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新規受入した話題の本、絵本、DVD・CDなどをご紹介！
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『そして、バトンは渡された』
瀬尾まいこ著
【請求記号 ： 913.6 || SE76】

『最速マスターSPI3&Webテスト : 
　分かりやすさバツグン!　あっという間に対策できる!2020年度版』
内定ロボット著/日経HR編集部編 【請求記号 ： [就職]】

『オトナ女子の薬膳的セルフケア大全 : 
食べものの力と生活習慣で不調をとりのぞく』
水田小緒里著
【請求記号 ： 498.583 || MI97】

『麦本三歩の好きなもの』
住野よる著
【請求記号 ： 913.6 || SU63】

『物語のティータイム : 
 お菓子と暮らしとイギリス児童文学』
北野佐久子著
【請求記号 ： 596.65 || KI69】

『sumika:Chime』 
【請求記号 ： CD || 2022】

『ういらぶ。』
【請求記号 ： DVDビデオ || ７７８/U || N】

『あなたがとってもかわいい』
みやにしたつや作・絵

【請求記号 ： 絵本 || MI79】
 

『平成の新語・流行語辞典』
米川明彦著
【請求記号 ： 813.7 || Y83】

『水底の橋（鹿の王）』
上橋菜穂子著
【請求記号 ： 913.6 || U36】

今回のBLTは「癒しのどうぶつ特集」と題し、動物達の本、
映画を一同に集めました。個性豊かな癒し系どうぶつが続々登場！
幸せな気持ちになったり、勇気や元気をもらえたり、
新しい魅力を見つけたりできるかも。
ぜひ、図書館で出会える動物達に癒されてください！ 
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どうぶつ特集

   
  魅力

的な動物・生き物が大集合！

犬や猫からクラゲまで。多彩な動物達に出会える
書籍・映画を特集。本や映画で目の当たりにする
愛くるしい姿に癒されること間違いなし。
動物達の新たな魅力に触れるチャンスです！

動物達の登場する小説をご紹介。
様々な魅力を発見できる物語が
目白押しです。

癒しの

ページをめくると、かわいい動物達に
思わずにっこり。愛くるしい姿を心温まる
イラストでどうぞ。

エッセイや写真集でも、人々を魅了す
る動物達。チャーミングさはもちろん、
意外な一面を発見できるかも。

スクリーンでも大活躍の動物達。
彼らの姿から元気や癒しをもらえ
ます。

い  やい  や

『おいしそうなしろくま』
柴田ケイコ作・絵
PHP研究所, 2017
【請求記号 ： 絵本 || SH18】

食べることが大好きなしろくまは、食べ
物の中に入ってみたくなります。食べ物
と同化した時に見せる至福の表情が何
とも可愛いです。しろくまなのに「おい
しそう～！」と違和感なく受け入れてしま
う楽しい絵本です。

『ふたりはともだち』
アーノルド・ローベル作/三木卓訳
文化出版局, 1972
【請求記号 ： 絵本 || L77】

ユーモラスな蛙の絵本です。《かえる
くん》と《がまがえるくん》ふたりは
とっても仲良し！おうちは別々ですが、
お互いのことを思いやりながら毎日
一緒に過ごします･･･。シリーズとして
『ふたりはいっしょ』『ふたりはいつも』
『ふたりはきょうも』があります。 

『パンダ銭湯』
tupera tuperaさく
絵本館, 2013
【請求記号 ： 絵本 || TU5】

パンダしか入れないパンダ専用の銭湯
を知っていますか？そこにはびっくり
させられるパンダの衝撃的秘密があり
ます。思わずクスッと笑えるお話と、
ポップで可愛らしいパンダのイラストに
癒されるそんな絵本です。 

『ぺんぎんたいそう』
斎藤槙さく 
福音館書店, 2016
【請求記号 ： 絵本 || SA25】

２種類のペンギン（小さいほうがケープ
ペンギン、大きいほうがキングペンギン）
が体操している姿が愛らしい絵本です。
ペンギンだからこそできる動きがひとつ
だけあります。一緒に体操しながら探し
てみてください。 

『賢い犬リリエンタール』
葦原大介著 
 集英社, 2010
【請求記号 ： 漫画 || A92 || (1)】

弟を待つ日野兄妹の前に現れたのは、犬の
リリエンタール。二足歩行も喋ることもでき
る彼には、不可思議な現象を起こす力があ
りました。家族や友達との繋がりで成長する
姿や、少し普通じゃない日常のやりとりに
ほっこり癒されます。

『シング』
ガース・ジェニングス監督・脚本 
NBCユニバーサル・エインターテイメント, 2017
【請求記号 ： Blu-ray || 778.7/SH】

人生一発逆転を賭け、歌のコンテストを
開催するコアラの支配人・ムーン。彼の元
に集まるのは、歌手を夢見る動物達･･･。
その素晴らしい歌声に元気が貰え、鑑賞
後は爽快な気分になれます。日本語吹替
版は、MISIA、スキマスイッチなどが声優
に挑戦し話題に。

『ズートピア』
バイロン・ハワード, リッチ・ムーア監督/ジャレド・ブッシュ, 
フィル・ジョンストン脚本
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン , 2016
【請求記号 ： Blu-ray || 778.7/ZU 】

舞台は肉食動物と草食動物が共に人間
のように暮らす大都会ズートピア。主人公
のウサギのジュディをはじめ、どのシーンを
切り取っても、多種多様の動物が登場
しています。あなたの好きな動物を探し
てみてはいかがでしょうか。

『The jelly fish』
鈴木朱紀子著 
リトル・モア, 2004
【請求記号 ： 748 || SU96】

最近は専門の水族館があるほど人気の
「クラゲ」。そのふわふわとした不思議
で色鮮やかな姿を集めた写真集です。
美しい写真だけで構成されたこの1冊
は、眺めているだけで穏やかな気分に
浸れます。

『雨はコーラがのめない』
江國香織著 
大和書房, 2004
【請求記号 ： 914.6 || E44】

雨は栗毛のアメリカン・コッカースパニ
エル。甘いものと果物に目がないけれ
ど、コーラがのめない･･･。愛犬・雨と過
ごした何気ない毎日を、音楽と共に
綴ったエッセイ集。透明感のある端正
な文章に雨への愛情がちりばめられて
います。

『カラスの教科書』
松原始著
講談社, 2016
【請求記号 ： 488.9 || MA73】

カラスはお嫌いですか？そんなあなたに
こそ手にとって欲しい一冊です。教科
書と銘打っていますが、エッセイのよう
な文体で読みやすく、カラスのイラスト
に癒されます。読み終わるころには、
カラスに対するイメージが変わっている
かもしれません。

『犬と私の10の約束』
川口晴著 
文藝春秋, 2007
【請求記号 ： 913.6 || KA92】

世界中が涙した短編詩『犬の十戒』から
生まれた感動作。2008年に映画化さ
れました。幼い少女に母が約束させた
「10の約束」は、最後まで守られるの
でしょうか･･･。あかりとソックス、家族
の絆にきっと優しい気持ちになれるは
ずです。

『旅猫リポート』
有川浩著 
文藝春秋, 2012
【請求記号 ： 913.6 || A71】

尻尾が数字の７の形をした気位の高い
オス猫ナナとお人よしの青年サトルはある
日、銀色のワゴンに乗って旅に出る･･･。
旅の目的は何か？サトルの秘密とは一体？
せつないけれど温かい気持ちが溢れ
出す、猫好き必読の感動作です。

『ブランケット・キャッツ』
重松清著 
朝日新聞社, 2008
【請求記号 ： 913.6 || SH28】

子猫の時から馴染んだ毛布とともに、
二泊三日で貸し出されるというブラン
ケット・キャッツ。レンタルした人達は、
のびのび自由に振舞う猫に癒され、何か
を感じ、また前を向いて歩き出す･･･。
心温まる7つの短編集です。

『星磨きウサギ』
那須田淳作/吉田稔美絵 
理論社, 2007
【請求記号 ： 児童書913 || N56】

「星が輝くとき、あなたの恋は叶います。」
遠い星からやってきたウサギは、恋人
たちのために星を磨き続けます。一生
にただ一度きり、恋占いのような伝説を
モチーフにした、可愛らしくて勇気の出
る素敵な物語です。

『ペンギン・ハイウェイ』
森見登美彦著
角川書店/角川グループパブリッシング, 2010
【請求記号 ： 913.6 || MO54】

『ペンギン・ハイウェイ』
森見登美彦作/ぶーた絵
KADOKAWA, 2018
【請求記号 ：
 児童書080 || KA14 || Bも2-2】

ある日、住宅地にペンギンの群れが出
現するという怪事が起こり、その謎を
解くべく小学生の男の子が「ペンギン・
ハイウェイ研究」を始めます。果たして
この謎は解けるのか。小さい頃の好奇
心が蘇ってくるような小説です。 

Novel

Movie Photo book,
Essay

Picture book,
Comic



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。

https://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

～ 図書館を快適に利用しましょう ～

交通路線図

読書キャンペーン！ 

借り出した資料は、返却手続きをせず自
分で館内の本棚や返却台に置いても返却
されたことにはなりません。メインカウンター
で返却手続きをするか、館外2カ所にある
本学図書館ブックポストに入れてください。

返却手続き

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ルール違反。
リフレッシュ・ルーム内ではフタ付きの飲み
物のみOKです。ルール違反をされている
方には声をかけさせていただきます。

飲　食

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   『スタンフォード式最高の睡眠』
制作者   西村 香耶さん （日本文化創造学科）

モノトーンで表現されていてインパクト
大なPOP。さらに実体験を交えた紹介文
に思わず本を手に取りたくなります。

館長からの
コメント

作品名   『あまからカルテット』
制作者   HOさん（ペンネーム）（情報メディア学科）

カラフルでかわいいイラストに思わず目が
とまります。見ているだけで楽しくなるよう
なPOPで好感度抜群です。

館長からの
コメント

赤と水色で描かれた封筒のイラストが綺麗
です。本の紹介文も上手にまとまっていて
全体的にバランスの良い作品です。

館長からの
コメント

作品名   『手紙屋：僕の就職活動を変えた十通の手紙』
制作者   島袋 嘉花さん（看護学科）

館長賞受賞者の方には
賞状と副賞を授与!

B R A
2019/4/8（月）～2019/8/5（月）

［ 景品獲得数とPOP提出数 ］

景         　品 

図書カード 

POP提出数 

105点
23枚
77枚

ビー・アール・エー

2019/9/20（金）～2020/2/3（月）次回開催予告BRA第18弾

第17弾
DATA

館長賞 館長賞 館長賞

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

死霊館

it (イット) : “それ”が見えたら、終わり。 

グレイテスト・ショーマン

1　位

2　位

3　位

センセイ君主
8年越しの花嫁 : 奇跡の実話 
死霊館 エンフィールド事件
リメンバー・ミー
Don't breathe（ドント・ブリーズ）
ひるなかの流星
溺れるナイフ

4 位

5　位
6　位
7　位
8　位
9　位
10　位

Yankee／米津玄師

グレイテスト・ショーマン：オリジナル・サウンドトラック／
original songs by Benj Pasek,Justin Paul 

初恋／宇多田ヒカル

Face yourself／BTS

1　位

2　位

3　位

3　位

Bootleg／米津玄師
Anti anti generation／RADWIMPS
All time best／UVERworld
瞬間的シックスセンス／あいみょん
Hey!say!jump 2007-2017 I/O／Hey!Say!JUMP
アンコール／back number

5　位
6　位
7　位
7　位
7　位
7　位

2018/8/1～2019/7/31 2018/8/1～2019/7/31
〈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
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