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

●司書のホンのつぶやき●

ん」では、料理本にちょっと力をいれてみようかなーと…本のレシピ通
りでも良し、アレンジしても良し、色々な味のヒントが隠れているかも
しれませんね。独自の味に挑戦してみては、いかがですか？毎回、みな
さんから、リクエストや予約
を沢山いただいています。読
みたい本、気になる本がある
時は、教えてくださいね。
※写真は予約・リクエスト本
です。

新しく入った本のお知らせ
ファガス図書室

【絵本、児童書】
【絵本】おつきみバス
【絵本】たいふうのひ
【絵本】わんぱくだんのおかしなおかしや
【絵本】都市の下をのぞいてみれば
【児童書】おばけやようかいがいっぱいでてくるおはなし
【児童書】
怪盗グルーのミニオン大脱走
【児童書】
実況！空想武将研究所
【児童書】
オードリー・ヘプバーン
【児童書】
大接近工場見学 ガリガリ君の工場
【児童書】
続ざんねんないきもの事典
【児童書】絶対絶命！危険生物ワールドを攻略せよ！
【児童書】
ディズニー世界の旅じてん
【児童書】ラスカル、教えて！子どものひとこと英会話
【児童書】超かんたん！トリック工作BOOK
【児童書】包丁をつかわないで作るごはん
【一般書】
（小説、よみもの、実用書、郷土史）
【小説】おんなの城
【小説】福袋
【小説】変幻
【小説】AX
【小説】幸福のパズル
【小説】ぷろぼの
【文庫小説】終電の神様
【よみもの】あなただけじゃないんです
【よみもの】あの会社はこうして潰れた
【実用書】日本百低山
【実用書】Amazonのダンボールをリメイク！収納＆インテリア
【実用書】
ゼロから分かる！やきもの入門
【実用書】
よくわかる大人のADHD
【郷土史】
レッツあきた 2017-18
【郷土史】風と土の秋田 二十年後の日本を生きる豊かさのヒント

え、
こんなにステキ!?

町長杯バスケットボール大会

再発見の秋田で、
秋を感じて

短い夏も終わり、暦は9月。図書室ボランティアの方が、秋らし
い飾りを作成してくれて、すっかり図書室も秋模様です。
さて、読書の秋ー。知っているようで知らない秋田を再発見できる
本をご紹介します。
『秋田発フリーマガジンのんびり 1〜16号』
『風と土の秋田
二十年後の日本を生きる豊かさのヒント』
同じ秋田県内で、地域のためにがんばっ
てる人が居る事、そんな魅力的な地域が、
秋田にたくさんある事を、うれしく感じる
本です。秋の行楽シーズン、気になる地域
におでかけしてみてはいかがですか？

この他の新刊図書については、各図書室までお問合せください。

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。

は っ ぽ う

ファガス図書室 編

としょカーんの山崎です。春は園芸関係、夏はレジャー関係と季節に
よって、多く貸出があります。もうすぐ味覚の秋ですね!「としょカー

生涯学習だより

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】ひだりみぎ
藤本ともひこ
【絵本】わたしのそばできいていて
武田美穂
【絵本】モリくんのあめふりピーマンカー
末崎茂樹
【絵本】モリくんのいちごカー
エスター・ポーター
主婦の友社
【絵本】モリくんのすいかカー
渋谷正子
【児童書】５秒後に意外な結末 ２ ミノタウロスの青い迷宮
【児童書】
世界一のパンダファミリー
小竹洋介
学研まんがNEW世界の伝記 【児童書】
ちょっとおんぶ
高山リョウ
【児童書】
ミオととなりのマーメイド １
今泉忠明
【児童書】
名探偵コナン から紅の恋歌
今泉忠明
【児童書】
ずっと前から好きでした。
学研プラス
【児童書】
好きになるその瞬間を。
小池直己
【児童書】
大研究動物うんこ図鑑
杉原厚吉
【児童書】
魔女・魔法使い大図鑑
寺西恵里子
【児童書】
なるほど忍者大図鑑
【一般書】
（小説、よみもの、実用書）
安部龍太郎
【小説】影裏 （芥川賞受賞作）
朝井まかて
【小説】星に願いを、そして手を。
今野敏
【小説】精鋭
伊坂幸太郎
【小説】真夏の雷管 （道警シリーズ８）
折原みと
【小説】鎌倉河岸捕物控 20〜30の巻
楡周平
【小説】放課後の厨房男子 進路篇
阿川大樹
【小説】はなだより
瀬戸内寂聴
【よみもの】極上の人生
藤森徹
【よみもの】女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと
日本山岳ガイド協会 【よみもの】鯨を生きる 歴史文化ライブラリー
レディブティックシリーズ 【実用書】
syunkonカフェごはん ６
河野恵美子
【実用書】
レモンのお菓子
こころのクスリBOOKS 【実用書】
干し野菜のラクうまレシピ
AACネットワーク
【実用書】
はじめての菱刺し
藤本智士
【実用書】
角館・盛岡（平泉・花巻・遠野）

★あつ〜い夏を図書室で！ファガス図書室ですずしいお楽しみ会を開催しました★ 新しい寄贈本のご紹介
こわ〜いお話と冷たいおやつで、身も心も涼しくなってもらえれば…と、盛夏の８月５日（土）ファ
ガス図書室でお楽しみ会を開催しました。参加した11名は、こわいお話を聞いた後に、画用紙でお
ばけを作成し、簡単アイスパフェをにぎやかに作って食べました♪ 作成してもらった画用紙おばけ
は、
ハロウィーン
（10月31日）までファガス図書室にかざっています。

新井洋行
リサ・パップ
かんべあやこ
かんべあやこ
かんべあやこ
桃戸ハル
神戸万知
岩瀬成子
ミランダ・ジョーンズ
水稀しま
Honey Works
Honey Works
国土社編集部編
平林知子
ヒサクニヒコ
沼田真佑
青羽悠
今野敏
佐々木譲
佐伯泰英
秋川滝美
深町なか
辰濃和男
西原理恵子
赤嶺淳
山本ゆり
若山曜子
なすんじゃ
倉茂洋美
ことりっぷ
[ファガス2階・日沼賴夫文庫]

故・日沼賴夫氏のご遺族より、戦後女性歌人のトップ
ランナーと言われた、河野裕子の歌集など15冊を頂き
ました。準備が整い次第、図書室にて貸出いたします。
歌人一家の、家族の歌・愛の歌に是非ふれてみて下さい

７月22、23日、第42回鈴木貞三杯・
町長杯・協会長杯（町バスケット協会主催）
が八森体育館で開催されました。結果は次
の通りです。
≪結果≫
○ミニバス女子
［１位リーグ］１位：第五、２位：:大豊、
３位：峰浜 ［２位リーグ］１位：八森、
２位：渟西、３位：渟南 ［３位リーグ］
１位：比内、２位：旭南、３位：花輪北
○中学校男子
１位:二ツ井、２位:八峰、３位:鷹巣南
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第12回町民ソフトテニス大会

八森ＢＷさわやか野球で健闘

８月20日、第12回八峰町町民ソフトテ
ニス大会（町ソフトテニス協会主催）が八
峰中学校テニスコートで行われました。
試合はダブルスで行われ、息の合ったプ
レーが出るたび、会場からは歓声があがっ
ていました。
《結果》優 勝 平塚（颯）
・関（渉）
準優勝 川端・皆川

８月10〜12日にかけて行われた第34
回読売全県さわやか選抜野球大会に八森ブ
ルーウェーブが出場しました。
一回戦で秋大付野球スポ少に快勝し、続
く２回戦では鶴舞野球スポ少との接戦の末、
５対６で惜しくも敗退しました。６年生を
中心に攻守に渡って一生懸命なプレーを披
露していました。

行 事 予 定
▽第４回秋田25市町村対抗駅伝 ふるさとあきたラン！
■開催日：開会式 ９/30（土）15:00〜、
競 技 10/１（日）11:00〜
■会 場：開会式 男鹿市総合運動公園
コース 男鹿市内特設コース
■問合せ：生涯学習課 ☎77−3700
▽第12回八峰町シーサイドロードレース大会
■開催日：10/９（月）体育の日
■会 場：中浜海岸道路
■問合せ：生涯学習課 ☎77−3700

町内の野球スポ少が大活躍
８月19、20日に行われた第32回山本郡秋季学童野球大会
で町内のスポ少の活躍が光りました。
郡内の６チームが参加した今大会の決勝は八森ブルーウェ
ーブと峰浜スピリッツとの八峰町勢同士の対戦となりました。
結果は一進一退の攻防の末に11対８で八森が勝利しました。
優勝した八森ブルーウェーブは９月16〜18日の第15回東
北学童軟式野球新人秋田大会、準優勝した峰浜スピリッツは
10月の第９回秋田県小学生野球新人戦大会にそれぞれ出場し
ます。今後の活躍に皆様のご声援をお願いします。

▽町民ウォーキング
■開催日：10/22（日） ■会場：調整中
■問合せ：生涯学習課 ☎77−3700
▽町民文化祭
■開催日：11/３（金）〜11/５（日）
■会場：〈作品展示〉ファガス、峰栄館
〈芸能発表〉ファガス 11/５（日）
■問合せ：生涯学習課 ☎77−3700 峰栄館

☎76−2323

今年も出場します！
市町村対抗駅伝「ふるさとあきたラン！」

八峰町選手団
《監 督》鈴木俊光
《コーチ》
柴田恭二、
岩根將人
10月１日、秋田25市町村対抗駅伝「ふるさとあきたラ 《小学生》大高有生（峰浜小６年）、米森朱利（同６年）、神馬愛里（同
６年）、江坂和夏（同４年）
ン！」が男鹿市で開催され
《中学生》須藤友紀（八峰中２年）、柴田立己（同２年）、川尻陽菜（同
ます。
３年）、浦島彩椰（同３年）
、
斉藤美咲
（同１年）
９区間、計31.0㎞のコ
《高校生》金平弘世（能代高２年）、
吉田理紗
（能代松陽高２年）
、
ースをチーム一丸となって
平沢佑美（同２年）
《一 般》菊地隼也、木村高雄、銭谷崇彦
最後まで襷をつなぎます。

昨年を上回る順位を目指
しますので、皆様の応援を
お願いします。
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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

第4回秋田25市町村対抗駅伝 ふるさとあきたラン!
・9/30（土）15：00 開会式（男鹿総合運動公園）
・10/1（日）11：00 競技スタート（男鹿市内）
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