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〔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〉
☎0185−77−3700
■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 ☎0185−76−2323

「子ども読書の日」特別展示を行います

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。
ファガス図書室
◆八峰町図書室2016年人気えほんランキング◆
◆日本で売れている絵本トップ10◆

ファガス図書室

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の他に、
寄贈本もご紹介しています。

【絵本、児童書、紙芝居】
【絵本】ノンタンおしっこシーシー
キヨノサチコ
【絵本】かがみのえほん・ふしぎなにじ（厚紙絵本） わたなべちなつ
アードマン・アニメーションズ
【絵本】ひつじのショーン おもいでの木
【絵本】あいうえおのえほん
いもとようこ
【絵本】落語絵本シリーズ全15巻（ときそば他） 川端誠
【児童書】
きつねのでんわボックス
戸田和代
【児童書】
スターウォーズ フォースの覚醒
KADOKAWA
【児童書】
コビトが案内する楽しい人体図鑑
ダン・グリーン
【紙芝居】おもしろ妖怪、おばけ（だまし絵、かくし絵、さかさ絵） 全６巻 教育画劇
【一般書】
（小説、コミック、エッセイ、よみもの、子育て、実用書、郷土）
【小説】素敵な日本人 東野圭吾短編集
東野圭吾
【小説】青い服の女 新・御宿かわせみ
平岩弓枝
【小説】カウントダウン
真梨幸子
【小説】血縁
長岡弘樹
【小説】なかなか暮れない夏の夕暮れ
江國香織
【文庫小説】独立記念日
原田マハ
【文庫小説】神様の裏の顔
藤崎翔
【コミック】ふしぎの国のバード１〜３巻
佐々大河
【エッセイ】老いては夫を従え
柴門ふみ
【エッセイ】再発！それでもわたしは山に登る
田部井淳子
【よみもの】フツーの会社員だった僕が、青山学院
原晋
大学を箱根駅伝優勝に導いた47の言葉
【子育て】イヤイヤ期 １才半〜この反抗期どう乗り切る？ Baby-mo
【子育て】発達障害の子どもの心と行動がわかる本 田中康雄
【実用書】
スマホ＆タブレット使いこなしQ＆A
NHK趣味どきっ！
【実用書】
めまいメニエール病を自分で治す本
マキノ出版ムック
【実用書】
美しく暮らす大人のインテリア
リンネル特別編集
かごと器を編む 竹細工上達のポイント 田中瑞波
【実用書】
【実用書】
あたらしい、ジップロックのつかいかた マガジンハウス
【実用書】
ホットケーキミックスの大人気お菓子 クックパッド
全国SA・PA 道の駅ガイド 2016-2017
昭文社ムック
【実用書】
ディスカヴァージャパン・ローカル
【実用書】
地域ブランドカンパニーズファイル
【郷土】とんじこんじ（藤里ライフブック）No1,2 秋田県藤里町

峰栄館図書室

寄贈本もご紹介しています.

【絵本】
14ひきのおつきみ (英語版）
バムとケロのにちようび (英語版）
つみきのいえ (英語版）
日曜日の小さな大ぼうけん
ちかしつのなかで
【児童書】
外来生物ずかん
つくってみよう！発酵食品
自然あそびフィールドブック
王女さまのお手紙つき ７巻
【一般書】
（小説、よみもの、実用書、コミック）
【小説】居酒屋ぼったくり ７巻
【小説】本を守ろうとする猫の話
【小説】これは経費でおちません！
【小説】本日は、お日柄もよく
【小説】虎の尾 渋谷署強行犯係
【小説】青い服の女 新・御宿かわせみ
【小説】天華の剣 上巻・下巻
【小説】明日のことは知らず
【小説】夜鳴きめし屋
【小説】純喫茶「一服堂」の四季
【小説】追憶
【よみもの】大人の流儀７ さよならの力
【よみもの】それでもこの世は悪くなかった
【よみもの】笑って、泣いて、考えて。
【よみもの】教養としての「世界史」の読み方
【よみもの】日本史再検証真珠湾攻撃
【よみもの】山怪 山人が語る不思議な話
【よみもの】世界がもし100人の村だったら お金篇
【実用書】
ストールの巻き方
【実用書】
腸から元気！煮あずきパワー
【子育て】小学生男子（ダンスィ）のトリセツ ２巻

いわむらかずお
島田ゆか
加藤久仁生
みやざきあけ美
横須賀香
ほるぷ出版
中居惠子
ケイ・マグワイア
ポーラ・ハリソン
秋川滝美
夏川草介
青木祐子
原田マハ
今野敏
平岩弓枝
門田泰明
宇江佐真理
宇江佐真理
東川篤哉
青島武
伊集院静
佐藤愛子
永六輔
本村凌二
宝島社
田中泰弘
池田香代子
e-MOOK
田内しょうこ
まきりえこ

移動図書館車
「としょカーん」
だより
移動図書館車「としょカーん」の山崎典康です。近頃、「とし
ょカーん」のおじさんだと手を振ってくれる子供達も増えて、嬉
しく思っております。皆さん、３月から「としょカーん」の両サ
イドのドアー、扉、後ろの扉、計５カ所にカラフルなロゴ文字が
入りました。ご存知でしたか？この文字は、としょカーんの名付
け親の吉田恋菜さん（八森小２年）の直筆です。色鮮やかなオレ
ンジが益々賑やかになりました。４月に入り、ポカポカ陽気にな
ってきました。どうぞ散歩がてら、遊びにお立ち寄りください。
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ことぶき大学閉講式

八峰町教育委員会 生涯学習課

第132号

編集 山本郡八峰町八森字中浜196−1
TEL 0185−77−3700 FAX 0185−74−5290

八峰町スポーツ少年団合同入団式

大森グループから町スポ少へ寄附金

３月25日、あきた白神体験センターで
八峰町スポーツ少年団合同入団式が行われ
ました。
この日は、八森スポーツ少年団、峰浜ス
ポーツ少年団、峰浜ＴＲＣスポーツ少年団
から、約90名が参加しました。
団員を代表して柴田圭君（峰浜ＴＲＣス
ポーツ少年団）が元気に宣誓を行いました。

新入学・入園の記念に図書室利用者カードを作りませんか？
申込み用紙はファガス・峰栄館各図書室にあります。
《図書室の利用方法》
○利用時間：午前８時30分〜午後９時00分
（休み：年末年始、蔵書点検期間）
○借り方：図書室利用者カードが必要です。
10冊まで、３週間借りることができます。
○返し方：ファガス…入口付近の机の上に置いてください
峰 栄 館…窓口付近の返却ボックスにいれてください

峰栄館図書室
◆「はるたび〜のりものにのって〜」◆
春が来ました！おでかけしましょう！旅関連
の本、乗り物の本、小説・物語・絵本・写真
集などを展示しています。

あたらしい本のおしらせ

本を借りに来ませんか？

生涯学習だより

３月24日、ファガスで平成28年度こと
ぶき大学閉講式が行われました。
315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、あきた森の宅配便・代表取
締役の栗山奈津子さんによる「秋田の風景
を残す仕事〜古いけれど新しいものの価値
〜」と題した講演が行われ、参加者は熱心
に耳を傾けていました。

平成29年度

生涯学習課の主な行事等紹介
5/31(水)
6/21(水)
7/30(日)
8/ 6(日)
8/14(月)
10/ 1(日)

チャレンジデー2017
グラウンドゴルフ大会
町民野球大会
町民野球大会（準々決勝、決勝）
八峰町成人式
ふるさとあきたラン！
（会場：男鹿市）
10/ 9(月) シーサイドロードレース
11/ 3(金)〜 5(日)
町民文化祭
11/ 5(日) あきた白神子どもの俳画大会表彰式
11/12(日) 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/ 8(月) 囲碁将棋大会
2/ 4(日) 全町ユニカール大会
3月下旬
スポーツ少年団入団式
※日程は変更になる場合があります。
★ことぶき大学
６月開講式、７月移動研修、10月運動会、10〜
11月小学校一日体験入学、12月芸能発表会、３月
閉講式
★生涯学習講座
５月〜２月、約10講座予定
★読書支援活動
ファガス、峰栄館にそれぞれ図書館司書を配置。
「としょカーん」町内運行

３月25日、大森建設株式会社（大森三
四郎 代表取締役）より町内のスポーツ少
年団本部に寄付金が贈られました。寄付金
は、この日行われた合同入団式において八
峰町スポーツ少年団（千葉良一本部長）に
手渡されました。
町内スポーツ少年団の組織強化や活動費
に充ててほしいと、平成22年度から贈ら
れているもので、今年度も各団の活動に役
立てられます。

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2017」
●日時

平成29年５月31日（水）
午前０時〜午後９時

●対戦カードの紹介
八峰町
真鶴町（神奈川県）
玄海町
（佐賀県）
４回目
３回目
２回目
ＶＳ
ＶＳ
人口 7,518人
人口 7,544人
人口 5,876人
昨年実績 64.6％
昨年実績 58.7％
昨年実績 69.4％

今回は真鶴町、玄海町との三者対戦です。
昨年の実績を比較すると、今回も接戦になりそうです！
今後、パンフレットなどで詳細をお伝えしていきますので、
皆様の参加をよろしくお願い致します。

地域の課題に向けた取り組みの紹介
★職員出前講座
町の施策や身近な問題について職員が出前講座を行います。担当課と
の調整が必要ですので２週間前までにご相談ください。５名以上が対象
です。
★ボランティア応援事業
生涯学習課と社会福祉協議会ボランティアセンターが連携して、各種
ボランティア活動の紹介などを行っています。
★図書室ビジネス支援コーナー
ハローワーク能代の週刊求人情報のほか、ビジネス関係の書籍などを
置いています。
★大人のふるさと学習講座
地元の良さを再発見するための講座です。月１回開催を予定しています。
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