生涯学習だより

〔開室時間〕 午前８時30分〜午後９時
〈休み：年末年始、蔵書点検期間〉
■ファガス図書室 八峰町八森字中浜196-1
■峰 栄 館 図 書 室 八峰町峰浜田中字野田沢20-1

生涯学習だより
0185-77-3700
0185-76-2323

笑顔で真剣勝負 八峰町ユニカール大会

不明本返却のお願い！
！
蔵書点検の結果、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。

峰栄館図書室

ファガス図書室
何者
郷土誌資料「八森」第12号、第35号
かみこあに帖
秋田杉を運んだ人たち
人間にとって科学とはなにか
かいけつゾロリのおいしい金メダル
こころのげんきPlus
2012年6月号、
7月号、8月号、11月号

朝井リョウ
八森町文化財保護協会
河原 彩子
野添憲治
湯川秀樹
原ゆたか
NPO法人
地域精神保健福祉機構

あたらしい本のおしらせ
ファガス図書室

いのちが喜ぶ生き方
殺人犯はそこにいる
すぐに折れる!高齢者の楽しい折り紙レクリエーション
砂の栄冠甲子園研究所
狼花
新宿鮫風化水脈
おっぱいの詩
海将
サムライの海
ゴジラ大怪獣パーフェクト超百科決定版
ポケモンえいごじてん

矢作直樹
清水潔
津留見裕子
三田紀房
大沢在昌
大沢在昌
大原まゆ
白石一郎
白石一郎
東宝 (監修)
ウィン・グン

他の新刊図書は各図書室にお問い合わせください。

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】
アンパンマンはじめてのことばえほん〈わくわく〉
・厚紙絵本 やなせたかし
アンパンマンはじめてのことばえほん〈ぐんぐん〉
・厚紙絵本 やなせたかし
おやすみ、はたらくくるまたち・厚紙絵本 トム・リヒテンヘルド
おすしのずかん
大森裕子
もうぬげない
ヨシタケシンスケ
しかけのないしかけえほん
のぶみ
すなばばば
鈴木のりたけ
【児童書】
オズのまほうつかい（10歳までに読みたい世界名作） 学研プラス
ガリバー旅行記（10歳までに読みたい世界名作） 学研プラス
末吉暁子
カレーおばけのあかいぼうし
末吉暁子
理科室のがいこつボキボキ
ちいさなプリンセスソフィア ひみつのとしょしつ 角川アニメ絵本
上坂和美
ｉPS細胞を発見！山中伸弥物語
【一般書】
（小説、よみもの、コミック、子育て、実用書、郷土）
村上春樹
【小説】騎士団長殺し 第１部、第２部
【小説】しんせかい（芥川賞・2016下半期） 山下澄人
朝井まかて
【小説】銀の猫
堂場瞬一
【小説】錯迷
佐伯泰英
【文庫小説】声なき蝉 上巻、下巻
浅田次郎
【文庫小説】黒書院の六兵衛 上巻、下巻
湊かなえ
【エッセイ】山猫珈琲 上巻、下巻
【よみもの】麗しの佳子さま 成年皇族のご足跡 別冊宝島
坂井より子
【よみもの】暮らしをつむぐ
【コミックエッセイ】ごはんのおとも１・２ たな
ふじいまさこ
【子育て】ママは悪くない！
【実用書】東京ディズニーランドおまかせガイド2017-2018 講談社
【実用書】図解NPO法人の設立と運営のしかた 宮入賢一郎
【実用書】僕らが毎日やっている最強の読み方 池上彰、佐藤優
片桐雅量
【実用書】なんでも自分で修理する本
佐藤晃之輔
【郷土】秋田・消えゆく集落180
【郷土】美酒王国秋田 秋田の酒蔵文化を訪ねて 無明舎出版

■移動図書館車「としょカーん」だより
だより■

峰栄館図書室

寄贈本もご紹介しています.

【絵本】
でんしゃのカキクケコ
交通新聞社
ケーキやけました
彦坂有紀
パンどうぞ
彦坂有紀
泣いた赤おに
つちだのぶこ
ワオコッコ
よしながこうたく
【児童書】
うみのとしょかん
葦原かも
東京スカイツリーの秘密
瀧井宏臣
二代目魔女のハーブティー
あんびるやすこ
絶滅動物最強王図鑑
實吉達郎
５秒後に意外な結末 パンドラの赤い箱 桃戸ハル
はじめてのハムスターの育て方
岡野祐士
【一般書】
（小説、よみもの、実用書、コミック）
【小説】蜜蜂と遠雷
恩田陸
【小説】喧嘩（すてごろ）
黒川博行
【小説】殺人出産
村田沙耶香
【小説】吉原暗黒譚
誉田哲也
【小説】アウシュヴィッツの図書係
アントニオ・Ｇ・イトゥルベ
【小説】15のわけあり小説
ジェフリー・アーチャー
【よみもの】東北の怖い話
寺井広樹
【よみもの】日本の給料&職業図鑑Plus
給料BANK
【よみもの】JAPAN外国人が感動した！すごいニッポン 宝島社
A-Works
【よみもの】人生で最高の１日
【よみもの】大学の約束 国公立・私立全国44校徹底取材 リクナビ進学
A-Works
【実用書】子どもと楽しむ！週末の冒険
【実用書】かぎ針編みモチーフ色づかいと配色の見本帖 ザ・ハレーションズ
栃の葉書房
【実用書】鉢で楽しむ山野草作品集
誠文堂新光社
【実用書】ドライフラワーの飾り方
【実用書】プリザーブドフラワーのアレンジメント制作 浅井薫子
有岡(シュン)崖
【実用書】はじめての隷書技法
菅原令子
【実用書】幸せを呼ぶ色のおもてなし
宝島社
【実用書】心地いい食卓のつくり方

２月16日（木）「としょカーん」の巡回日に合わせて、田中公
民館と沼田地区多目的集会所で『あった会』が開催されました。
おはなしの会「かもめ」の方達による大型絵本の読み聞かせ、手作りの紙
芝居や方言カルタなどで地域の方達とホッと楽しいひと時を過ごしました。
読み聞かせの合間には移動図書館車「としょカーん」を見てもらい、本の
貸し出しを行いました。車の中に本がぎっしりと積み込まれているのを見て
驚きの声が上がりました。「こうやって、本持ってきてけらったば、ありが
てなー。」と言っていただいたり、「○○の本が読みてったげど、次持って
これっかー？」とリクエストをいただいたりと大盛況でした。
これからも町内を巡回して、読書の楽しみを伝えていきたいです。
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優勝 さくらクラブA
２月５日、第11回八峰町ユニカー
ル大会が、あきた白神体験センターで
開催されました。
参加した20チーム、計62名が日頃
の練習成果を発揮し、白熱した試合を
展開しました。
≪結果≫
１位：さくらクラブA（笠原キクヱ、
斉藤カチ子、紀本みよ子）
２位：大沢A（高杉征夫、高杉アサ、
高杉繁）
３位：ユニカ八峰A（菊地章、沢谷純子、
西巻富子）

寒さに負けない！ チビッコ冬まつり

２月20日、町生涯学習課主催の「し
ごと発掘塾ワークショップ」がファガ
スで開催されました。
八峰町で暮らすための仕事起こしと
仲間づくりを目的とした学習会で、こ
の日は13人が参加して意見交換を行
いました。
３月中に町内の先駆者を講師に招き、
研さんを積む予定です。

毎日がチャレンジデー

▽八峰町ことぶき大学閉講式
■開催日：3/24
（金）10：00〜 13：00
■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

町内のスポーツ団体紹介
町内でスポーツなどを楽しんでい
る団体を紹介します。参加してみま
せんか？
興味のある方は生涯学習課へお問
合せください。

▽八峰町スポーツ少年団合同入団式
■開催日：3/25
（土）15：00〜 17：00
■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

活動している団体など
バレーボール、野球、陸上、バスケットボール、卓
球、登山、ゲートボール、歩くスキー、スキー、ゴ
ルフ、ソフトテニス、ボウリング、健康体操、ユニ
カール、バドミントン、和太鼓、踊り、転倒予防教
室 ほか

第三次八峰町社会教育中期計画（案）の
パブリックコメント実施中

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です。

『八峰町の観光を学習しよう』

八峰町観光協会に行って、八峰町の観光について聞いて
みよう。
開 催 日

３月18日（土）午前９時〜10時30分

場

所

ポンポコ山パークセンター

対

象

町内の方（一般）、無料

内

容

業務内容紹介、施設案内、鰺ヶ沢・深浦・八峰連
携事業、台湾インバウンド事業の紹介など

申 込 み

3月13日〆切

生涯学習課

しごと発掘塾ワークショップ

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、ポンポコ山公園で行わ
れました。
約120人の親子連れが参加し、ソリ
大会や相撲大会などに元気いっぱいに
挑戦しました。恒例のお楽しみ抽選会
では喜びの声やため息などが会場に響
いていました。

行 事 予 定

３月の講座

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

77−3700

チャレンジデー2017は

平成29年度から32年度
の４年間、町の社会教育・
生涯学習の指標となるもの
です。２月17日に策定委
員長から計画案の答申を受
けましたので、当計画案に
対するパブリックコメント
（広く一般から意見を募る
こと）を実施中です。詳し
くは２月24日のお知らせ
版ほか、町ホームページを
ご覧ください。

大高孝雄策定委員長から
千葉教育長に答申書が手
渡されました

5月31日（水）です！
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