
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中高図書館通信パピルスのかご 

青山学院大学系属 

浦和ルーテル学院図書館 

【2022 年 2 月】NO9 

 

幻想シリーズ第九弾。小学生

のホタルが住んでいる、「世

界のヘソ商店街」はあの世の

人も訪れる不思議な商店街。

そんなある日、市から立ち退

き の 要 請 が 来 て し ま い …

…！？ 少しホラーだけど、

笑えて、ほっこりする話です。 

＜甲斐＞ 

オカルト好きの小学五年生・

黒鳥千代子（通称チョコ）は、

クラスメイトに頼まれて「キ

ューピットさん」占いをする

ことに。ところが、花粉症で鼻

がつまっていたチョコは呪文

を間違え黒魔女「ギュービッ

ト」を呼び出してしまい…

…！？ そんなこんなでチョ

コのドタバタ黒魔女さん修

行、始まります!！ 

＜大場＞ 

静かな田舎町で十歳の少女が殺さ

れた。直前まで少女と一緒に遊ん

でいた四人の同級生は犯人と言葉

を交わしていたが、何故か顔を思

い出せず、捜査は進まない。娘を

失った母は四人に言った。「必ず

犯人を見つけ、できないのなら私

が納得できる償いをしなさい。」

と。十字架を背負わされたまま。

事件の真相は明らかになるのか？ 

そして、母はなにを求めていたの

か？ 

＜岡本＞ 

「一度片づけたら、絶対に元に戻

らない方法」なんて、ありえると

思いますか。これを習えば、あな

たの考え方や生き方、そして人生

までが、劇的に変わってしまうか

も。この本を読んで、完璧な片づ

けを体験してみては。 

＜青野＞ 
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人を化かす狐が仙人のもとで

修行するという物語です。僕

がこの本を読んだのは小学生

の頃だったのですが、狐の真

面目なキャラクターと仙人と

のやりとりが面白く、その頃

でもなんなく読める優しい語

り口なので、小学生にもおす

すめの一冊です。＜中嶋＞ 

妻と娘を持つ 1 人の特攻隊員

の男の絆、そして家族の絆。

娘に会うまで死ねない、妻と

の約束を守る為にと言ってい

た男がなぜ自ら特攻を志願し

零戦に乗ったのか。終戦から

60 年、祖父の秘密を探る健太

郎は死んだ祖父の秘密を見つ

ける。太平洋戦争以降の壮大

な話。あまり戦争のことを知

らない学生にはおすすめの一

冊です。＜姜＞ 

幼い頃に両親を惨殺された三

兄妹は人を騙して生きてき

た。 

世間に爪弾きにされた経験か

ら兄妹以外の人間を信用せ

ず、次々に人を騙し金を毟り

取っていく。 

そんな中で見つけたターゲッ

トは、あの日両親が死んだ家

か ら 出 て き た 男 の 息 子 で

…？！ 

家族に、仕事に、情愛に、人

と人との『絆』を綴った東野

圭吾入魂の傑作。＜仲野＞ 

 

 

 

文学は９ 

英語は８ 

 

図書の貸出は２月ま
でです。 
３月は図書館内で利
用してください。 
その他の利用は開館
カレンダー通りで
す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推薦図書コーナー 
 

中高生になるとプレゼンテ

ーションをする機会も増え

てきたのでは？いい成績取

りたくありませんか？この

本を読めば、スライドの作成

方法など効果的な手順を学

ぶことが出来ますよ。 

ラーメンやそば、うどんまで

はいかないものの麺類とし

て確かな存在感を示すパス

タ。そんなパスタはどのよう

に生まれ、育っていったので

しょうか。この本では、イタ

リアの歴史をたどりながら

解説しています。 

フライパンとレンジだけで

手軽に作れるスイーツレシ

ピが盛りだくさん。イラスト

中心で分かりやすいレシピ

本です。バレンタインにぜひ

作ってみては？ 

自分の身近にいる動物につ

いてどれくらい知っていま

すか？この本には身近な生

き物についてのおもしろ知

識が詰まっており、私たちの

生活と生き物の関係性につ

いても知ることができます。 

インターネット社会が発展

し、コロナが拡大し、気が滅

入ることも増えてしまった

ことはないですか？スヌー

ピーたちの物語を読んで物

事の捉え方等を見直してみ

てはどうでしょうか。 

自分の言いたいことや伝え

たいことがうまく相手に伝

わらなかった、なんてこと誰

しも人生で 1 回はあると思

います。ではどのようにすれ

ば相手に伝わるのでしょう

か。うまく伝えるコツを学べ

る一冊です。 

普段、食している豚肉。どう

ようにつくられ、育てられ、

スーパーに並んでいるのか、

実は知らない人が多いので

はないでしょうか？漫画と

解説で詳しく知ることがで

きます。 

皆、一度は「だまし絵」を見

たことがあると思います。だ

まし絵は誰が作ったのか、ど

のような技法を使っている

のかなどを東大美術科卒の

桑原茂夫氏が解説してくれ

ています。 

「こんな夢をみた」の冒頭か

ら始まる夏目漱石の１０の

夢から構成される短編集。ミ

ステリアスな夢の世界をイ

ラストと共に楽しめます。 

人気児童書作家がだれでも

文章が上達する方法を中学

２年生の健と猫のマ・ダナイ

が登場する小説形式で楽し

く教えます。 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 刊 リ ス ト 

級 書名

1 準2級 Beezus AND RAMONA 

2 準2級 Billy Elliot

3 準2級 Commotion in the Ocean

4 準2級 CORDUROY

5 準2級 Daisy Miller

6 準2級 David Copperfield

7 準2級 DIARY of a Wimpy Kid

8 2級 Addie McCormick AND THE STOLEN STATUE

9 2級 ADRIFT

10 2級 ALICE IN WONDERLAND

11 2級 AMERICA　-A REDISCOVERRY-

12 2級 AMERICAN BORN CHINESE

13 2級 ANCIENT CHINA

14 準1級 Anne of Green Gables

15 準1級 Barack Obama

16 準1級 BATMAN THE WORLD OF THE DARK KNIGTH

17 準1級 Black Beauty

18 準1級 Carry On, Mr. Bowditch

19 準1級 Chicke Soup for the Christian Soul

20 1級 Dubliners

21 1級 EAT TRAY LOVE

22 1級 EBDER'S GAME

23 1級 FAST FOOD NATION

24 1級 little brother & homeland

25 1級 Macbeth

 

英検レベル別にな

っています。 

 


