は休館日
【開館時間】

【2月】
Facebookページ

Instagramページ

日

中央図書館：086-955-0076
赤坂図書館：086-957-2212
熊山図書館：086-995-1273
吉井図書館：086-954-9200
ホームページ：https://www.akaiwa-lib.jp
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●全館：午前１０時から午後６時まで
※中央図書館の毎週木曜日午後８時までの
開館時間の延長は、当面の間中止いたします。
２月２３日（火）～２月２５日（木）は蔵書点
検 のため、中央図書館のみ休館します。

.

健康・生活講座

★中央図書館・・・２月２２日（月）～２６日（金）
★赤坂・熊山・吉井図書館・・・３月８日（月）～１２日（金）
蔵書点検のため、令和2年度は上記の日程で休館させていただきます。中央図書館と地区
図書館で休館日が異なります。各図書館の休館期間中はご不便をおかけしますが、ご協力
をお願いいたします。

蔵書点検期間中にご注意いただきたいのが、返却ポストへの投函です。
中央図書館が休館中のご返却は、返却ポストへ投函していただくようになりますが、
その資料の返却処理の作業は蔵書点検終了後になります。せっかく返却ポストに投函して
いただいても利用状況は貸出中のままになります。

みんなで

ＩＰＵから学ぶ

I

いいね

図書館での返却作業は蔵書点検終了後
のため、２２日からは延滞の状況となる

蔵書点検が終了し、返却処理ができるまでは、延滞のため、
地区館での貸出・予約やインターネットでの予約等できなくなる

中央図書館が閉館中に地区館を利用される方、インターネット予約をされる方は、
中央図書館の返却ポストへ投函せず、開館中の地区館にご返却いただくと、このようなこと
を避けていただけます。
※赤磐市外の図書館から借り受けた本については、貸し出しを受けた館以外での返却は
できません。また、返却ポストの利用もできませんので、開館後に中央図書館までお持ち
ください。
※紙芝居、大型絵本、視聴覚資料（ＣＤ，ＤＶＤ，ビデオ）は返却ポストへ投函しないで
ください。開館中の地区館又は中央図書館開館後にカウンターへお返しください。

中央図書館の蔵書点検期間中、地区館の開館日は2３日（火）～2５日（木）です。
2２日（月）、2６日（金）は休館になります。

P

パワーアップ

第２回 「頭を使った

第１回 「応援を楽しもう！」
「応援」をテーマに、レクリエー
ションを行います。応援するのと、
応援されるのとどっちが楽しいで
しょうか？ＩＰＵ生とみんなで楽し
みましょう！

◆ ３月１０日（水） ◆
講師：早田剛さん
（ＩＰＵ・環太平洋大学教授）

運動

トレーニング パート２」

ウォーキングに少し頭の体操を
プラスした、ラダートレーニング
（マス目に合わせて足を踏み出すト
レーニング）を行います。できない
を楽しみながら、身体を巧みに使っ
て、頭も活性化させましょう！

２年前に紹介したボッチャを実施し
ます。パート２ですが、初めて参加
される方でも問題なく参加できます。
誰でも行える競技ですので、みんな
で楽しみながら頭と体を活性化させ
ましょう！

◆ ３月１１日（木） ◆
講師：宮本彩さん

◆ ３月１２日（金） ◆
講師：畑島紀昭さん

（ＩＰＵ・環太平洋大学講師）

持ち物：飲み物

U

第３回 「ボッチャで頭と体の

運動感覚のトレーニング」

持ち物：ペン、飲み物

時間：各回 １０：３０～１２：００
定員：各回 ２５人（先着順・要申込）
２月２１日が返却期限の資料を２１日
閉館後に返却ポストに投函した場合

各回とも、運動できる服装・シューズでお越しください。

（ＩＰＵ・環太平洋大学講師）

持ち物：飲み物

２月３日（水）午前１０時 から 中央図書館 で受け付けします。お電話での
お申込みもできます（電話：０８６－９５５－００７６）

※申し込みは各回ごとに受付します。

『岡山シーガルズ』は、赤磐市山陽ふれあい公園体育館を中心に活動し
活躍中です。そんな岡山シーガルズの皆さんの“おすすめの１冊”を
ご紹介します☆

☆ 今回ご紹介するのは、背番号２８番の 川島 亜依美 選手!! ☆
お気に入りの食べ物は「桃とピオーネが大好きです！」
という、川島亜依美 選手の「おすすめの一冊」です☆
おすすめの本 「図書館戦争」 有川 浩／著
おすすめの一言
有川 浩さんの本の中でも特に好きな作品です。
主人公の女の子が凄く魅力的でまっすぐ頑張る姿に
私も「頑張ろう‼」とパワーをもらっていました！！

【川島 亜依美 背番号２８＊岐阜県出身＊（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ミドルブロッカー】

● 赤坂図書館 ●

● 中央図書館 ●
【一般書】
「シネマ・クレール物語」
浜田 高夫／編（A７７８ ハ）

「消えない叫び」
Ｒ.Ｌ.スタイン/監修（Ｙ９３３ キ）

【内容紹介】

【内容紹介】

思い出の映画館を守りたい、岡山に多様
な映画の灯を消さない…。クラウドファン
ディングで１０００万円以上を集めた「シネ
マ・クレール」の歩みを紹介。

美人の姉に迫る危機。存在しないエリアか
らのメッセージ。６人の作家が綴る、絶叫か
ら始まる、もしくは絶叫で終わる物語。米ホ
ラー＆ミステリー作家の競作集。

【児童書】

【一般書】

【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

「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／著（７５４

フ）

【内容紹介】
パキケファロサウルス、アノマロカリス、ウミサソリ
たった1枚の紙からつくる驚きのアート。「恐竜と古代
からの生きものたち」のリアルな姿にこだわった本格派
の折り紙の折り方を、イラストでわかりやすく解説する。

「くもとり山のイノシシびょういん」
かこ さとし／文・絵
なかじま かめい／絵（９１３ カ）
【内容紹介】
たぬきの母さんと子どものポンちゃんは、イノ
シシ先生の病院にやってきました。イノシシ先生
は、おなかが痛いというポンちゃんのおなかを
ゆっくりさすって…。『母の友』掲載のかこさと
しの創作になかじまかめいの絵を加える。

● 熊山図書館 ●
【視聴覚資料】

【児童書】
「勉強脳のつくり方」
池谷 裕二／監修（３７５ ベ）

「北の桜守」

【内容紹介】

【内容紹介】

脳は「覚える」ことより「忘れる」ことが得
意？空腹・移動・寒さを利用した「ライオン学
習法」とは？眠って記憶を育てる「レミニセン
ス効果」って何？脳研究者の池谷裕二先生が、
脳のしくみをいかした勉強法を紹介。

滝田

洋二郎／監督（DVD）

1945年、南樺太に住む江連てつは、夫と息子
たちと暮らしていたが、樺太にソ連軍が迫り、２
人の息子を連れて網走へと逃げ延びる。やがて、
次男の修二郎はアメリカに渡って成功し、米国企
業の日本社長として帰国する。

【一般書】
「毎日のこと、
こう考えればだいじょうぶ。」
後藤 由紀子／著（５９０ ゴ）
【内容紹介】
小さくとも地に足の着いた暮らしがあれば、余計な
不安は吹き飛ぶ。家事や人付き合い、自分と家族のこ
と、子育てのこと、お金のこと、これからの暮らしに
ついて、“ごきげん暮らしの達人”後藤由紀子に、と

【児童書】
「かける」
はらぺこめがね／著 （E ハ アカ）
【内容紹介】
ケチャップ、ちゅるるるるー。おしょうゆ、
ちょろちょろぴゃっぴゃっ。「かける」はお
いしくなる魔法！食べものに何かを「かけ
る」ことをテーマにした、シズル感たっぷり
の絵本。

ことん聞く。

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
2月2日（火）～2月28日（日）

● 吉井図書館 ●
【一般書】

展示作品：懐かし自動車パンフレット
出 品 者 ：花 房 重 行 さん（赤磐市在住）

「野良犬の値段」
百田 尚樹／著（Ｆヒ）

【児童書】
「クイズでわかる
小学生からのネットのルール」
鈴木 朋子／監修（５４７ ク）

日本の自動車の映画パンフレットです。
みなさんも一度は見たことのある、懐かしい自動車も
あるかもしれません。
今回は私のコレクションの一部ですが、展示させて
いただきます。
あの日見た自動車を御覧下さり、昔のことを少しでも
思い出していただけたら幸いです。

【内容紹介】
突如現れた、謎の誘拐サイト。「私たちが誘拐
したのは以下の人物です」の文言とともに６人の
男たちの名前と顔写真が公開された。劇場型犯罪
が幕を開ける。

【内容紹介】
スマホデビューの前に知っておきたい、
ネットの基本、マナー、トラブル、犯罪にあ
わない使い方をクイズで学べる本。本当に
あったこわーい話なども収録。

