生涯学習だより
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 00 分
（休み：年末年始、蔵書点検期間）
■ファガス図書館 八峰町八森字中浜 196-1
☎0185-77-3700
■峰 栄 館 図 書 室 八峰町峰浜田中字野田沢 20-1 ☎0185-76-2323

生涯学習だより

は っ ぽ う

☆ 今 月 の 話 題・お す す め 展 示♪
ファガス図書室（八森地区）
厳しい暑さを、ヒヤッ

とする読書で乗り切っ

『こわい話』にまつ

てもらうために、さまざまな
わる本を展示いたします。

★秋田県立図書館の本、展示貸出中です★
●『夏休み、読書はじめました！好みの作家を発掘しよう !!

怪談
※アンソロジー本とは・・・
複数の作家による短編や
読み切りを収録した本です。

ホラー

●『大活字本コーナー』
の本には、
表紙にその本のジャン
ルや内容などを貼り付けています。
本選びのご参考に…。

泣ける怖い系・・・などなど

新しく入った本のお知らせ
ファガス図書室

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】ゴリラさんだめです
【絵本】にちにちらんらん
【絵本】さかながはねて
【絵本】騎士竜戦隊リュウソウジャーひみつ百科
【絵本】ころべばいいのに
【児童書】もっと ざんねんないきもの事典
【児童書】ほねほねザウルス 19 〜 20巻
【児童書】実例でわかる！自由研究の選び方 小学生
【児童書】にじいろフェアリーしずくちゃん
【児童書】本当に怖い話 G-MAX呪
【一般書】
（小説、コミック、実用書）
【小説】ノーサイド・ゲーム
【小説】むらさきのスカートの女
【小説】Ｋ２
【小説】旧友再会
【小説】線は、僕を描く
【小説】Ｗ県警の悲劇
【小説】希望の糸
【小説】百の夜は跳ねて
【小説】カザアナ
【小説】じじばばのるつぼ
【文庫小説】アルキメデスの大戦
【文庫小説】天気の子
【コミック】おじさまと猫 ３巻
【実用書・哲学】７０歳のたしなみ
【実用書・哲学】正義の教室
【実用書・社会】日本人の勝算
【実用書・社会】老人喰い
【実用書・医療】私は、看取り士。
【実用書・家庭】クックパッドの黄金比レシピ
【実用書・家庭】野菜のちから
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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。

峰栄館図書室

寄贈本もご紹介しています。

【絵本、児童書】
キューライス
【絵本】へんしん！おばけちゃん（あかちゃんがよろこぶしかけえほん）
tupera tupera
【絵本】バスプップー（あかちゃんがよろこぶしかけえほん）
森 あさ子
【絵本】ころりん・ぱ！（あかちゃんがよろこぶしかけえほん）
【絵本】なっちゃんのなつ（かがくのともえほん）
永岡書店
ヨシタケ シンスケ
【絵本】おにゃけ
今泉 忠明
【絵本】ころべばいいのに
ぐるーぷ・アンモナイツ 【児童書】かいけつゾロリうちゅう大さくせん
子ども学力向上研究会 【児童書】マーベル空想科学読本
【児童書】マンガ＆物語で読む偉人伝 新しい肖像
友永 コリエ
室秋 沙耶美
【児童書】たのしくリサイクル！こども工作ワンダーランド
【一般書】
（小説、よみもの、実用書、郷土）
池井戸 潤
【小説】マチのお気楽料理教室
今村 夏子
【小説】ノーサイド・ゲーム
笹本 稜平
【小説】いるいないみらい
重松 清
【小説】炎天夢
ⓒ ナリシャン
砥上 裕将
【小説】笑え、シャイロック
葉真中 顕
【小説】美しき愚かものたちのタブロー
東野 圭吾
【小説】希望の糸
古市 憲寿
【小説】キャバレー
森 絵都
【小説】さよならの儀式
群 ようこ
【文庫小説】旅仕舞 新酔いどれ小藤次 十四
佐野 晶
【よみもの】きみまろ「夫婦川柳」傑作選３
新海 誠
【よみもの】シンプルで心地いいパリの暮らし
桜井 海
【よみもの】大人になってやめたこと
坂東 眞理子
【実用書・自然】街・野山・水辺で見かける野鳥図鑑
飲茶
【実用書・農業】病害中に効く自然農薬 植物や食品からつくる
デービッド・アトキンソン 【実用書・手芸】かわいい背守り刺繡
【実用書・料理】くつろぎつまみ むずかしいこと抜き。
鈴木 大介
柴田 久美子
【実用書・料理】アイスクリーム＆シャーベットー保存容器と電子レンジでできるー
宝島社
【実用書・家庭】Come home ！おしゃべりなキッチン
渡邊 真理子
【郷土】八峰町町勢要覧2019 いきる くらす わらう

受講者募集

後期に行われる生涯学習講座の受講者を募集します。ぜひ周りの方と一緒にご参加ください。
ⓒ ナリシャン

短編・アンソロジー本特集』

妖怪

編集

生涯学習講座後期日程

峰 栄 館 図 書 室（峰浜地区）

ⓒぴかた

第 160 回

八峰町教育委員会 生涯学習課
山本郡八峰町峰浜田中字野田沢 20-1
TEL 0185-76-2323 FAX 0185-76-2387

ひらぎ みつ
ひらぎ みつ
ひらぎ みつ
片山 健
柴田 ケイコ
ヨシタケ シンスケ
原 ゆたか
柳田 理科雄
学研プラス
佐藤 京子
秋川 滝美
池井戸 潤
窪 美澄
今野 敏
中山 七里
原田 マハ
東野 圭吾
ビート たけし
宮部 みゆき
佐伯 泰英
綾小路 きみまろ
イザベル・ボワノ
一田 憲子
柴田 佳秀
学研プラス
堀川 波
浜内 千波
木村 幸子
主婦と生活社
八峰町役場

①シャボンフラワー講座 講師：中川麻里子さん
石鹸素材で作る花びらは、枯れることない美しさを保ちながら、
ほのかな香りを醸し出します。
日 時：9月3日（火）午後1時30分から
場 所：峰栄館（見本展示中） 定員：あと5名程
材料費：2,500円
②レザークラフト講座 講師：鷲谷雅子さん
日 時：9月27日、10月4日、11日、18日、25日
毎週金曜日の午後１時から
場 所：ファガス（見本展示中）
材料費：①4,000円 カードケース、ブローチ、ミニリュックポーチ
②6,000円 トートバック（色：ボールドか濃茶色）
③生け花講座 講師：佐藤惠子さん
庭にある身近な季節の花を生けてみませんか。
日 時：10月17日、24日、31日 毎週木曜日
場 所：ファガス
教材費：500円程度

午後1時30分から

④お菓子作り講座「バター餅講座」 講師：若松菓子工房
北秋田市に伝わるバター餅を本格菓子職人から学びましょう。
日 時：11月28日(木)１回 午後1時30分から
教材費：1,000円程度
◎詳しくは、峰栄館までお問い合わせください。（☎７６−２３２３）

劇団能代小劇場公演「まち角」in 八峰町
劇団「能代小劇場」によるお芝居が９月に峰栄館とファガスで公演されます。各会場先着２００名まで無料
となるチケットが峰栄館・ファガスにありますので、興味のある方はぜひご観覧ください。
無料チケットは町民並びに町内でお仕事されている方のみ対象となります。
当日券はありませんので、事前にお求めください。

※

劇団能代小劇場「まち角」

脚本・演出

伊藤洋文

父の法要で久しぶりに顔を合わせた子ども達。認知症になった
母の面倒をこれからどうしようか・・・。
何処の町内でもありがちな現在風景が舞台で展開されていく。
日 時：９月１５日(日) ファガス「文化ホール」
９月２２日(日) 峰栄館「多目的ホール」
午後１時〜開場
午後１時３０分〜開演
内 容：前座 チアダンス（ＮＳＤ101）
演目 「ダンシングヒーロー」
「やってみよう」
芝居 「まち角」
◎詳しくは生涯学習課までお問い合わせください。
☎７６−２３２３
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