
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

【2023 年２月】 

 

図書館の利用風景より 

中高生の図書館利用者が増えています。 

 

面白そうな本があるよ      

 

次はどの本を借りようかな♪ 

 

お昼休みのリラックスタイム 

 

3 学期の貸し出しは 2 月までです。 
放課後も自習スペースとして利用できます！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推薦図書コーナー 

1945 年 8 月 6 日、広島の

地は悲惨な姿に変わって

いきました。ヒロシマの実

態を知った著者が、平和や

人間について、私たちに問

いかけます。 

車いすの天才、ホーキン

グ博士がブラックホール

について語ったラジオを

書籍化した本です。ブラ

ックホールとは一体何な

のかを学びその不思議に

触れてみましょう。 

日本では農業後継者が減

少。食料自給率も 30％台

と主要先進国と比較して

非常低い現状です。私た

ちが生きていくために欠

かせない農と食について

学び、この現状を脱する

ためにできることを考え

てみませんか。 

文字の根底には人々の

文化が関係しています。

それぞれの漢字の背景

にある文化の深淵に迫

ります。 

夢見が島のネズミたち

は、魔術を使うイタチ達

によって絶滅寸前になっ

ていました。家ネズミの

ガンバは、島から命から

がら脱出した島ネズミに

出会ったことで仲間と共

に島に旅立ちます。 

「ストレッチをすると身

体の何が変わる？」「足を

速くするためにはどこを

鍛えればいい？」スポーツ

をする中で疑問に思うこ

とを一問一答形式で学ぶ

ことができます。 

東京スカイツリー、皆さん

は行ったことありますか？

この 634m の電波塔を建て

るために様々な人が力を合

わせました。建築の面白さ、

大変さを読んで体験してみ

ましょう。 

学校での出来事、家庭での

兄弟関係、様々なことに憲

法が関係しています。10 代

のうちから、憲法について

学び、生活における権利や

ルールについて考えてみま

せんか。 

97 歳の寂聴さんが京都の寂

庵で 10 代の若者達と過ご

した時間をまとめた著書。

様々な悩みを受け止めてく

れます。「若いうちは傷つく

ことをおそれず、戦ってく

ださい。未来はあなたたち

のものですから！」 

紀元前の『易経』から「源

氏物語」「シェイクスピア」

「アンネの日記」を経て

「ハリーポッター」まで歴

史を変えた様々なジャン

ルの 100 冊が年代順に紹

介。あなたの世界を変える

本と巡り会えるか！？ 



 新 刊 リ ス ト 

書　　　名 作者 出版社 分類

1 オーパーツ 死を招く至宝 (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ) 蒼井 碧 宝島社 913

2 がん消滅の罠 完全寛解の謎 (宝島社文庫 ) 岩木 一麻 宝島社 913

3 サウスポー・キラー (宝島社文庫) 水原 秀策 宝島社 913

4 さよならドビュッシー 山口七里 宝島社 913

5 さよならドビュッシー　いつまでもショパン 山口七里 宝島社 913

6 さよならドビュッシー　おやすみラフマニノフ 山口七里 宝島社 913

7 さよならドビュッシー　もういちどベートーヴェン 山口七里 宝島社 913

8 さよならドビュッシー前奏曲 山口七里 宝島社 913

9 トギオ (宝島社文庫) 太朗 想史郎 宝島社 913

10 パーフェクト・プラン (宝島社文庫) 柳原 慧 宝島社 913

11 ブレイクスルー・トライアル (宝島社文庫) 伊園 旬 宝島社 913

12 一千兆円の身代金 (宝島社文庫) 八木 圭一  宝島社 913

13 屋上ミサイル 上 (宝島社文庫) 山下貴光 宝島社 913

14 屋上ミサイル 下 (宝島社文庫) 山下貴光 宝島社 913

15 果てしなき渇き (宝島社文庫) 深町 秋生 宝島社 913

16 完全なる首長竜の日 (宝島社文庫) 乾緑郎 宝島社 913

17 禁断のパンダ 下 (宝島社文庫) 拓未 司 宝島社 913

18 禁断のパンダ 上 (宝島社文庫) 拓未 司 宝島社 913

19 警視庁捜査二課・郷間彩香 特命指揮官 (宝島社文庫) 梶永正史 宝島社 913

20 元彼の遺言状 (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ) 新川 帆立  宝島社 913

21 四日間の奇蹟 (宝島社文庫) 浅倉 卓弥 宝島社 913

22 紙鑑定士の事件ファイル 模型の家の殺人 (宝島社文庫) 歌田年 宝島社 913

23 女王はかえらない (宝島社文庫) 降田 天 宝島社 913

24 新装版 チーム・バチスタの栄光 (宝島社文庫) 海堂 尊 宝島社 913

25 神の値段 (宝島社文庫) 一色 さゆり 宝島社 913

26 生存者ゼロ (宝島社文庫) 安生正 宝島社 913

27 天才株トレーダー・二礼茜 ブラック・ヴィーナス (宝島社文庫) 城山真一 宝島社 913

28 逃亡作法: TURD ON THE RUN (光文社文庫) 東山 彰良 宝島社 913

29 弁護士探偵物語 天使の分け前 (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ) 法坂 一広 宝島社 913

30 臨床真理 (角川文庫) 柚月裕子 角川書店 913

31 オーパーツ 死を招く至宝 (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ) 蒼井 碧 宝島社 913

32 がん消滅の罠 完全寛解の謎 (宝島社文庫 ) 岩木 一麻 宝島社 913


