
　　　

　　　

　　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

3月
通巻372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。

月曜日

１日 ８日 １５日 ２２日 ２９日

図書整理日

第４金曜日 ２６日

図書館では江別に関わるあらゆる資料を収集しています。

ご家庭に眠っている本や地図などで、江別の歴史や昔の様子がわかる資料はありませんか？

最近作成された記念誌や機関紙などはありませんか？

いただいた資料は、さまざまな調査研究に利用できるよう、郷土資料として大切に保存します。

～たとえばこんな資料を集めています～

江別について書かれたもの：歴史・地理・人物・文学など

江別出身者や在住者が書いたもの：伝記・手記・文学など

江別市内の企業や団体の資料：会社案内・記念誌など

※特に図書館が開館した1989年以前の資料を探しています。

例えば『江別っ子第1集～第7集』など。また明治・大正・昭和期の

江別の地図や、当時の風景がわかる江別の写真なども探しています。

■ご寄贈いただける場合は、情報図書館本館（384-0202）までご連絡ください■

郷土資料をご寄贈ください

本 守
を ろう

背表紙を

上にして

かばんに入れる

水濡れから

口のしまる

かばんに入れる

ビニールなど

水をはじくもので包む

３月の休館日



●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 4月11日（日）13時～16時

◇内　容 Excel初級ステップアップ

◇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 3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3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。

　～すぐ使える！関数入門

『14歳の君へ どう考えどう生きるか』
池田 晶子／著 （毎日新聞出版）

『10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方』水島 広子／著 （紀伊國屋書店）

『暴力を受けていい人はひとりもいない CAP(子どもへの暴力防止)と

デートDV予防ワークショップで出会った子どもたちが教えてくれたこと』阿部 真紀／著 （高文研）

3月の更新日 ２7日（土）

◆一般特集コーナー ◆児童室特集コーナー

◆不要雑誌の無料提供

『君たちはどう生きるか 』（吉野 源三郎／著）は、

子どもに向けた哲学書として半世紀以上も読み継がれてきました。

真摯に若い人たちに向き合って語られた本は、他にもたくさんあります。

大人になる前に聞きたかった言葉が、この中にあるかもしれません。

大人になったいまなら、それを伝えることができるかもしれません。

『ほんとうのリーダーのみつけかた』
梨木 香歩／著 （岩波書店）

『「がんばらない」人生相談』
ひろ さちや／著
（河出書房新社）

大人の愛読者もいる「14歳の
世渡り術」シリーズの一冊です。
シリーズ名で検索すると、幅広
いジャンルの本に出会えます。

『みんなのなやみ』『みんなのなやみ 2』
重松 清／著 （理論社）

『世界を信じるためのメソッド

ぼくらの時代のメディア・リテラシー』

森 達也／著 （理論社）

“中学生以上すべての人の”がキャッチコ
ピーの「よりみちパン！セ」シリーズです。
理論社版が入手困難になった後も、イース
トプレス、新曜社がその心を引き継いで復
刊してくれました。

『きみが世界を変えるなら 1 言葉を武器に変えて』
『きみが世界を変えるなら 2 世界を改革した子どもたち』
『きみが世界を変えるなら 3 「わたしの物語」を生きる』
石井 光太／著 （ポプラ社）

卒業と出発
の季節です

 

どうぶつ

～ 司書のおすすめ本 ～



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～

7 （日） 7 （日）

14 （日） 14 （日）

21 （日） 21 （日）

28 （日） 28 （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

2日 村住さん  9日 片桐さん

16日 鈴木さん

23日 松山さん

30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 27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

 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

日程 タイトル 終了時間

プロフェッショナル 仕事の流儀
玩具 企画開発者 横井昭裕の仕事

14:13

日程 タイトル 終了時間

ノンタンといっしょ　４
にんにん　にこにこ

11:00
数学の軌跡 １
数学の始まり

14:28

かんすけさんとふしぎな自転車 10:53

斉藤さん

木曜日

がんばれ！ ルルロロ
しあわせのおやつ

11:00
ナショナルジオグラフィック
太平洋の楽園のレッドリスト
ハワイのモンクアザラシ

14:21

14:30ミッフィーとどうぶつえん 11:05
私の美術館 16
小磯記念美術館 静謐なる光の世界

11日
18日

http://www.lib.city.3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

PC 事例に学ぶサイバーセキュリティ 増島 雅和 世界一美味しい！やせつまみの本 藤井 恵

デザイン
ひと目でわかる
フォントが活きるデザインの基本。

伊達 千代／監修 アフタヌーンティー愛

読書
青春の本棚
中高生に寄り添うブックガイド

高見 京子 鉄道 オールカラー北海道の廃線記録 安田 就視／写真

感情の整理学 和田 秀樹 工芸
リアル折り紙　すごいぞ！恐竜
と古代からの生きもの編

福井 久男

ほどよい距離が見つかる本 古宮 昇 映画 アニメ大国の神様たち 三沢 典丈

宗教 だれでもわかるゆる仏教入門 松崎 智海 音楽 ブルースの歴史 ポール・オリヴァー

最速で身につく日本史 角田 陽一郎 言語 文豪の名句名言事典 山口 謠司／監修

明治天皇はシャンパンがお好き 浅見 雅男 大阪 岸 政彦

菅政権と米中危機
手嶋 龍一
佐藤 優

芸人人語 太田 光

餅と日本人 安室 知 いいかげん、馬鹿 中野 翠

生きていくために必要な
フリーランスのお金の話

佐々木 康之
ノンフィ
クション 平和の下で

マリオン・
イングラム

セールスコピー大全 大橋 一慶 ヨンケイ!! 天沢 夏月

イノベーターはあなたの中にいる 齊藤 義明 不可逆少年 五十嵐 律人

旅行 犬・ド・フランス 田中 淳 擬傷の鳥はつかまらない 荻堂 顕

天文 なぜか宇宙はちょうどいい 松原 隆彦 天下一のへりくつ者 佐々木 功

心の不調が消える聞くだけ音トレ！ 小松 正史 月の家の人びと 砂岸 あろ

医師が死を語るとき
ヘンリー・
マーシュ

あなたがはいというから 谷川 直子

立ち腹筋 ユウトレ 刑事の枷 堂場 瞬一

住居 間取りのすごい新常識 恋するアダム
イアン・
マキューアン

洋裁 女の子の特別な日のドレス レオノーラ
エレナ・
ポニアトウスカ

心理学

 ※2月に入った本の一部です

　　

料理

小説

エッセイ

医学
・

健康

歴史

ビジネス

社会

新着図書案内

『上原かなえのペーパークラフト』

上原かなえ／著 （ブティック社）

ひなまつりやバレンタインなどの季節の飾りや、記念日・

誕生日に使えるガーランドなど、簡単な

のにかわいいペーパークラフト６２点を

紹介。箸置きやプレートになる実用的な

ものもあり、紙とはさみで手作りできま

す。おうち時間を見直す今、暮しに彩り

を加えてみませんか。コピーして使える

型紙も掲載。

『自宅学習の強化書

塾へ行かなくても成績が超アップ！』

葉一／著 （フォレスト出版）

教育YouTuber葉一氏が

勉強の仕方を徹底解説。

中学校の定期テストから

受験まで、勉強法や計画

の立て方、集中力アップ

のコツなどを紹介してい

ます。保護者に向けた

メッセージも収録。

この本がおすすめ！


