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〔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

第164回(2020年下半期) 直木賞・芥川賞

展示貸出中です。

生涯学習だより

は っ ぽ う

八峰町教育委員会

第177号

生涯学習課

編集 山本郡八峰町峰浜田中字野田沢 20−1
TEL 0185−76−2323 FAX 0185−76−2387

八森こども園「家庭教育講座」

●直木賞

●芥川賞

『心淋し川』 西條 奈加 著

『推し、燃ゆ』 宇佐見 りん 著

江戸の片隅、小さなどぶ川沿いに立ち並ぶ古い長屋。住民たちは
人生という川のどん詰まりでもがいていた。生きる喜びと生きる
哀しみが織りなす、連作時代小説。

ままならない人生をひきずり、男性アイドル上野真幸を推すこと
が生きがいになっている女子高生あかり。ある日突然、上野真幸
がファンを殴り、ネットで炎上しー。

家庭教育講座が１月29日（金）にあきた白神体験センターで開催され、八森こども園の園児８名と保護者が
参加しました。能代市を拠点に活動する「フッチー広場で『あそぼ！』」の大山美文子さんをお招きし、人形劇
や手遊び歌、工作体験など、様々なレクリエーションを楽しみました。

〜西條奈加、宇佐見りんの以下の本も図書室に置いています。〜
▼

西條 奈加著

・『千両かざり 女細工師お凛』新潮社2020.10刊 ・『猫の傀儡』光文社2020.5刊 ・『わかれ縁』文藝春秋2020.2刊
・『せき越えぬ』新潮社2019.11刊 ・『まるまるの毬』講談社2014.6刊 ・『亥子ころころ』講談社2019.6刊
・『永田町小町バトル』実業之日本社2019.2刊 ・『銀杏手ならい』祥伝社2017.11刊
・『烏金』光文社2007.7刊

▼

宇佐見 りん著

・『かか』河出書房新社2019.11刊

ファガス図書室☆新刊コーナーの紹介☆
小説、コミック、児童書、絵本、
実用書など様々な本を展示中です。
「おうちじかん」に読書はいかが
でしょうか？

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】
【厚紙絵本】Sassyのあかちゃんえほんぶるるん
【絵本】なまはげ
【絵本】ああ、アジのひらきがたべたいっ！
【絵本】れいぞうこからとーって！
【絵本】ゆうこさんのルーペ

Sassy
池田 まきこ
かねまつ すみれ
竹与井 かこ
はが ゆうこ

【児童書】
虹いろ図書館のひなとゆん
櫻井 とりお
【児童書】
分解する図鑑（小学館の図鑑ＮＥＯ＋） 石井 克枝
【児童書】
「はたらく細胞」ウイルスの教科書
【児童書】
13歳からの「ネットのルール」

講談社編
小木曽 健

【児童書】
あやとり大全集 改訂版
【一般書】
（小説、実用書、紙芝居）
【小説】アンダークラス
【小説】八月の銀の雪
【小説】推し、燃ゆ
【小説】とわの庭
【小説】今夜
【小説】京都四条月岡サヨの小鍋茶屋
【小説】心淋し川
【小説】処方箋のないクリニック
【文庫小説】乱麻 百万石の留守居役 16
【文庫小説】燃えよ剣 上・下巻
【実用書・東洋医学】生薬と漢方薬の事典
【実用書・医療】レスキューナースが教える新型コロナ×防災マニュアル
【実用書・料理】まいにち腸活スープ おうちで手軽に免疫力アップ！

野口

【実用書・料理】大人かわいい飾り切り
【実用書・育児】0〜2歳あそびかた事典

とも
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峰栄館図書室
【絵本、児童書】
【厚紙絵本】てあらいできるかな あかちゃんあそびえほん
【厚紙絵本】ぎゅ スキンシップ絵本
【絵本】ちりとちりり ゆきのひのおはなし
【絵本】おやくそくえほん はじめての「よのなかルールブック」
【絵本】アンパンマンアニメコレクション 読み聞かせにぴったり！
【児童書】ゾンビから身を守る方法
【児童書】どっちがオス？どっちがメス？（学研の図鑑LIVE）

きむら ゆういち
はるな 檸檬
どい かや
高濱 正伸
やなせ たかし
高荷 智也

今泉 忠明
【児童書】災害を知る（学校では教えてくれない大切なこと） オオタ ヤスシ
【児童書】
大人は知らない今ない仕事図鑑100
澤井 智毅
【児童書】
約束のネバーランド
【一般書】
（小説、エッセイ、実用書、郷土）

ジャンプJブックス

相場 英雄
伊与原 新
宇佐見 りん
小川 糸
小野寺 史宣
柏井 壽
西條 奈加
仙川 環
上田 秀人
司馬 遼太郎
田中 耕一郎

【小説】ひとり旅日和〔2〕縁結び！
【小説】騙る
【小説】夜明けのすべて
【小説】完全犯罪の恋
【小説】サラと魔女とハーブの庭
【小説】野良犬の値段
【小説】約束の猫
【文庫小説】マスク スペイン風邪をめぐる小説集
【文庫小説】額装師の祈り
【コミックエッセイ】農家メシ！
【実用書・社会】本当の自由を手に入れるお金の大学

秋川 滝美
黒川 博行
瀬尾 まいこ
田中 慎弥
七月 隆文
百田 尚樹
村山 早紀
菊池 寛
谷 瑞穗
パウロタスク
両＠リベ大学長

辻 直美
奥園 壽子

【実用書・料理】もちぷるレシピ 食感を楽しむお菓子とデザート 柳瀬 久美子
【実用書・手芸】長くあそべるフェルトのおもちゃとおままごと 日本ヴォーグ社

ほりえ さちこ
竹内 エリカ

【実用書・園芸】オーガニック植木屋の剪定術
ひきちガーデンサービス
【実用書・スポーツ】最高の歩き方 やせる！若返る！疲れにくくなる！ 能勢 博
【実用書・趣味】頭をつかう新習慣！ナゾときタイム 松丸 亮吾
【郷土】釣りキチ三平の夢 矢口高雄外伝
藤澤 志穂子

【実用書・体操】どんなに体が硬い人でもやわらかくなるラク伸びストレッチ なぁさん
【紙芝居】うしになったおとこのこ
津田 真一
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第7回あきた白神子どもの俳画大会
受賞作品のご紹介

◆消えゆく日本の文化を愛した女流冒険家『ふしぎの国のバード』
◆女子高生×罠猟 女子高生罠師と野生動物の真剣勝負!!『罠ガール』

あたらしい本のお知らせ
ファガス図書室

峰栄館図書室室☆あたらしく入ったコミックの紹介☆

峰浜小学校5年
芦崎 絢音さん

峰浜小学校６年
嶋田 暖人さん

ことぶき大学

行事予定
▽第15回八峰町ユニカール大会
■開催日：2/14（日）午前8時45分〜受付
■会 場：あきた白神体験センター
■参加費：1人 500円（当日ご持参ください）
▽八峰町スポーツ文化栄誉賞授与式
■開催日：2/20（土）午前10時〜
■会 場：峰栄館 多目的ホール
▽チビッコ公民館
■開催日：2/27（土）午前9時〜
■会 場：峰栄館 多目的ホール
■対 象：町内小学校4年生
問合せ
生涯学習課（峰栄館）☎76−2323

トイレ修繕工事のお知らせ
ファガス、峰栄館でトイレの修繕工事を、当面の間実施し
ています。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いいたします。工事期間中もトイレは使用できます。

峰浜小学校６年
田村 彩栞さん

勲章授与式

令和２年度ことぶき大学「勲章授与式」を２月22日
（月）にファガス「文化ホール」で開催します。
今年度のことぶき大学「閉講式」は、新型コロナウ
イルス感染症予防対策のため、従来の形式を変更し、
規模を縮小した「勲章授与式」として実施します。
新型コロナウイルス感染症の状況によっては、変更
または中止となる場合があります。
お問合せは生涯学習課（☎76−2323）まで。

第４次八峰町社会教育中期計画パブリックコメント募集
第４次八峰町社会教育中期計画を策定するにあた
り、町民の皆様のご意見を募集しています。生涯学習
課のホームページから受け付けています。
計画（案）についてはファガス、峰栄館で閲覧できる
ほか、生涯学習課のホームぺージでも閲覧できます。
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