
   

   

　　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

2月
通巻371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

●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。

エントランス展示 『北海道と鉄道』
1880年開業の北海道の鉄道。それから140年が経過し、今年4月1日

で日高本線鵡川～様似間の廃止が決まりました。北海道と鉄道との関わり

を資料を通じて探ります。

月曜日
1日 8日 15日 22日

図書整理日
第4金曜日

26日(金)

2月の休館日

ペーパーウェイト作り講習会
ガラス製のペーパーウェイトに小型の電動工具を使い彫刻をします。

日 時：2月20日（土） 13時～15時

場 所：情報図書館本館２階 デモ展示室

対 象：江別市在住または市内に通勤・通学している18歳以上の方

定 員：10名（先着順）

参加費：1000円（申込時に支払い）

申 込：2月5日（金）～2月12日（金）

開館時間中に直接本館カウンターへ

ほんたのほんだな 冬号 配布しています！

オススメの本や新着の本を紹介する「ほんたのほんだな」の冬号を図書館で配布しています！
赤ちゃん向けから中学生向けまで、幅広い児童書が紹介されており、対象年齢（めやす）も記載されてい
るので、ぜひ本えらびの参考にしてください。

情報図書館のホームページから、「ほん
たのほんだな」に掲載されている本を簡単
に予約することができます。ぜひご活用く
ださい。 操作方法は右記を参照してください。

……………インターネット登録をしている方は………………
操作の仕方※スマートフォンの場合

「蔵書検索・予約」の画面でメニュー（ ）を開き、テーマ資料を選
択。「テーマカテゴリ一覧」のほんたのほんだなを選択。本の一覧が
表示されるので、気になる本を選んで予約をしてください。



●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、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 2月12日（金）～16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2月19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 3月14日（日）13時～16時

◇内　　容 写真ソフト（画像編集）講座

◇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 2月10日（水）～11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2月19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。

～撮ったデジカメ写真を美しく編集してみよう

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

　　　3月3日(水)、4日(木)、10日(水)
    　　  11日(木)、17日(水)、18日(木)

2月の更新日 日（土）

一般特集コーナー

「和」に関する本を集めました。

◆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～

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

2日 村住さん  9日 片桐さん

16日 鈴木さん

23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 1２日  6日 オリオンの帯
ねぎぼうず 赤ちゃん向け 13日 ちーむほんた

おはなし会 20日 シアターとんとん
27日 おはなしポケット

 

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

 ４日 おはなしくまさん 6日  4日 根上さん  5日
11日 村住さん 13日 11日 片桐さん 13日 　おはなし

18日 おはなしくまさん 20日 18日 根上さん 19日 なあに

25日 村住さん 27日 25日 片桐さん 27日

斉藤さん

木曜日

 

11日
18日

http://www.lib.city.

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

雑学 なんでも「はじめて」大全 スチュワート・ロス まいにち腸活スープ 奥薗 壽子

パソコンで困ったときに開く本2021 ごちそう煮たまご 源川 暢子

Outlookプロ技BESTセレクション AYURA 鉄道マーク大図鑑 松原 一己

心理学 「孤独ちゃん」と仲良くする方法 古山 有則 世界の鉄道大全集
「旅と鉄道」編
集部／編

宗教 狛犬さんぽ ミノシマ タカコ 音楽 指揮を磨こう! 武田 晃

占い 鏡リュウジの占星術の教科書3 鏡 リュウジ スポーツ サッカー止める蹴る解剖図鑑 風間 八宏

本能寺の変 信長の誤算 井上 慶雪 言語 世界最高の話し方 岡本 純子

図解でスッと頭に入る江戸時代 大石 学／監修 寂聴残された日々 瀬戸内 寂聴

日本国憲法のお誕生 江橋 崇 遺言未満、 椎名 誠

ヴェーバー入門 中野 敏男 ガラスの50代 酒井 順子

失われゆく仕事の図鑑 永井 良和／[ほか] 今度生まれたら 内館 牧子

ビジネス 業務改善の問題地図 沢渡 あまね コロナと潜水服 奥田 英朗

男性論 さよなら、男社会 尹 雄大 十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ

冠婚葬祭 冠婚葬祭マナーの新常識 岩下 宣子 愛の伊予灘ものがたり 西村 京太郎

天文学 連星からみた宇宙 鳴沢 真也 孤島の来訪者 方丈 貴恵

感情を“毒”にしないコツ 大平 哲也 羅城門に啼く 松下 隆一

体を温める。 雪のなまえ 村山 由佳

図解でよくわかる坐骨神経痛 酒井 慎太郎 レモン クォン ヨソン

住居 夢を叶える満足リフォーム 寺田 勤江 黒魚都市 サム・J.ミラー

手芸 手編みのかわいい冬こもの ミルクマン
アンナ・
バーンズ

エッセイ

交通

医学・
健康

歴史

PC

社会

 ※1月に入った本の一部です

小説

  

料理

『徒然絵つづり百人一首』
大田垣晴子／著

京都芸術大学東北芸術工科大学出版局藝術学舎 幻冬舎（発売）

「何気ない日常が愛おしい」
「秘密の恋がだだもれではず
かしい」「山暮らしは気まま
でいいですよ」・・・
この歌、何の歌？百人一首を
ひらがな表記にし、口語訳や
イラストをつけた歌本。

『愛でる、食べる、楽しめる!「暮らし

とからだに効く植物の名前」300がよく

わかる図鑑』

主婦と生活社

エディブルフラワーのてまり寿司、
ペパーミントのマスクスプレー・・・
「食べる」「飲む」「暮らしに役立つ」
「香り」「クラフトを作る」など、さま
ざまな視点から庭で育てた植物の活用術
を紹介。


