・スコット
【よみもの】シルバー川柳・５巻
全国有料老人ホーム協会
【よみもの】ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」 荒木 香織
【よみもの】和食はなぜ美味しいー日本列島の贈りもの 巽 好幸
【よみもの】武将の末裔 子孫が綴った大名家秘話 週刊朝日ムック
【実用書】すごい家事 人生の「掃除時間」をグッと縮める 松橋 周太呂
【実用書】検査でわかること 健康診断・人間ドックガイド 別冊NHKきょうの健康
【実用書】Dｒ．クロワッサン リンパストレッチで不調を治す！ マガジンハウスムック
【実用書】好評の「疲れをとって元気になるワザ」集めました オレンジページムック
【実用書】燻製の基本
燻製 道士
【実用書】クックパッドみんなのたこ焼き器＆ホットプレートレシピ クックパッド
【郷土】秋田県式家庭学習ノート勉強グセと創造力が身につく 主婦の友社
【郷土・雑誌】のんびり2016 春号（秋田発フリーマガジン） あきたびじょん企画室
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峰栄館図書室 特集コーナー
『趣味の本』特集 〜はるだから。あたらしいことに、チャレンジ。〜
自分の可能性を広げて
みませんか？
ウォーキング、山歩き、
囲碁、ソーイング、ギタ
ー…など、挑戦してみた
くなる本をたくさん集め
ました♪

第120号
八峰町スポーツ少年団入団式

３月26日、あきた白神体験センタ
ーで八峰町スポーツ少年団入団式が行
われ、八森スポーツ少年団、峰浜スポ
ーツ少年団、峰浜TRCから約100名が
参加しました。
団員を代表して門脇史弥君（八森ス
ポーツ少年団）が「指導者や家族への
感謝の気持ちを忘れずに、仲間と一緒
にかんばりたい」と元気に宣誓を行い
ました。

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

ことぶき大学閉講式
３月25日、ファガスで平成27年度
ことぶき大学閉講式が行われました。
316名が卒業・進級し、総長の加藤
町長から証書が手渡されました。また、
皆勤賞や名誉教授過程修了者の表彰も
行われました。
式終了後は、 五城目のトメさん こ
と、小玉進氏による「トメさんを聞い
て笑っていき
いきと〜笑う
門には福が来
る〜」と題し
た講演が行わ
れ、会場は笑
いの渦に包ま
れました。

かもめ 伊藤忠財団助成金の対象に

３月４日、「おはなしの会かもめ」
（山本百合子代表）が伊藤忠記念財団
より「子ども文庫助成事業・子どもの
本購入助成」の贈呈を受けました。
「おはなしの会かもめ」は町内で様々
なボランティアの読み聞かせを行って
おり、その功績が認められたものです。
助成金の30万円は平成28年度の活動
に役立てられます。

峰栄館
【絵本】
おふろのくまちゃん
デイヴィッド・ウォーカー
おんがくたいくまちゃん
デイヴィッド・ウォーカー
おめでとうくまちゃん
デイヴィッド・ウォーカー
おやすみくまちゃん
デイヴィッド・ウォーカー
おすわりくまちゃん
デイヴィッド・ウォーカー
ヘレン・クーパー
うさぎのボロリンどーこだ
ローラ・コーネル
あなたが生まれるまで
タンポポの金メダル《日産童話と絵本のグランプリ大賞》 青井芳美
せかいのはてのむこうがわ《日産童話と絵本のグランプリ大賞》 たなかやすひろ
【児童書】
のりものいっぱい図鑑 いろいろ501台
松澤正二監修
モデルに聞いたこわい話 恋愛編
カオル
【一般書】
（小説、エッセイ、よみもの、実用書）
【小説】天才
石原慎太郎
【小説】ピンクとグレー
加藤シゲアキ
【小説】ニュータウンは黄昏れて
垣谷美雨
【小説】掟上今日子の遺言書
西尾維新
【小説】水鏡推理
松岡圭祐
【小説】短編工房 ≪短編集≫
浅田次郎 他
【小説】ダンス・ウィズ・ドラゴン
村山由佳
【よみもの】大村智物語 ノーベル賞への歩み 馬場錬成
【よみもの】今日もいち日、ぶじ日記
高山なおみ
【よみもの】フューチャー・イズ・ワイルド ドゥーガル・ディクソン
レッカ社編
【よみもの】
「戦国武将」がよくわかる本
【よみもの】維新後、殿様はこう生き抜いた 中山良昭
【よみもの】日本人はなぜ日本のことを知らないのか 竹田恒̲
【よみもの】新日本プロレスＩＷＧP「激闘の裏側」全事件史 シリーズ逆説のプロレス
【よみもの】10代からの子育てハッピーアドバイス 明橋大二
【よみもの】老後の面倒はだれが見るのか 石川徹
【よみもの】科学が知りたい
えい出版社編
【よみもの】数と図形
Ｈ・ラーデマッヘル
【よみもの】文系の壁 理系の対話で人間社会をとらえ直す 養老孟司
【コミックエッセイ】日本文学のススメ
関根尚
【学習参考書】意味がわかる微分積分
本多傭悟
【学習参考書】総合英語Forest
墺タカユキ 他
【学習参考書】安河内の新英語をはじめからていねいに 安河内哲也
【学習参考書】渡辺のとことんわかる英文法 上・下 渡辺勝彦
【実用書】かわいい切り紙ＢＯＯK
たけうちちひろ

平成28年度

生涯学習課の主な行事予定
5月〜
生涯学習講座開設
5／25
（水） チャレンジデー2016
6月中旬
グラウンドゴルフ大会
7／31
（日） 町民野球大会
8／ 7
（日） 町民野球大会
（準々決勝、
決勝）
8／14
（日） 八峰町成人式
10／ 2
（日） ふるさとあきたラン！
（会場：大館市）
10／10
（月） シーサイドロードレース
10月中旬
グラウンドゴルフ大会
11／ 3
（木）
〜 6
（日）
町民文化祭
11／ 6
（日） あきた白神子どもの俳画
大会表彰式
11月中旬
町民バレーボール大会
11月下旬
歴史講演会
12月下旬
チビッコ公民館
「1／2成
人式」
1月上旬
囲碁将棋大会
2月上旬
全町ユニカール大会

★28年度の新企画★
●職員出前講座
●ふるさと学習講座
●ボランティア紹介事業
※日程は都合により変更となる場合があ
ります。

今年もやります！ 住民総参加のスポーツイベント「チャレンジデー2016」
日時 平成28年５月25日
（水）
対戦カードの紹介
新得町
（北海道） VS 八峰町
実施回数
3回目
6回目
人
口
7，676人
6，
339人
昨年実績
65．
9％
63．
7％
新得町の紹介
北海道の中央に位置し、八峰町の４倍以上の面積がある広い町で
す。ホームページでは「人口は６千人強、でも牛は33，000頭以上」
「日本一のそばの町」などとPR。チャレンジデ―の過去の実績を比
較すると今回も好勝負になりそうです。
町民の方のご参加・ご協力をぜひお願いします。

毎日がチャレンジデ―！「ウォーキングのすすめ」 その1
適度な運動は、肥満や生活習慣病の予防に欠かせません。腰やひ
ざに負担をかけず気軽にできるウォーキングは最適な運動です。チ
ャレンジデーに向けて町内を歩いてみましょう。
歩き方のポイント
・胸を張り、背筋を伸ばした良い姿勢で
・顔はあごを引いて20〜30ｍ先を見る
・ひじを曲げて前後に振り、体全体でリズムを
取るような感じで軽快に歩く
・歩幅を広く取り、かかとから着地する
注意点
・最初から無理はせず、マイペースで行いましょう。
・体調が悪い時や、天気等が悪い時は休みましょう。
・適宜、水分を補給しましょう。
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