
　　　

　　　

　　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

情報図書館だより2021

1月
通巻370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。

～ 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。

2021年 迎春
日頃より情報図書館をご利用いただき、誠にありがとうございます。

これからも皆様に親しまれる図書館であるよう、職員一同努めてまいります。

本年もよろしくお願いいたします。

年始

1日(金)～3日(日)
＊1/4は月曜休館。

月曜日

4日 11日 18日 25日

図書整理日

22日(金)

1月の休館日

特別イベント

ちーむほんたの しかけ絵本おはなし会
日時：1月30日（土）11時～11時20分

「しかけ絵本と大型絵本」展
開くと飛び出したり、音が出たりするしかけ絵本約２００

冊と、おはなし会で使う大型絵本やエプロンシアターなどを

展示します。今年は、物語を読みながらゴールを目指す「お

はなし迷路」も展示！

日時：1月23日（土）～31日（日）10時～17時
※休館日の1/25はのぞく

場所：情報図書館本館 ２階デモ展示室

絵本の読み聞かせ講習会
読み聞かせを始めたい方や読み聞かせのポイン

トを知りたい方など、どなたでも参加できます。

お子さんと一緒にどうぞ。講師は、児童図書相談

士 松山和子さん。参加無料です。

日時：1月16日（土）10時30分～12時

場所：情報図書館本館 ２階デモ展示室

申込方法

１月５日（火）から電話か直接本館カウン

ターへ。 先着２０名。



●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 1月8日（金）～12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1月15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 2月14日（日）13時～16時

◇内　　容 PowerPoint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 1月6日（水）～7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1月15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。

～PowerPointの基本操作を覚えよう

◇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

2月2日(火)、3日(水)、4日(木)
 　9日(火)、10日(水)、11日(木)

１月の更新日 ２3日（土）

◆特集コーナー

ベートーヴェン生誕250周年にちなんで、

関連の本を集めます。

◆児童室特集コーナー

めいさくむかしばなし
みんなが知ってる昔話が大集合！

◆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～

10 （日） 10 （日）

17 （日） 17 （日）

24 （日） 24 （日）

31 （日） 31 （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

 5日 村住さん 12日 片桐さん

19日 鈴木さん

26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 15日  9日 ちーむほんた
ねぎぼうず 赤ちゃん向け 16日 シアターとんとん

おはなし会 23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

 7日 おはなしくまさん 9日  7日 根上さん  9日

14日 村住さん 16日 14日 片桐さん 15日 　おはなし

21日 おはなしくまさん 23日 21日 根上さん 23日 なあに

28日 村住さん 30日 28日 片桐さん 29日

日程 タイトル 終了時間

プロフェッショナル　仕事の流儀

藤の老木に命を教わる
樹木医　　塚本こなみの仕事

14:13

日程 タイトル 終了時間

ノンタンといっしょ　 １
おはよう

11:00 数学の軌跡　１　　　数学の始まり 14:28

新トムとジェリー ２
トムとジェリーの追いかけっこ

11:00

斉藤さん

木曜日

こぎつねのおくりもの 11:00
日本の近代化遺産　第10巻
モノづくりニッポンの礎

14:20

14:20ニングル 10:55
ナショナルジオグラフィック
徹底解明　ダ・ヴィンチ・コード

14日
21日

http://www.lib.city.１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 世界で読み継がれる子どもの本100 コリン・ソルター 手芸 おかしなあみもの フィグインク／編

心理学 本心は顔より声に出る 重野 純 野菜たっぷり大量消費レシピ304 阪下 千恵

宗教 仏像破壊の日本史 古川 順弘 選び放題！鍋レシピ250 主婦の友社／編

1932年の大日本帝国
アンドレ・
ヴィオリス

農業 有機農業のチカラ　 大江 正章

アドリア海の海賊ウスコク 越村 勲 イロドリアルの超リアルな色鉛筆画 イロドリアル

「悪」が変えた世界史 　上・下
ヴィクトル・
バタジオン／編

描いてわかる西洋絵画の教科書 ナカムラ クニオ

ビジュアル図解日本資本主義の父
渋沢栄一の生涯

渋沢栄一研究会 語学 なぜ、読解力が必要なのか? 池上 彰

紀行
かわいいに出会える旅オランダへ
最新版

福島 有紀 おばんでございます 桜木 紫乃

ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田 樹／編 たべる生活 群 ようこ

里親になりませんか 吉田 菜穂子 日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸

世界のひきこもり ぼそっと池井多 チンギス紀　9　日輪 北方 謙三

おうち仕事術 戸田 覚 お探し物は図書室まで 青山 美智子

国際公務員になるには 横山 和子 浄土双六 奥山 景布子

天文学 宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人
エドワード・ブルッ
ク=ヒッチング 冬の狩人 大沢 在昌

細胞とはなんだろう 武村 政春 銀の夜 角田 光代

消えゆく動物
ジョエル・
サートレイ

どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地 はるな

やさしく解説産婦人科のおはなし 小松 一 Seven Stories 糸井 重里　ほか

レビー小体型認知症 内門 大丈／監修 雨に呼ぶ声 余 華

眠る投資 田中 奏多 きらめく共和国
アンドレス・
バルバ

住居
30代夫婦が建てたナチュラルで
明るい家 ミラクル・クリーク アンジー・キム

 ※12月に入った本の一部です

料理

美術

小説

　　

歴史

伝記

社会

ビジネス

生物

医学・
健康

エッセイ

新着図書案内

『＜つながり＞の戦後史

尺別炭砿閉山とその後のドキュメント』

嶋崎尚子ほか／著 青弓社

戦前から戦後復興に貢献し

た北海道の炭鉱産業。1970年

に閉山した音別町尺別炭砿の

人びとのつながりは、今も受

け継がれています。

『北海道の土木のパイオニア

水害と泥炭を克服した技術者たち』

柴田美幸／原作 草野作工株式会社

明治の北海道開拓を阻んでいたのは、手つ

かずの原生林・湿地・河川でした。広井勇を

はじめ多くの土木技術者たちが豊かな土地を

目指して活躍した姿を、わかりやすい漫画で

伝えてくれます。

この本がおすすめ！


