
　　　 感染拡大防止のため、一部サービスの制限などを行っております。皆さまにはご不便を

　　　 おかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

日時 8月8日（土）～16日（日）

１０：００～１７：００

場所 情報図書館本館　デモ展示室

■本館 本館・ぷらっと窓口 ３８４－０２０２

　 【火・土】 10:00～19:00 江別分館 ３８５－１３７２

【水・木】 10:00～21:00 大麻分館 ３８７－１６３４

【金・日】 10:00～17:00 豊幌小学校 ３８３－４４８６

■江別分館・大麻分館 江別太小学校 ３８２－２６００

【火～日】 10:00～17:00   ぷらっと窓口、豊幌小学校図書館、江別太小学校図書館

  の開館曜日、開館時間はお問い合わせください。

8月の休館日
　　月曜日　　　　　　　　　　　　　　  図書整理日

　　　3日、10日、17日、24日、31日　　　第4金曜日　28日

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いいたします

開
館
時
間

情報図書館だより
2020

８月
通巻365号 江別市情報図書館：江別市野幌末広町７番地

http://www.lib.city.

ebetsu.hokkaido.jp/

江別市情報図書館

ホームページ

江別市情報図書館

Facebook

～ ご来館の皆さまへ ご協力のお願い ～

●以下に該当する方はご利用をお控えくださいますようお願いいたします。

・発熱や咳、のどの痛みなどがあり、体調がすぐれない方

・身近に新型コロナウイルス感染症の感染者もしくは感染の可能性のある方がいらっしゃる方

・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等へ訪問歴がある方

●マスク着用のうえ、ご入館ください。

●入館時、資料に触れる前後の手洗い・手指消毒等、感染防止に努めてください。

●咳エチケット、手洗いの励行にご協力ください。

●他の利用者との距離をとり、滞在は短時間としてください。

●感染拡大防止のため、入館記録を取らせていただきます。

ほんたの
こわ～いおはなし会

８月８日（土）

10：30～11：00
会場／2階ビデオ視聴室

大人も子どもも楽

しめる、夏に読み

たいこわい本を展

示します。

展示する本は貸し

出しできます。あ

なたはどの本がお

好きですか？

ナゾとき！
としょかんクイズラリー

８月８日（土）～１６日（日）

各日10:00～17:00
受付／1階貸出カウンター



雑誌提供のお知らせ

８月の更新日

日（土）です。

●初心者パソコン教室

パソコン教室を２コース開催します。以前受講された方も応募できますが、希望者多数の場合

は初めて受講される方を優先します。

情報図書館設置のパソコン（Windows10搭載）

※個人所有のパソコンは持ち込みできません。

◇内　　容　 パソコンの基本操作、文書作成、表計算、インターネットの入門、電子メールの送

受信など。初めてパソコンに触れる方でも受講できます。※個人所有のパソコンの

操作方法など、講義の内容以外の個別の質問はお答えできません。

◇日　　時

9月8日（火）９日（水）10日（木）

    15日（火）16日（水）17日（木）

9月9日（水）10日（木）16日（水）

　     17日（木）23日（水）24日（木）

◇対　　象　 受講日程６日間のすべてに参加できる20歳以上の方。

◇定　　員　 各コース5名。

◇受  講  料 二千円（教材費含む）。講習初日にお持ちください。

◇申　　込 8月14日（金）～18日（火）休館日をのぞく各日、10時～閉館時間までに電話か直接

本館へ。

希望者多数の場合は職員による公開抽選を行います。

抽選は8月21日（金）11時～ビデオ視聴室で行い、当選者のみ抽選日から１週間程度で

郵送によりご連絡します。

●ＥＰＯＣ講習会 エポック（江別パソコン利用研究会）の会員を講師に迎えて行います。

◇日　　時 9月13日（日）13時～16時

◇内　　容 Excel超初級：Excelの文字入力、計算等の基礎を学びながら、メモカレンダーを作ります。

◇対　　象 日本語入力、マウス操作ができる方。

◇定　　員 5名

◇申　　込 8月12日（水）～13日（木）10時～閉館時間までに電話か直接本館へ。

希望者多数の場合は職員による公開抽選を行います。

抽選は8月21日（金）11時～ビデオ視聴室で行い、当選者のみ抽選日から１週間程度で

郵送によりご連絡します。

29

時　　間コース

◇使用機器　

日　程

午前 10時15分～12時15分

夜間 18時30分～20時30分

■特集コーナー（8月27日まで）

「夏を愉しむ」

思うようにお出かけできない日々が続いて

います。せめて、本の中だけでも暑い夏を

満喫しましょう!! 夏に関するアレコレを集

めてみました♪

■エントランス展示（9月24日まで）

「三島由紀夫」

没後50周年を迎えた三島由紀夫の多岐にわた

る活動を紹介します。



会場：本館2階ビデオ視聴室

情報図書館では、映画会を開催しています。

入場料無料、出入り自由です。お気軽にお立ち寄りください。

こども映画会　10:30～ 日曜映画会　13:30～

2（日） 2（日）

9（日） 9（日）

16（日） 16（日）

23（日） 23（日）

30（日） 30（日）

※映画会の内容は予告なく変更になる場合があります。 ご了承ください。

おはなし会のお知らせ

本館 おはなしコーナー

① 11:00～11:20 ① 10:30～10:50

② 11:30～11:50 ② 11:00～11:20

 4日 村住さん 18日 鈴木さん

25日 松山さん

① 10:30～10:50 ① 11:00～11:20 ① 10:30～10:50
② 11:00～11:20 ② 11:30～11:50 ② 11:00～11:20

13日 うるうる亭 14日  1日 オリオンの帯
20日 ねぎぼうず 赤ちゃん向け 15日 シアターとんとん

おはなし会 22日 おはなしポケット
29日 ちーむほんた

江別分館 中央公民館　　　　　　　
 大麻分館
木曜日 金・土曜日

① 11:00～11:20 ① 14:00～14:20 ① 10:30～10:50 ① 10:30～10:50

② 11:30～11:50 ② 14:30～14:50 ② 11:00～11:20 ② 11:00～11:20

 6日 おはなしくまさん  1日  6日 根上さん  7日

13日 村住さん  8日 13日 片桐さん 21日 おはなし

20日 おはなしくまさん 15日 斉藤さん 20日 根上さん 29日 なあに

27日 村住さん 22日 27日 片桐さん

29日

大麻公民館


木曜日 土曜日

木曜日 金曜日 土曜日

火曜日 火曜日

リトルポーラベア　しろくまくん、
ふねにのる

11:00
私の美術館7　山田かまち水彩デッサ
ン美術館　EVERGREEN

14:30

14:20
バーバパパ世界をまわる４
熱帯アフリカ・サバンナ編

11:00
生と死の科学５ アマデウス・モーツァル
ト －天才作曲家の不可解な死－

ヒロシマに一番電車が走った 11:02 世紀のドキュメント　遺書 14:15

小さい潜水艦に恋をしたでかすぎる
クジラの話

11:15
語らずに死ねるか！
無名の元兵士たちの声

14:15

日程 タイトル 終了時間 日程 タイトル 終了時間

世界絵本箱４　トミーアンゲラーの
ミステリアス・ストーリー

11:00
古地図江戸さんぽ
池波正太郎「鬼平犯科帳」を歩く

14:28

http://www.lib.city.

8月の映画会

参加するみなさまへ

・人数制限を設けています。

・マスクをつけて来て下さい。

・工作はお休みです。

・参加者がいない場合は中止するこ

とがあります。



分野 書名 著者名 分野 書名 著者名

情報 ＡＩ世界秩序 李　開腹
身のまわりのものでできる手作
りマスク

寺西　恵理子

読書 絵本はもっと面白くなる！ 早川　裕 かぎ針で編むキッズリュック

心理学 図解心理学用語大全
田中　正人
／編著

ヴィーガン和食 庄司　いずみ

宗教 教養としての世界宗教史 島田　裕巳 高たんぱく質レシピ１５１
主婦の友社
／編

「決戦」の世界史
ジェフリー・
リーガン

農業 こんな近くに！札幌農業
札幌農業と歩
む会／編著

徳川の幕末 松浦　怜 鉄道 鉄道と切手
鉄道友の会
／編

伝記 はじめての渋沢栄一
渋沢研究会／
編

音楽 オペラがわかる１０１の質問
ザビーネ・ヘンツェ
＝デーリング

国立公園を旅する
日本国際放送
／企画

スポーツ 野球帽大図鑑 綱島　理友

東京ランドマーク図鑑 言語 失礼な日本語 岩佐　義樹

香港デモ戦記 小川　善昭 俳句 夏井いつきの日々是「肯」日 夏井　いつき

コロナショック・サバイバル 冨山　和彦 高峰秀子の反骨 高峰　秀子

ビジネス 入社１年目ビジネス文書の教科書 西出　ひろ子 おこりんぼう 林　望

民族 アイヌをもっと知る図鑑 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井　あめ

外来生物のきもち 大島　健夫 家族じまい 桜木　紫乃

ヒグマ大全 門崎　允昭 つながりません 長岡　弘樹

がんでも歩こう！ 大島　和也 シャーロック伯父さん
ヒュー・ペン
ティコースト

快眠ごはん 坪田　聡 彼女たちの部屋
レティシア・
コロンバニ

分野 書名 著者名

いし 高畠　那生

きつねのしっぽ おくはら　ゆめ

震える叫び
Ｒ.L.スタイン
／監修

ウルド昆虫記
バッタを倒しにアフリカへ

前野　ウルド
浩太郎

恐竜と古代の生き物図鑑
ジョン・ウッ
ドワード

お菓子な自由研究
東京製菓学校
／監修

社会

エッセイ

【一　般　書】

手芸

料理

歴史

地理
・
紀行

小説

自然

健康

【児　童　書】

も
の
が
た
り

そ
の
ほ
か
の
本

『あめかっぱ』
むらかみ さおり／作

（偕成社）

あめの日にこどもだけでお留守番

する時にはとても楽しいことがある
んです。しとしと降る雨の音までが
聞こえてきそうな美しい一冊です。

『７年目のランドセル』
内堀 タケシ／写真・文

（国土社）

日本から届いた使用済みのランド

セルを受け取ったアフガニスタンの

子どもたちのいきいきとした笑顔が

心に残ります。

え ほ ん

え
ほ
ん

※７月に入った本の一部です
新着図書案内


