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新規受入した話題の本、絵本、CD・DVDなどをご紹介！
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CONTENTS

『わたしが知らないスゴ本は、
きっとあなたが読んでいる』
Dain著
【請求記号 ： 019 || D24】

『スヌーピーで学ぶ
すぐに使える英語表現105』
小池直己著・訳 ; チャールズ・M.シュルツ作
【請求記号 ： 837.8 || KO31】

『しおかぜにのって』
かじりみな子さく
【請求記号 ： 絵本 || KA22】

『魔法のてぬきごはん ：
  世界一ラクチンなのに
  超美味しい!』
 てぬキッチン著
 【請求記号 ： 596 || TE37】

『マンガでわかる
 大学生のための
 レポート・論文術』
小笠原喜康著/近藤たかし漫画
【請求記号 ：  816.5 || O22】

『アナと雪の女王2』
【請求記号 ： DVDビデオ || 778.7/A】

『LEO-NiNE』
LiSA
【請求記号 ： CD || 2059】

『魔法のストレッチ』
黒田美帆, 大村佳子著

【請求記号 ： 781.4 || KU72】
 

『流浪の月』
凪良ゆう著
【請求記号 ： 913.6 || N26】

『僕の涙がいつか
桜の雨になる』

犀川みい著
【請求記号 ： 913.6 || SA21】

新入生へ向けて図書館の
基本的な利用法をご紹介します。
今回は「入門BOOK」特集です。
上手く活用して、自分らしいキャンパスライフを
見つけてください！
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■  はじめての大学図書館3STEP
■  「入門BOOK」特集
■  読書キャンペーン！ 
　Baika Reading Action （BRA）

■  MANNERS
　感染予防の心得
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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

『読書をプロデュース : 
読み方を変えれば世界が変わる!』
角田陽一郎著　
秀和システム, 2020
【請求記号 ： 019 || KA28】

『大学1年生からの
社会を見る眼のつくり方』
大学初年次教育研究会著
大月書店, 2020
【請求記号 ： 377.9 || D16】

『自炊のトリセツ : 
　おいしいごはんの法則』
小田真規子著
池田書店, 2020
【請求記号 ： 596 || O17】

『「英語の学び方」入門』
新多了著　
研究社, 2019
【請求記号 ： 830.7 || N88】

『オトナ女子の暮らしレシピ : 
忙しくても毎日をご機嫌に』
namytone著
インプレス, 2020
【請求記号 ： 590 || N47】

『大学生のためのレポート・論文術』
小笠原喜康著　
講談社, 2018
【請求記号 ： 080 (講談社現代新書 ; 2498)】

『夢十夜』
夏目漱石著/しきみ絵
立東舎, リットーミュージック (発売), 2018
【請求記号 ： 913.6 || N58】

他の人が借りている

本が図書館にない

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。）

OPACの検索結果に表示される[予約]ボタンを
クリックし、ログインすると予約ができます。

6F

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。

2F

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。

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。

5F

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（Blu-ray・
DVD等）が視聴できます。（利用の際は
申込が必要です。）

「購入リクエスト」や、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。３階レファ
レンスカウンターにお尋ねください。

資料が見つからないときや、どうすればいいか
迷ったときには、３階レファレンスカウンター
にご相談ください。

読む

各フロアに閲覧席があり、資料を利用しながら
読書や勉強することができます。２階と３階には
自由に使えるパソコンがあります。

OPACでヒットした資料の「タイトル」「所在」「請
求記号」をメモし、所定の本棚から探しましょう。
資料は請求記号順に並んでいるので、本棚から
該当の請求記号を探してタイトル等で確認して
ください。

図書館内の専用端末もしくは図書館ホームページ
上のOPAC(オンライン蔵書目録)で、本・雑誌等の
資料を検索することができます。
インターネット環境があればご自身のスマート
フォンからでもアクセスできます。

借りる

貸出する際は、借りたい資料と学生証を３階
メインカウンターへお持ちください。返却時も、
カウンターで手続きをしてください。

複写(コピー)する
図書館の資料を著作
権の範囲内で、複写
することができます。
利用する際は、３階
メインカウンターで
お申し込みください。

個人視聴ブース

グループ視聴室

大学生活をもっと充実

図書館の資料には、「背ラベル」と呼ばれるシール
が貼られています。まずは一段目の分類記号を元
に本棚を見つけ、二段目の図書記号、三段目の
巻次の順に探していきます。

～請求記号について～

918.3 分類記号　（数字順）
図書記号
（ABC順＋数字順）
巻次（数字順）

N71
（20）

請求記号

背ラベル

はじめての大学図書館
     3STEP 「使い方がよくわからない！」という人でも大丈夫。

使い方の基本と館内のおすすめスポットを紹介します。
快適な大学生活をスタートしましょう！

読みたい本を見つけよう！ 大学での学びを知ろう！ 基本の料理から挑戦しよう！ 英語の学習法を学ぼう！ 丁寧な暮らしを始めよう！ 名作を気軽に読んでみよう！レポート作成の基本を知ろう！

本を検索するStep1

本を取り出すStep2

本を利用するStep3

館内案内図
 ［ 北側 ］  ［ 南側 ］

本が見つからない

オーパック

オーパック

オーパック

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。

3F

入門BOOK

特集

読書
教養 料理 語学 暮らし

勉強
文学

入口自動扉からバーを押して入館します。

入口（3F)

※感染症予防のため、利用の制限をすることがあります。



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

～ 感染予防の心得 ～

交通路線図

マスクを着用の上、
図書館入口に設置している
アルコール消毒液で

手指を消毒してください。

入館時はアルコール消毒を

読書キャンペーン！ 

他の利用者と接触しないよう、
本棚やカウンター前では

距離を空けてご利用ください。

ソーシャルディスタンス

石
橋
阪
大
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『コーヒーが冷めないうちに』
川口俊和著
サンマーク出版, 2015
【請求記号 ： 913.6 || KA92】

『世界のかわいいお菓子』
パイインターナショナル編著
パイインターナショナル, 2018
【請求記号 ： 596.65 || P61】

『どこまでゆくの?』
五味太郎[作]
福音館書店, 2010
【請求記号 ： 絵本 || KA16 || (500)】

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。
期間中に本を20冊貸出もしくはPOP3枚提出してポイントを貯め
ると図書館オリジナルグッズをプレゼント！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   『コーヒーが冷めないうちに』
制作者   島袋 嘉花さん（看護学科）

景品贈呈数とPOP提出数

景         　品 

図書カード 

POP提出数 

23点
10枚
83枚

紹介文の問いかけが、読んでみたい気持ちに
させます。コーヒーの温かみが伝わってくる
デザインにも惹かれました。

丁寧に描かれたケーキのイラストと色遣いが
綺麗です。本の内容も上手に表現されていて、
読んでみたくなりました。

全体的にバランスが良く、デザイン性の高い
POPです。紹介文から「どんな発見があるの
かな？」と気になりました。

作品名   『世界のかわいいお菓子』
制作者   樋口 佳奈さん（食文化学科）

館長からの
コメント

館長からの
コメント

館長からの
コメント

作品名   『どこまでゆくの?』
制作者   小林 真奈美さん（こども教育学科）

※写真掲載の景品が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

館長賞 館長賞 館長賞

P O P 紹 介 書 籍 は これ！ P O P 紹 介 書 籍 は これ！ P O P 紹 介 書 籍 は これ！

ca rd

館長賞受賞者の方には
賞状と副賞を授与!

次回開催予定は2021年春頃です。

B R A
2020/9/24（木） ～  2021/1/19（火）
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