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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

2021年 本屋大賞ノミネート作品、展示貸出中です。
『お探し物は図書室まで』青山

美智子著

『逆ソクラテス』伊坂

悩める人々が立ち寄った小さな図書室。不愛想だけ
ど聞き上手な司書さんが、思いもよらない選書と可
愛い付録で人生を後押ししてくれて…。

『犬がいた季節』伊吹

高校に迷い込んだ子犬が、生徒と学校生活を送って
ゆくなかで、その瞳に映ったものとは。昭和、平成、令
和。いつの時代も変わらぬ青春のきらめきや切なさ
を描く。

『この本を盗む者は』深緑

1ヶ月後、小惑星が衝突し、地球は滅びる。荒廃して
いく世界の中で
「人生をうまく生きられなかった」
4人
が、最期の時までどう過ごすのか。

そのこ著

『自転しながら公転する』山本

【絵本】ことわざしょうてんがい
【児童書】
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 8〜14巻
【児童書】
ジャンプして、雪をつかめ！
【児童書】
すごいヤバい戦国武将図鑑

野分著

笑顔で真剣勝負！ 八峰町ユニカール大会

文緒著

東京で働いていた32歳の都は、親の看病のために
実家に戻り、近所のモールで働き始めるが…。結婚、
仕事、親の介護、
ぐるぐる思い惑いながら幸せを求め
る姿を描く。

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。

峰栄館図書室

【絵本、児童書】
【厚紙絵本】こちょこちょ スキンシップ絵本
いわさき さとこ
【絵本】マスクをとったら
カリーヌ・シュリュグ 【絵本】ねこはるすばん
かんべ あやこ
【児童書】
なかよしの天才−ウキウキ小学１年生−
廣嶋 玲子
アナと雪の女王だいすきオラフ！えがおになれる10のおはなし
【児童書】
数え方図鑑−身近なモノをなんでも数えてみたくなる！−
おおぎやなぎ ちか 【児童書】
【児童書】レオナルド・ダ・ビンチ（コミック版世界の伝記）
小和田 泰経
Sassy

はるな 檸檬
いりやま さとし
町田 尚子
榊原 洋一
講談社
やまぐち かおり

山田

慎也

【児童書】
イッカボッグ

【小説】汚れた手をそこで拭かない
【小説】俺はエージェント

芦沢
大沢

央
在昌

【一般書】
（小説、エッセイ、実用書）
【小説】観月
麻生 幾
いとまの雪 新説忠臣蔵・ひとりの家老の生涯（上巻、下巻） 伊集院 静
【小説】

【小説】インビジブル
【小説】元彼の遺言状
【小説】アンダードッグス
【小説】ライト・スタッフ
【文庫小説】終電の神様 2〜3巻
【文庫小説】お勝手のあん 1〜3巻
【実用書・旅行】全国「武将印」徹底ガイド
【実用書・健康】痛くない！疲れない！歩き方の教科書
【実用書・建築】いちばんやさしい建築基準法 改訂2版
【実用書・手芸】ジーンズで小物
【実用書・料理】ゆーママのスープのお弁当
【実用書・美容】人生を変えるすきま宅トレ
【郷土】釣りキチ三平の夢 矢口高雄外伝

坂上 泉
新川 帆立
長浦 京
山口 恵以子
阿川 大樹
柴田 よしき
小和田 哲男
木寺 英史
基準法を考える設計者の会編
ブティック社
松本 有美
ＭＯＮＡ
藤澤 志穂子
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ことぶき大学へのおさそい

優勝

さくらＡチーム

２月14日（日）第15回八峰町ユニカール大会が、あ
きた白神体験センターで開催されました。
参加した17チーム、計53名が日頃の練習成果を発揮
し、白熱した試合を展開しました。
≪結果≫
１位:さくらA（福士幸子、金平次雄、斉藤カチ子）
２位:さくらC（武田春雄、後藤陽子、山崎ミコ）
３位:石川ユニカA（海老沢文男、福田源一、米森由丸）

熱いラリー！第15回八峰町卓球大会
八峰町卓球協会主催の第15回八峰町卓球大会が２月
28日（日）に八森体育館で開催されました。
大会には、町内外からアスリートや一般愛好者など
大勢の人が参加し、ラリーの音や歓声が終日体育館に
響いていました。
一部シングルス
優 勝
長田 飛呂（大館スポ少）
準優勝
虻川 統洋（チーム麓西）
第三位
佐賀井玲愛（能代一中)・三浦

佑月（深浦町）

二部シングルス
優 勝
原田
準優勝
長田
第三位
羽澤

遥翔（能代南中）
日菜（大館スポ少）
蒼彩（大館スポ少)・佐々木源子（能代二中)

三部シングルス
優 勝
日沼
準優勝
三浦
第三位
三沢

舞矢（深浦町）
雅史（深浦町）
笑華（北秋田市スポ少）

フカキ ショウコ
J.K.ローリング

【児童書】
由来からわかる日本と世界の行事図鑑
【一般書】
（小説、実用書、郷土）

【小説】コロナと潜水服
【小説】雪に撃つ-道警・大通警察署【小説】ぼくもだよ。−神楽坂の奇跡の木曜日−
【小説】おたがいさま れんげ荘物語
【文庫小説】珈琲屋の人々 １巻〜４巻

TEL 0185−76−2323 FAX 0185−76−2387

令和２年度八峰町ことぶき大学勲章授与式が２月
22日（月）にファガスの文化ホールで行われました。
授与式には名誉教授課程を卒業した45名のうち30
名が出席し、卒業証書と勲章が授与されました。

街の有名な蔵書家を曾祖父に持つ高校生の深冬は、
本が好きではない。館から蔵書が盗まれ、本の呪い
が発動し、街は物語の世界に姿を変えていく-。

自分の人生を家族に搾取されてきた女性と、母に虐
待され
「ムシ」
と呼ばれた少年。孤独ゆえ愛を欲し、裏
切られてきた彼らが出会う時、新たな魂の物語が生
まれる。

【絵本】くつやさんとおばけ
【絵本】ママはかいぞく

新著

高校生限定のマッチングアプリが必須となった現
代。東京の高校を舞台に、3人の若者の運命が加速し
ていく。悩み、傷つきながら
「世界との距離をつかむ
まで」
を描く。

『滅びの前のシャングリラ』凪良 ゆう著

生涯学習課

編集 山本郡八峰町峰浜田中字野田沢 20−1

新年度、ことぶき大学へ入学してみませんか。大学
では、講演会や移動研修、運動会や芸能発表など、年
６回の楽しく、ためになる学習を行っております。
多くの仲間との交流を通して、心と体の健康維持を
目標にしており、60歳以上の町民であれば誰でも受
講できます。
お問合せは生涯学習課（峰栄館）☎76−2323まで。

『オルタネート』加藤 シゲアキ著

ままならない人生を引きずり、祈るようにアイドル上
野真幸を推すあかり。ある日、真幸がファンを殴って
炎上し…。デビュー作「かか」が三島賞候補になった
21歳の第2作。

【絵本、児童書】
【厚紙絵本】Sassyのちいくえほんいろいろぱっ

八峰町ことぶき大学 勲章授与式

シングルマザーが聞いた深海の話、原発の下請け会
社をやめて一人旅する男…。科学の揺るぎない真実
が人知れず傷ついた心を救う5篇の物語を収録す
る。

『推し、燃ゆ』宇佐見 りん著

ファガス図書室

第178号

幸太郎著

『八月の銀の雪』伊与原

あたらしい本のお知らせ

は っ ぽ う

八峰町教育委員会

敵は、先入観。世界をひっくり返す短編5編。逆境に
もめげず、簡単ではない現実に立ち向かい、アンハッ
ピーな展開を乗り越え僕たちは逆転する！

有喜著

『52ヘルツのクジラたち』町田

生涯学習だより

半分大人になりました！チビッコ公民館

▽八峰町体育協会評議委員会
■開催日：４月中旬頃
■会 場：あきた白神体験センター
■問合せ：生涯学習課 ☎76-2323（峰栄館）

奥田 英朗
佐々木 譲
平岡 陽明
群 ようこ
池永 陽

【コミックエッセイ】妻が口をきいてくれません 野原 広子
【実用書・子育て】０〜２歳あそびかた事典−いっぱい笑うすくすく育つ− 竹内 エリカ
【実用書・観光】東北 21
まっぷるマガジン
誰も教えなくなった、料理きほんのき 鈴木 登紀子
【実用書・料理】
【実用書・生活】忙しくても毎日が整うシンプルライフ入門 日経BP
【実用書・手芸】図案のいらない可愛い刺しゅう
藤本 裕美
【実用書・工芸】工芸の国、ニッポン−100年残るもの、100年受け継ぐもの。− 別冊太陽
【実用書・趣味】いちばんよくわかるおりがみの本 川並

知子

来年度の行事予定

▽八峰町野球連盟招待学童野球大会
■開催日：４月下旬頃
■会 場：峰浜野球場
■問合せ：八峰町野球連盟
チビッコ公民館（1/2成人式）が２月27日（土）に
峰栄館で行われ、町内小学生４年生35名が参加しまし
た。おはなしの会かもめによる読み聞かせや絵馬づく
り等を楽しんだほか、10年後の自分に向けた手紙を書
きました。手紙はタイムカプセルに保管され、10年後
の成人式で本人に手渡される予定です。

スポーツ少年団合同入団式の中止について
３月に予定しておりました八峰町スポーツ少年団合
同入団式・実技研修会は新型コロナウイルス感染症予
防のため中止となりました。
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