大社高校
図書館だより
R３.11 月号

＼昼休みを図書館で過ごそう／

図書館ドラマ WEEK

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。

●期間

好きな本を投稿して、
景品を GET しよう

●内容

11/15(月)～11/20(金)
※お弁当の持ち込み OK

・現在放送中の TSK ミニドラマ「しまねがド
ラマになるなんて！」を毎日 1 話ずつ上映し
ます。
（上映開始：13 時 00 分～ ６分程度）

・参加はとっても簡単！

・第１話 「君はバラパンより美しい」

① 左の QR コードをスマホで読み取って、あなたの好

・第２話 「みしまやン、ラプソディ」

きな本とコメントを書いて「送信ボタン」を押して
ください。
② 次の日、図書館に来ると景品 GET（雑誌の付録やお
菓子など）
。一人はもちろん、友だち同士でもぜひ参
加してね。※匿名での参加 OK

・第３話 「今すぐ KISUKI」
・第４話 「キンニャモニャだよ人生は」
・第５話 「ちょうかんぼうに花束を」

ぜひこの機会に図書館に来てみてね

★ハロウィンくじ当選番号発表★

無料で 1000 冊の本が読み放題♪

10 月中に借りた本（返却してわからない場合は図書館

【今月のおすすめ】

まで）
、もしくは現在借りている本の表紙にある紫色の

・『もう会えないとわかってから』

バーコードを確認。豪華な景品が当たるよ！

当選番号……下二桁が 5 の倍数

この番号です
当選者は図書館まで★

（蒼井ブルー 河出書房）…切ない恋愛詩集。
・『はるか遠く、彼方の君へ』
（安澄加奈 ポプラ社）
…タイムスリップ青春ストーリー
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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。→
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ろに、やっぱり死体があ
りました。青柳碧人

双葉社
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大人気シリーズの続編。か
ぐや姫、かちかち山などの日
本昔話が本格ミステリに！
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・闇祓
辻村深月 KADOKAWA
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・夜が明ける
西加奈子 新潮社

中野京子 KADOKAWA

・六人の嘘つきな大学生

・
「鬼滅の刃」の時代

IT 企業の最終選考に残った
六人の大学生。衝撃的な最終課
題の内容とは？ 怒濤の伏線
回収がたまらない！！！

・君の顔では泣けない
君嶋彼方 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

・雨上がり、君が映す空
はきっと美しい
汐見夏衛 スターツ出版

普通を演じる高校生の美雨
は、映研の部長・映人先輩に出
会い、生き方を変えていく。
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パイインターナショナル

IMAGE

英和出版社

笠倉出版社

「推し」＝特に応援している人
やキャラを表現するとき、「ヤバ
い」
「すごい」しか出てこない人に
おすすめの本。豊富な語彙で、
「推
し」のよさを広めよう。

・世界でいちばん素敵な
建築の教室
田所辰之助

世界の美しい建築とともに、
建築の「なぜ？」がよくわかる
ビジュアルブック。

東京ディズニーリゾート
初の公式レシピ集。ランド＆
シーで楽しめるあの味を、お
うちで楽しもう。
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いて

２
午後 KADOKAWA
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・ハラミちゃんのピアノ
アレンジで人気曲

ドレミ

の考え方
鬼木祐輔 池田書店

・アオアシ

25
小林有吾 小学館

サッカー漫画アオアシの最
新刊。青森星蘭戦後半が始ま
る。果たしてアシトは覚醒する
のかー。

・イップス
NO
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料理レシピ本大賞受賞のエ
ッセイ待望の続編。何もかもう
まくいかない日に寄り添って
くれるレシピの数々。
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澤宮優 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

大事な場面で、手が動かない
ーイップスに悩まされたアス
リートはどう乗り越えたのか。
原因と治療法にまで迫る。

・スポーツの世界から暴
力をなくす 30 の方法
合同出版

楽譜出版社

人気ピアニスト・ハラミちゃ
んのアレンジによるピアノ・ソ
ロ楽譜集。

人気ピアニスト・ハラミちゃ
んのアレンジによるピアノ・ソ
ロ楽譜集。
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・未来の医療で働くあた
なへ

奥真也

河出書房新社

ロボットとともに働くこと
が当たり前になる未来の医療
現場で働く学生に向けて書か
れた本。
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河出書房新社

カウンセラー、臨床心理士、
ソーシャルワーカーなど、心に
かかわる、さまざまな職業を紹
介する本。人の心に興味のある
人はぜひ。

・サクッとわかる ビジネ

ス教養 行動経済学
阿部誠 新星出版社

私たちは無意識のうちに、動か
されている？ フルカラーのイ
ラスト図解で楽しく学べる行動
経済学の入門書。

・「心」のお仕事
IMAGE

三才ブックス

講談社

IMAGE

「鬼滅の刃 遊郭編」の舞台
となった、大正時代と遊郭の歴
史を主人公たちと読み解く。映
画がさらに楽しめて、歴史の知
識も身につく 1 冊。

・推しことば類語辞典

・Disney おうちごはん

・サッカー「いい選手」

チームを強くする「いい選
手」とはなにか、どうすればな
れるのかを紹介。

・眠れぬ夜はケーキを焼
NO

・新 怖い絵
拷問具をまとった自画像を
描く理由とは？ 歴史の闇や
社会背景などをもとに、名画の
謎を読み解く。

浅倉秋成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

IMAGE

貧困、虐待、過重労働など、
現代社会の課題とともに描く、
2 人の男の人生。直木賞作家が
生み出した衝撃作。

あの家族が来ると、人が死
ぬ。周囲の人間の悪意を増幅
させて、殺すー。大人気作家の
最新ホラーミステリ。

小説新人賞受賞。高校 1 年
の夏、陸とまなみの身体は入
れ替わってしまう。数奇な運
命をたどる 15 年の物語。
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ズイラストレーション

NO

新進気鋭のイラストレータ
ーが描く、最新ファッションの
世界。

予約

・むかしむかしあるとこ

・ニュー・リアルクロー
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・なんで英語勉強すんの？
鳥飼玖美子

岩波書店

英語なんて外国に行きたい人
だけが勉強すればいいじゃん、難
しくてムリ！という人のための
本。なぜ英語を勉強するのかにつ
いて、わかりやすく解説。

