
　　　

　　　

■本館 本館・ぷらっと窓口 ３８４－０２０２

【火・土曜日】 10:00～19:00 江別分館 ３８５－１３７２

【水・木曜日】 10:00～21:00 大麻分館 ３８７－１６３４

【金・日曜日】 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～日曜日】 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

11月
通巻379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。

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

ぬいぐるみのおとまり会★ ★
みんなのお気に入りのぬいぐるみと一緒に、おはなし会に参加しましょう。

おはなし会の後は、みんなのぬいぐるみが図書館にお泊まりします。夜の図書館では何が起きるのかな？

日時 ：☆おはなし会☆

１１月２１日（日）１３時４０分から１５時１０分

☆ぬいぐるみのお迎え☆

１１月２３日（火・祝）１３時から１７時の間

場所 ：情報図書館本館 ２階デモ展示室

定員 ：１０名 ※申込者多数となった場合は、抽選となります。

対象 ：江別市内にお住まいの幼児以上のお子さんと保護者。

申込 ：１１月５日（金）～１１日（木）の開館時間内に本館へ電話か直接申し込み。

※休館日の８日（月）を除く。

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
11月の
休館日
※市内各公民館は、10月～11月の間、月曜日を臨時開館しますが、江別分館・大麻分館は

休館日のため閉館となります。ご了承ください。

あなたの暮らしとモノづくり展
日時 １１月２７日（土）から１２月５日（日）まで

１０：００～１７：００
場所 情報図書館本館 ２階デモ展示室

その時代の暮らしをうつす鏡として永年保存している雑誌

『暮しの手帖』を昭和23年の創刊号から展示します。

そのほか、手芸や裁縫、料理などの本を展示します。

クリスマスオーナメント🌲を作ろう

日時 12月4日(土) 13:30～15:30

場所 情報図書館本館２階ビデオ視聴室

対象 小学３年生～小学６年生まで

定員 先着１０名 受講料 ８００円（申込時払い）

申込 11月6日（土）～11月12日（金）

直接本館カウンターへ申し込み



●はじめてのパソコン
パソコンに興味を持ち、楽しさを感じていただく講習会。

キーボードは使用せず、名刺を作ります。

▷日　　時 11月28日（日）　13:00～16:00

▷対　　象 パソコンに興味はあるが、操作が難しく感じる方

▷定　　員 先着8名

▷会　　場 情報図書館本館　２階　コンピュータ学習室

▷受　　付 11月2日（火）～21日（日）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。

●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 11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11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 12月１2日（日）13時～16時

◇内　　容 ワードで年賀状作り

楽しく、そして簡単に年賀状を作りましょう。

◇対　　象 日本語入力、マウス操作できる方

◇定　　員 8名

◇申　　込 11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11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。

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
　12月 7日(火)、 8日(水)、 9日(木)、
　 　  14日(火)、 15日(水)、 16日(木)

　12月 1日(水)、 2日(木)、 8日(水)、
　 　  9日(木)、 15日(水)、 16日(木)

11月の更新日 ２7日（土）

◆一般特集コーナー

◆不要雑誌の無料提供

街歩きのすすめ



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）

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 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  6日 オリオンの帯 おはなしくまさん 6日

ねぎぼうず 13日 ちーむ📖ほんた 11日 村住さん 13日

20日 シアターとんとん 18日 おはなしくまさん 20日 ひまわり

27日 おはなしポケット 27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 12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 25日 ① 11:00～11:20

11日 片桐さん なあに (村住さん) 木曜日 ② 11:30～11:50

18日 根上さん 27日

25日 片桐さん 大麻分館 19日 ① 10:30～10:50

(おはなしなあに) 金曜日 ② 11:00～11:20

13日

江別分館 中央公民館

4日

4日 5日

11日
18日

歴史秘話ヒストリア　 新選組 14:12

日程 タイトル 終了時間 日程 タイトル 終了時間

レオ・レオニ
　５つの名作集

10:58
数学の軌跡　４
数学の無限の可能性

14:28

リトルモンスター　④ 11:00
偉人たちの経済学　３
マルクスとマルクス経済学

14:15

ノンタンといっしょ　５
じどうしゃ　ぶっぶー

11:00
若冲と江戸絵画　第２巻
ようこそ！プライスさんの世界へ

14:30

ミッフィーのゆめ 11:05

http://www.lib.city.1１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

デジタル・ファシズム 堤 未果 はじめての電気圧力鍋 みない きぬこ

14歳からのプログラミング 千葉 滋 栗のお菓子づくり 今井 ようこ

読書 月に3冊、読んでみる？ 酒井 順子 住居
50代60代の住みたい家、暮らし
たい家

図説日英関係史
横浜開港資料
館／編

園芸 多肉植物アガベ 靍岡 秀明

日韓併合の収支決算報告 青山 誠 産業 フードコーディネーターの仕事 久保木 薫

ハイジャック犯をたずねて 和田 朋之 芸術 洛中洛外　秋冬編 安野　光雅

伝記 「知の巨人」立花隆のすべて 工作
牛乳パックで作る暮らしの中の小
物

地理
地図でスッと頭に入るヨーロッ
パ47カ国

ジョン・タウン
ゼント／監修

推しことば類語辞典 山口 謠司／監修

ホロコースト最年少生存者たち
レベッカ・
クリフォード

世界一わかりやすい韓国語の文法 YUKIKAWA

公務員の動画作成術 佐久間 智之 言葉の人生 片岡 義男

地図とデータで見る人口の世界
ハンドブック

ジル・ピゾン メロンと寸劇 向田 邦子

ビジネス 人材マネジメント用語図鑑
伊達 洋駆
安藤 健

フィッシュボーン 生馬 直樹

民俗 世界のふしぎなことわざ図鑑 北村 孝一 おまえなんかに会いたくない 乾 ルカ

気象
極端豪雨はなぜ毎年のように発生
するのか

川瀬 宏明 星の落ちる島 小島 環

生物 海獣学者、クジラを解剖する。 田島 木綿子 たそがれ大食堂 坂井 希久子

尿酸値リセット 細谷 龍男 共犯者 三羽 省吾

瞬トレ 藤森 善弘 眠りの航路 呉 明益

脱力ヨガ 谷戸 康洋 木曜殺人クラブ
リチャード・
オスマン

建築 世界の名建築ヒストリア
マグダレーナ・
イェレンスカ

サワー・ハート
ジェニー・
ザン

洋裁 いつも、カシュクール。 Quoi?Quoi? 推敲
トーマス・
ベルンハルト

※最近入った本の一部です

　　

小説

歴史

情報

社会

医学・
健康

料理

言語

エッセイ

新着図書案内

『これだけは見ておきたい
世界のお墓１９９選』

ローレン・ローズ／著 （国書刊行会）

この本がおすすめ！

ほっと一息つきたい時や、家族や大切な人と祝う記念日
にも欠かせない、人の心までをも幸せにしてくれるお菓
子とスイーツ。季節に合わせたおすす
めスイーツが和洋問わずに幅広く紹介
されています。著者は永年名パティシ
エとして腕を奮いながら全国の有名デ
パートに店舗をもつ洋菓子店の創業者
であり、「お菓子博士」としても名高
い人物。ページをめくりながら、本日
の至極の一品を選んでみてはいかがで
しょうか。

人生の終点地であり、また、古代においては来
世への始点とも考えられていた墓地。歴史上の
有名な墓地から景勝地と
しても名高い墓地の数々まで
を各大陸ごとにまとめて紹介。
中には墓地とは思えない奇妙
な形態をしたものも。
美しく荘厳な墓地の写真は眺
めているだけで深く静かな感
銘を与えてくれます。

『スイーツ歳時記＆お菓子の記念日』
吉田 菊次郎／著（松柏）


