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シルバーテツヤ クドウナオヤ
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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

★今 月 の 話 題・お す す め 展 示♪

９月21日「敬老の日」にちなんだ読書コーナーを、各図書室で設けております。

します。健康寿命（健康的に日常生活を送れる年

た、敬老の日おすすめ図書な

齢）や体操、ツボ、お料理、腰や目、川柳など日常

どを展示中。大活字本コーナ

生活で実践できそうな本をおいています。

ーの隣でおこなってます。

気になる本がありましたらぜひ
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生涯学習課

TEL 0185−76−2323 FAX 0185−76−2387

第18回東北学童軟式野球新人県大会の山本郡予選が８月22日（土）〜29日（土）に三種町で行われ、峰浜スピ
リッツと八森ブルーウェーブが出場しました。
八森ブルーウェーブは１回戦で山本ビクトリーズに勝利し、準決勝で藤里クラブと対戦。藤里クラブに先制を許
しましたが、４回に同点に追いつくことに成功。その後、藤里クラブに勝ち越され３対５で惜しくも敗れましたが、
実力が伯仲した好ゲームを展開しました。
峰浜スピリッツは準決勝で琴丘ホープスに勝利し、八森ブルーウェーブを破った藤里クラブと決勝戦で対戦しま
した。初回、藤里クラブに２点を先制されましたが、２回に４点を奪い逆転。その後も得点を加え、７対３で峰浜
スピリッツが藤里クラブを下し優勝しました。優勝した峰浜スピリッツは９月12日（土）から横手市で開催される
秋田県大会に出場します。

2020敬老の日 読書のすすめ 〜心ゆたかに生涯読書〜
読書推進運動協議会が選定し

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

峰浜スピリッツ
「東北学童野球新人大会郡予選」
優勝

ファガス図書室（八森地区）峰栄館図書室（峰浜地区）

敬老の日に合わせて「健康」 に関する本を展示

生涯学習だより

※お願い※

お手にとってみてください。

大活字本コーナーの本は、秋田県立図書館から借

りている本です。秋田県の人々が共通に利用する本
です。取り扱いに注意のうえ、ご利用お願いします。

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】ねぐせのしくみ
【絵本】カメレオンのかきごおりや
【絵本】かしたつもり×もらったつもり
【絵本】ぼくんちのおふろ
【絵本】おかあさんは「なんでだろう」とおもっています
【児童書】
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 4・5
【児童書】
怪奇漢方桃印
【児童書】
魔女と花火と100万円
【児童書】
コツがわかる！小学生の体育図鑑

ヨシタケ シンスケ
谷口 智則
かさい まり
山田 美津子
岡田 まゆみ
廣嶋 玲子
廣嶋 玲子
望月 雪絵
成美堂出版

【児童書】わけあって絶滅しました。
も〜っと世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑
【一般書】
（小説、コミック、実用書、郷土）
【小説】コロナ黙示録
【小説】図書館の子
【小説】毒島刑事最後の事件
【小説】いちねんかん
【小説】お父さんはユーチューバー
【小説】ブラックウェルに憧れて
【小説】一人称単数
【小説】俺の残機を投下します
【小説】悪霊じいちゃん風雲録
【文庫小説】大江戸もののけ物語
【文庫小説】鼠異聞 上・下
【コミック】いとしのムーコ 6・7巻
【実用書・哲学】日本書紀に秘められた古社寺の謎
【実用書・心理】全米記憶力チャンピオンが明かす
どんなことも記憶できる技術
【実用書・医学】腰の激痛

海堂 尊
佐々木 譲
中山 七里
畠中 恵
浜口 倫太郎
南 杏子
村上 春樹
山田 悠介
輪渡 颯介
川崎 いづみ
佐伯 泰英
みずしな 孝之
三橋 健
ネルソン・デリス
文響社

【実用書・医学】免疫力を高める食材事典
【実用書・料理】手作り健康酢バイブル
【実用書・育児】非認知能力が育つ3〜6歳児のあそび図鑑
【実用書・ハードウェア】ひとりでできる！はじめてのスマホ
100の困った！解決ブック
【郷土】北緯40度の秋田学

廣田 孝子
金丸 絵里加
原坂 一郎
ＮＨＫ出版
川村 公一
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峰栄館図書室

寄贈本もご紹介しています。

峰浜スピリッツ

【絵本、児童書】
【厚紙絵本】きょうりゅうワールド
土屋 健
【厚紙絵本】やっほー、コキンちゃんだよ！
やなせ たかし
【絵本】ねぐせのしくみ
ヨシタケ シンスケ
【絵本】トリックアート戦国時代
北岡 明佳
【絵本】南極のさかな大図鑑（たくさんのふしぎ傑作集） 岩見 哲夫
【児童書】
はくねつ！モンスターバトル
小栗 かずまた
【児童書】
十五少年漂流記
10歳までに読みたい世界名作
【児童書】
コツがわかる！小学生の体育図鑑
【児童書】
手作りスライムとこむぎねんどの本
【児童書】マンガで身につく日本の芸能（文楽、能、狂言、落語）
【一般書】
（小説、エッセイ、よみもの、実用書）
【小説】ヒソップ亭湯けむり食事処
【小説】そこにはいない男たちについて
【小説】スキマワラシ
【小説】食王
【小説】ブラックウェルに憧れて
【小説】一人称単数
【小説】純喫茶パオーン
【文庫小説】祈り

成美堂出版
オライリー・ジャパン
誠文堂新光社

【文庫小説】天地に燦たり
【文庫小説】キネマの神様

川越
原田

宗一
マハ

【エッセイ】オトナのたしなみ
あきらめよう
【よみもの】あきらめよう、
ー不安、
イライラ、
怒り、
執着を消すヒントー

柴門
鈴木

ふみ
秀子

秋川 滝美
井上 荒野
恩田 陸
楡 周平
南 杏子
村上 春樹
椰月 美智子
伊岡 瞬

【よみもの】感染症対人類の世界史
池上 彰
海外旅行なんて二度と行くかボケ!! さくら 剛
【実用書・紀行】
【実用書・民俗】アイヌをもっと知る図鑑
別冊太陽
【実用書・生活】うつわ使いがもっと楽しくなる本。 安野 久美子
家族の朝ごはんー和と洋の朝食レシピ100ー 杵島 直美
【実用書・料理】
【実用書・料理】
ビールめしー手っ取り早くウマい酒が飲みたいー とっくん
【実用書・スポーツ】Q&A 登山の基本
山と渓谷社
【実用書・子育て】空気を読みすぎる子どもたち（こころライブラリー） 古荘 純一

八森ブルーウェーブ

秋田県体育協会加盟団体貢献者表彰
八峰町体育協会前会長の大森弘さんが、多年にわたり秋田県体育
協会加盟団体および秋田県スポーツ界の発展に貢献されたとして、
秋田県体育協会から表彰されました。
大森さんは平成20年に八峰町体育協会副会長に就任。平成28年
から八峰町体育協会会長として、競技スポーツ・生涯スポーツの振
興に尽力されてきました。

行事予定
▽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）
8：30〜受付（ファガス）
■会 場：中浜海岸道路特設コース
■問合せ：生涯学習課（峰栄館） ☎76−2323
▽第15回八峰町文化祭
■日 時：10/31（土）〜11/3（火・祝）
■会 場：〈作品展示〉ファガス、峰栄館
〈芸能発表〉八峰中学校 11/1（日）
■問合せ：峰栄館 ☎76−2323
※日程は変更となる場合があります。

「ふるさとあきたラン！」中止のお知らせ
10月11日（日）に仙北市で開催予定だった秋田25
市町村対抗駅伝「ふるさとあきたラン！」は新型コ
ロナウィルス感染拡大防止のため中止になりました。

「としょカーん」のルート変更について
10月より「としょカーん」のルート変更を検討し
ています。これまでの各地区の貸出冊数を元に、運
行日程を調整中です。日程が決まりましたら、全戸
配布にてお知らせいたします。
問合せ：生涯学習課（峰栄館）☎76−2323

広報はっぽう

2020.9月号

10

