生涯学習だより

生涯学習だより
ファガス図書室からのおしらせ
２階図書室に移動 〜日沼 夫文庫〜

峰栄館図書室 特集コーナー
「本のある空間」

１階に設置されていた「日沼 夫文庫」が、
２階図書室に移動しました。
小説、医学関係、日本人のルーツをたどる
本などが分類され置かれています。
白神山地の山並みが見えるカウンターやソ
ファーで読書をお楽しみいただけます。学習
室も兼ねているので、ぜひご利用ください。

図書館や書店などを舞台に
した小説やエッセイ、児童向
けの本、写真集等を展示して
います。
さまざまな年代の方に楽し
んでもらえるコーナーになっ
ています。

あたらしい本のおしらせ
ファガス図書室

金谷信榮氏の寄付金で購入した本、
寄贈本も
ご紹介しています.

【絵本】
おちゃわんかぞく
アーロと少年
おしりたんてい
おならをならしたい
６さいのおよめさん
十二支のはじまり
おりがみだいすき おってあそぼ！アンパンマン
【児童書】
おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん
クララ・シューマン 愛に生きた世界初の女性ピアニスト
家電量販店のひみつ まんがでよくわかるシリーズ
ビタミン剤のひみつ まんがでよくわかるシリーズ
梅パワーのひみつ まんがでよくわかるシリーズ
I Loveスヌーピー 角川アニメ絵本
ネット・ホラー スマホの中には悪魔がいる
【一般書】
（小説、
エッセイ、
よみもの、
実用書）
【小説】羊と鋼の森≪本屋大賞2016大賞受賞≫
【小説】ミッドナイト・ジャーナル
【小説】午後二時の証言者たち
【小説】終わった人
【小説】よこまち余話
【小説】闇医者おゑん秘録帖
【小説】花冷えて 闇医者おゑん秘録帖
【小説】君の膵臓をたべたい
【小説】世界の果てのこどもたち
【小説】幹事のアッコちゃん
【小説】鼠、地獄を巡る
【小説】黒田官兵衛と乱世の妻たち
【小説】川あかり
【文庫小説】ぼくは明日、昨日のきみとデートする
【文庫小説】獅子の城塞
【文庫小説】蟻の菜園 アントガーデン
【文庫小説】魔女の笑窪
【文庫小説】ちょっと今から仕事やめてくる
【文庫小説】Presents プレゼンツ
【よみもの】母さんごめん、もうむりだ。きょうも傍聴席にいます。
【よみもの】幸せになる勇気
【よみもの】影の権力者 内閣官房長官 菅義偉
【よみもの】マンガで読む真田三代
【よみもの】カメムシ おもしろ生態と上手なつきあい方
【よみもの】里山資本主義 日本経済は「安心の原理」で動く
【よみもの】好奇心ガール、いま101歳 しあわせな長生きのヒント
【よみもの】世界一清潔な空港の清掃人
【実用書】40代からの「太らない体」のつくり方
【実用書】おからダイエットレシピ
【実用書】きれいになれる おうちヨガ１週間プログラム
【実用書】1 株でもたっぷり収穫！小さな畑の野菜づくり
【郷土】秋田県の絶滅のおそれのある野生生物
【郷土】秋田県軟式野球連盟70年史
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峰栄館図書室

【絵本】
アンパンマンとらーめんてんし
いぬんこ
やなせたかし
やなせたかし
ディズニーゴールド絵本 アンパンマンともぐりん
アンパンマンとピラミッドののろい
やなせたかし
トロル
さくらのさくらちゃん（４月生まれ）
植垣歩子
鈴木 のりたけ
ぼくたち子ども宣言（５月生まれ）
田中靖夫
鈴木 中人
いもと ようこ
ながぐつくんとあまがさちゃん（６月生まれ） 高橋和枝
ふるしょうようこ
藤本 祐子
へなちょこ
【児童書】
斉藤 洋
トロル
ナツカのおばけ事件簿 ２〜７巻
藤本 ひとみ
集英社版 学習まんが 探偵チームＫＺ事件ノート １〜10巻
川口 雅幸
からくり夢時計
学研
原 ゆたか
きえた！？かいけつゾロリ
学研
新宮 文明
飛ばす・回す・動かす さんすうおり紙
学研
ワダ ヒトミ
ひっかけ推理クイズ ナゾのイジワル事件簿 小野寺 ぴりり
中嶋 真澄
集英社みらい文庫
コワイほどあたる！最強心理テスト
覚和 歌子
小学生で出会っておきたい５５の言葉
宮下 奈都
みんなげんきな歯！ 1〜8（歯の健康を考える本） 大竹 邦明
「県民.com」
監修
本城 雅人
日本全国47都道府県クイズ1000
天野 節子
【一般書】
（小説、
エッセイ、
よみもの、
実用書）
内館 牧子
【小説】羊と鋼の森≪本屋大賞2016大賞受賞≫ 宮下 奈都
天野 節子
木内 昇
【小説】午後二時の証言者たち
青木 俊
あさの あつこ
【小説】尖閣ゲーム
長岡 弘樹
あさの あつこ
【小説】教場 ２
深町 秋生
住野 よる
【小説】バッドカンパニー
内館 牧子
中脇 初枝
【小説】終わった人
米澤 穂信
柚木 麻子
【小説】王とサーカス
桂 望実
赤川 次郎
【小説】嫌な女
川口 俊和
由良 弥生
【小説】コーヒーが冷めないうちに
畑野 智美
葉室 麟
【小説】海の見える街
住野 よる
七月 隆文
【小説】また、同じ夢を見ていた
佐々木 譲
【小説】ミスター・ホームズ名探偵最後の事件 ミッチ・カリン
相田 冬二
柚月 裕子
【小説】陽はまた昇る エピソード０
有川 浩
大沢 在昌
【よみもの】倒れるときは前のめり
岸見 一郎
北川 恵海
【よみもの】幸せになる勇気
菊地 秀一
角田光代
【よみもの】広岡浅子語録
朝日新聞社会部
【よみもの】カメムシ おもしろ生態と上手なつきあい方 野澤 雅美
なべ おさみ
岸見 一郎
【よみもの】やくざと芸能と
松田 賢弥
【よみもの】昭和の怪物 裏も表も芸能界 なべ おさみ
すずき 孔
【よみもの】日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てた 嶌 信彦
野澤 雅美
【よみもの】重要事件で振り返る戦後日本史 佐々 淳行
藻谷 浩介
【よみもの】認知症の人たちの小さくて大きなひと言 永田 久美子
笹本 恒子
【よみもの】認知症がぐんぐん改善する！8つの法則 森惟 明
新津 春子
【よみもの】できる人はなぜ、本屋で待ち合わせをするのか？ 臼井 由妃
満尾 正
【よみもの】さわりで覚えるオペラの名曲20選 加藤 浩子
ＮＨＫきょうの料理
家村 マリエ
【実用書】1200キロカロリーの献立
学研ヒットムック
【実用書】つくおき 週末まとめて作り置きレシピ nozomi
斎藤 忠
【実用書】体脂肪計タニタの社員食堂 続々 タニタ
くまだまり
秋田県自然保護課
【実用書】かわいい花の立体切り紙
中野ジェームズ修一
秋田県軟式野球連盟 【実用書】世界一伸びるストレッチ
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５月25日（水）
は、
みんなでスポーツを！

毎日がチャレンジデ―！

チャレンジデー2016に参加しましょう

ウォーキングのすすめ

チャレンジデーは当日の午前０時〜午後９時までの

ウォーキングの前後にはストレッチなど準備運動・
整理運動をして、ケガの防止や疲労回復に努めましょ

間に15分以上のスポーツや運動をした住民の参加率
を競います。

う。

昨年度、八峰町は参加率65.9％（町民の３人に２人）
と非常に多くの方からご参加いただきました。

ストレッチのポイント

★今回の目標 「参加率70％！」

・気持ちのいいと感じるところまで伸ばす
・自然な呼吸で息は止めずに

チャレンジデーへの参加をきっかけに、スポーツ推
進・健康増進の気運が高まっています。笑顔で体力づ

・反動をつけずにゆっくりと
・伸ばしている筋肉を意識して

くり・健康づくり・仲間づくりのため、一人でも多く
のご参加をお願いします。

ウォーキングが
できない日は、
ストレッチだけ
でも行いましょう。

★参加方法、プログラムなど
４／25、５／10に配布のパンフレットをご覧くだ
さい。

八峰町ことぶき大学受講生を募集しています

行 事 予 定
▽チャレンジデー2016in八峰町
■開催日：５／25
（水）0：00〜21：00
※詳しくは配布のパンフ
レットをご覧ください。

■問合せ：
八峰町生涯学習課
77−3700

「ことぶき大学」では町内の高齢者の皆さんに様々な
学習機会を提供しています。
多くの仲間との交流を通して、心と体の健康維持を目
標に活動しています。60歳以上の町民であれば誰でも
受講できます。受講を希望される方はお気軽にお問合
せください。 ＜問合せ先＞峰栄館 76−2323

はっぽう職員出前講座

▽八峰町オープンゴルフ大会
■開催日：６／19
（日）集合8：00
■会 場：能代カントリークラブ
▽町民グラウンドゴルフ大会
■開催日：６／22
（水）
■会 場：ポンポコ山公園グラウンドゴルフ場
■問合せ：八峰町生涯学習課 77−3700

身近な問題や町の施策など、皆さんが聞いてみたいテ
ーマに沿って町職員が出前講座を行います。さまざま
な学習講座にご活用ください。
１．対象：原則5名以上、八峰町民
２．日時：担当課との調整になります。
３．会場：町内施設（役場、ファガス、峰栄館など）
詳しくはファガス、峰栄館にお問合せください。

もっと地元のことを知ろう！

地元の人が地元のことを知り、もっと地元を好きに
なってもらうための講座。月１回土曜日に開催します。
保護者同伴であれば子供も参加できます。
■問合せ先

生涯学習課
（ファガス） 77−3700

その2

＜5月の講座＞

講座名：白神あわびを知ろう
■開催日：５／28
（土）
10：00〜11：00
■会 場：日本白神水産㈱
■内 容：白神あわびについての
講座・直販
■定 員：25名
■参加費：無料
※現地集合・解散です。
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