生涯学習だより

はっぽう

としょしつだより

〔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〉
☎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

!!下記期間に本を借りる際は、手書きの貸出となります!!
【期間：5月15日（月）〜17日（水）】
※システムメンテナンスのため、3日間図書室のパソコンは使えません。

移動図書館車
「としょカーん」だより
「としょカーん」の山崎典康です。
４月22日(土)、ハタハタ館駐車場で
開催された町さくらまつりのイベント
「はたらく車大集合!!」にとしょカー
ん共々、参加してきました。
肌寒い一日でしたが、来場者からは
「すごいね！中はこうなってるんだ！」
と反響があり、子供達にも喜んでもら
いました。

あたらしい本のおしらせ
ファガス図書室

【絵本、児童書、紙芝居】
【絵本】ぼく、仮面ライダーになる！エグゼイド編 のぶみ
【絵本】ぎょうれつのできるケーキやさん
ふくざわゆみこ
【絵本】やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる なかやみわ
【絵本】どんぐりむらのほんやさん
なかやみわ
【絵本】うんどうかいがなんだ きむらゆういちの行事絵本 大木あきこ
【児童書】
モアナと伝説の海（角川アニメ絵本）
KADOKAWA
【児童書】
スタジオジブリの食べものがいっぱい スタジオジブリ
【児童書】
おしりたんてい かいとうVSたんてい トロル
世界のおばけ全６巻 愉快なおばけが大集合 教育画劇
【紙芝居】
【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】秋山善吉工務店
中山七里
【小説】
「か」
「く」
「し」
「ご」
「と」
住野よる
【小説】風のかたみ
葉室麟
【小説】我らがパラダイス
林真理子
【小説】出会いなおし
森絵都
【小説】果鋭
黒川博行
【小説】SCS・ストーカー犯罪対策室 上巻、下巻 五十嵐貴久
【文庫小説】あきない世傅 金と銀3巻 奔流編 高田郁
【文庫小説】初しぐれ
北原亜以子
【文庫小説】悪医
久坂部羊
【文庫小説】貴族探偵
麻耶雄嵩
【文庫小説】愚行録
貫井徳郎
【コミック】深夜食堂15巻、16巻
安倍夜郎
【エッセイ】遊行を生きる
鎌田實
【子育て】
きょうだいの育て方
小﨑恭弘
【子育て】
小学生からの知育大百科2017
プレジデントムック
【実用書】
おもしろ吹奏楽事典
渡部謙一ほか著
【実用書】懐かしの名歌・日本の唱歌 ピアノ譜つき 成美堂出版
たのしいこどものうた600選 全曲楽譜付き 自由現代社
【実用書】
【実用書】ハローワーク150％トコトン活用術
日向咲嗣
【実用書】緑と空間を楽しむインドアガーデン
安元祥恵

タイトル・刊行日
NHKきょうの健康（毎月21日）
すてきにハンドメイド（毎月21日）
天然生活（毎月20日）
ESSE エッセ（毎月7日）
やさい畑（隔刊誌：5.7.9.11.1.3月の3日）
クックパッドマガジンズ（隔刊誌：4.6.8.10.12.2月の10日）
raｋra ラクラ（隔刊誌：4.6.8.10.12.2月の25日）
haruーmi栗原はるみ（季刊誌：6.9.12.3月の1日）
うかたま（季刊誌：6.9.12.3月の5日）
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愛らしい小さなキャラクターがたくさん出てくる、
どんぐりむら・そらまめくんなどのシリーズ絵本
は、幼児子育て世代に愛され続けています。親子
で会話がはずみますョ♪

【没後20年・生誕90年
藤沢周平特集やってます!】
(^○^)／〜私のおすすめ〜
写真集『SAPEUR（サプール）コンゴで出会った
世界一おしゃれなジェントルマン』彼らのエレガ
ントなファッションと陽気なライフスタイルは一
見の価値あり!!

峰栄館図書室

寄贈本もご紹介しています.

【絵本、児童書】
【絵本】はるとなつ はたけのごちそうなーんだ？
【絵本】ムーミンやしきへようこそ
やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる
【絵本】
【絵本】モアナと伝説の海
【絵本】人と出会う場所
【絵本】こんにちは、世界のみなさん
【絵本】ポコポコミルク
【絵本】ごあいさつあそび（あかちゃんのあそびえほん既９巻）
【児童書】
寿命図鑑
【児童書】
はっけんずかん うみ
【児童書】はっけんずかん でんしゃ・しんかんせん
【児童書】
つくろう！プラレールレイアウト
【児童書】
クマのプー 世界一のクマのお話
【一般書】
（小説、よみもの、実用書、コミック）
【小説】この嘘がばれないうちに
【小説】天上の葦 上巻・下巻
【小説】ダークナンバー
【小説】ネコと昼寝 れんげ荘物語
【小説】回帰 警視庁強行犯係・樋口顕
【小説】がん消滅の罠 (このミステリーがすごい!大賞大賞）
【小説】探偵は女手ひとつ
【小説】うき世櫛
【小説】黒龍賦
【小説】不屈の横綱 小説千代の富士
【エッセイ】いのちの車窓から
【実用書】NHKガッテン!血糖値をラク〜に下げる!
【実用書】ハンドメイドセットアクセサリー事典160
【実用書】ちょこっとだけ漬けもの
【実用書】冷凍保存
【コミック】文豪ストレイドッグス 12巻
【コミック】ましろのおと １〜15巻

すずきもも
トーベ・ヤンソン
なかやみわ
アニメランド
小松義夫
ジョナサン・リットン
さかいさちえ
きむらゆういち
やまぐちかおり
武田正倫
西片拓史
ポプラ社
A.A.ミルン
川口俊和
太田愛
長沢樹
群ようこ
今野敏
岩木一麻
深町秋生
中島要
葉室麟
大下英治
星野源
NHK科学・環境番組部
Tink createl
沼津りえ
村田裕子
春河35
羅川真里茂

ジャンル
健康
手芸
生活全般
生活全般
農業
料理
北東北の観光
料理、生活
農業、生活

峰栄館図書室

タイトル・刊行日
Disney ディズニーファン（毎月25日）
non-no ノンノ（毎月20日）
オレンジページ（毎月2日、
17日）
NHK趣味の園芸 やさいの時間（毎月21日）
すてきにハンドメイド（毎月21日）
天然生活（毎月20日）

※最新号の貸し出しはできません。
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５月31日
（水）
は、みんなでスポーツを！

チャレンジデー2017に参加しましょう

ジャンル
ディズニー
ファッション
生活全般
農業
手芸
生活全般

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

毎日がチャレンジデー

「ウォーキングのすすめ」

チャレンジデーは午前０時〜午後９時までの間に15分
以上のスポーツや運動をした住民の参加率を競い合いま
す。
昨年度、八峰町は参加率64.6％（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。

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う。

★今回の目標「参加率70％！」
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。笑顔で体力づく
り・健康づくり・仲間づくりのため、今年も一人でも多
くのご参加をお願いします。

・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
・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

★参加方法、プログラムなど
5/10、5/25に配布されるパンフレットをご覧ください。

ウォーキングができない日は、ストレッチだけでも行い

行 事 予 定
▽チャレンジデー2017in八峰町
■開催日：5/31
（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
▽八峰町オープンゴルフ大会
■開催日：6/18（日）10：00〜 12：00
■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：6/21（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

もっと地元のことを知ろう

大人のふるさと学習講座

今年度それぞれの図書室に、下記の雑誌がおいてあります。

ファガス図書室
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【大人気！絵本作家なかやみわ特集】

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。

定期購読雑誌の紹介

●司書のほんのつぶやき● ファガス図書室 編
ファガス図書室と峰栄館図書室の司書が交代で、展示紹介やおすすめ本な
ど、日々の取組みを雑多にお伝えしていきます。

生涯学習だより

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。
☆講座の要望について
「町内のここを知りたい。」「こんな講座を開催して。」
等、寄せられたみなさんの声をもとに「大人のふるさと学
習講座」を企画しますので、お気軽にご要望下さい。
■問合せ先
生涯学習課（ファガス） ☎0185−77−3700

〇ストレッチのポイント

ましょう

八峰町ことぶき大学受講生を募集しています
「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
身近な問題や町の施策など、皆さんが聞いてみたいテー
マに沿って町職員の出前講座を行ないます。さまざま学習
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、峰栄館に申込用紙がありますのでお
問合せください。
＜5月の講座＞

講座名：峰浜しいたけを学ぼう
八峰町の菌床しいたけは町を代表する林産物となってい
ます。町と県とで「おがる八峰しいたけプロジェクト」も
展開しており、注目度NO1の「峰浜しいたけ」について
学んでみましょう。
■開催日：５月28日（日）午前９時〜午前10時
■集 合：峰浜しいたけＪＡパッケージセンター
■講 師：菊池篤毅氏（ＪＡ秋田やまもと）
■内 容：峰浜しいたけの説明、パッケージセンターの案内ほか
■募 集：15名 参加無料
５月24日（水）まで生涯学習課へ 77−3700
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