
　　　

　　　

　　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。

開
館
時
間

８日（日）大人のおはなし会

（13:00～14:00）

協力：うるうる亭、シアターとんとん

情報図書館だより
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～ 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。

１１月の休館日

※市内各公民館は、10月～11月の間、月曜日を臨時開館しますが、江別分館・大麻分館は

休館日のため閉館となります。ご了承ください。

月曜日
2日、9日、16日、23日、30日

図書整理日
第４金曜日 27日

日時：11月3日（火・祝）～11月８日（日）

1０:00～1７:00

会場：情報図書館本館２階 デモ展示室

えほんのじかん展

可愛いぬいぐるみの絵本や大人におすすめの絵本、

外国語で書かれた絵本を大特集！

展示されている本は貸し出しできます。

期間中は特別イベントも開催します。

７日（土）ヒギンズさんのおはなし会

（11:30～12:00）

英語の絵本の読み聞かせ会です。

対象～全年齢（主に小学生以下向け）

※ イベント会場は２階ビデオ視聴室です。

事前申し込みは不要。直接お越しください。

特別イベント！

利用者カードの有効期限と更新手続きについてのお知らせ

有効期限について

・利用者の皆さんの登録内容に変更がないことを確認するため、利用者カードに有効期限を

設けています。

・有効期限は、新規登録または更新・再発行した日から３年後です。

（※2018年１月29日までにご登録済みの方の有効期限は2021年１月30日です。）

更新手続きについて

・有効期限の９０日前からカウンターで更新手続きのご案内をいたします。

・お名前とご住所が確認できる書類をご提示ください。



●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8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 11月13日（金）～17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11月20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 12月13日（日）13時～16時

◇内　　容 Excel初級～Excelをマスターする！～

◇対　　象 日本語入力、マウス操作ができる方。

◇定　　員 8名

◇申　　込 11月11日（水）～12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11月20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

11月の更新日

２8 日（土）

12月 1日（火） 2日（水） 3日（木）

８日（火） ９日（水 ) 1０日（木）

◆特集コーナー

生誕から１３０周年。深まる秋、クリスティー劇場であなた

も灰色の脳細胞を目覚めさせてみませんか？

不要雑誌の無料提供



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～

1（日） 1（日）

15（日） 15（日）

22（日） 22（日）

29（日） 29（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

 3日 お休み 10日 片桐さん

17日 鈴木さん

24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

うるうる亭 13日  7日 オリオンの帯
ねぎぼうず 赤ちゃん向け 14日 ちーむほんた

おはなし会 21日 シアターとんとん
28日 おはなしポケット

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

 5日 おはなしくまさん  7日  5日 根上さん  6日

19日 おはなしくまさん 14日 12日 片桐さん 14日 おはなし

26日 村住さん 21日 斉藤さん 19日 根上さん 20日 なあに

28日 26日 片桐さん 28日

木曜日

ヨーヨーの猫つまみ
猫だってお料理できるもん！

11:00 星降る夜に　しし座大流星群 14:30

14:25
NHK 母と子のテレビ絵本
靴はき猫

10:57
ナショナルジオグラフィック
世界を切り取る写真家

12日
19日

日程 タイトル 終了時間

詩人　谷川俊太郎 14:29

日程 タイトル 終了時間

新トムとジェリー３
ジェリーはおちゃめな人気者

11:00 鳥は恐竜の子孫なのか 14:14

素敵で小さなお話　第１集　３ 11:03

http://www.lib.city.１1月の映画会

おはなし会のお知らせ

参加するみなさまへ

・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
「普通」の人のためのSNSの教科
書

徳力 基彦 干物料理帖 うすい はなこ

少女たちがみつめた長崎 渡辺 考 しょうがの料理 有元 葉子

「宗教」で読み解く世界史 宇山 卓栄 建築 北海道建築さんぽ 佑季

伝記 湯川秀樹の戦争と平和 小沼 通二 生物 うおづら 世界初の魚の顔図鑑 森岡 篤

地理 学びなおすと地理はおもしろい 宇野 仙 スポーツ
介護予防に効く「体力別」運動ト
レーニング

中村 容一

言論の不自由 香港、そしてグローバル民主
主義にいま何が起こっているのか

ジョシュア・
ウォン

横山大観の全貌
足立美術館／監
修

ブラック・ライヴズ・マター
黒人たちの叛乱は何を問うのか

アール・ブリュット湧き上がる衝
動の芸術

小林 瑞恵

段取り上手のメール 中川路 亜紀 言語 オンラインでズバリ伝える力 佐藤 綾子

ニトリの働き方 似鳥 昭雄 本とあるく旅 森 まゆみ

避難所に行かない防災の教科書 西野 弘章 いまだ、おしまいの地 こだま

検証ブラックアウト
北海道新聞社／
編

恐ろしくきれいな爆弾 越智 月子

気象 ときめく雲図鑑 菊池 真以 昨日星を探した言い訳 河野 裕

APD「音は聞こえているのに聞き
とれない」人たち

小渕 千絵 スキマワラシ 恩田 陸

トリプルリスク改善マニュアル 井上 正子／監修 もう、聞こえない 誉田 哲也

簡単手作り石けん、ハンドジェ
ル、ハンド＆マスクスプレー

生活の木 優しい暴力の時代 チャン イヒョン

育児
赤ちゃんが大人になる道筋と育て
直し

角田 春高 現想と幻実 ル=グウィン短篇選集 
アーシュラ・K.
ル=グウィン

北海道200年構想 久保 信彦 魔宴
モーリス・
サックス

甘いバナナの苦い現実 石井 正子
ナポレオンじいちゃんとぼくと永
遠のバラクーダ

パスカル・
リュテル

分野 書名 著者名

サンドイッチにはさまれたいやつ
よっといで

岡田 よしたか

あっゴキブリだ！ 塚本 やすし

子どもの本の世界を変えたニュー
ベリーの物語

ミシェル・マー
ケル／文

物語 神様のパッチワーク 山本　悦子

きせかえ折り紙ドール いしばし なおこ

脳のなかのびっくり事典 こざき ゆう

世界遺産知床の自然と人とヒグマ
の暮らし

伊藤 彰浩／写真

みんなに話したくなる感染症のは
なし

仲野 徹

絵本

その他

 ※１０月に入った本の一部です

歴史

社会

ビジネス

エッセイ

料理

美術

産業

【児 童 書】

防災

医学
・

健康

小説

新着図書案内

（絵本）『とりあえずまちましょう』
五味 太郎／作

（絵本館）

待つよりほかに、どうすることも

できない時ってあるものですよね。

（絵本）『ブウさん、だいじょうぶ？

ともだちがたいへんなことになっていたら』

バレリー・ゴルバチョフ／作

かわしま まなみ／訳 （山烋）

コロナ禍でなにかとギスギスしがち

なこんな時だからこそ、友や隣人の

ありがたさが身にしみます…。


