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

移動図書館車
「としょカーん」だより

●司書のほんのつぶやき●

としょカーんの山崎典康です。田植えも終わり、農家の
方々はホッと一息というところでしょうか。
えをしています。利用者のみなさんにたく
さんの本を提供したいと思っています。せ
っかく足を運んでくれても、みんな読んだ
なあという雰囲気を感じる時もあり不安が
いっぱいありますよ。顔は笑ってますが！
でも貸出冊数や返却冊数が多い時は大喜

あたらしい本のおしらせ
ファガス図書室

新しい本と入替中

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】
【絵本】お出かけ版 あかちゃんのあそびえほんシリーズ・９冊
【絵本】リサとガスパールとうきょうへいく
【絵本】ノラネコぐんだんあいうえお
【絵本】干したから・・・
ポケットモンスター サン＆ムーンだいずかん
【絵本】
【児童書】
ルルとララのアロハ！パンケーキ
【児童書】
美女と野獣（角川アニメ絵本）
【児童書】
世にも奇妙な物語（集英社みらい文庫）
【児童書】かいけつゾロリぴあ シリーズ30周年記念
【児童書】超かんたん！コロコロドミノ装置
【一般書】
（小説、、
よみもの、子育て、実用書）
【小説】劇場
【小説】BUTTER
【小説】夜の谷を行く
【小説】ときどき旅に出るカフェ
【小説】この嘘がばれないうちに
【小説】ひとめぼれ （まんまことシリーズ）
【文庫小説】黄砂の籠城 上・下巻
【文庫小説】警視庁捜査一課・碓氷弘一シリーズ1〜５
【文庫小説】髪結い伊三次捕物余話シリーズ１〜１３
【よみもの】うつヌケ うつトンネルを抜けた人たち
【子育て】運動神経のいい子に育つ親子トレーニング
【子育て】人間は９タイプ 子どもとあなたの伸ばし方説明書
【実用書】
熊が人を襲うとき
【実用書】
生死を分ける、山の避難回避術
【実用書】酢にんにくで体すっきり！ずっと健康！
【実用書】
洗車のテクニック＆メンテナンス
【実用書】
育てる調べる山野草2525種
【実用書】
山野草のある庭づくり
【実用書】
ドクター古藤の家庭菜園診療所
【実用書】
じゃらん東北2017-2018

子どもはもちろん、大人も一緒に学べて、
楽しめる図鑑を紹介します。今回オススメは
こちら！！
『目でみる１mmの図鑑』『どうなってい
るの？だんめん図鑑』『寿命図鑑』『外来生
物ずかん』『里山さんぽ植物図鑑』
寿命図鑑はいろいな寿命を集めた雑学図鑑
です。生き物だけでなく、食べ物や機械、建
築物の寿命まで…。
是非、借りて見てくださいね。

きむらゆういち
アン・グッドマン
工藤ノリコ
森枝卓士
小学館
あんびるやすこ
KADOKAWA
ふじきみつ彦
ぴあ
野出正和
又吉直樹
柚月裕子
桐野夏生
近藤史恵
川口俊和
畠中恵
松岡圭祐
今野敏
宇江佐真理
田中圭一
三木利章
坪田信貴
米田一彦
羽根田治
宝島社
小崎恭弘
栃の葉書房
九志博信
古藤俊二
リクルート

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】アンパンマンとはなのしろ（おはなしるんるん・８冊） やなせたかし
【絵本】アンパンマンとはみがきまん（リターンズ・７冊） やなせたかし
【絵本】ちいさなプリンセスソフィアふたごのおたんじょうび ローリー・イスラエル
【絵本】でんしゃのあいうえお
交通新聞社
【絵本】ドームものがたり 未来への記憶
スズキコージ
【絵本】もりのとしょかん
【絵本】子どもと作るスイーツ絵本
辻口博啓
【絵本】星座大めいろ
ロルフ・ハイマン
【児童書】昆虫超最驚図鑑
岡村茂
【児童書】どうなっているの？だんめん図鑑
断面マン
【児童書】目でみる１mmの図鑑
こどもくらぶ編
【児童書】ルルとララの手作りＳweets（春・夏・秋・冬） あんびるやすこ
【児童書】修造アンサー!!
松岡修造
【児童書】こばと。 1〜２
後藤リウ
【児童書】ディズニーフェアリーズ
ゲイル・カーソン・レビン
【児童書】
「悩み部」の平和と、その限界。
麻希一樹
【一般書】
（小説、エッセイ、
実用書、コミック）
【小説】22年目の告白
浜口倫太郎
ハイブリッド・セオリー 警視庁捜査二課・郷間彩香 梶永正史
【小説】
【小説】内通者
堂場瞬一
【小説】新・東京駅殺人事件
西村京太郎
【小説】水沢文具店
安澄加奈
【小説】オーバーロード １〜２
丸山くがね
【小説】酔いどれ小籐次留書シリーズ 全20巻
佐伯泰英
【小説】｢秘剣」シリーズ 全５巻
佐伯泰英
【よみもの】文藝芸人
文藝春秋
100の基本 松浦弥太郎のベーシックノート 松浦弥太郎
【よみもの】
【実用書】園芸大図鑑
ブティック社
【実用書】和モダン 木を生かした住まい
新建新聞社
みきママのスーパー離乳食＆パパごはん みきママ
【実用書】
【実用書】
ベジ薬膳
谷口ももよ

♪♪♪♪♪♪ マザーズタッチ文庫2017＊新しい本52冊が入りました ♪♪♪♪♪♪
読み聞かせにおすすめ絵本のコーナーです。
（両図書室にあります。）
読み聞かせの本選びに迷ったらこちらのコーナーをご覧くださ
マザーズタッチ文庫2017の本は、秋田魁新報読書欄で毎週日曜
日に紹介されています。また、あきた子育て情報ネット「いっし
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優勝した峰浜スピリッツ

マザーズタッチ文庫の本には、赤いラベルが貼ってあります。

峰浜小学校でニュースポーツ指導

5月31日、チャレンジデー2017が行わ
れ、八峰町の参加率は昨年を4.8%上回る
69.4%で、今年も見事金メダルを獲得し
ました。
対戦相手の参加率は真鶴町62.0%、玄
海町73.2%で、当町は一勝一敗という結
果になりました。
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。

５月７日、第２回八峰町野球連盟招待学
童野球大会が峰浜野球場で開催されました。
能代山本の4チームが出場した今大会は峰
浜スピリッツが優勝し、昨年に続き2連覇
を果たしました。
≪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：大高有生（峰浜）
優 秀 選 手 賞：須藤太陽
（八森）
、
佐藤紫亜羅
（渟南）
、
畠山晴也
（琴丘）

対戦自治体の町旗を揚げました

行 事 予 定
▽八峰町オープンゴルフ大会 6/18（日）
■会 場：能代カントリークラブ
■問合せ：八峰町ゴルフクラブ事務局 ☎54−3834
▽町民グラウンドゴルフ大会 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
▽町長杯バスケットボール大会 7/22（土）、23（日）
■会 場：八森体育館
■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 7/30（日）、8/6（日）
※6日は準決勝〜決勝
■会 場：町内3球場
■問合せ：八峰町生涯学習課 ☎77−3700

受講者募集！アクティブシニア養成講座

日 時：6月24日
（土）
9：00〜10：30
場 所：ポンポコ山公園
参加費：一人500円（用具代含む）
申込み：6月19日
（月）まで
申込先：☎76−2323（峰栄館）

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 ３年連続金メダル！

1.ノルディックウォーキング体験
ポールを使ったウォーキングです。日本ノルディックウォー
キング協会会員の八峰町観光協会スタッフがお手伝いします。

い。新しく入った本５２冊と、今まで選定された本が置いてます。

15

地元チームが優勝 招待学童野球大会

第134号

アクティブ（元気で活動的）なシニア（中高年）を目指すた
めの講座です。町内のさまざまな体験メニューに挑戦して
みましょう。全５講座です。

秋田県が0歳〜小学校低学年程度を念頭に、毎年推奨している

ょにねっと。」でも、今まで紹介された本がご覧になれます。

八峰町教育委員会 生涯学習課

は っ ぽ う

☆あなたの知らない世界へ、ようこそ☆

としょカーんでは２週に一度のペースで本の一部入れ替

びです。今後もご利用お待ちしています。

峰栄館図書室 編

生涯学習だより

峰浜小学校で行われている正課クラブで
八峰町スポーツ推進委員がニュースポーツ
の指導を行っています。
このクラブ活動は５月から10月にかけ
て行われ、４〜６年生の希望者20名が参
加してます。
参加者はスポーツ推進委員の指導の下、
キンボールやユニカール、バドミントンな
どのスポーツを楽しんでいます。

八峰町成人式の開催のお知らせ
平成29年度の成人式を次のとおり開催いたします。
・日 程：平成29年8月14日（月）
・会 場：ファガス
・対象者：平成8年4月2日〜平成9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23年度卒業生。対象者には7月中旬にご
実家に案内状をお送りします。

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に
関わってみませんか？
・活動期間：6月下旬から8月14日（日）
・募集人数：6人程度(平成29年度八峰町成人式対象者)
・活動内容：実行委員会への参加、式典の企画運営
・申 込 み：氏名,住所,連絡先を峰栄館へお伝えください。
☎0185−76−2323、FAX0185−76−2387
・申込期限：平成29年6月20日（火）

平成29年度

生涯学習講座のお知らせ

今年度の講座の募集を開始しています。詳しくは５月25
日に全戸配布されたパンフレットをご覧ください。
問合せ：☎0185−76−2323（峰栄館）

八峰町社会教育関係委員の紹介
今年度から新しく委員になられた方は次の通りです。
（敬称略）
社 会 教 育 委 員 塚本一也
スポーツ推進委員

今井雅敏、伊藤真土香

生涯学習奨励員

前川史朗
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