成羽病院通信

   ẻ ợ ụ
高梁中央図書館

開館時間 9:00〜17:00 休館日

（☎22-２９１２）

ばけたま長屋
輪渡 颯介／著

KADOKAWA

女の幽霊が出るという長屋に引

っ越してきてしまった指物師の弦
次は、同じ長屋の先輩住人の三五

郎、町絵師の朔天とともに、さま

ざまな幽霊事件に巻き込まれる羽

目に…。面白くてほろりと泣かせ

ふしぎなかいだん

とびだす！ 3D アートえほん
金の星社

海の中の階段、どこへ続いてい
るのかな？背表紙を下にして本を
立て１ページずつ手前に倒して正
面から片方の目だけで見ると、あ
ら、ふしぎ！絵が飛び出して見え
る 3D 絵本。カメラ等で撮影する
ともっと飛び出して見えます。

開館時間

（☎42-２５８９）

9:00〜17:00

児童書

あなぐまアパート

あんびる やすこ／著
鈴木出版

あなぐまくんは穴掘りが大好

14:30から

そのため、MRI 検査を受けるときには、入れ歯やペースメーカーなどの金属
類の使用についての確認をお願いしていますが、お化粧についても詳しくお聞
きすることがあります。

くるくるシアター「おひなさま」

11日

おりがみあそび「とりのクリップ立て」
おはなし会

（ボランティアグループ『おはなしたまてばこ』）

18日

ビデオ「ガリバー旅行記」

25日

きりがみあそび「トントンどうぶつ」

10日

玉川地域市民センター前 13:00〜13:30
落合地域市民センター前 13:50〜14:20
中国電力社宅前
14:40〜15:10
松原地域市民センター前 15:30〜16:00

14日

有漢農業構造改善センター前 14:30〜15:00
有漢生涯学習センター前 15:10〜15:30

17日

巨瀬地域市民センター前
中井地域市民センター前
宇治地域市民センター前
落合中二公会堂前

10:30〜11:00
13:00〜13:30
14:30〜15:00
16:00〜16:30

21日

津川地域市民センター前
高倉地域市民センター前
川面地域市民センター前

13:00〜13:30
13:50〜14:20
14:30〜15:00

23日

黒鳥ふれあい会館前
10:20〜10:50
西山コミュニティハウス前 13:00〜13:30
川上児童館前
14:40〜15:20

最近の化粧品には、ラメ入りのアイシャドーやマニキュアなど、素材に細か

移動図書館「うぐいす号」

なぐまくんひとりだけ。そこへ、
うさぎの親子、もぐらのコーラ
ス隊、ふくろうじいさんが訪ね

vol.126

10:00から

小学生までが対象で参加無料。
小型絵本「かいじゅうたちのいるところ」
大型絵本「たまごにいちゃん」
紙芝居「ちぎってトントン いただきます」
11日
工作「はばたくちょうやむし」も行います。
（ボランティアグループ『うぐいす』
）

ばかり。でも住んでいるのはあ

てきて…。

正常な画像

い金属を含んでいるものがあるためで、化粧を落とさなければ、検査を受ける
ことができない場合があります。カラーコンタクトレンズについても酸化鉄な
どの磁性体が含まれていることがあり、角膜や眼球に影響を与える恐れがあり
ます。化粧やカラーコンタクトレンズなどの金属類を含む可能性があるものは、
できる限り身に着けずに来院することをお勧めします。

体内に金属 ( 歯科治療 )
がある画像

詳しくは MRI 検査を受診する施設にお尋ねください。

学園だより

14日
28日

大学附属図書館をご利用ください

吉備国際大学・吉備国際大学短期大学部附属図書館は、社会科学・保健・医療・福祉・心理・知的財産関
連の法律・環境関係の和書・洋書等幅広い分野の資料を収集・保存しており、一般市民も利用可能です。
各館で主な配置資料が異なります。利用前に、下記の表を確認してから、来館してください。
名称
２号館図書館

配置資料
社会科学、保健、医
療、福祉関係の和書

老人ホーム成羽川荘
中コミュニティーセンター
ささゆり苑
吹屋連絡所
成美保育園
鶴鳴保育園
日名神楽公園

8 :45〜 9 :00
9 :20〜 9 :30
9 :40〜 9 :50
10:10〜10:30
11:00〜11:10
11:15〜11:25
11:35〜11:50

利用日時について

資料の利用について

ホ ー ム ペ ー ジ（http://lib.jei. 【閲覧】閲覧室 ( 開架 ) 図書・雑誌は自
ac.jp/kiui/）に掲載の開館カ 由に閲覧できます。
レンダーにある開館日の利用 【複製】著作権法の範囲内で複写が可

能です。
が可能です。
心 理、 福 祉 関 係 和・ 当日の９:20 ～ 17:20 に入館 【貸し出し】一般の人への館外貸し出
洋 書、 視 聴 覚 資 料、 手続きを行ってください。手 しは、できません。ただし、公共図書
絵本

休館日 毎週月曜日

きだから、家はどんどん広がる

３月号

図書館2階

えほんのよみきかせ

今月のおすすめ

広報

があります。

10 号館図書館

成羽図書館

小林博文

移動図書館

児童書

永井 秀幸／作

成羽病院 放射線室長

を含む物があれば、検査中に熱が発生して低温やけどを起こしてしまう危険性

４日

る、怪談ミステリー。

☎ 42- ３１１１

MRI 検査は画像信号を得るために、高周波電波を出しています。体内に金属

６日㈪、９日㈭、13日㈪、
20日㈪、27日㈪、29日㈬

小学校低学年までが対象で参加無料。
親子での参加も歓迎です。

一般書

23

ＭＲＩ検査と化粧について

ちいさいこのへや

今月のおすすめ

■問い合わせ

続き後は、当日の閉館時間ま 館等を通しての貸し出しが可能です。

で利用が可能です。閉館時間 【視聴覚資料】10 号館、ラーニング・
ラーニング・コモンズ 一般教育関係を含め は日によって異なります。
コモンズでは、ビデオ、DVD などの
た 洋 書、 知 的 財 産、 ※ 視 聴 覚 資 料 の 利 用 受 付 は 視聴覚資料を閲覧できます。
(2 号館 1 階 )

※一 般の人の利用に制 環 境 関 係 の 和・ 洋 16：00 までです。
（詳しく
（私物の持 ※事前申込書が必要となります
限があります。
書、視聴覚資料
はホームページで確認してください）
。
込はできません）

同図書館の蔵書は、自宅から検索することができます。下記アドレスにアクセスしてください。
『パソコン』http://lib.jei.ac.jp/kiui/ 『携帯電話』http://lib.jei.ac.jp/kiui/i/
【一般市民の利用に際して】
・氏名・現住所の記載がある公的な身分証明書（運転免許証等）を持参してください。
・来館時に、各図書館のカウンターにて、入館手続きをしてください。
・混雑時には、入館できない場合があります。
・他の来館者の迷惑となるような場合、入館をお断りすることがあります。
■問い合わせ

吉備国際大学

高梁キャンパス２号館図書館

☎ 22- ７８７１

広報

３月号

vol.126
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