
　　　

　　　

　　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

8月
通巻376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 ～

●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
●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

2日 9日 １6日 ２3日 ３０日

図書整理日

第4金曜日 27日

8月の
休館日

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いいたします

こわい本展

情報図書館では、毎年６月の特別図書整理期間に、

図書館にあるすべての本の点検作業を行っています。

今年は６月２０日までの臨時休館期間中に全館で点検

作業を完了しました。

この点検作業で、不明本や図書データに誤りがある

本などを見つけます。不明本とは、何らかの原因で貸

出処理がされず図書館から出てしまったままの本や、

間違った棚に紛れて行方不明になってしまった本のこ

とをいいます。

こういった本を一冊でも減らすよう、日々、心がけ

ております。利用者の皆さまのご理解、ご協力をお願

いいたします。

特別図書整理の結果をお知らせします

８月７日（土）～８月１５日（日）

１０:００～１７:００ 本館２階デモ展示室

今年もやります、こわい本展👻

大人も子どもも楽しめる、夏に読みたいこわい本を展示します。展示する本は貸出できます。

開催中は特別イベントも開催しますので ぜひお越しください。

■としょかんクイズラリー

８月７日（土）～１５日（日）

各日 １０：００～１７：００

受付／展示会場（デモ展示室）

■ちーむ📖ほんた の こわ～いおはなし会

８月１４日（土）

① １０：３０～１０：５５

② 1１：００～11：25

会場／２階ビデオ視聴室

（２０２１年７月１４日現在）

点検対象数 不明資料件数 不明資料の金額

図書 308,513 118 158,910 円

視聴覚 15,381 0 0 円

27,195 0 0 円

39,010 18 14,661 円

23,867 3 3,504 円

14,306 0 0 円

428,272 139 177,075 円

江別太小学校

合　　計

本館

江別分館

大麻分館

豊幌小学校



●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 8月13日（金）～17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8月20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 ９月１２日（日）13時～16時

◇内　　容 Wordステップアップ講座

　Wordの機能をカスタマイズして使いやすく

◇対　　象 マウス操作できる方

◇定　　員 8名

◇申　　込 8月11日（水）～12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8月20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

◇使用機器　

日　程 コース 時　　間

午前 10時15分～12時15分
　９月 7日(火)、 8日(水)、 9日(木）、
　　　14日(火)、15日(水)、16日(木)

8月の更新日 ２８日（土）

◆一般特集コーナー

◆不要雑誌の無料提供

◆エントランス展示

夏が来れば思い出す
～夏にまつわるエトセトラ～



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～

1 （日） 1 （日）

8 （日） 8 （日）

15 （日） 15 （日）

22 （日） 22 （日）

29 （日） 29 （日）

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

3日 村住さん 10日 片桐さん

17日 鈴木さん

24日 松山さん

31日 松山さん

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  7日 オリオンの帯 おはなしくまさん 7日

ねぎぼうず 28日 おはなしポケット 12日 村住さん 14日

19日 おはなしくまさん 21日 ひまわり

28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 13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

根上さん 　おはなし 江別分館 26日 ① 11:00～11:20

12日 片桐さん 28日 なあに (村住さん) 木曜日 ② 11:30～11:50

19日 根上さん

26日 片桐さん 大麻分館 20日 ① 10:30～10:50

(おはなしなあに) 金曜日 ② 11:00～11:20

タイコンデロンガのいる海 10:58 昭和天皇　二つの「独白録」 14:19

ぐるんぱのようちえん 10:59 歴史秘話ヒストリア　新選組 14:12

オルシぺ　スウォプ　３
 アイヌのお話アニメ

10:54 ヒトラー　権力掌握への道　　前編 14:18

すいかのたね 10:58
人類-いかにして人は五大陸に渡ったの
か-　第２巻　アジアへの広がり

14:16

日程 タイトル 終了時間 日程 タイトル 終了時間

うっかりペネロペ
　家族っていいな　編

11:05
人類-いかにして人は五大陸に渡ったの
か-　第１巻　始まりの地　アフリカ

14:16

江別分館 中央公民館

5日

5日 6日

12日
19日

http://www.lib.city.８月の映画会

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。

おはなし会のお知らせ

※ 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。



【一　般　書】

分野 書名 著者名 分野 書名 著者名

絵と図でわかるAIと社会 江間 有沙 家政
今だから、家事のしくみを、整
える

ビジネスで役立つIT用語がこれ
1冊でしっかりわかる本

小宮 紳一 育児
パパの家庭進出がニッポンを変
えるのだ!

前田 晃平

図書館 まちづくりと図書館 大串 夏身 園芸 カラー図鑑野菜の秘密
ジル・
デイヴィーズ

新日本古代史 田中 英道 商業
浅草かっぱ橋商店街リアル店舗
の奇蹟

飯田 結太

安政コロリ流行記 仮名垣 魯文 絵画 366日物語のある絵画
海野 弘
／解説・監修

地理 吉田初三郎鳥瞰図集 吉田 初三郎 工芸
英国のヴィンテージ・ファブ
リック

酒井 惠美

憲法 知って楽しい世界の憲法 西 修 1冊でわかる3x3バスケ入門 中祖 嘉人

社会 仕事だいじょうぶの本 北岡 祐子 北海道ラグビー物語 泉 英晴

しゃべらなくても楽しい! シニ
アの座ってできる健康体操50

斎藤 道雄 登山
地図アプリで始める山の地図読
み

佐々木 亨

自立生活楽し!!
佐々木 和子
／編著

めしあがれ 畑佐 一味

動物 ツバメのせかい 長谷川 克
面白いほど記憶に残る迷わない
漢字

話題の達人倶
楽部／編

結石・胆石「体の石」を自分で
防ぐ、治す最善の知恵とコツ

栗原 毅／監修 作家論 文豪たちの美味しいことば 山口 謠司

鎌田式健康手抜きごはん 鎌田 實 短歌
基礎からわかるはじめての短歌
上達のポイント

高田 ほのか
／監修

感染症の歴史
リチャード・
ガンダーマン

エッセイ 生老病死 山折 哲雄

工業 CADが一番わかる 大高 敏男
悲しみの夜にカピバラが教えて
くれた大切なこと

瀧森 古都

建築 京都レトロモダン建物めぐり 片岡 れいこ ヒポクラテスの悔恨 中山 七里

かぎ針で編む子どものおままご
とTOY

SL銀河よ飛べ!! 西村 京太郎

かわいくて役立つパッチワーク
のポーチ&ケース

へんこつ 谷 治宇

ワタナベマキの梅料理 ワタナベ マキ オールド・アンの囁き
ナイオ・
マーシュ

ラク旨! 無限そうめんレシピ
ソーメン二郎
／監修

少女と少年と海の物語
クリス・
ヴィック

スポーツ

語学

小説

福祉

手芸

料理

※最近入った本の一部です

　　

情報

歴史

医学・
健康

新着図書案内

『大事なことは植物が教えてくれる』

稲垣栄洋／著（マガジンハウス）

人々が紡いできた言葉の中には、植物が登場

する名言や格言、詩の一節や歌詞があります。

この本では、農学博士で雑草生

態学を専門とする稲垣栄洋が身近

な植物の言葉に着目し、植物の特

徴を分かりやすい言葉で解説して

います。

植物に生きるヒントをもらうよ

うな一冊です。

『四季彩図鑑 写真でつづる日本の伝統色』

北山建穂／著（みらいパブリッシング）

「左伊多津万色」。さて、なに色と読むでしょう？

そして、どのような色を思い浮かべますか？

正解は「さいたづまいろ」。黄色味を

含んだ深い緑色を指します。

こちらの本では、このような日本

の伝統色を美しい風景の写真ととも

に見ることができます。赤色と思っ

ているその色は、もしかすると別の

名前があるかもしれませんね。

この本がおすすめ！


