生涯学習だより

はっぽう

シルバーテツヤ クドウナオヤ
シルバーテツヤ クドウナオヤ

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

生涯学習だより

は っ ぽ う

★今 月 の 話 題・お す す め 展 示♪

で涼しくなって夏を乗り切ってもらうためにさまざ

『こわい話』の

まな

★除籍図書のリサイクル
やってます★

怪談、ホラー、妖怪など
などゾクゾクするお話を

TEL 0185−76−2323 FAX 0185−76−2387

７月26日（日）、８月２日（日）に第15回八峰町民野球大会が行われました。準決勝、決勝は晴天の中行われ、猛
暑に負けない熱戦が繰り広げられました。決勝は沼田マリーンズとプリンス目名潟の対戦となり、２対５でプリンス目
名潟が優勝し、八峰町民野球大会３連覇を達成しました。
▽大会結果
優 勝：プリンス目名潟
準優勝：沼田マリーンズ
第三位：石川チーム・塙チーム

峰栄館図書室入り口付近（本を
借りる時のパソコンの近く）で不要
になった図書のリサイクルをおこ
なっています。

本を展示いたします。
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生涯学習課

第１５回八峰町民野球大会が行われました

ファガス図書室（八森地区）峰栄館図書室（峰浜地区）
暑い夏にヒンヤリするお話はいかがですか？読書

八峰町教育委員会

編集 山本郡八峰町峰浜田中字野田沢 20−1

▽個人賞
最優秀選手賞：成田 信也（プリンス目名潟）
優 秀 選 手 賞：斉藤 龍斗（沼田マリーンズ）

※ カゴに入る分のみの図書を置い
ています。

ぜひ読んでみてください！

「としょカーん」の運行をお休みします。
日時

令和２年８月10日（月）〜８月13日（木）

あたらしい本のお知らせ
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下さい。

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】あめだま
【絵本】ぞぞぞぞでんしゃ
【絵本】なにがみえるかな
【絵本】ヒゲタさん
【絵本】よい子れんしゅう帳
【児童書】かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！
【児童書】鬼滅の刃3 風の道しるべ
【児童書】
たたかえ！47都道府県ヒーローズ日本の地理がバッチリわかる！

ペク ヒナ
薫 くみこ
かわ はらり
山西 ゲンイチ
おかべ りか
原 ゆたか
吾峠 呼世晴
山口
ろう

正

【児童書】
なぜ僕らは働くのか
【一般書】
（小説、コミック、実用書、郷土）

池上

彰

【小説】邦人奪還
【小説】雲を紡ぐ

伊藤 祐靖
伊吹 有喜

【児童書】
キモイけど実はイイヤツなんです。

自衛隊特殊部隊が動くとき

【小説】じんかん
【小説】黙示
【小説】稚児桜 能楽ものがたり
【小説】ホーム
【小説】銀花の蔵
【小説】破局［芥川賞］
【小説】ヒポクラテスの試練
【よみもの】女帝小池百合子
ぼくが13人の人生を生きるには身体がたりない。
【よみもの】
【コミック】いとしのムーコ 4・5巻
【実用書・教育】自分で動ける子が育つ魔法の言いかえ叱りゼロ！
【実用書・教育】1日15分の読み聞かせが本当に頭のいい子を育てる
【実用書・医学】感染を恐れない暮らし方新型コロナからあなたと
家族を守る衣食住50の工夫
【実用書・子育て】最新！初めての育児新百科
【実用書・子育て】366日の離乳食
迷わず決まる
【実用書・芸術】3色だけでセンスのいい色見てわかる、
配色アイデア
【実用書・健康】座り仕事の疲れがぜんぶとれるコリほぐしストレッチ
【郷土】秋田ふるさと検定公式テキスト2020年版
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今村 翔吾
今野 敏
澤田 瞳子
堂場 瞬一
遠田 潤子
遠野 遙
中山 七里
石井 妙子
haru
みずしな 孝之
田嶋 英子
齋藤 孝
本間 真二郎
高橋 孝雄
上田 玲子
ingectar-e
なぁさん

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】みてみておひげ
ささき みお
【絵本】みてみておばけ
ささき みお
【絵本】むれ
ひろた あきら
【絵本】うみでなんのぎょうれつ？
オームラ トモコ
【絵本】うれしいぼんおどり（はじめての行事えほんお盆） 種村 有希子
【児童書】かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ 原 ゆたか
【児童書】長くつ下のピッピ
10歳までに読みたい世界名作
【児童書】鬼滅の刃ノベライズ 集英社みらい文庫 吾峠 呼世晴
【児童書】
泣きたい私は猫をかぶる
角川つばさ文庫
めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみね かおる
【児童書】
【一般書】
（小説、よみもの、コミック、実用書、
郷土）
【小説】風を結う 針と剣 縫箔屋事件帖
あさの あつこ
【小説】十三の海鳴り ー蝦夷太平記ー
安部 龍太郎
【小説】囚われの山
伊東 潤
【小説】コロナ黙示録
海堂 尊
【小説】オフマイク
今野 敏
【小説】破局［芥川賞］
遠野 遙
『さいごの本やさん』の長い長い終わり 野村 美月
【小説】むすぶと本。
【小説】少年と犬［直木賞］
馳 星周
【小説】君に読ませたいミステリがあるんだ
東川 篤哉
【文庫小説】猫の傀儡
西條 奈加
【よみもの】ちょっとフレンチなおうち仕事
タサン 志麻
【コミック】
人生がそんなにも美しいのなら 荻原浩漫画作品集 荻原 浩
【コミック】ONE PIECE（ワンピース）95巻、96巻 尾田 栄一郎
【実用書・哲学】マンガでわかるギリシャ神話
佐藤 俊之
グレイム・D・ラクストン
【実用書・自然】世界一の巨大生物

【実用書・子育て】非認知能力が育つ3〜6歳児のあそび図鑑
【実用書・料理】絶品おかずはめんつゆで
【実用書・料理】とろけるしあわせ 冷たいおやつ
【実用書・生活】服選びのルール 自分らしいおしゃれが見つかる！
秋田県商工会議所連合会 【郷土】秋田県の戦争遺跡

原坂 一郎
市瀬 悦子
主婦の友生活シリーズ
伊藤 純子
秋田県戦争遺跡研究会

優勝

プリンス目名潟

「みんなで走ろう」
参加者募集中！
海からの風をうけながら、みんなで楽しく走りませ
んか。
健康増進、
ストレス解消、自己タイムベストを目指す
人、タイムを気にせず楽しくジョギングをしたい人な
ど、それぞれの目標に向けて走りましょう！当日の飛
び込み参加もOKです。

八峰中学校

地域未来塾開講

７月３日から八峰中学校３年生を主な対象とした「地域未
来塾」が開講しました。
高校入試に向けて、苦手科目を克服しようと多くの３年生
が受講しました。夏休み中は１〜３年生を対象とした夏季講
習が開講されています。

日時：9月13日（日）8：30受付 9：00スタート
会場：中央公園（中浜）
対象：小、中学生〜一般（子どもとペアでも可）
申込、問合せ：八峰町陸上競技会事務局
岩根（090−7520−3853）

行事予定
▽第7回あきた白神こどもの俳画大会
■作品募集期間：8月1日（土）〜9月30日（水）
■募 集 対 象：県内の小学生
■表 彰 式 日 時：11月1日（日）9：30〜八峰町文化祭内
■会
場：八峰中学校 体育館
■問 合 せ：生涯学習課（峰栄館） ☎76−2323

▽第15回八峰町シーサイドロードレース大会
■日 時：10月18日（日）8：20〜受付
■会 場：海岸道路特設コース
■問合せ：生涯学習課（峰栄館） ☎76−2323
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