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『ついでにジェントルメン』
柚木麻子著

【請求記号 ： 913.6 || Y99】

『タイム・スリップ芥川賞 : 
文学って、なんのため?

と思う人のための日本文学入門』
菊池良著

【請求記号 ： 910.26 || KI24】

『1st Love』
なにわ男子

【請求記号 ： CD || 2085】

『病院というヘンテコな
 場所が教えてくれたコト。 : 
 現役看護師イラストエッセイ』
仲本りさ著
 【請求記号 ： 492.904 || N36】

『この1冊でOK!
 一生使えるマナーと作法』
明石伸子監修
【請求記号 ： 385.9 || A32】

『余命10年』
【請求記号 ： DVDビデオ || 778/YO || N】『いつかは訪れたい

 美しき世界の教会』
マイケル・ケリガン著/片山美佳子訳
【請求記号 ： 526.1 || KE58】
 

『何度でも作って、食べたくなる
 本当においしいお菓子の作り方』
marimo著
【請求記号 ： 596.65 || MA51】

 『花kotoba』
miya （ミヤマアユミ） 著

【請求記号 ：  726.5 || MI71】

『ぱなしくん』
柴田ケイコ作・絵

【請求記号 ： 絵本 || SH18】

今回のBLTは「そら」特集です。

青く澄んだ空、星が光り輝く夜空など…

頭上にはまだ知らない素敵な世界が広がっています。

お気に入りのそらを見つけてみませんか？

読書キャンペーン
BRA第22弾館長賞決定

＜
＜

＜

□そらを見上げてみれば
□ 読書キャンペーン！ 
　    Baika Reading Action （BRA）

□ MANNERS
       感染予防の心得

CHECK!
くわしくは最終ページを



そらを見上げてみればそらを見上げてみれば

『空』
ポプラ社, 2010
【請求記号 ： 908.3 || H99 || （55）】

国内外の作家の短編小説を集めた一冊。漢字一文字の
テーマ「空」は果たして「そら」なのか「から」なのか。心に
残る三篇が収録されています。

『いつか空のうえで』
アンドレア・ペトルリック・フセイノヴィッチ作・絵/まえざわあきえ訳
小学館, 2009
【請求記号 ： 絵本 || P46】

お母さんを亡くしさびしい思いをしている女の子。鳥たちと
友達になり、雲の中にすむ懐かしい動物たちとともに、お母
さんとの想い出がよみがえり、女の子を元気にします。

『ハリネズミは月を見上げる』
あさのあつこ著
新潮社, 2020
【請求記号 ： 913.6 || A87】

「泣いて、我慢して、壊れていくなんて嫌だ」。高校生二人
の出会いと成長を描いた物語です。自分や人を守るため
に声をあげることの大切さを教えてくれます。

『星の王子さまの天文ノート』
縣秀彦編著
河出書房新社, 2021
【請求記号 ： 440 || A19】

月や惑星、星座などの色彩豊かな写真に加え、星の王子さ
まの挿絵や文章も載っていて癒されます。天文について
やさしく学べる一冊です。

『星くずクライミング』
樫崎茜作/杉山巧画
くもん出版, 2019
【請求記号 ： 児童書913 || KA77】

「ふたりでなら見えない壁だって登りきれる」。中学生のあ
かりが視覚障害のある昴と共にパラクライミングに挑戦す
る物語。きっとあなたも宇宙を散歩してみたくなります。

『地球一周空の旅 : 上空から眺める55の絶景』
PPS通信社, AFLO写真/深山史子文/瀧亮子編集
パイインターナショナル, 2011
【請求記号 ： 290.8 || P87】

世界中の自然や建築を上空から撮影した写真集です。迫力
ある大自然の風景や人間の営みがつくり出した美しい街な
ど、世界中を巡る渡り鳥になった気分で空の旅を楽しんで
ください。

『そら』
神永曉監修
講談社, 2021
【請求記号 ： 児童書814 || KA37 ［大型本］】

雨には、さくら雨、時雨、氷雨などいろんな名前があります。
雨以外にも月や雲などそらに関する言葉がたくさん紹介
されています。多彩な日本語の美しさに感激します。

『空の色』
Habu著
ピエ・ブックス, 2000
【請求記号 ： 748 || H11】

茜色の雲がたなびく表紙。ページをめくると夏空の次に、
ちょっと東山魁夷の「道」を思わせる写真。海外の色々な
場所の様々な空の写真が続きます。息抜きにピッタリ。

『君は月夜に光り輝く』
佐野徹夜 [著]
 KADOKAWA, 2017
【請求記号 ： 913.6 || SA66 ［ライトノベル］】

どこか投げやりに生きていた僕と余命わずかな「発光病」の
少女が出会い、生きることと向き合う感動のラブストーリー。
泣きました。読みやすいのでおすすめです。

『ほしのおんがくかい』
齋藤槇作
世界文化社 （発売）, 2022
【請求記号 ： 絵本 || SA25】

もぐらくんとはりねずみくんの前に、突然落ちてきた星の
子ポッチ。無事そらに戻って音楽会に間に合うのでしょう
か。イラストが優しくとても綺麗で癒されます。

『スターリーテイルズ』
Kagaya著
河出書房新社, 2003
【請求記号 ： 726.5 || KA17 ［大型本］】

プラネタリウム番組「銀河鉄道の夜」が全国各地で大ヒット
したKAGAYAさんの初画集です。黄道十二星座の絵が収
録されており、その美麗さに息を吞むこと間違いなしです。

『天空の城ラピュタ』
宮崎駿原作・脚本・監督/スタジオジブリ制作
ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント （発売）
【請求記号 ： DVDビデオ || 778.7/TE】

空に浮いた島に対する人々の思惑と、巨大な雲や青い
空といった大きな世界の対比が見事な、スタジオジブリ
の長編アニメーション作品。一見の価値ありです。

『天気が悪いとカラダもココロも絶不調
　低気圧女子の処方せん』
小越久美著
 セブン&アイ出版, 2017

【請求記号 ： 498.41 || O53】

その不調、もしかして気圧のせいかも…？！気象予報士と
自律神経医師によるすぐ実践できる改善法は必読です。
天気を味方につけて元気に毎日を過ごしましょう！

『ガラン版千一夜物語, 6』
西尾哲夫訳
岩波書店, 2019
【請求記号 ： 929.7 || G17 || （6）】

千一夜物語には、魔神や魔法の馬等、空を飛ぶものが
色々と登場しています。空を自由に飛ぶことへの憧れは、
遥か遠い昔から人々の心の中にあったようです。

『月刊星ナビ』
アストロアーツ, 2022年8月号

星の解説から撮影の仕方まで網羅している天文学系の雑
誌です。流星群などの天文現象のカレンダーも掲載してい
ます。星や宇宙に興味がある初心者におすすめです。

『銀河鉄道の夜』
宮沢賢治原作 : 清川あさみ絵
リトルモア, 2009
【請求記号 ： 児童書913 || MI89】

主人公ジョバンニとカンパネルラの旅をビーズと布で表
現された挿絵が特徴的な本です。美しいビーズで表され
た、銀河を旅する二人の出会いと別れをどうぞ見守ってく
ださい。

『朗読喫茶噺の籠 : あらすじで聴く文学全集』
Hanashi RECORD （発売・販売）, 2021
【請求記号 ： CD || 2072】

「銀河鉄道の夜」他2つの名作を人気声優陣が読み上げる
朗読CDです。斉藤壮馬さんの美声によって奏でられる、
一味違った「銀河鉄道の夜」をどうぞ小説と一緒にお楽
しみください。

館内のみ
OK!

『空がおしえてくれること』
蓬莱大介著
幻冬舎, 2019
【請求記号 ： 451 || H87】

気象予報士・蓬莱さんがお天気のことをお得意のイラスト
を交えてわかりやすく解説。異常気象が増えている今、
「理科は苦手!?」という方も知っておくと助かる情報が満
載です。

貸出状況は
こちらから



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
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～  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

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。
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『鳥類学者だからって、
  鳥が好きだと思うなよ。』
川上和人著
新潮社, 2017
【請求記号 ： 488 || KA94】

『ケーキ王子の名推理 
  （スペシャリテ） [1]』
七月隆文著
新潮社, 2015
【請求記号 ： 913.6 || N48 || （1）】

『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】

図書館では年2回、BRA（ビー・アール・エー）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   『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』
制作者   Y.Tさん（心理学科）

色鮮やかで迫力あるイラストと手書きの
タイトルが印象的です。どんな内容なのか、
とても気になりました。

作品名   『ケーキ王子の名推理 （スペシャリテ） [1]』
制作者   R.Mさん（心理学科）

館長からの
コメント

ケーキの形をしたユニークなデザインが
お見事です。「お菓子は正義」というキャッチ
コピーも際立っています。

館長からの
コメント

ごはんにうもれている白くまがかわいいです。
シンプルな色使いながらインパクトがあって、
目がひきつけられました。

館長からの
コメント

作品名   『おいしそうなしろくま』
制作者   H.Kさん（心理学科）

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！

館長賞受賞者の方には
賞状と副賞を授与！

次回開催は、2022年9月21日（水）～2023年1月23日（月）です。

読書キャンペーン！Baika Reading Action（BRA）

景品贈呈数とPOP提出数

景         　品 

図書カード 

POP提出数 

22点
7枚
73枚

※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。

BRA
2022/4/13（水） ～ 2022/7/29（金）

ビー   ・  アール   ・  エー

第22弾




