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
マザーズタッチ文庫2016
子ども子育てマイブック事業
八峰町子ども子育てマイブック
事業の申請が始まっています。本
聞かせにおすすめ絵本のコーナー
選びの参考になる本を置いていま
『マザーズタッチ文庫−パパもマ
すのでご活用下さい。
マを読み聞かせを−』に2016年
（八峰町に住んでいる 歳児〜中
（八峰町に住んでいる1歳児〜中
おすすめの新しい本が入りました。 学生まで、１人2000円以内で本
を選び、貰える事業）
秋田県が毎年推奨している読み

峰栄館図書室 特集コーナー
『健康』からだにいいことしませんか。
「ココロ」と「カラダ」
の健康をテーマに、本を集
めました。身体は健康です
か？心は充実してますか？
ココロとカラダは繋がって
います。今、自分に必要な一冊の本と出会えま
すように。健康にいいことを一緒にしましょう。

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】
ノンタン1・2・3
（厚紙絵本）
キヨノサチコ
ズートピア２〜４歳向け（厚紙絵本）
ディズニーゴールド絵本
おばけだじょ
t u p e r a t u p er a
世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ ムヒカ
ゆらゆらチンアナゴ（水族館えほん）
横塚眞己人
イモリくんヤモリくん
松岡たつひで
このあとどうしちゃおう
ヨシタケシンスケ
【児童書】
今すぐ読みたい！10代のためのYAブックガイド150！ 金原瑞人
角川アニメ絵本
アーロと少年
角川アニメ絵本
ズートピア
ちいさなプリンセスソフィア まほうのペンダント 角川アニメ絵本
マザー・テレサー貧しい人びとにつくした愛と勇気の聖女 集英社版学習まんが
ナイチン・ゲールー新しい道を切り開いた看護の母 集英社版学習まんが
アンネ・フランクー平和を願いつづけた悲劇の少女 集英社版学習まんが
エジソンー魔術師とよばれた世界の発明王 集英社版学習まんが
スティーブ・ジョブズー革新的IT機器で世界をかえた実業家 学研まんがNEW世界の伝記
もちっと気ままにもちもちパンダ
Yuka
名探偵コナンの探偵入門
青山剛昌
モンスター大百科（学研ミステリー百科） 宮本幸枝
【一般書】
（小説、
エッセイ、
よみもの、
実用書）
【小説】ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ
【小説】辛夷の花
葉室麟
【小説】うめ婆行状記
宇江佐真理
【小説】ワンダフル・ワールド
村山由佳
【小説】向田理髪店
奥田英朗
【小説】ツバキ文具店
小川糸
【小説】永遠とは違う一日
押切もえ
【小説】モップの精は旅に出る
近藤史恵
【小説】コーヒーが冷めないうちに
川口俊和
【小説】また、同じ夢を見ていた
住野よる
【文庫小説】スコーレーNo.４（光文社文庫） 宮下奈都
【文庫小説】クリーピー（光文社文庫）
前川 裕
【文庫小説】ヴァニティ（光文社文庫）
唯川 恵
【文庫小説】二重生活（角川文庫）
小池 真理子
【文庫小説】探偵の鑑定1、２（講談社文庫） 松岡 圭祐
【よみもの】イナカ川柳 農作業しなくてよいはウソだった T V . B r o s編集部
別冊宝島編集部
【よみもの】田中角栄100の言葉
【よみもの】怒らない子育て 「子どもといること」がもっと楽しくなる 武田双雲
栗原はるみ
【実用書】h a ru ̲ m i 2016年春号
【実用書】みそまる 手軽に作れて、キレイに効く！ 藤本智子
金子美登
【実用書】週末田舎暮らしの便利帳
【実用書】親ともめずにできるこれがリアルな実家の片づけです。 内藤久
胡原おみ
【郷土】クロス・ストーリー 十文字綺譚
杉山彰
【郷土】マンガ あきた伝統野菜
【郷土】水沢小学校閉校記念誌 必明必強 八峰町立水沢小学校
八峰町立塙川小学校
【郷土】塙川小学校閉校記念誌 高峰
【郷土】八森中学校閉校記念誌 海広く心豊かなり 八峰町立八森中学校
【郷土】峰浜中学校閉校記念誌 友愛気迫創造 八峰町立峰浜中学校
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峰栄館図書室
【絵本】
アートと少年
角川アニメ絵本
ズートピア
角川アニメ絵本
ぼくがきょうりゅうだったとき
まつおかたつひで
【児童書】
食物アレルギーのひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ） 工藤ケン
赤毛のアン（10歳までに読みたい世界名作） L . M .モンゴメリ
トム・ソーヤの冒険（10歳までに読みたい世界名作） マーク・トウェイン
オズのまほうつかい（10歳までに読みたい世界名作） L . F.ボーム
ガリバー旅行記（10歳までに読みたい世界名作） J . スウィフト
若草物語（10歳までに読みたい世界名作） L . M .オルコット
まんがで読む枕草子
学研まんが日本の古典
まんがで読む平家物語
学研まんが日本の古典
まんがで読む源氏物語
学研まんが日本の古典
まんがで読む古事記
学研まんが日本の古典
まんがで読む百人一首
学研まんが日本の古典
まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集 学研まんが日本の古典
カオル
モデルに聞いたこわい話 家族編
カオル
モデルに聞いたこわい話 約束編
（小説、
エッセイ、
よみもの、
実用書）
【一般書】
【小説】硝子の太陽Rouge(姫川玲子シリーズ） 誉田哲也
下村敦史
【小説】真実の檻
中脇初枝
【小説】世界の果ての子どもたち
桐野夏生
【小説】バラカ
葉室麟
【小説】辛夷の花
村山由佳
【小説】ワンダフル・ワールド
浅田次郎
【小説】獅子吼
今野敏
【小説】防諜捜査
奥田英朗
【小説】向田理髪店
道尾秀介
【小説】カササギたちの四季
朝井まかて
【小説】眩
【小説】夢の浮橋殺人事件 あんみつ検事の捜査ファイル 和久峻三
宮下奈都
【小説】太陽のパスタ、豆のスープ
宮下奈都
【小説】誰かが足りない
石原慎太郎
【よみもの】男の粋な生き方
【よみもの】東大合格生のノートはどうして美しいのか？ 太田あや
【よみもの】東大合格生のノートはかならず美しい 太田あや
ボードレール
【詩集】悪の華
【コミック】翔んで埼玉（このマンガがすごい！Comics） 魔夜峰央
【コミック】文豪ストレイドッグズ １〜９巻 春河35
【実用書】sy u nk o nカフェごはん １〜５巻 山本ゆり
【実用書】たっきーママのH a p p y 朝ラク弁当 奥田和美
【実用書】まいにちおやつ 初めてでも失敗しない51のレシピ なかしましほ
羽兼直行
【実用書】多肉植物ハンディ図鑑
【実用書】すっきり、暮らす無印良品の収納 FUSOUSHA MOOK
【実用書】カフェみたいな暮らしを楽しむ本 おしゃれテーブル編 学研インテリアムック
【実用書】カフェみたいな暮らしを楽しむ本 グリーン編 学研インテリアムック
【実用書】lovelyzakkaの100円グッズでかわいい収納アイデア 瀧本真奈美
【実用書】DIYで作るナチュラルな子ども家具 KIDS FURNITURE
TJ MOOK
【実用書】コストコのベストアイテム

第122号
地元チームが優勝 招待学童野球

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

チャレンジデー ２年連続金メダル！

４月30日、第1回八峰町野球連盟招
待学童野球大会が御所の台野球場で開
催されました。
今年から町外強豪チームを招いての
開催となった本大会は地元の峰浜スピ
リッツがみごと優勝を飾りました。
≪大会結果≫
優 勝 峰浜スピリッツ
準優勝 八森ブルーウェーブ
最優秀選手賞 伊藤海智（峰浜）
優秀選手賞 門脇史弥（八森）、相原紫
音（八竜）、佐藤大夢（渟南）

5月25日、チャレンジデー2016が行
われ、八峰町は参加率64.6%で昨年に
続き見事金メダルを獲得しました。
また対戦相手の北海道新得町にも勝利
することができました。
今後もチャレンジデーを町民の健康
づくりに活かしていきたいと考えてい
ます。

健闘を讃え、新得町の町旗を掲揚しました

Ｈ28ことぶき大学が開講

６月２日、平成28年度八峰町こと
ぶき大学開講式がファガスで開催され、
314名が出席しました。式典後、「横
手盆地で農を継ぐ」と題した鈴木利良
さん（第二回ふるさとあきた文学賞最
優秀賞受賞）の記念講演が行われ、出
席した大学生は熱心に聞き入っていま
した。
今後、移動研修など、年間を通し、
親睦を深めながら学習活動を行います。

行 事 予 定

平成28年度八峰町成人式の開催のお知らせ

▽八峰町オープンゴルフ大会 ６/19
（日）
■会 場：能代カントリークラブ
■問合せ：能代カントリークラブ
76−3311
八峰町ゴルフクラブ事務局
54−3834
（佐藤）
▽町民グラウンドゴルフ大会 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
▽町長杯バスケットボール大会 ７/23
（土）
、24
（日）

今年度の成人式を次のとおり開催いたします。
・日 程：平成28年８月14日
（日）
・会 場：八峰町公民館（峰栄館）
・対象者：平成７年４月２日〜平成８年４月１日生ま
れの方。八峰町在住、または旧八森・旧峰浜中学校
の平成22年度卒業生。対象者には７月上旬から７月
中旬にかけて案内状をお送りします。

■会 場：八森体育館（旧八森中学校）
■問合せ：八峰町バスケットボール協会
77−3161
（奈良）
▽八峰町民野球大会 ７/31
（日）
、８/７
（日）
※７日は準決勝〜決勝
■会 場：町内４球場
■問合せ：八峰町生涯学習課

77−3700

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

◆成人式実行委員を募集します◆
成人式の内容検討や、式典の運営サポートなどをし
ていただく実行委員を募集します。一生に一度の成人
式を自分たちの手で作り上げてみませんか？
・活動期間：６月下旬から８月14日
（日）
・募集人数：新成人６人程度
・活動内容：実行委員会への参加、式典の企画運営
・申 込 先：峰栄館へ氏名・住所・連絡先をお伝えくだ
さい。 0185−76−2323 FAX0185−76−2387
・申込期限：平成28年６月20日
（月）

＜６月の講座＞

講座名：ジオパークを知ろう
■開催日：６/25
（土）
10：00〜11：30
■集合場所：ぶなっこランド（森林科学館）
■内 容：
『初心者向けの講座＆三十釜の現地見学』
八峰白神ジオパーク推進協議会の若手スタッフが
わかりやすく丁寧な説明を行います。三十釜を散
策できる服装、クツでおいでください。
■参加費：無料
■定 員：20名※６月22日までにお申込みください。
生涯学習課
（ファガス） 77−3700
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