大社高校
図書館だより
R３.７月号

＼読書感想文にもおすすめ！／

夏休みに読みたい本

大社高校図書館だより LIBRARY では、毎月図書館からのお知らせや新着図書情報
などを発信します。ぜひ保護者にも手渡して、一緒に見てくださいね。

・normal？
井手上漠 講談社

朝読書週間が始まります。
日程
時間

7/13(火)～7/16(金)
8：40～50（10 分間）

みんなで充実した時間を過ごそう！
ルール
①必ず本を事前に準備しておく。
（マンガ・教科書は×）

②私語・自習厳禁。集中して取り組む。
③1 限の授業に遅れないようにする。
（授業の準備は、朝読書が始まる前に終えておく。一限が体育や
移動教室などの場合には、朝読書を短縮してよい。）

性別にも普通にもとら
われずに生きる。隠岐出
身の著者が生い立ちから
現在までをつづったエッ
セイ。

･琥珀の夏
辻村深月 文藝春秋

カルトと言われた〈ミ
ライの学校〉
。学校になじ
めなかった紀子は、そこ
で“友だち”に出会うが
‥。人気作家最新作。

･あの夏の正解
早見和真 新潮社

2020 年夏。コロナ
のパンデミックによっ
て、甲子園を奪われた球
児たちを取材したノン
フィクション。

School

長期貸出実施中
貸出‥無制限
・雲を紡ぐ
伊吹有喜 文藝春秋
いじめで学校に行けな
くなった高校生・美緒と
その家族の再生の物語。
高校生直木賞で 1 位を獲
得した感動小説。

・竜とそばかすの姫
細田守 KADOKAWA
アニメの原作小説。田
舎に暮らす 17 歳の高校
生・鈴は、超巨大インター
ネット空間〈U〉に歌姫ベ
ルというアバターで参加
して‥。

e-Library

電子図書館の利用はここから。→
新しい小説や、受験に向けて読んでお
きたい新書もありますよ。パスワード
は、１・２年生は図書館オリエンテーシ
ョンで配布済。3 年生は図書館まで。

NO
大社高校図書館

IMAGE

の蔵書検索・予約
予約

NO
IMAGE

ミア

NO
IMAGE

堀越耕平 誉司アンリ 集英社

NO
IMAGE

NO
IMAGE

NO
IMAGE

・四元館の殺人
早坂吝 新潮社

IMAGE

IMAGE

NO

三津田信三 KADOKAWA

IMAGE

12 歳の少年貢太郎は、引
っ越した街で、次々と怪異
に遭遇する。背筋が凍るホ
ラー。

・紙鑑定士の事件ファ
イル

歌田年 宝島社

「このミステリーがすご
い！」大賞受賞作。どんな紙
でも見分けられる男・渡部が
事件を解決していく。

・ソードアートオンライ
NO

NO

奇怪な館・四元館で連鎖す
る不可解な殺人事件に、探偵
AI（あい）が挑む。人気シリー
ズ最新刊。

・禍家

ン プログレッシブ８
川原礫 KADOKAWA

大人気シリーズ最新作。第
七層攻略の鍵は、
《モンスタ
ー闘技場》での大勝負！？《

・ぼくらの身のまわりの

NO
IMAGE

理科

・生物学的に、しょうが
ない

石井幹人 サンマーク出版

NO
IMAGE

・高校物理の解き方をひと
つひとつわかりやすく。

大丈夫なふりをした

NO
IMAGE

IMAGE

心理学

北村英哉 カンゼン

炎上する SNS、コロナ禍
での同調圧力‥etc. 現代社
会の社会心理学的課題を、
マンガでわかりやすく解説

・まんがでわかる日本
料理の常識

IMAGE

・イラスト＆図解ゼロ
から知りたい！糖質の
教科書

IMAGE

NO

遠藤まめた

NO
IMAGE

IMAGE

Hara KADOKAWA

「痩せること」にとらわれ
ていませんか？ 自分の体
（サイズ）をまずは愛せるよ
うになろう。人気イラストレ
ーターのコミックエッセイ。

・勝てる理系なテニス
田中信弥 日本文芸社

・「走り」が変わる！陸上競
技スプリント最強のコツ 50

・サッカー勝つテーピ
ングスキル
メイツユニバーサルコンテンツ

プレーと部位に応じた的
確な処置でけが防止＆実力
発揮！

NO
IMAGE

筑摩書房

・自分サイズでいこう

リットーミュージック

卒業生で現在青山学院大
学の長﨑さゆりさん掲載！
青学の走りのコツを伝授。

・自分を超える心とか
らだの使い方
下條信輔 朝日新聞出版

性の多様性を考えること
で、
「普通」から自由になれ
る。今読んでおくべき 1 冊。

NO

田口俊

メイツユニバーサルコンテンツ

前川智 西東社

ためのはじめての LGBT

入門

日本代表テニスコーチと
物理学者が教える、科学的で
効果的なテニス上達のコツ。

IMAGE

・みんな自分らしくいる
NO

心がしんどいときに無理し
ていませんか。大丈夫じゃな
いあなたに優しく寄り添う本

・まんがでわかる社会

経済学部

糖質っていったい何？最
近よく聞く「糖質」を専門医
が詳しく教える。

クルベウ ダイヤモンド社

NO

ガイド

NO

日本料理を自然・歴史・科
学などの視点から解説。料
理に詳しくなりたい人へ。

学研プラス

・大丈夫じゃないのに

・中高生のための学部

・まんがでわかる作詞
歌詞はどうやって書けば
いいの？ 論理的な作詞法
をマンガでやさしく解説。音
楽に興味のある人はぜひ。

長島博 誠文堂新光社

高校物理の解き方を、図やイラ
ストで丁寧に解説。苦手な人もわ
かりやすく学べる入門編。

IMAGE

IMAGE

経済学部ってどんな学
部？何を学んで、就職先はど
んなものがあるの？

ダラダラしちゃう、フラれてつ
らい、人にイライラしちゃう。で
もこの悩み、遺伝子的にしょうが
ない！？楽しく学べる科学本。

長谷川大和

NO

実務教育出版

ぺりかん社

うえたに夫婦 河出書房新社

日常の理科的疑問が、かわい
いマンガでよくわかる。ユーモ
アたっぷりで楽しく学べる。

大人気マンガの小説版。出
久たちの学園生活・授業参観
をのぞき見よう。

必勝ゼミ

NO

市役所、消防官、警察官を
受験予定の人は必見。時事問
題や頻出問題を総復習でき
る受験対策本。

はここから。→

・僕のヒーローアカデ

・高卒程度公務員直前

ゾーンやモチベーション
はいかに生まれるか。身体と
心を科学的に分析した 1 冊。

NO
IMAGE

・狙われる 18 歳！？
岩波書店

成年年齢引き下げについ
て、知っておきたいポイント
を解説。消費者被害から身を
守るためには。

