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新規受入した話題の本、学科関連本、DVD・CDなどをご紹介！
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『いのちの車窓から』
星野源著
【請求記号 ： 914.6 || H92】

『ビリからはじめる英語術 : 
英語は声を出して学ぼう』
行正り香著 
【請求記号 ： 830.7 || Y97】

『すべてはおいしさのために』
河田勝彦著

【請求記号 ： 596.65 || KA98】

『世界の美しい書店 : 
We love bookstore』
今井栄一著 
【請求記号 ： 023.9 || I43】

『10代からの情報
キャッチボール入門 :
 使えるメディア・リテラシー』
下村健一著
【請求記号 ： 361.5 || SH53】

『初恋』 
宇多田ヒカル
【請求記号 ： CD || 1987】

『グレイテスト・ショーマン』
【請求記号 ： DVDビデオ || 778/GU】

『10代からの心理学図鑑』
マーカス・ウィークス著/渡辺滋人訳

【請求記号 ： 140 || W53】

『いらないねこ』
ヒグチユウコ絵と文
【請求記号 ： 絵本 || H56】

『ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術』
中山有香里著

【請求記号 ： 492.911 || Ｎ45】

あなたはもう読んだ？

あ
の
時
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

今回のBLTは「あの時のベストセラー」と題して、
年代別にベストセラー作品を集めました。
「タイトルだけは聞いたことがある」
「あらすじはなんとなく知っている」そんな作品を
この機会に一度読んでみてはいかがでしょうか？
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『窓ぎわのトットちゃん』
黒柳徹子作/いわさきちひろ絵
講談社, 1991.6
【請求記号 ： 児童書908 || A52 || く1-1】

1981年に発売されて以来、ずっと日本での歴代ベスト
セラー本の第1位！世界30か国以上で翻訳され、子ども
から大人まで親しまれています。一度読んで皆さんの
心の中にあるトットちゃんを感じてみませんか。

『ハリー・ポッターと賢者の石』
J. K. ローリング作/松岡佑子訳
静山社, 1999.12
【請求記号 ： 児童書933 || R78 || [1]】

35か国語に翻訳され世界中の賞を総
なめし、個性の強いキャラクターや美麗
な世界観が再現された映画やテーマ
パークも人気の児童書です。思わず日
常を忘れる感動長編ファンタジーを、
ぜひ活字でも味わってみてください。 

『世界の中心で、愛をさけぶ』
片山恭一著
小学館, 2001.4
【請求記号 ： 913.6 || KA84】

四国の小さな町を舞台にした朔太郎と
亜紀のピュアな恋愛と愛する人を失った
喪失感を、現代と過去を織り交ぜながら
描いた青春ラブストーリー。「セカチュー」
と略され、映画、テレビドラマ、舞台化され
大ヒットを記録しました。 

『声に出して読みたい日本語』
齋藤孝著
草思社, 2001.9
【請求記号 ： 817.8 || SA25】

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常
の響あり」「僕の前に道はない 
僕の後ろに道は出来る」「袖ふり
あうも他生の縁」などまさに声に
出して読みたくなる名文ばかり。
国語力の低下が問題視される
中で日本語ブームを起こした
一作です。 

『鈍感力』
渡辺淳一著
集英社, 2007.2
【請求記号 ： 914.6 || W46】

作家で医師の渡辺淳一が鈍感に生
きることの重要性を説いたエッセイ
本。当時の首相が「鈍感力」を引用
して発言したことでも注目を浴び、
ベストセラーに。その年の新語・流行
語大賞トップテンにも入賞しました。 

読んでも、聴いても、観ても良し。あの時のベストセラーが大集合。
バラエティ豊かな作品をベストセラーとなった年ごとに幅広く取り上げました。

一度楽しんだあなたも、まだのあなたも、多くの人を感動させた魅力を味わってください！

あなたは
もう読んだ？

『まる子だった』
さくらももこ絵と文
集英社, 1997.9
【請求記号 ： 909.04 || SA46】

90年代に漫画・アニメ・主題歌で一大
ブームを巻き起こし、今なお人気の
「ちびまる子ちゃん」。作者（本年8月
ご逝去）が自分の子ども時代を綴った
エッセイシリーズ3部作の１つ。爆笑し
ながらあっという間に読める作品です。

『つくおき : 
週末まとめて作り置きレシピ』
nozomi著
光文社, 2015.10
【請求記号 ： 596 || N98】

「料理レシピ本大賞2016」料理
部門大賞受賞作。週末に1週間分
のおかずをまとめて作り置きする
著者のレシピブログを書籍化。料理
ごとに調理時間・保存日数などが
載っており、忙しい社会人を中心に
大人気となりました。

『もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『マネジメント』を読んだら』
岩崎夏海著
ダイヤモンド社, 2009.12
【請求記号 ： 就職 336 || I96】

主人公がドラッカーの『マネジメント』を実践
しながら野球部の甲子園出場を目指す物語。
それまで堅いイメージのあったビジネス書を
誰にでも読みやすくて面白い小説にした、
革命的とも言える大ヒット作です。  

『栞子さんと奇妙な客人たち 
（ビブリア古書堂の事件手帖 : 1）』
三上延著
アスキー・メディアワークス, 2011.3 
【請求記号 ： ライトノベル 913.6 || MI21 || (1)】

本屋大賞にノミネートされた初めての文庫本です。
実在する本をめぐって人と繋がり謎を解くビブ
リオミステリーは、作中に登場する絶版本が実際
に復刊されるなど多大な影響力がありました。
2018年秋に映画が公開されます。

『ざんねんないきもの事典 : 
おもしろい !進化のふしぎ』
今泉忠明監修/下間文恵, 徳永明子, かわむらふゆみ絵
高橋書店, 2016.5
【請求記号 ： 480 || I43 || (1)】

「ミジンコはピンチになると頭がとがる。
しかし、ほとんど効果がない」など、おもしろ
い生き物の情報が満載。「小学生がえらぶ！
“子どもの本”総選挙」第1位に選ばれました。
大人も楽しみながら学べる事典です。 

「(Just like) starting over」
（『The John Lennon collection』に収録）
ジョン・レノン
東芝EMI, 1989
【請求記号 ： CD || J830】

ビートルズのメンバーとして、また平和活動家
としても有名なジョン・レノン。希望に満ちた内容
と明るい曲調でヒットしたこの曲は、リリース
された2か月後に起こった暗殺事件によって
さらにヒットチャートを駆け上がりました。  

『タイタニック』
ジェームズ・キャメロン監督・脚本・製作・編集
20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン, 2006
【請求記号 ： DVDビデオ || 778/TA】

1997年12月に公開されると驚異的な興行成績
を収め、1998年のアカデミー賞では作品賞をは
じめ11部門を受賞した作品。セリーヌ・ディオン
が歌う主題歌も大ヒットしました。何年経っても何
度観ても感動に出会える不朽の名作です。

『動物のお医者さん（愛蔵版）』
佐々木倫子著
白泉社, 2013
【請求記号 ： 漫画 || SA75 || (1)～(6)】

タイトルからは想像しづらい、くすっと笑える1話
完結型のコメディです。一癖も二癖もある人物
（動物）が繰り広げる日常に癒されます。この漫画
のヒットにより、日本ではシベリアン・ハスキー
ブームが起きました。  

『サラダ記念日 : 俵万智歌集』
俵万智著
河出書房新社, 1987.5
【請求記号 ： 911.168 || TA97】

リアルな生活や恋愛をカタカナや流行語を使ってありのままに綴った
俵万智の短歌集。80年代の女性の共感を呼び、歌集としては異例の
200万部を超えるベストセラーに。タイトルの「サラダ記念日」はその年
の流行語にも選ばれました。 
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阪大外国語
学部前

開館日程カレンダーやフロア案内、展示の
お知らせなどを掲載しています。蔵書検索
や文献探索もご活用ください。

http://www.baika.ac.jp/~lib/

いつでもどこでも図書館情報をチェック！
図書館ホームページ

梅花女子大学図書館

TEL  072-643-8498
FAX  072-643-1952
E-MAIL  blibrary@baika.ac.jp

〒567-8578
大阪府茨木市宿久庄2-19-5

月曜　金曜 8：50　20：00
土曜 8：50　16：00

Access

館内での飲食はご遠慮ください。菓子
類やパックジュースの持ち込みはマナー
違反。リフレッシュ・ルーム内ではフタつき
の飲み物のみOKです。マナー違反をされ
ている方には声をかける場合があります。

～図書館で起こった困った出来事～

返却された図書・雑誌に、水濡れ・ページ
の切り取り・破れ・書き込み等の被害が増え
ています。図書館の資料は丁寧に扱って
ください。破損・汚損の程度によっては弁償
していただく場合があります。

交通路線図

飲　食 水濡れなど

読書キャンペーン！ 

視聴覚資料 人気ベスト 1 0！ 
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1年間に貸出・館内視聴された視聴覚資料をランキングにまとめました！ 気になるタイトルがあればぜひチェックしてみてください。

ＤＶＤ・Blu-ray視聴ランキング

ドント・ブリーズ (Don't breathe)

溺れるナイフ

ラ・ラ・ランド

1　位

2　位

3　位

チャイルド・プレイ
君の膵臓をたべたい
悪の教典
何者
シング (Sing)
ヒロイン失格
から紅の恋歌(ラブレター) : 
劇場版名探偵コナン 

4 位

5　位
6　位
7　位
8　位
9　位
10　位

Bootleg／米津玄師

Hey!say!jump 2007-2017 I/O／Hey!Say!JUMP

÷ （ディバイド）／Ed Sheeran

1　位

2　位

3　位

ジャム／関ジャニ∞
Finally／安室奈美恵
アンコール ／back number
真っ白なものは汚したくなる／欅坂46
Shishamo 4／SHISHAMO
ゆずイロハ 1997-2017 : 
Yuzu 20th anniversary all time best album／ゆず
Tycoon／UVERworld

4 位

5　位
5　位
7　位
8　位
8　位

10　位

2017/8/1～2018/7/31 2017/8/1～2018/7/31
〈順位〉タイトル／アーティスト

CD貸出ランキング
〈順位〉タイトル

図書館では年2回、BRAという読書キャンペーンを行って
います。期間中に本・雑誌を20冊貸出もしくはPOP3枚提出
で景品（図書館オリジナルグッズ）を、両方達成した人には
500円分の図書カードをプレゼント！学生証をお持ちの方
は誰でも参加できるので、この機会にぜひ図書館をご利用
ください。

作品名   『おいしい野菜スープ：からだの調子を整える 』
制作者   HONOKA（ペンネーム）さん（情報メディア学科）

色鉛筆でPOP全体に描かれた野菜の
イラストがかわいい1枚。細部までこだ
わって描かれていて目をひく作品です。

館長からの
コメント

作品名   『あのとき始まったことのすべて』
制作者   嶋田 彩夏さん（看護学科）

表紙とリンクしたイラストや印象的なセリフ
の引用など、センスを感じるPOP。思わず
本を手に取りたくなります。

館長からの
コメント

イタリアの国旗の色で表現されたカラフル
なPOP。枠を描くことによってうまく立体感
を生み出しています。

館長からの
コメント

作品名   『イタリア料理のあたらしい教科書：
　　　　クラシックからモダンヘ、レシピの発想法』
制作者   大村 咲さん（日本文化創造学科）

館長賞受賞者の方には
賞状と副賞を授与!

B R A
2018/4/9（月）～2018/8/6（月）

［ 景品獲得数とPOP提出数 ］
景         　品 
図書カード 
POP提出数 

86点
24枚
91枚

ビー・アール・エー

2018/9/21（金）～2019/2/4（月）次回開催予告BRA第16弾

第15弾
DATA

館
長
賞

館
長
賞

館
長
賞


