
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

415
中等部 7 年

73
中等部 8 年

43
高等部 11 年

38
中等部 9 年

30
高等部 10 年

11
高等部 12 年

中等部 7 年 68.0%
中等部 8 年 12.0%
高等部 11 年 7.0%
中等部 9 年 6.2%
高等部 10 年 4.9%
高等部 12 年 1.8%

合計 : 100.0%

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３月】 

図書メディアスペースあれこれベスト３ 

ベストリーディング 
ベストリーダー(貸出冊数) 

Kasidasi  １位：「名探偵の掟」 東野圭吾 著 

２位：「また、同じ夢を見ていた」 

                 住野よる 著 

３位：「手紙」 東野圭吾 著 

 

１位：U さん（７年生）113 冊 

２位：L さん（７年生） 40 冊 

３位：S 君 （７年生） 37 冊 

＊イニシャルは ULS としています。 

利用学年ベスト３ 人気分野別ベスト３ 

１位：７年生 415 冊（68.0％） 

２位：８年生 73 冊（12.0％） 

３位：11 年生 43 冊（7.0％） 

 

１位：９類（文学）   34.4％ 

２位：4 類（自然科学） 23.3％ 

３位：２類（地理・歴史）11.8％ 

 

20,592

7,076
9文学

4,802
4自然科学

2,437
2歴史

1,441
3社会科学

1,342
5技術

1,065
7芸術

781
その他

526
6産業

453
1哲学

340
0総記

329
8言語

9文学 34.4%
4自然科学 23.3%
2歴史 11.8%
3社会科学 7.0%
5技術 6.5%
7芸術 5.2%
その他 3.8%
6産業 2.6%
1哲学 2.2%
0総記 1.7%
8言語 1.6%
合計 : 100.0%

＊2022.4.1～2023.2.13 までの統計によります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推薦図書コーナー 

埼玉県民の人もそうでな

い人も「埼玉」についても

っと知ってみませんか？

歴史・地理・文学・芸術・

経済まで！「埼玉」って奥

深い！と思えるかも。 

一日にどれくらいスマホ

を使っていますか？便利

で何でもできる、いまや

生 活 に 欠 か せ な い ス マ

ホ。しかし、私たちの身体

や脳に危険を及ぼすこと

も…？ 

もはや日本人の国民食と

なったカレー。そのカレ

ーでマーケティングを学

べる画期的な本です。売

れるカレーの秘密、レト

ルトカレーはなぜ売れる

のか等、興味深い話がた

くさん載っています。 

韓国の料理やファショ

ン、ドラマなどが注目を

集める昨今。韓国語を学

べば、より韓国について

知ることができますよ。 

かるたに青春をささげる

中学生 3 人の姿を描いた

物語。何かに情熱を注ぐ

ことは素敵だなと感じさ

せられる一作です。 

我々が子どものとき歌い、

今でもつい口ずさんでし

まう童謡。そんな動揺はい

つ、どこで、だれが作った

のでしょうか。この本では

動揺の「ふるさと」にスポ

ットを当てて解説してい

ます。 

無駄遣いを減らし、幸せに

なるために、何が、いつ、

どこで、必要なのでしょう。

特に、第 5 章に注目してみ

てください。 

「地政学」ブームと言われ

ています。多くの日本人に

とって国際問題が他人事で

はなくなったからでしょ

う。資料や写真と共に世界

史と時事ニュースを同時に

わかる本！ 

いじめられてる君は心がと

ても傷ついているだろう。

だけど自信をもっていい。

……よい人のよい心を悪い

人の悪い心が傷つけること

は決してできないことなん

だ。だからよい心でいるこ

とが一番強いことなんだ。 

200 点にのぼる多彩な

図・写真とともに図書館

5000 年の歩みをたどり

ます。古代から守り抜か

れてきた図書館。もっと

活用したくなります。 



 

 

 

 

新 刊 リ ス ト 

書　　　名 作者 出版社名 分類

1 あしながおじさん ジーン・ウェブスター 福音館書店 933

2 イギリスとアイルランドの昔話 石井 桃子 編・訳 福音館書店 933

3 幼物語 石井 桃子 福音館書店 913

4 海底二万里 ジュール・ベルヌ 福音館書店 933

5 ガリヴァー旅行記 Ｊ・スウィフト 福音館書店 933

6 グリムの物語 グリム 福音館書店 943

7 西遊記 呉 承恩 福音館書店 923

8 トム・ソーヤの冒険 マーク・トウェイン 福音館書店 933

9 二年間の休暇 ジュール・ベルヌ 福音館書店 933

10 ハイジ Ｊ・シュピーリ 福音館書店 943

11 秘密の花園 F・Ｈ・バーネット 福音館書店 933

12 ピーターパンとウェンディ Ｊ・Ｍ・バリー 福音館書店 933

13 ロシアの昔話 内田 莉莎子 編 福音館書店 388

14 ロビンソン・クルーソー ダニエル・デフォー 福音館書店 933

15 若草物語 ルイザ・メイ・オールコット 福音館書店 933

16 半分のふるさと イ サンクム 福音館書店 923

17 この湖にボート禁止 ジェフリー・トリーズ 福音館書店 933

18 砂の妖精 イーディス・ネズビット 福音館書店 933

19 ＴＮ君の伝記 なだ いなだ 福音館書店 913

20 太陽の木の枝 フィツォフスキ 再話 福音館書店 388

21 第八森の子どもたち エルス・ペルフロム 福音館書店 949

22 レミゼラブル ユーゴー 岩波書店 953

23 香君 上橋菜穂子 文芸春秋 913

24 スタンフォード大学　マインドフルネス教室 スティーブン・マーフィー重松 講談社 498

25 マンガでわかる！心理学超入門 ゆうきゆう 西東社 140

26 高校生のための心理学講座 内田伸子 誠信書房 140

27 高校生に知ってほしい心理学 宮本聡介 字文社 140

28 図解・最新心理学大事典 中野明 秀和システム 140

29 異邦人 カミュ 新潮文庫 953

30 14歳の君へーどう考えどう生きるか 池田晶子 毎日新聞出版 159

31 お笑い自民党改憲案 ピーコ, 谷口真由美, 佐高信 著 金曜日 323

32 憲法改正とは何だろうか 高見勝利 著 岩波書店 323

読んでい

ない人は

是非‼ 


