大社高校
図書館だより
R３.10 月号

＼書店で選んできました！／

図書委員のおすすめ本

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。

図書委員会選書担当 10 人は、7 月に今井書店出雲店に出かけ「図
書館に入れたい本」を 30 冊ほど選んできました。それらの本を図

いま、話題の本！
・マスカレード・ナイト
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東野圭吾 集英社

木村拓哉主演で映画化中。ホ
テル・コルテシア東京のカウン
トダウン・パーティに犯人が現
れるという密告状が警視庁に
届き…。
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ブレイディみかこ
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新潮社

変わりゆく時代の中で、大切
なことは何か。大ブームとなっ
た成長物語、完結編。

NO

IMAGE

中山七里 NHK 出版
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著者・出版社：竹宮ゆゆこ

新潮社

おすすめコメント！：とても壮大なストーリー。何度も繰り返すタイム
リプでどんどん場面が変わり、テンポがよくとても読みやすい小説で

YOASOBI「大正浪漫」の原
作小説。時翔のもとに届いた不
思議な手紙。――令和と大正、
時を超えた恋の行方は？

す。竹宮ゆゆこさんの超独特な表現がとにかくすごい。ぜひ何度も読ん
でほしいです。
（２年図書委員）

・准教授・高槻彰良の推察
澤村御影 KADOKAWA
現在ドラマ化中。民俗学の知識
で事件を「解釈」するイケメン准
教授と、孤独な大学生の軽快ミス
テリー！
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著者・出版社：持田冥介 メディアワークス
おすすめコメント！：生きづらさを抱えた１０代の少年少女は、死んで
も生き返ることのできる真夜中の公園で殺し合う。そこに招かれた水
森陽向は他の子達と殺し合いながら、相手と自分の心の闇、抱えている
現実の問題と向き合っていく。（２年図書委員）

・ソロモンの偽証

・護られなかった者たちへ
佐藤健、阿部寛主演で映画化し
た社会派ミステリー。福祉保健事
務所課長が餓死死体で発見され
た。犯人の目的とは？

NATSUMI 双葉社

書名：
「あなたはここで、息ができるの？」

書名：
「僕たちにデスゲームが必要な理由」

・ぼくはイエローでホワ
イトで、ちょっとブルー２

・大正浪漫

書委員のコメント付きで紹介します。
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上白石萌音主演でドラマ化。
クリスマスの朝、学校の屋上か
ら少年が転落死した。事件の謎
に迫るため、クラスメイトで学
校裁判を執り行い…。

School e-Library（電子図書館）はここから
★今月の電子書籍のおすすめ★
・
『愛✕数学✕短歌』
（横山明日希

書名：
「遥かに届くきみの聲」

宮部みゆき
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著者・出版社：大橋崇行 双葉社
おすすめコメント！：かつて天才子役と呼ばれた小宮透は、子役だっ
た過去を隠して高校生活を送ろうとしていた。しかし偶然にも同級生
となったのは、中学の時に観た朗読コンクールで異彩を放っていた沢
本遥という少女だった。彼女は子役時代の透が朗読に励んでたことを
しており、自分が所属する”朗読部”へ入るようしつこく勧誘する。だが、
透はそれを頑なに拒む。なぜなら、今の透には決して人前で声を出せ

河出書房新社）…Twitter で話題になった、

「愛と数学の短歌コンテスト」を書籍化。リアルな恋模様を描く短歌に胸キュン！

ない理由があった。とても素敵な青春小説になっていますので、ぜひ
読んでみてください。
（２年図書委員）
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大社高校図書館
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の蔵書検索・予約
はここから。→
予約
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・透明な螺旋
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東野圭吾 文藝春秋
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探偵ガリレオシリーズ最新
作。男性の銃殺死体が見つか
り、失踪した恋人の行方を追う
が…。

・変な家
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飛鳥新社
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Web サイトで話題の不動
産ミステリー。不可解な間取
りの真相は!?
突如消えた
「変な家の元住人」とは？

・アイアムマイヒーロー
鯨井あめ 講談社
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「父さんと死のう」 息子
が部屋から出なくなって七
年―。引きこもり問題に焦点
を当てた、いま話題の小説。
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・みとりねこ
有川ひろ

講談社

「旅猫リポート」の外伝を
含む 7 編、7 匹の短編小説。
心があたたまる猫のお話。
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・さよならも言えないうち
に

川口俊和 サンマーク出版
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大人気シリーズ『コーヒーが冷
めないうちに』の最新作。大切な
人に会うため過去に戻れる不思
議な喫茶店が舞台の物語。

・君に恋をするなんて、あ
りえないはずだった。
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宝島社
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・薬屋のひとりごと２～11
主婦の友社
大人気シリーズが一挙に入荷
しました！中世の東洋を舞台に
毒見役の少女が宮中で起こる難
事件を解決する。
日向夏

・ヴァイタル・サイン
南杏子

小学館

死と隣り合わせの過酷な職場
で、懸命に働く３０代女性看護
師の日々をリアルに描いた感動
の医療小説。

送りたい

宮田律 平凡社

平和な世界をつくるには何
が必要か。アフガニスタンで多
くの命を救った中村哲医師の
生涯に学ぶ。

・最近、地球が暑くてク
マってます

水野敬也

文響舎
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・看護師をめざすあなた
へ

日本看護協会出版会

看護師の仕事とやりがい、
看護師になるには、看護師と
して働く、の 3 つの章で学ぶ
「看護師」のリアル。

・子ども介護者 ヤングケ
アラーの現実と社会の壁
濱島淑惠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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・生き物がいるかもしれ
ない星の図鑑
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つわかりやすく。
小島秀男 学研プラス

数学Ⅰ・Ⅱ・A・B をそれぞれ
超基礎から丁寧に解説。つまづ
きのあるあなたのための本。

ズ・ジャパン

・高校剣道時代
体育とスポーツ出版社

・絵がふつうにうまくな
る本

よー清水

SB クリエイティブ

絵描きにとっての”ふつ
う”を少し専門的に学べる 1
冊。現在多方面で活躍する現役
イラストレータが伝授。

・楽器から見る吹奏楽の
世界

佐伯茂樹 河出書房新社

多種多様の楽器を通じて、吹
奏楽・ブラスバンド・マーチン
グバンドの魅力や歴史にせま
る究極の吹奏楽図鑑。

・Hawaii
NO
IMAGE

生命の存在する可能性のあ
る惑星を紹介。地球外生命体
に出会う未来は…？

・高校数学をひとつひと

遠藤航 ハーパーコリン

高校選抜入賞校のチーム
力を取材。出場校名鑑には、
大社高校剣道部も掲載。

荒舩良孝 SB クリエイティブ
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家族の介護を担う子どもたち
をどう支援するか。高校生への
実態調査をもとに考える。

NO

・「楽しい」から強くな

デュエル勝利数 1 位に輝
いた遠藤航が教える、大切に
してきた思考とは。

ゆる～いシロクマと学ぶ地
球温暖化。思わず笑ってしまう
写真やイラストで、楽しく学べ
ます。

１００万回生きたきみと、二
五〇〇年の流転をくり返した
僕の、奇跡の物語。感動恋愛小
説を読みたい人におすすめ！

クラスの冴えない男子と、学年
ナンバーワンの美少女とのすれ
違いラブストーリー。
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林真理子 新潮社

七月隆文 KADOKAWA

筏田かつら

無気力な大学生敷石はある
日、見知らぬ子どもの姿にな
って目覚めた。目の前には小
学生時代の自分がいて…。

・小説 8050

・100 万回生きたきみ

・武器ではなく命の水を
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パイインターナショナル

ハワイがもっと好きにな
る。美しい海・空・自然にま
つわる１００の神話を絶景
写真とともに紹介。

・「ハーフ」ってなんだ
ろう
下地ローレンス吉孝 平凡社

さまざまなイメージで使わ
れてきた「ハーフ」という言葉
を、改めて見つめなおす。

