
　　　 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。

ほんたの防災おはなし会 10:30～11:00 デモ展示室

 絵本で楽しく防災を学ぼう！ 災害を防ぐには、どんなことに

 気をつければいいいのかな？

ワークショップ　

防災・減災のはなし

日時　 ９月５日（土）～1３（日）  防災についての講話のあとに避難所設営体験を実施。

１０：００～１７：００  段ボールベッドや非常食もお試しできます。

場所 情報図書館本館2階 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。

９月の休館日
　　月曜日　　　　　　　　　　　　　　  図書整理日

　　７日、1４日、２１日、2８日　　　　　第4金曜日　2５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

９月
通巻366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。

■特集コーナー（9月24日まで）

「９月生まれの作家たち」

対雁が登場する『熱源』で直木賞を受賞した

川越宗一さんも9月生まれ。今回はさまざまな

ジャンルの本が集まりました。新しい出会い

があるかも！

災害や防災に関連する図書や、防災

グッズを展示します。

北海道胆振東部地震から２年。防災

を学び、備えを見直しましょう。

９/１２（土）には特別イベントを開催！

11:00～12:00 ビデオ視聴室

（定員：先着２０名）



リバーシブルの文庫本用ブックカバーを手縫いで作ります。

◇日　　時 ９月19日（土）　13:00～15:00

◇対　　象 江別市在住または市内に通勤通学されている18歳以上の方。

先着10名

◇会　　場 情報図書館本館　２階　デモ展示室

◇受  講  料 ２００円（申込時支払い）

◇受　　付 ９月４日（金）～８日（火）

情報図書館本館で受講料を添えて申し込み

●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

◇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 ９月11日（金）～15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9月18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 10月11日（日）13時～16時

◇内　　容 写真ソフト(画像編集)講座  「撮ったデジカメ写真を美しく編集してみよう」

◇対　　象 日本語入力、マウス操作ができる方。

◇定　　員 5名

◇申　　込 ９月9日（水）～10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9月18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。

◇使用機器　

日　程

午前 10時15分～12時15分

午後 13時30分～15時30分

時　　間コース

ブックカバー作り講習会

不要雑誌の
無料提供

9月の更新日

26日（土）

★当日お持ちいただくもの

裁縫セット（針、型紙を切る
はさみ、定規など）

10月 ６日（火） 7日（水） 8日（木）

13日（火）14日（水）15日（木）



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～

6（日） 6（日）

13（日） 13（日）

20（日） 20（日）

27（日） 27（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。

本館 おはなしコーナー

火曜日 火曜日

① 11:00～11:20 ① 10:30～10:50

② 11:30～11:50 ② 11:00～11:20

 1日 村住さん  8日 片桐さん

15日 鈴木さん

22日 松山さん

29日 松山さん

木曜日 金曜日 土曜日
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

10日 うるうる亭 11日  5日 オリオンの帯
17日 ねぎぼうず 赤ちゃん向け 19日 シアターとんとん

おはなし会 26日 おはなしポケット

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

 3日 おはなしくまさん  5日  3日 根上さん  5日

10日 村住さん 12日 10日 片桐さん 12日 おはなし

17日 おはなしくまさん 19日 17日 根上さん 18日 なあに

24日 村住さん 26日 24日 片桐さん 26日

斉藤さん

木曜日 土曜日

大麻公民館


世界絵本箱　５　ふしぎワールド 11:00
絶景ジオパーク
地殻変動から見る日本列島 第3巻

14:18

14ひきのおつきみ 10:54
新世界紀行
アンコールワット・アンコールトムの謎

14:17

14:26
バトンズとラスティの大冒険　２
イースターの卵騒動

10:52
ナショナルジオグラフィック
メキシコの素顔

日程 タイトル 終了時間 日程 タイトル 終了時間

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
ありがとうハーナ　－いつまでも心にの
こる。この感動！生きる喜びと幸せをのせて
車イスでイヌのハーナが走った。－

14:15

http://www.lib.city.

９月の映画会

おはなし会のお知らせ

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ください。

・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。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一　般　書】

分野 書名 著者名 分野 書名 著者名

書評 物語の海を泳いで 角田 光代 人生100年時代の60歳からの家 湯山 重行

逆説の日本史 25 井沢 元彦 なんでも自分で修理する本 片桐 雅量

香港の歴史
ジョン・
M.キャロル

農業
農家が教える
天気を読む知恵とワザ

農文協／編

伝記 KGBの男
ベン・マッキン
タイアー

畜産 肉とすっぽん 平松 洋子

地理・
紀行

サルデーニャの蜜蜂 内田 洋子 絵画 奇想の国の麗人たち 中村 圭子／編著

われわれが習近平体制と
命がけで闘う13の理由

金 文学 スポーツ へやトレ体操 森 俊憲

ルポ百田尚樹現象 石戸 諭 霧の彼方須賀敦子 若松 英輔

赤ちゃんポストの真実 森本 修代 古井由吉　文学の奇蹟

ビジネス 在宅HACKS！ 小山 龍介 88歳の自由 曽野 綾子

教育
人生に必要な教養は
中学校教科書ですべて身につく

池上 彰 欲が出ました ヨシタケ シンスケ

科学 日常の不思議を物理学で知る 松原 隆彦 賢者たちの街
エイモア・
トールズ

面白くて眠れなくなる恐竜 平山 廉 パチンコ　上・下 ミン・ジン・リー

鳥たちの365日
北海道サロベツ原野

富士元 寿彦／
写真・文

ただいま神様当番 青山 美智子

足腰は1分で強くなる！ 高子 大樹 そこにはいない男たちについて 井上 荒野

精神科医が教える
ストレスフリー超大全

樺沢 紫苑 コロナ黙示録 海堂 尊

手芸 かたちがステキな大人の帽子 チンギス紀　８ 北方 謙三

家族の朝ごはん 杵島 直美 首里の馬 高山 羽根子

保存食と自家製レシピ 黒田 民子 一人称単数 村上 春樹

分野 書名 著者名

つかまえた 田島 征三

おばけでんしゃだおとうとうさぎ！
ヨンナ・ビョル
ンシェーナ

こんにちは！わたしのえ はた こうしろう

きみの声がききたくて
オーウェン・
コルファー

ティッキ・ピッキ・ブン・ブン
(愛蔵版おはなしのろうそく 11)

東京子ども図書
館／編纂

はこぶ仕事のひみつ図鑑

せかいいっしゅうあそびのたび ペズル

ガリガリ君ができるまで 岩貞 るみこ

 ※８月に入った本の一部です

【児　童　書】

その他

物語

絵本

歴史

社会

生物

医学・
健康

料理

住居

作家

エッセイ

小説

新着図書案内

 『そのときうんちはどこにいる？』 

榊原 千秋／監修 

きたがわ めぐみ／作 

（日本看護協会出版会） 

食べたものはどうやって吸収されて

いくの？ 親子で読みたい便育絵本。 

（絵本） 

 『せんそうがやってきた日』 
ニコラ・デイビス／作 

レベッカ・コッブ／絵（鈴木出版） 

戦争は、学校のランチタイムのす

ぐ後にやってきた…。難民の子ど

もたちへの支援を考える一冊。 

（絵本） 


