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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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CONTENTS

『むらさきのスカートの女』
今村夏子著
【請求記号 ： 913.6 || I44】

『図解身近にあふれる「心理学」が
3時間でわかる本 :

 思わずだれかに話したくなる』
内藤誼人著 

【請求記号 ： 140 || N29】

『たぬきの花よめ道中』
最上一平作/町田尚子絵
【請求記号 ： 絵本 || MA16】

『日清食品のラーメンレシピ : 
 おなじみの袋めんが大変身!』
日清食品株式会社監修
【請求記号 ： 596.2 || N87】

『思わず考えちゃう』
ヨシタケシンスケ著
【請求記号 ：  914.6 || Y92】

『CEREMONY』
 King Gnu 
【請求記号 ： CD || 2029】

『アラジン』
【請求記号 ： Blu-ray || 778/A】

『スタンフォードの脳外科医が教わった
 人生の扉を開く最強のマジック』
ジェームズ・ドゥティ著/関美和訳
【請求記号 ： 146.8 || D88】
 

『天気の子』
新海誠作/ちーこ挿絵
【請求記号 ： 児童書080 || KA14 || Cし1-4】

『マンガでわかる薬のしくみと
はたらき事典』

丸山敬監修
【請求記号 ： 499.1 || MA59】

今回のBLTは、図書館の様々な疑問にお答えし、
知っていると役立つ情報や充実した施設をご紹介します。
特集は「日本の魅力、再発見」です。
2020年、世界中から注目が集まる日本。
さらに魅力的な日本の文化に触れあってみませんか。

  Q＆Aでわかる！
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■  大学図書館活用ガイド
■  特集 日本の魅力、再発見
■  読書キャンペーン！ 
　Baika Reading Action （BRA）

■  展示コーナー紹介
■  MANNERS



大学図書館
活用ガイド

図書館所蔵の資料を検索できます。

『NHK「Cool Japan」
かっこいいニッポン再発見』
堤和彦著　
NHK出版, 2013
【請求記号 ： 302.1 || TS94】

『ニッポンの大発明 : 
歴史を変えたメイド・イン・ジャパン』
グレイン調査団編
辰巳出版, 2010
【請求記号 ： 507.1 || G95】

『英語でつくる和食 : 寿し、天ぷら、豆腐料理・・・
日本の代表料理からマナーまで』
藤田裕子, ナヴィインターナショナル編著
ナツメ社, 2004
【請求記号 ： 596.11 || F67】

『いつも全力で : スポーツ（元気がでる
日本人100人のことば 4）』
平尾小径編集　
ポプラ社, 2012
【請求記号 ： 159.8 || G34 || (4)】

『日本の絶景パレット100 : 
心ゆさぶる色彩の旅へ』
永岡書店編集部編著　
永岡書店, 2014
【請求記号 ： 291.09 || N18】

『素敵な日本人 : 東野圭吾短編集』
東野圭吾著　
光文社, 2017
【請求記号 ： 913.6 || H55】

『日日是好日』
森下典子原作/大森立嗣監督・脚本
ハピネット/パルコ (発売)/ハピネット (販売), 2018
【請求記号 ： DVDビデオ || 778/NI || N】
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特別書庫・
貴重書庫（閉架）

日本文学、
外国文学、
語学、書道など

文学一般、
伝承文学、
児童書、絵本、
漫画など

グループ学習室グループ学習室

個人学習室個人学習室

多目的室

プロジェクト・ルーム

メインカウンター

展示コーナー

レファレンスカウンター

ラーニング・コモンズ

リフレッシュ・ルーム

グループ学習室 パウダールーム

グループ視聴室

個人視聴ブース

グループ学習室

参考図書、新着雑誌・新聞、
CD・DVD、就職・資格など

情報、心理、宗教、福祉、幼児教育・保育、
看護、口腔、栄養、調理・製菓、雑誌・
新聞（バックナンバー）、
紀要、新書、文庫など

保存書庫（閉架）

出入口

本が図書館にない時は？

OPACを使ってみましょう。
　　

１

本の返却期限が知りたい時は？

本が他の人に借りられている時は？

「マイライブラリ」を使って返却期限の
確認や本の予約をすることができます。
　　

集中して勉強したい時は？
　　

より深く日本を知ることが
できる本やDVDをご紹介！
対訳付きの本もあるので、

国際交流に
お役立てください。

個人学習室
論文作成や自習に利用
できます。パソコンを備え
ている個室もあります。
（利用の際は申込が必要
です。）

パソコンを利用したい時は？ 

DVD、Blu-rayを視聴したい時は？
　　

グループ視聴室／
個人視聴ブース
図書館所蔵の視聴覚資
料（DVD・Blu-ray等）が
視聴できます。（利用の際
は申込が必要です。）

勉強の合間に休憩したい時は？
　　

「購入リクエスト」か、他大学図書館
から資料を取り寄せる「相互利用」が
可能です。レファレンスカウンターに
お尋ねください。

多目的室
パソコンとプリンターを
設置しており、自由に使用
できます。

ラーニング・コモンズ
図書・電子資料やインター
ネットを活用できるオープン
スペース。雑誌や就職・資格
関連図書もあります。

リフレッシュ・ルーム
読書や勉強の休憩に利用でき
ます。館内で唯一「フタ付きの
飲み物OK」のスペースです。

パウダールーム
全身鏡やコンセントなどの
設備が充実。身だしなみを
整えたいときに便利です。

グループ視聴室 個人視聴ブース

日　 英

館内案内図を見せて。

北側 南側

日本の魅力
再発見
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大学図書館
活用ガイド

文化 技術 食 スポーツ 風景
文学

オーパック

図書館の資料には、「背ラベル」と呼ばれるシールが貼られており
このシールに書かれている「請求記号」順に本棚に並んでいます。

918.3 分類記号
図書記号
巻次

N71
（20）

請求記号

背ラベル

請求記号
について

OPACでヒットした資料の「タイトル」「所在」
「請求記号」をメモし、指定の本棚から探します。

2
本棚から本を探しましょう。　　

資料を借りる際は、学生証が必要です。
返却時も、メインカウンターで手続きをしてください。

～「マイライブラリ」について～
図書館ホームページのマイライブラリをクリックして「ユー
ザー名」「パスワード」を入力すると、自分の借りている資料
の情報や返却期限の確認、借りたい本の予約などを簡単に
行うことができます。インターネット環境があればどこでも
アクセスできるので便利です。

「こんな時どうするの？」
「どうやって使ったらいいの？」

そんな疑問にお答えします。

   施
設や

設備が充実
している大学図書館。

Q＆Aでわかる！

本が見つかったら、メインカウンターへ。
　　

3

特集

図書館は６F建てで出入口は３Fです。

DVD



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。

詳しい開館日時は図書館ホームページで
ご確認ください。

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

～図書館で起こった困った出来事～

交通路線図

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。

水濡れなど

読書キャンペーン！ 

移動中の廊下等での大声や、閲覧席、書
架スペースでのお喋りが増えています。
「ラーニング・コモンズ」「グループ学習室」
「リフレッシュ・ルーム」など、会話が認め
られているスペース以外でのお喋りはご
遠慮ください。

大　声

石
橋
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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。

マスキングテープの星が目を惹きます。
本の世界観を上手に表現していてデザ
イン性に優れているPOPです。

館長からの
コメント

作品名   『ゴッホ : 風がはこんだ色彩』
制作者   XIAO CHENYANさん（児童文学専攻）

作品名   『紙コップのオリオン』
制作者   HONOさん（ペンネーム）（情報メディア学科）

一目でゴッホとわかるイラストが素敵です。
ゴッホの色彩がPOP一面に描かれていて、
迫力のある1枚です。

館長からの
コメント

本を見て描かれたイラストが、実例として
紹介されているのでイメージがしやすい
です。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   『クレヨン&パステルビギナーズ・ノート』
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
2019/9/20（金）～2020/2/3（月）

［ 景品獲得数とPOP提出数 ］

景         　品 

図書カード 

POP提出数 

43点
11枚
39枚

ビー・アール・エー

2020/4/8（水）～2020/8/5（水）次回開催予告BRA第19弾

第18弾
DATA

3階カウンター前展示コーナー 4階南フロア特設コーナー

図書館に入ってすぐのカウンター前に、図書館スタッフおすすめの図
書と新しいDVD・CDの展示を行っています。普段手に取らないような
ジャンルとの出会いのきっかけにしてください。

4階南側は児童文学関係のフロアです。児童書や絵本に関する特設コーナーを
設置しています。どちらの展示の資料も貸出可能となっています。

梅花の卒業生が制作した児童書・
絵本のコーナーです。その中でも特
に児童文学や絵本関係の賞を受賞
した作品をメインに展示しています。

卒業生作品展示

2ヶ月ごとにテーマを決めて、図書館
スタッフが選んだ絵本を20冊展示し
ています。2020年1～2月は「ねずみ
の絵本」でした。

絵本展示

季節ごとにテーマを決めて、小説
や料理本、ファッションや就活の関
連本などのおすすめの図書を展示
しているコーナーです。

ミニ展示

新しく図 書 館 に 入った D V D・
B lu - r a yとCDを展示しています。
CDは3日間の貸出、DVD・Blu-ray
は館内での視聴ができます。

視聴覚資料展示

館長賞

館長賞

館長賞


