
　　　

　　　

　　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

５月
通巻374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

３日 １０日 １７日 ２４日 ３１日

図書整理日

第４金曜日 ２８日

５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 ｢ 」

図書館からのお願い 本 を 守 ろ う

破れているとこ

ろがあっても、

テープで留めず、

図書館の職員に

教えてください。

本に書き込みや

落書きをしない

でください。

みんなの大切な

本です。

ご協力お願いします。

図書館からのお願い

「おすすめ絵本リスト」を配布します！

テーマ：のぞいてみよう「ふしぎ」のせかい



●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 5月14日（金）～18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5月21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 6月6日（日）13時～16時

◇内　　容 PowerPoint初級

～PowerPointの基本操作を覚えよう！

◇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 5月12日（水）～13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5月21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。

夜間 18時30分～20時30分

◇使用機器　

日　程 コース 時　　間

午前 10時15分～12時15分
6月15日(火)、16日(水)、17日(木)、

22日(火)、23日(水)、24日(木)

6月16日(火)、17日(水)、23日(水)、
24日(木)、30日(水)、7月1日(木)

5月の更新日 29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🎵NHK大河ドラマでも人気

の渋沢栄一は、令和6年

に改定される新1万円札

にその肖像が採用され

ることになっています。

こんな感じになる

のかなぁ？



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～

2 （日） 2 （日）

9 （日） 9 （日）

16 （日） 16 （日）

23 （日） 23 （日）

30 （日） 30 （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

4日 村住さん 11日 片桐さん

18日 鈴木さん

25日 松山さん

江別分館 中央公民館

木曜日 土曜日 木曜日 土曜日

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

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

うるうる亭  1日 オリオンの帯  6日 おはなしくまさん 1日

ねぎぼうず  8日 ちーむほんた 13日 村住さん 8日

15日 シアターとんとん 20日 おはなしくまさん 15日 ひまわり

22日 おはなしポケット 22日

29日 ちーむほんた 29日

大麻分館 大麻公民館
 赤ちゃん向けおはなし会

木曜日  金・土曜日 本館 14日 ① 11:00～11:20

① 10:30～10:50 ① 10:30～10:50 (ちーむほんた）金曜日 ② 11:30～11:50

② 11:00～11:20 ② 11:00～11:20

 6日 根上さん  8日 　おはなし 江別分館 27日 ① 11:00～11:20

13日 片桐さん 15日 なあに (村住さん) 木曜日 ② 11:30～11:50

20日 根上さん 29日

27日 片桐さん 大麻分館 21日 ① 10:30～10:50
(おはなしなあに) 金曜日 ② 11:00～11:20

14:16

11:03 月面基地建設２０２０

13日
20日

パディントンの学校大好き 10:56
NASA・宇宙への挑戦 1
人類初の領域へ

にじいろのさかな　～ぼうけん編～ 10:54
ウォーキングwithダイナソー
太古の地球へ

14:13

日程 タイトル 終了時間

四大文明　エジプト
～そしてピラミッドがつくられた～

14:29

日程 タイトル 終了時間

めいたんていラスカル
かいとうウルフさんじょう！

11:00
数学の軌跡　 ３
華麗なる数学者たち

14:28

まんが日本昔ばなし
桃太郎／豆つぶころころ

10:55

14:23リトルモンスター ①

http://www.lib.city.5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
OneNote & Google Keep & Apple
標準メモ デジタルメモ基本&便利技 田中 拓也 料理

ホットケーキミックスで愛されお
菓子

荻田 尚子

心理 人は簡単には騙されない
ヒューゴ・メル
シエ

収納
100円グッズで、すっきり!快適な
部屋づくり

人生訓 どうして、わたしはわたしなの? トミ・ウンゲラー 農業 小さい農業で暮らすコツ 新藤 洋一

地図でスッと頭に入る三国志 渡邉 義浩／監修 貨物鉄道読本 「旅と鉄道」編集部／編

日本史を動かした女性たち 北川 智子 60歳からの鉄道写真入門 佐々倉 実

札幌・小樽・富良野 旭山動物園 my楽器myパートナー
バンドジャーナル
／編

ドイツの街角から（2021ー最新
版）

高橋 憲
初めてでもできる!『黒板アート』
の描き方事典

小野 大輔

今すぐ使えるかんたんテレワーク
入門

リンクアップ
アウト
ドア

キャンプと楽しむ釣り入門 つり人社書籍編集部／編

リモート経理完全マニュアル 井ノ上 陽一 詩歌 茶人のたしなみ和歌・俳句に学ぶ 石塚 修

できるはんこレス入門 清水 理史 わたしの、本のある日々 小林 聡美

福祉心理学 村松 健司／編著 作家と猫
平凡社編集部／
編

男が介護する 津止 正敏 小さな神たちの祭り 内館 牧子

教育 モンテッソーリ式おうち子育て エロイーズ・リックマン うしろむき夕食店 冬森 灯

天体観測に魅せられた人たち エミリー・レヴェック 傷痕のメッセージ 知念 実希人

宇宙の奇跡を科学する 本間 希樹 グルメ警部の美食捜査 斎藤 千輪

自然 大きな森のミクロな世界 金子 繁 小説品川心中 坂井 希久子

専門医が教える新型コロナ・感染
症の本当の話

忽那 賢志 邪神の天秤 麻見 和史

Q&Aでわかる痔のすべて 平田 雅彦 占い日本茶カフェ「迷い猫」 標野 凪

建築 日本近現代建築の歴史 日埜 直彦 かすがい食堂 伽古屋 圭市

料理 これがほんとのお弁当のきほん 井原 裕子 血の代償 渡辺 裕之

 ※4月に入った本の一部です

　　

紀行

小説

天文

エッセイ

歴史

ビジネス

鉄道

福祉

芸術

医学
・

健康

新着図書案内

『小福ときどき災難』

群 ようこ／著（集英社）

日々の生活では失敗もあり成功もありです。

そんな中で「小さな福」を探して、失敗しても

それを忘れてしまうくらいのうれしい発見をし

たり・・・。そんな体験が綴られた共感を呼ぶ

エッセイ集です。「うん、うん」とうなずきな

がら「クスッ」と笑える、心を和ませる内容です。

『「食事の習慣」を変えれば
心が疲れない』

安藤 俊介／著（辰巳出版）

「何を食べるか」ではなく「どう

食べるか」。食事に対する罪悪感が

心を疲れさせていると言います。

その罪悪感を軽くし、イライラを

抑え、心を穏やかするための食事術

を紹介しています。

この本がおすすめ！


