9月
イラスト・もりはなこ

9/2

アカデミックトーク

（土）

講師
八戸工業高等専門学校

助教

秋田出身で、現在は八戸高専で主に微積の授業を担当して
います。専門は解析数論という数学の分野で、特にゼータ
関数を研究しています。数学で式を解析的に紐解いていく
傍ら、美術部と電子情報工学部の絵師さんたちの顧問とし
て活動し、
個人活動としてオリジナルマンガを描いています。

9/8

（金）

こと

ひと

り
師よ

講

若狭尊裕 ( わかさ・たかひろ )

君の脳内からつながる
果てなき数の世界

「数」
を扱う数学の世界。見た目簡単な問題の裏には、
100 年以上数学者たちを魅了する問題があります。
数の世界とはどんなものか、それはどこにあるのか。
魅了されたらあなたも脱出はできないかも？

14：00 〜 16：00

/

要予約

八戸工場大学関連企画

八戸工場大学

第２回講義（後半）

八戸工場大学 2017 のカリキュラム、第２回講義の後半は、み
んなで工場の本を紹介し合うという授業です。八戸ブックセン
ターがナビゲートさせていただくこととなりました！八戸工場
大学の受講は、締め切っておりますが、若干名聴講生も募集し
ておりますので、お気軽にお問い合わせください！
《問い合わせ先》

まちづくり文化推進室
開催場所
八戸ニューポート
（八戸市十三日町 15 フラワーエイトビル 3 階）

19：00 〜 21：00

0178-43-9156
machi@city.hachinohe.aomori.jp

/ 要予約

9/10

ギャラリートーク

（日）「寺山修司

言葉の森」展示記念トークイベント

佐々木英明

×

笹目浩之

寺山修司記念館館長

佐々木英明（ささき・えいめい）
1948 年、青森県・平内町出身。詩人。1968 年、県立青森高校を卒業し、寺山修司が主宰する演劇
実験室『天井棧敷』に参加。舞台『書を捨てよ、町へ出よう』、映画『書を捨てよ町へ出よう』
『邪
、
宗門』
、
『阿片戦争』他に出演。1972 年、天井棧敷退団。1987 年帰郷。現在は、詩作に励みつつ、
朗読会、演劇、講演などの活動を精力的につづけている。詩集に『愛について』(1993 年）
、
『心を
閉ざす』(1996 年）
、『刈株集』(2010 年）がある。2012 年 4 月より三沢市寺山修司記念館館長。

株式会社テラヤマ・ワールド代表取締役

笹目浩之（ささめ・ひろゆき）
1963 年、茨城県出身。1987 年に株式会社ポスターハリス・カンパニー設立。1990 年より演劇・
映画祭・イベントの企画・宣伝・プロデュ ースも多数手がける。現在、株式会社テラヤマ・
ワ ールドの代表取締役として、寺山修司の著作権管理及び三沢市寺山修司記念館の指定管理者
(2009 年〜）。編著に『ジャパン・アヴァンギャルドーアングラ演劇傑作ポスター 100』(2004 年）。
著書に『ポスタ ーを貼って生きてきた。』(2010 年）、
『寺山修司とポスター貼りと。
』(2013 年）。

14：00 〜 15：30

ギャラリー

「寺山修司

/

要予約

言葉の森 」は、9 月 24 日（日）まで開催しています！

おみのがしなく！

9/16

館内ツアー特別企画

（土） ブックセンターってこんなとこ

おまちしています！

2016 年 12 月に開館した八戸ブックセンター。開館前の
2016 年 9 月に行われたトークイベント「ブックセン
ターってどんなとこ？」からはや 1 年。オープンしてか
らだからこそわかる、あんなことこんなことを、前回の

イベントでもおなじみ、
ＩＪＵ
（移住）してきたスタッフ
3 人が和気藹々とおはなしします。トーク終了後には、
スタッフによる懇切丁寧な館内ツアーも実施。
「八戸ブッ
クセンターってなんだ！？」と思っているすべての方に
お越しいただきたいイベントです！

14：00 〜 15：30

トーク

15：30 〜 16：00

館内ツアー

/ 要予約

本のまち八戸
今年で４回目！

はっちの

一箱古本市（9/24）
関連イベント

9/23

トークイベント

（土）

僕と妖怪

絵本作家

広瀬克也

大人気の絵本「妖怪横丁」
（絵本館）をはじめとした「妖
怪シリーズ」創作の背景や、
「妖怪」を描くようになっ
たきっかけなどをおはなしいただきます。広瀬さん
のファンの方はもちろん、絵本を描くことに興味が
ある方もぜひお越しください。
また、一箱古本市当日（24 日）には、はっちにて、
「妖
怪ワークショップ・みんなで大きな龍をつくろう！」
が開催されます。小学生までのお子さんとその保護者

広瀬克也

の方を対象に、ワークショップを行うイベントです。

( ひろせ・かつや )

詳細・お申し込みは八戸市福祉部子育て支援課（TEL

1955 年東京生まれ。セツ・モードセミナー研究科卒。グラフィック・デザイナー、イラストレーター。
初の絵本作品は『おとうさんびっくり』
（絵本館）
。代表作品は『妖怪横丁』
『妖怪遊園地』
『妖怪温泉』
『妖

0178-43-9342) へお問い合わせください。

怪食堂』
『妖怪交通安全』
『妖怪バス旅行』
『妖怪美術館』
（絵本館）など妖怪絵本シリーズ。
『きょうりゅうどー
ん』
（絵本館）他に月刊漫画「ガロ」に描いた漫画を絵本化した『さがしものはネコ』
（架空社）
『ばけれんぼ』
、
（PHP 研究所）、
『ばけまつり』
（佼成出版社）
、
『まよなかのほいくえん』いとうみく・文（WAVE 出版）
、
『ぼ
くのでんしゃでんしゃ』宮本えつよし・文（教育画劇）
『ちょんまげとんだ』中尾昌稔・文（くもん出版）
、
『ミ
、
ライのミイラ』くすのきしげのり・文（瑞雲社）など多数。

9/24

15：00 〜 16：00

/

要予約

トークイベント

（日） エア本屋「いか文庫」って

どんなとこ？

八戸ブックセンターで、いか文庫
オリジナルグッズを販売予定！
お楽しみに！

いか文庫
2012 年オープン。お店も商品も無いけれど、
毎日どこかで開店している「エア本屋」。リ
アル書店でのフェア開催や、本やイカにま
つわるイベントの企画、フリーペーパー『い
か文庫新聞』の発行、フリー冊子、ブログ
での連載（誌面や WEB 上での開店）など、
本や本屋（たまにイカも）に関わる様々な
ことを、面白おかしく楽しんでもらいたい
一心で営業している。

いか文庫店主

粕川ゆき

（かすかわ・ゆき）

いか文庫バイトちゃん

×

神田真緒

（かんだ・まお）

店舗を持たずに営業するエア本屋、その名も「いか文庫」
。いか
文庫店主の粕川さん、バイトちゃん神田さんをお招きし、ねほり
はほり伺います。新しい本屋さんの形でもあるエア本屋。すこし
でも気になった方はぜひご参加ください！なお、いか文庫は、一
箱古本市に出店いたしますので、そちらもお楽しみに！

13：00 〜 /

要予約

9/29

毎月最終金曜日は！

（金） ブック・ドリンクス

内沼晋太郎さんも参加します！

ドリンクを飲みながら、本について語らう交流会です。
事前申込不要・出入り自由ですので、お気軽にお越し
ください。 ※持ち物は不要の読書会ですが、ご紹介したい
本がある場合はご持参ください。

18：00 〜 20：00

9/30

/

ワンドリンク制

/

予約不要

執筆・出版ワークショップ

（土）地方に魔法をかけるには

〜八戸を変える編集術〜

雑誌「Re:s」やフリーマガジン「のんびり」で知られる編
集者・藤本智士氏をお招きするイベントです。ご出身の
兵庫からの発信を続けられていることや秋田発のフリー
マガジン「のんびり」を手がけられたことなど、
最新刊「魔
法をかける編集」にもとづきながら、地方から発信され
ることについておはなしいただきます。

藤本智士（ふじもと・さとし）
1974 年兵庫県生まれ。編集者。有限会社りす代表。雑誌「Re:S」編集長を経て、秋田県
発行フリーマガジン「のんびり」、web マガジン「なんも大学」の編集長に。自著に『魔
法をかける編集』（インプレス）、『風と土の秋田』『ほんとうのニッポンに出会う旅』（共
にリトルモア）。イラストレーターの福田利之氏との共著に『いまからノート』（青幻舎）
、
編著として『池田修三木版画集 センチメンタルの青い旗』
（ナナロク社）などがある。編集・
原稿執筆した『るろうにほん 熊本へ』
（ワニブックス）、
『ニッポンの嵐』
（KADOKAWA）ほか、
手がけた書籍多数。
http://re-s.jp

/

twitter

@Re_Satoshi_F

14：00 〜 16：00

/

要予約

最新情報・イベントのお申し込みは・・・

web
こちらもチェック！

〒031-0033
青森県八戸市六日町 16 番地２ Garden Terrace 1 階
TEL 0178-20-8368

https://8book.jp

FAX 0178-20-8218

開館時間：11：00 〜 20：00
休館日：毎週火曜日（祝日の場合はその翌平日）、1/1、および 12/29 〜12/31

twitter
facebook

@hachibookcenter
＠hachinohebookcenter

