
　　　

　　　

　　5日、12日、19日、26日　　　　　　　第4金曜日　23日

■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。

10月の休館日

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

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。

5日、12日、19日、26日

月曜日 図書整理日

第4金曜日　23日

情報図書館だより
2020

10月
通巻367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。

ぬいぐるみのおとまり会

日時：11月1日（日） 14時～15時30分 おはなし会・工作

11月3日（火・祝）10時～17時 ぬいぐるみのお迎え

会場：情報図書館本館２階 デモ展示室

対象：市内在住の幼児以上のお子さんと保護者

定員：10名 ※応募者多数の場合は、抽選となります。

申込：10月13日（火）～18日（日）の開館時間中に電話か直接申し込み

お気に入りのぬいぐるみと一緒に、おはなし会に参加しましょう。おはなし会の後は、

みんなのぬいぐるみが図書館にお泊まりします。夜の図書館では何が起きるのかな？

ウポポイのオープンに合わせ、

アイヌに関する資料を展示します。

◆エントランス展示 ◆特集コーナー



●はじめてのパソコン

パソコンに興味を持ち、楽しさを感じていただく講習会。

キーボードは使用せず、名刺を作ります。

▷日　　時 10月25日（日）　13:00～16:00

▷対　　象 パソコンに興味はあるが、操作が難しく感じる方

▷定　　員 先着5名

▷会　　場 情報図書館本館　２階　コンピュータ学習室

▷受　　付 10月6日（火）～22日（木）休館日を除く各日、

10時～閉館時間までに電話か直接本館へ。

●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 10月9日（金）～13日（火）休館日を除く各日、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10月16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 11月8日（日）13時～16時

◇内　　容 ワードで年賀状作り～ネットからフリー画像でもっと素敵に！～

◇対　　象 日本語入力、マウス操作ができる方。

◇定　　員 5名

◇申　　込 10月7日（水）～8日（木）10時～21時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10月16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。

◇持ちもの ＵＳＢフラッシュメモリをお持ちください。

◇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

時　　間コース

不要雑誌の
無料提供

10月の更新日

２４ 日（土）

11月 10日（火）11日（水）12日（木）

17日（火）18日（水）19日（木）

11月 11日（水）12日（木）18日（水）

19日（木）25日（水）26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～

4（日） 4（日）

11（日） 11（日）

18（日） 18（日）

25（日） 25（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

 6日 村住さん 13日 片桐さん

20日 鈴木さん

27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

 8日 うるうる亭 9日  3日 オリオンの帯
15日 ねぎぼうず 赤ちゃん向け 10日 ちーむほんた

おはなし会 24日 おはなしポケット
31日 ちーむほんた

江別分館 中央公民館 大麻分館 大麻公民館


土曜日 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

 1日 おはなしくまさん  3日  1日 根上さん  2日

 8日 村住さん 10日  8日 片桐さん 10日 おはなし

15日 おはなしくまさん 17日 斉藤さん 15日 根上さん 16日 なあに

22日 村住さん 24日 22日 片桐さん 24日

31日 29日 根上さん 30日

終了時間

どんぐりと山猫 10:55
ナショナルジオグラフィック
衝突！彗星と小惑星

14:25

日程 タイトル 終了時間 日程 タイトル

木曜日

バーバパパ世界をまわる　５
オーストラリア・ガラパゴス編

11:00
プロフェッショナル仕事の流儀
アートディレクター　佐藤可士和の仕事

14:13

世界絵本箱６
トミー・デ・パオラのせかい

11:00
日本の近代化遺産　第9巻
維新政府・北国への挑戦

14:15

14:19
バトンズとラスティの大冒険　３
ハロウィンの大冒険

10:54
遷宮　二つの遷宮
～伊勢と出雲のミステリー～

http://www.lib.city.１０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

情報 Zoom基本&便利技 マイカ 料理 枝元なほみのリアル朝ごはん 枝元 なほみ

松江・城下町ものがたり 西島 太郎 美しいセダムの寄せ植え MAi

地図でスッと頭に入る古事記と
日本書紀

瀧音 能之／監修 部屋で楽しむテラリウム 佐々木 浩之

信長徹底解読 堀 新／編 絵画 もっと知りたい鳥獣戯画
土屋 貴裕／
監修・著

ドタバタ関ケ原 長谷川 ヨシテル 映画 七人の侍ロケ地の謎を探る 高田 雅彦

帝銀事件と日本の秘密戦 山田 朗 スポーツ なわ跳び練習百科 齋藤 仁

コロナ後の日本経済 須田 慎一郎 言語 言語の起源
ダニエル・
L.エヴェレット

60分でわかる!テレワーク導入ガ
イド

テレワーク研究会 手紙
心が伝わるお礼の手紙・はがきマ
ナー&文例集

杉本 祐子

コロナ後に生き残る会社 食える仕
事 稼げる働き方

遠藤 功 私捨悟入 安野 光雅

教育 特別支援学校教諭になるには 松矢 勝宏 弱さのちから 若松 英輔

数学 眠れぬ夜の確率論 原 啓介 ハリネズミは月を見上げる あさの あつこ

よくわかる過敏性腸症候群で悩ま
ない本

鳥居 明／監修 雪月花　謎解き私小説 北村 薫

ママにいいこと大全 主婦の友社／編 愛されなくても別に 武田 綾乃

環境 海洋プラスチックごみ問題の真実 磯辺 篤彦 お父さんはユーチューバー 浜口 倫太郎

美容 炭酸水スゴイ活用術 CAボーイ 宮木 あや子

手芸 ベビーとキッズの手編みニット ラスト・ストーリーズ
ウィリアム・
トレヴァー

わさびの日本史 山根 京子 心は孤独な狩人
カーソン・
マッカラーズ

今日もかき氷　進化版 蒼井 優 巨大IT企業クラウドの光と影 ロブ・ハート

分野 書名 著者名

カメレオンのかきごおりや 谷口 智則

ひみつだからね 軽部 武宏

おれ、きょうりゅうしんかんせ
ん

片平 直樹／作
山口 マオ／絵

恐竜の迷路　化石がひらくナゾの
世界

香川 元太郎

物語
レストランのおばけずかん
ふらふらフラッペ

斉藤 洋

さかな博士のレアうま魚図鑑 伊藤 柚貴

宇宙のがっこう　
JAXA宇宙教育
センター／監修

こども文様じてん 下中 菜穂

その他

絵本

小説

医学
健康

食品

【児 童 書】

 ※９月に入った本の一部です

歴史 園芸

社会

ビジネス

エッセイ

伝記

（絵本） 『スマホをひろったにわとりは』

ニック・ブランド／作

（マイクロマガジン社）

SNS犯罪から身を守るため
に読んでほしい、ちょっとお
かしなおとぎ話。

（絵本） 『ますくちゃんでばんです』

よこみち けいこ／作・絵

（ニコモ）

朝からせきとくしゃみが止ま
らないはなちゃん。 そこへ
ますくちゃんが飛んできて…
マスクをすることの大切さを
伝える絵本。

新着図書案内


