生涯学習だより

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

新しく入った本のお知らせ

生涯学習だより

は っ ぽ う

第 187 回

図書除菌機が設置されました

この他の新刊図書については、
各図書室へお問合せ下さい。

ⓒ ナリシャン

ⓒ ぴかた

ファガス図書室（☎ 0185-77-3700）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。

ファガスと峰栄館に本の除菌機が導入されました。
どなたでも簡単に利用することが出来ますので、本を
借りる際にぜひご活用ください。

【絵本、児童書】
【絵本】おすしがすきすぎて

サトシン

【児童書】ようかいとりものちょう乙 14 叫喚地獄の牛頭と馬頭 大崎 悌造

【絵本】おかあさんありがとう

柴田

【児童書】オールカラーマンガでわかる！政治と選挙のしくみ 木村 草大

【絵本】ちいさなおじさんとおおきな犬

バールブロー・リンドグレン 【児童書】さらに！できるかな？人体おもしろチャレンジＭＡＸ 坂井 建雄

【絵本】ねんねんころりん

ふじもと

理恵

のりこ 【児童書】お金でわかる！ザワつく！日本の歴史 本郷 和人

【絵本】北守将軍と三人兄弟の医者（ミキハウスの絵本） 宮沢 賢治

【児童書】おしりたんていおしりさがしＢＯＯＫ ポプラ社

編集

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

令和３年度成人式のお知らせ
延期としておりました令和３年度成人式について、
感染症対策を充分に講じ、下記の日程で開催するこ
ととなりました。
【日 時】令和 4 年 1 月 9 日 13 時 30 分〜
【場 所】ファガス「文化ホール」
【対象者】平成 12 年 4 月 2 日
〜平成 13 年 4 月 1 日生まれの方
【備 考】式出席者には感染症対策として、ワクチン
接種状況の確認、体調管理チェックシート
の提出、抗原検査を実施します。

【一般書】
（小説、よみもの、コミック、実用書）
【小説】むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 青柳

碧人

【よみもの】イチロー実録 2001-2019

【小説】ボーダーライト

今野

敏

【よみもの】100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 福井県立図書館編

【小説】毒警官

佐野

晶

【コミック】鬼平犯科帳 105 ～ 113 巻

【小説】倒産続きの彼女

新川

帆立

【実用書・パソコン】パソコンで困ったときに開く本 2022 朝日出版

【小説】トリカゴ

辻堂

ゆめ

【実用書・医学】こころと体がラクになるツボ押し養生 田中 友也

【小説】北斗星に乗って

広小路

【小説】本が紡いだ五つの奇跡

森沢

明夫

【実用書・料理】もっと！魔法のてぬきおやつ 材料2つから！オーブン不使用！ てぬキッチン

【文庫小説】わるじい慈剣帖

風野

真知雄

【実用書・子育て】子どもが体調悪いとき、どうしたらいいの？ 小野 英一

【文庫小説】わが名はオズヌ

今野

敏

【実用書・アウトドア】釣り糸の結び「完全」トリセツ つり人社書籍編集部編

【文庫小説】鳩の撃退法

佐藤

正午

【実用書・福祉】わくわく！納得！手話トーク
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上下巻

尚祈

小西

慶三

さいとう

たかを

【実用書・料理】藤井ちゃんこ 5つの鍋の素で、毎日食べてもまた食べたい！ 藤井 恵

松岡

第４次社会教育中期計画 芸術・文化活動の振興と伝統文化・芸能の保存について
令和３年度から５年間にかけて社会教育活動を展開していくための第４次社会教育中期計画が策定されてお
ります。今回も「芸能・文化活動の振興と伝統文化・芸能の保存」についてご紹介します。

和美

峰栄館図書室（☎ 0185-76-2323）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。

郷土芸能の記録・保存に努めるとともに、各団体の後継者育成を後押しします。
❸郷土芸能の保存と
継承

町無形文化財、県無形文化財への働きかけを積極的に行います。

【絵本、児童書】
【厚紙絵本】ぺんぎんさん（ゆびでさわってどこかなえほん） エッシ・キンピマキ 【児童書】明日のカルタ
【絵本】ワンワンとうーたんあいさつげんき！しかけえほん 講談社
【絵本】はっけよい！おせちばしょ

柴田

【絵本】ふゆごもりのまえに

ようこ

【児童書】ヤバいけどおいしい !? せいぶつ図鑑 成島 悦雄
【児童書】日本全国新幹線に乗ろう！

佐原

【小説】倒産続きの彼女

新川 帆立

【実用書/情報】LINE がぜんぶわかる本

【小説】闇祓

辻村

深月

【実用書/宗教】イラストで読む新約聖書の物語と絵画 杉全 美帆子

【小説】転がる検事に苔むさず

直島

翔

【実用書/社会】マンガで学べるはじめての簿記入門 添田 裕美

【小説】嗤う淑女二人

中山

七里

【実用書/医学】認知症世界の歩き方

【小説】御坊日々

畠中

恵

【実用書/健康】最新医学で治すアトピー 成人から乳児までのケア 大塚 篤司

【小説】N

道尾

秀介

【実用書/建築】すごい平屋（美しい住まいと家づくり） エクスナレッジ

【小説】ミカエルの鼓動

柚月

裕子

【実用書/生活】暮らしが整う「片付けない」片付け Kayoko

【文庫小説】三千円の使いかた

原田

ひ香

【実用書/料理】オードブル教法

【文学】都々逸っていいなあ

小野

桂之介

【実用書/手芸】手ぬいで着物リメイクゆったり心地よい服 高橋 恵美子

【コミック】ONE PIECE 巻 100 覇王色

尾田

栄一郎

【実用書/郷土】村を守る不思議な神様
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ひかり

【よみもの】お寺の掲示板

諸法無我

江田

智昭

関係団体等と連携・協力し、町文化財の保存・活用について検討します。
「菅江真澄」古絵図跡地等の整備を継続します。
町及び県有形文化財への働きかけを積極的に行います。

ジャン・ブレット 【児童書】方言ずかん（見る知る考えるずかん） ほるぷ出版

【小説】ブラザーズ・ブラジャー

広報はっぽう

❹文化財や伝統文化
の継承と活用

まっぷるキッズ

【一般書】
（小説、コミック、よみもの、実用書）
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歴史講演会等への町民の参加促進など、町文化財保護協会の活動を支援します。

美津留

【児童書】ミラクルきょうふ!本当に怖いストーリー DX 闇月 麗
ケイコ

【絵本】わらしべちょうじゃ（日本むかしばなし） いもと

倉本

石川駒踊り等、活動団体を支援するとともに、発表の場を充実させます。

❺史実や文化財の
調査、研究

資料調査委員会による古文書研究を進めます。
町文化財保護協会等と連携しながら歴史・文化資料の調査研究を進めます。

宝島社

筧

坂田

裕介

小松

阿希子
和彦

ファガス・峰栄館の年末年始休館

ファガス・峰栄館休館日

令和３年12月29日
（水）
〜
令和４年１月３日（月）
◎図書室も同様に休みとなります。

としょカーんの運休について

としょカーん運休日

令和３年12月29日（水）
〜
令和４年１月６日（木）

◎１月１１日（火）から運行いたします。

広報はっぽう
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