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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

上記期間中は、「本の貸出」と図書室内への入室がで
きません。｢本の返却」はいつもどおり受付けます。
※蔵書点検とは？
図書室のすべての本（約24,000冊）を一冊ずつチェックして、
なくなっている本がないか調べる作業です。

ふろく抽選会の当選発表について
当選された方には直接ご連絡をさしあげております。たく
さんのご応募ありがとうございました。

ファガス図書室

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。

寄贈本もご紹介しています。
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良 一

移動図書館車
「としょカーん」だより
あけましておめでとうございます！！スタッフの山崎典康です。今年の干支は「いぬ」、
私もトシ男です。巡回していると、犬との散歩中の光景を良く見かけます。結構、愛犬
家が多いことに気が付きます。犬は寒さに強いですもんね。さて、干支にどうして「ね
こ」が入ってないのだろう?不思議ですよね。一番身近な生き物なのにね。としょカー
ん・各図書室にくれば色々な疑問の解決のためのヒントが見つかりますよ。実際、そう
いう目的での利用者もいます。今年も話題を提供していきたいと思っていますので、よ
ろしくお願いします。

葉

林真理子
村山早紀
誉田哲也
葉室麟
柚木麻子
鈴峯紅也
門田泰明
大沼紀子
ユヴァル・ノア・ハラリ
清水康之
姉崎等
小倉ヒラク
松原照子
中根克明
はらぺこグリズリー
実教出版編集部
小山宙哉

千

ひだのかな代
もとやすけいじ
もとやすけいじ
しもかわらゆみ
工藤ノリコ
さねとうあきら
キヨノサチコ
レベルファイブ
緑川聖司
藤本ひとみ
藤本ひとみ
寺西恵里子
寺西恵里子

備を行って参ります︒﹁峰浜地区
子ども園のあり方検討会﹂さらに
は︑﹁峰浜地区統合子ども園等検
討委員会﹂からいただいた答申や
提言によって︑若い保護者の皆さ
んが働きながら安心して子どもを
産み育てることができる環境をつ
くること︑このことは町の将来に
直結する緊急の重要な課題でもあ
ると考え︑提言どおり︑できるだ
け早い時期に︑建設場所は︑沢目︑
塙川両子ども園の中間位置を考慮
して峰栄館周辺で検討して参りま
すのでご理解︑ご協力のほどよろ
しくお願いします︒
次に︑健康で豊かな生活を営む
ことができるような文化芸術や生
涯スポーツの推進について︑今後
さらに進む少子高齢化社会を見据
えた施設の充実と環境整備が求め
られ︑特に大きな課題である経年
により劣化の進むファガス︑峰栄
館や︑土床体育館などの設備等の
改修についても︑計画的に進めて
まいりたいと考えております︒
今年一年が︑みなさまにとりま
して心穏やかで幸せな年となりま
すようお祈り申し上げ︑年頭のご
挨拶といたします︒

【絵本、児童書】
【絵本】うまれるまえのおはなし
【絵本】つばめこうくう
【絵本】ぽっぽこうくう
【絵本】ほしをさがしに
【絵本】ノラネコぐんだんアイスのくに
【絵本】たこやはちべえりゅうぐうのたび
【絵本】ノンタンスプーンたんたんたん
【児童書】
妖怪ウォッチ５ イラストストーリー
【児童書】
灰色の本 よみがえる怪談
【児童書】
アイドル王子は知っている
【児童書】
学校の都市伝説は知っている
【児童書】
フライパンで作るはじめてのごはん
【児童書】
はじめてのおやつ
【一般書】
（小説、よみもの、コミック、実用書）
【小説】西郷どん！ 前編・後編
【小説】百貨の魔法
【小説】ノーマンズランド(姫川玲子シリーズ７）
【小説】大獄 西郷青嵐賦
【小説】伊藤くんＡｔｏＥ(映画原作本）
【小説】警視庁公安Ｊ
【小説】皇帝の剣 上・下 浮世絵宗次日月抄
【小説】真夜中のパン屋さん 午前５時の朝告鳥６
【よみもの】サピエンス全史 上・下
【よみもの】闇の中に光を見いだす（ハート文庫）
【よみもの】クマにあったらどうするか
【よみもの】発酵文化人類学
「あの世」の先輩方が教えてくれたこと
【よみもの】
【よみもの】小学校最初の３年間で本当にさせたい｢勉強」
【実用書】世界一美味しい煮卵の作り方
【実用書】オールガイド食品成分表
【コミック】宇宙兄弟 32

が年々厳しくなるなか︑もはや︑
子ども園や学校だけで解決するこ
とが困難になりつつあり︑何らか
の対応が求められております︒そ
こで昨年度から文部科学省の指定
と支援を受けて町内の小中学校に
おいて﹁コミュティ・スクール﹂
に取り組んでおります︒これは︑
学校での教育活動を地域に情報発
信し︑地域の方々から学校に対す
る率直な意見をいただいたり︑地
域の方々に授業や学校行事などの
お手伝いをしていただいたりと︑
学校と地域が一緒になって子ども
たちを育てるといった︑﹁地域と
共にある学校﹂を目指した取り組
みです︒今年度もこの取り組みを︑
さらに発展させて参ります︒
次に︑町の子どもたちの健やか
な成長と子育て環境の充実︑さら
には園児数の減少と現施設の老朽
化に対応するため︑八森地区に続
き︑峰浜地区子ども園の統合・整

【絵本、児童書】
【しかけ絵本】くまくまくんのうちゅうりょこう ベンジー・ディヴィス
【しかけ絵本】もしもし電話
三起商行
【絵本】ゆきがやんだら
酒井駒子
【絵本】ぼくのおとうさんとおかあさん
みやにしたつや
【絵本】てをつなぐ
鈴木まもる
【児童書】
スイーツ駅伝
二宮由紀子
【児童書】
あるかしら書店
ヨシタケシンスケ
戦国ベースボール鉄壁の鎖国守備ｖｓ徳川将軍家 りょくち真太
【児童書】
【児童書】
あさひなぐ 映画ノベライズ
こさぎ亜衣
【児童書】
斉木楠雄のΨ難 映画ノベライズ
福田雄一
【児童書】
漫画 君たちはどう生きるか
吉野源三郎
【児童書】
知里幸恵とアイヌ
学習まんが人物館
【児童書】あしたヒーローになれる！ドッジボール 吉田隼也
【一般書】
（小説、よみもの、コミック、実用書、
郷土史）
【小説】西郷の首
伊東潤
【小説】琥珀の夢 上・下巻
伊集院静
【小説】ミステリークロック
貴志祐介
【小説】吹上奇譚 第1話
よしもとばなな
【小説】僕はロボットごしの君に恋をする
山田悠介
【文庫小説】余命10年
小坂流加
【文庫小説】探偵はBARにいる・３巻
東直己
【詩画集】
花よりも小さく
星野富弘
友情 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」 山中伸弥、平尾誠二
【よみもの】
【よみもの】マリー・アントワネットの髪結い
ウィル・バショア
【コミック】マタギ
矢口高雄
【実用書・医学】狭心症・心筋梗塞ー発作を防いで命を守るー 三田村秀雄
【実用書・教育】大学の学科図鑑
石渡嶺司
よくわかるストールの巻き方使い方 石田純子
【実用書・家政】
【実用書・料理】魔法のゼリー
荻田尚子
加賀家文書現代語訳版 第一巻〜第五巻 別海町郷土資料館
【郷土史】
【郷土史】
首都圏在住秋田人100人の物語
秋田ひぇばなの会

峰栄館図書室

教育長

新しく入った本のお知らせ

図書室には【郷土・地域に関する なまはげが目印！通路脇の本棚、
資料を広く収集する】という役割もあ 郷土史コーナー。
ります。ファガス図書室の郷土史コー
ナーでは、秋田県に関連した本のほか、
八峰町に関連深い本を「白神山地」
「ハ
タハタ」
「五能線」
「菅江真澄」と分類し
置いています。今回あらたに「加賀家文
書・アイヌ関連」の分類を追加しまし
た。かつて北海道などに先住していた
アイヌ民族。五代にわたり蝦夷地でア
イヌ語の通訳にあたった、八森出身・加
児童書新刊も貸出中
『豊かなアイヌ文化を初めて
賀伝蔵氏の残した加賀家文書の現代語
文字で表現した天才少女.
訳版などを置いています。興味のある
知里幸恵とアイヌ.』
方はぜひご覧ください。

第140号

新 年 を 迎 え て

○期間 : １月30日(火)〜２月２日(金)
○場所 : ファガス図書室、峰栄館図書室、
移動図書館車「としょカーん」

●司書のホンのつぶやき● ファガス図書室 編

は っ ぽ う

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

あけましておめでとうございま
す︒
皆様には︑つつがなくよい年を
お迎えのこととお慶び申し上げま
す︒
また︑日頃から本町教育の振興
に多大なご支援とご協力を賜って
おりますことに心より感謝申し上
げます︒
教育委員会は今年度も 自｢立でき
る子どもの育成 ﹁｣町民の豊かな生
活支援﹂を目標に先進的な取り組
みや︑諸施策に取り組んで参りま
す︒特に自立できる子どもの育成
に関しては︑子どもをめぐる環境

蔵書点検のため休館します

生涯学習だより
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