
　　　

　　　

　　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

えべチュン

福袋

情報図書館だより2020

12月
通巻369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。

内 容：「色が流れる万華鏡を作ろう」「ハンカチを染めてみよう」

日 時：１月８日（金） １０：３０～１２：００
会 場：情報図書館 ２階 デモ実験室

対 象：江別にお住まいの小学３～６年生

定 員：先着１５名

申込方法：１２月１１日（金）～１８日（金）の開館時間内に

直接本館カウンターへ

参 加 料 ：５００円 ※申込時に支払い

冬休み理科おもしろ実験教室

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

・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

・お名前とご住所が確認できる書類をご提示ください。

月曜日

７日 14日 21日 28日

図書整理日

25日（金）

年末年始

12月29日（火）
～１月３日（日）

＊1/4は月曜休館。

＊ぷらっとの窓口も同じ期間で
休業します。

年末年始と

12月の休館日

いろいろなテーマの

絵本が３冊入った福

袋を借りることがで

きます。

中身は開けてからの

お楽しみ！

１月5日（火）から、

なくなり次第 終了



●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、江別市在住または在勤の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 12月11日（金）～15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12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 1月10日（日）13時～16時

◇内　　容 Excel超初級

◇対　　象 江別市在住または在勤で、日本語入力、マウス操作ができる方。

◇定　　員 8名

◇申　　込 12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12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。

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。

◇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

１月19日(火)、20日(水)、21日(木)
 　　26日(火)、27日(水)、28日(木)

１月13日(水)、14日(木)、20日(水)
       21日(木)、27日(水)、28日(木)

１２月の更新日

２６ 日（土）

◆特集コーナー

「鬼滅の刃」が社会現象になっている今、あなたのそばにいる

鬼の本を集めてみました。

不要雑誌の無料提供

 

鬼 

あなたの身近にいる…



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

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 11日 5日 お休み
ねぎぼうず 赤ちゃん向け 12日 ちーむほんた

おはなし会 19日 シアターとんとん
26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

 3日 おはなしくまさん  5日  3日 根上さん  4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 斉藤さん 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 お休み

日程 タイトル 終了時間

オードリー・ヘップバーン 14:20

日程 タイトル 終了時間

いのししうりっ子のぼうけん 10:52
生と死の科学(ディスカバリー・ヘルス）４
マリリン・モンロー－誰が彼女を殺したのか－ 14:20

世界絵本箱　８
ふゆものがたり

11:00

木曜日

スノーマン 10:56
ナショナルジオグラフィック　　　　　衝突！彗星
と小惑星

14:25

14:13鬼の子とゆきうさぎ 10:52
プロフェッショナル仕事の流儀
パティシエ　杉野英実の仕事

10日
17日

http://www.lib.city.１2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

読書 ほんのよもやま話　作家対談集 瀧井 朝世／編 手芸 冬に編みたいバッグの本
朝日新聞出版
／編著

心理学 生きる勇気
アルフレッド・
アドラー

在宅楽飯100 ウエキ トシヒロ

宗教 てくてく地獄さんぽガイド 田村 正彦／編著 ふわふわカステラの本 中川 たま

一冊でわかる戦国時代 大石 学／監修 農業 知らなきゃ損する新農家の相続税 藤崎 幸子

明治維新の意味 北岡 伸一 ポール・ジャクレー全木版画集
ポール・
ジャクレー

<現代語訳>ベスト・オブ・渋沢栄一 渋沢 栄一 絵を描くための鳥の写真集 宮本 桂／撮影

ヨーコ・オノ・レノン全史 和久井 光司 語学 中学英語から始める洋書の世界 林 剛司

紀行 僕が旅人になった日 TABIPPO／編 人間の道理 曾野 綾子

2020-2030アメリカ大分断　危機の地政学
ジョージ・
フリードマン

見果てぬ花 浅田 次郎

反日種族主義との闘争 李 栄薫／編著
ルポル

タージュ 英国ロックダウン100日日記 入江 敦彦

マンション管理員オロオロ日記 南野 苑生 日没 桐野 夏生

オンライン講座を頼まれた時に読む本 森島 大吾／監修 天離り果つる国　上・下 宮本 昌孝

図解わかる個人事業の始め方
2020-2021年版

宇田川 敏正／監修 盤上に君はもういない 綾崎 隼

科学 科学の名著50冊が1冊でざっと学べる 西村 能一 始まりの木 夏川 草介

もっとずるいいきもの図鑑 今泉 忠明／監修 龍神の子どもたち 乾 ルカ

もっと知りたい文鳥のすべて
汐崎 隼／監修・
イラスト

とわの庭 小川 糸

放っておくとこわい症状大全 秋津 壽男 天涯の海　酢屋三代の物語 車 浮代

いちばんわかりやすい
五臓六腑のととのえ方

水田 小緒里／
監修

眠れる美女たち　上・下
スティーヴン・
キング

私の夫は高次脳機能障害です 奥宮 暁子／監修 雷鳴に気をつけろ
ジム・
トンプスン

住居 建て主たちのクレーム事典
日経ホーム
ビルダー／編

海と山のオムレツ
カルミネ・
アバーテ

分野 書名 著者名

絵本 スマイルショップ きたむら さとし

おとうとのたからもの 小手鞠 るい

ぼくの犬スーザン ニコラ・デイビス

ブラックホールの飼い方
ミシェル・
クエヴァス

はたらく電車大百科
「旅と鉄道」編
集部／編

昔のお仕事大図鑑 小泉 和子／監修

物語

その他

歴史

伝記

社会

ビジネス

動物

医学・
健康

 ※11月に入った本の一部です

【児　童　書】

料理

エッセイ

美術

小説

新着図書案内

『まんぷくよこちょう』（絵本） 

なかざわ くみこ／作（文溪堂） 

『雨の日の地下トンネル』（絵本） 

鎌田 歩／作（アリス館） 

おじいちゃんと商店街でお買

い物。楽しくて、すみずみまでじ

っくりながめたくなります。 

雨がたくさんふっても、まちに

水があふれないように私たちを守

ってくれている地下放水路。その

すごいしくみがよくわかります。 


