
　　　

　　　

　　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

4月
通巻373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

５日 １２日 １９日 ２６日

図書整理日

第４金曜日 ２３日

4月の休館日

2021年・第63回 こどもの読書週間

４月２３日の「子ども読書の日」から５月１２日までの３週間を

「こどもの読書週間」と定め、全国的に各種イベントが開催されます。

標語 ｢ 」

「こどもの読書週間」にあわせて、いつものおはなし会がパワーアップ！
スペシャルな内容でお届けします。

日 時：４月29日（木・祝日）
場 所：情報図書館本館２階 デモ展示室・ビデオ視聴室

※ ２つの部屋で、異なる内容のおはなし会を行います。

時 間：①10 : 30 ～ 10 : 55   ②11 : 00 ～ 11 : 25

テーマ：のぞいてみよう「ふしぎ」のせかい♪

図書館司書やおはなし会の先生が、テーマにそって選んだ絵本を紹介。

図書館カウンターや児童室で配布します。



●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 4月9日（金）～13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4月16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 5月9日（日）13時～16時

◇内　　容 Word初級

　～楽しいご案内のチラシを作りましょう！

◇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 4月7日（水）～8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4月16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。

午後 13時30分～15時30分

　5月18日(火)、19日(水)、20日(木)、
　  25日(火)、26日(水)、27日(木)

◇使用機器　

日　程 コース 時　　間

午前 10時15分～12時15分

4月の更新日 ２4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

のぞいてみよう

「ふしぎ」のせかい🎵



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～

4 （日） 4 （日）

11 （日） 11 （日）

18 （日） 18 （日）

25 （日） 25 （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

6日 村住さん 13日 片桐さん

20日 鈴木さん

27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 　9日  3日 オリオンの帯
ねぎぼうず 赤ちゃん向け 10日 ちーむほんた

おはなし会 17日 シアターとんとん
24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

① 11:00～11:20 ① 10:30～10:50 ① 10:30～10:50

② 11:30～11:50 ② 11:00～11:20 ② 11:00～11:20

 1日 おはなしくまさん 3日  1日 根上さん

 8日 村住さん 10日  8日 片桐さん

15日 おはなしくまさん 17日 15日 根上さん

22日 村住さん(赤ちゃん向け) 24日 22日 片桐さん

 ※金・土曜はお休みです

日程 タイトル 終了時間

歴史秘話ヒストリア
高杉晋作

14:12

日程 タイトル 終了時間

うっかりペネロペ
ひとりでできるよ編

11:00
数学の軌跡 2
東洋の数学―隠された真実―

14:28

ノンタンといっしょ　　　１
おはよう

11:00

ひまわり

木曜日

オルシペ　　スウォプ
アイヌのお話アニメ

10:54
２０世紀に輝いた世界の女性たち　２
ココ・シャネル

14:20

14:21
花さき山
やさしいことをすれば花がさく 10:50

偉人たちの経済学　１
ケインズとケインズ主義

 8日
15日

http://www.lib.city.４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。

江別分館で行っている斉藤喜美子先生のおはなし会が、３月いっぱいで終了します。斉藤先生、３４年

もの長い間ありがとうございました。４月から「ひまわり」さんのおはなし会が始まります。

江別分館・大麻分館

で「赤ちゃん向けお

はなし会」を始めま

す。ご参加お待ちし

ております。

※大麻分館 は、

４月はお休みです。



【一　般　書】

分野 書名 著者名 分野 書名 著者名

PC 図解まるわかりデータベースのしくみ 坂上 幸大 極上のおうちラーメン 高梨 樹一

読書 図書館の外は嵐 穂村 弘 身体に優しい長生きスープ 藤井 恵

哲学 これからの哲学入門 岸見 一郎 収納 片づけの力 Fujinao

人生訓 世界は善に満ちている 山本 芳久 農業 北海道農業のトップランナーたち 吉岡 徹／編著

心理学 あなたはこうしてウソをつく 阿部 修士 ペット 犬と一緒に生き残る防災BOOK  
犬防災編集部／
編

宗教 ほっとする神社とお寺図鑑 八木 透／監修 鉄道 JRフリーきっぷの旅
池口 英司
滝口 雅志

地図でスッと頭に入る古代史 瀧音 能之／監修
アウト
ドア

はじめよう！ソロキャンプ 森 風美

陰謀の日本近現代史 保阪 正康 文学史 炎上案件明治/大正ドロドロ文豪史 山口 謠司

昭和遺産へ、巡礼1703景 平山 雄 詩歌 うたかたの国 松岡 正剛

たけとみの島々 エッセイ これで暮らす 群 ようこ

経済 図解SDGs入門 村上 芽 書簡 老親友のナイショ文  
瀬戸内 寂聴
横尾 忠則

もし、部下が適応障害になったら 森下 克也 書店員と二つの罪 碧野 圭

ビジネス文章力の基本 奈良 正哉 母影 尾崎 世界観

ビジネスの装いルール完全ＢＯＯＫ 灰の劇場 恩田 陸

教育 子どもが作る弁当の日　 城戸 久枝 おれたちの歌をうたえ 呉 勝浩

保育
遊べる!飾れる!超かわいい!季節の
折り紙アイデアブック

いしばし なおこ ジャックポット 筒井 康隆

地図 世界の美しい地図 MdN編集部／編 近鉄特急殺人事件 西村 京太郎

たたかう免疫
人体vsウイルス真の主役

NHKスペシャル
取材班

わんダフル・デイズ 横関 大

不老長寿メソッド　 鈴木 祐 月に聞かせたい話
シン
ギョンスク

建築
ゼロからはじめる＜木造建築＞
入門

原口　秀昭 レストラン「ドイツ亭」
アネッテ・
ヘス

 ※3月に入った本の一部です

　　

料理

小説

歴史

紀行

ビジネス

医学
・

健康

新着図書案内

『会社で泣き寝入りしないハラスメント防衛マニュアル』

山田真由子／著（徳間書店）

２０２０年６月から施行されたパワハラ防止法。

２０２２年４月からはいよいよ中小企業にも

適用されます。パワハラは、その定義や適切

な教育・指導との線引きがかなり曖昧で、判

断が難しい側面があります。

本書では、どんな場合がハラスメントにあ

たるのか、具体的なケースを多数取り上げて

その対策や手立てをわかりやすく解説。

快適な職場づくりの参考にぜひ！

『自然菜園で育てる健康野菜』

新田穂高／著（宝島社）

野菜の中でも特に身体の健康に良い

とされているオクラ、ゴマ、ブロッコ

リーなど２４種の健康野菜の育て方を

豊富なカラー写真とイラストで丁寧に

解説。

野菜づくりの知恵が満載です。春か

らの家庭菜園づくりにどうぞお役立て

ください。季節ごとの野良仕事もポイ

ントです。

この本がおすすめ！


