
  

 

📖まだまだある！本屋大賞 2021 のノミネート作。 

先月号の「ひらこう図書館だより」で、今年の本屋大賞を受賞した『52 ヘルツのクジラたち』を紹介したところ、「ほかにどんな候補

作があったの？」という質問を受けました。 

今年の本屋大賞のノミネート作はすべてひらこう図書館に入っています！ということで、一挙ご紹介します。 
 

① 

 

 

 

 

 

② ③ ④ 

『52 ヘルツのクジラたち』 

町田そのこ/著 中央公論新社 

★痛みを抱えて生きる 2 人。 

『お探しものは図書室まで』 

青山美智子/著 ポプラ社 

★司書が人生を後押し。 

『犬がいた季節』 

伊吹有喜/著 双葉社 

★高校に子犬が迷い込み…。 

『逆ソクラテス』 

伊坂幸太郎/著 集英社 

★先入観と戦え！ 
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⑥ ⑦ ⑧ 

『自転しながら公転する』 

山本文緒/著 新潮社 

★結婚、仕事、介護、…幸せ。 

『八月の銀の雪』 

伊与原新/著 新潮社 

★科学の真実が人の心を救う。 

『滅びの前のシャングリラ』 

凪良ゆう/著 中央公論新社 

★地球滅亡直前、どう生きる？ 

『オルタネート』 

加藤シゲアキ/著 新潮社 

★高校生×マッチングアプリ。 

 

⑨ 

 

 

 

 

 

⑩ 

『推し、燃ゆ』 

宇佐美りん/著 河出書房新社 

★「推し」がネットで第炎上。 

『この本を盗む者は』 

深緑野分/著 KADOKAWA 

★本が盗まれて世界が崩壊!? 

📖【予告】保存期間の過ぎた雑誌をプレゼントします！ 
昨年度中に図書館で購入した雑誌を、欲しい人にプレゼントします。 

【 プレゼントの対象となる雑誌 】 

・AERA（オピニオン）   ・Sports Graphic Number（スポーツ）  ・non-no／MEN‘S NON-NO（ファッション） 

・Newton（科学）    ・オレンジページ（料理）    ・SCREEN（映画）    ・るるぶ（旅行誌 ※古いもの） 

・ダ・ヴィンチ（本と漫画） ・そのほか、自由枠で単発購入した雑誌（Myojo、S Cawaii!など） 

 

①プレゼントの対象となる雑誌を、図書館の窓際に並べておきます。 

どうしてもほしい雑誌がある人は、希望用紙に記入してください。 

➡➡ この用紙を図書館に置いておきます。 ➡➡ 

応募期間： 6/7（月）朝礼前 ～ 6/9（水）17 時 

 ※希望が重複した場合は、図書委員が抽選を行います。 

 

②「どうしてもほしい」という希望が出なかった雑誌は、下記の期間中 

図書館の窓際に置いておきますので、ご自由にお持ち帰りください。 

  持ち帰り期間： ６/10（木）・6/11（金） 

 

 

 

ひらこう図書館では、皆さまからのご意見を募集しています！ 

・本のリクエスト（すでにたくさんのリクエストをいただいています！） 

・雑誌（自由枠）のリクエスト（今年はまだリクエストがありません。読みたい雑誌がある人はぜひご利用を！） 

・図書館にこんなコーナーがほしい 

       ・図書館にこんなものを置いてほしい 

        ・図書館でこういうことがしたい  ・・・and more 

平田高等学校図書館 2021.5.26発行 R03-02 

ひ ら こ う 
「また来たい」と思ってもらえる図書館を目指して、図書

館のプチ改革を始めました。しかしなかなか理想が形に

ならず、ため息をついてばかり…。吉野弘さんの「祝婚

歌」という詩の「完璧をめざさないほうがいい 完璧なん

て不自然なことだと うそぶいているほうがいい」という 

一節を心の励みに、少しずつ改革を進めていきます！ 

“おうち時間の過ごし方”      ― 3年２組  園山 実穂 

早くも梅雨の気配が漂い始めた 5 月。みなさんは、休日に何をして過ごしていますか？コロナ禍とい

うこともあり、外出する機会が減って、何となく暇だなと思っている人も多いのではないでしょうか。

そんな退屈な日は、読書をしてみるのもよいかもしれません。ミステリー小説を読んで探偵を気取って

みたり、物語の結末に涙してみたり。はたまた旅行気分を味わってみたり。読書はさまざまな体験を私

たちにさせてくれます。人生を少しだけ豊かにしたり、新しい発見をすることもできるのです。読書が

好きな人も、そうでない人も、おうち時間を利用して、自分のとっておきの 1 冊を探してみませんか？ 

✍Next writer is… T.O! 

そもそも「本屋大賞」とは… 

全国の書店員さんが「今いちばん 

売りたい本」を選ぶものです。 

面白さは折り紙つき！ 

 
図書館はみんなでつくるもの。 

どんどん「声」をお聞かせください！ 
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┥ 進路・受験に関する本  
376『国際学部 中高生のための学部選び

ガイド』三井綾子/著 ぺりかん社 

❀816『採点者の心をつかむ合格する小論

文』中塚光之介/著 かんき出版 

 

┥ 心理カウンセリング  
ﾘｸ 146『自分セラピー 読むだけで自分

のことが好きになれる』 

柴崎嘉寿隆/著 ロングセラーズ 

★自分をほめる、自分を認める、自分を好きで

いる…そのことが自分の人生を豊かにする。 

 

┥ 生き方・考え方  

159『13 歳から分かる!7 つの習慣』 

大西洋/イラスト 日本図書センター 

★より充実した人生を送るためのベースとなる

哲学「７つの習慣」を、中学生にも分かるように

やさしく解説。できそうなものから即実践！ 

 

┥ 世界史  
220『池上彰のまんがでわかる現代史 東

アジア』池上彰/著 小学館 

★ニュースでよく見聞きする、韓国・中国・台湾

などの国や地域と日本との複雑な関係を、まん

がとコラムで解説。 

 

┥ 政治  

312『今さら聞けない!政治のキホンが 2

時間で全部頭に入る』 

馬屋原吉博/著 すばる舎 

★もうじき「大人」になる皆さん、政治の基礎は

バッチリわかっていますか？ 教科書に載ってい

るレベルの政治について、体系的に学べる本。 

 

┥ 経済  

330『今さら聞けない!経済のキホンが 2

時間で全部頭に入る』 

吉田泰史/著 すばる舎 

★こちらは経済について学べる本。 

 

┥ 労働  

❀366『わたし 8 歳、カカオ畑で働きつづ

けて。』岩附由香/ほか著 合同出版 

★世界には 100 人に 14 人の児童労働者が

いる。なぜ学校にも行けず働かなければならな

いのか、解決策はあるのか。 

 

┥ 性  

367『はじめて学ぶ LGBT 基礎からトレ

ンドまで』石田仁/著 ナツメ社 

★基本的な用語から、当事者の生活、法律上の

問題、自治体の取り組みなど、LGBT の基礎知

識を網羅的に解説。 

367『オレは絶対にワタシじゃない トラ

ンスジェンダー逆襲の記』 

遠藤まめた/著 はるか書房 

★生まれた時から体は女性、心は男性。でも自

分がトランスジェンダーだと初めて自覚したの

は高校生のときだった。一人の人間として強く生

きる著者の半生。 

 

┥ 教育  

372『SDGs 時代の国際協力 アジアで共

に学校をつくる』 

西村幹子/ほか著 岩波ジュニア新書 

★バングラデシュで学校づくりに取り組んでき

たNGOの活動を紹介。支援する側・される側で

はなく「協働」するパートナーシップとは。 

ﾘｸ 375『ジグソー法ってなに?』 

エリオット・アロンソン, シェリー・パトノ

ー/共著 丸善プラネット 

★高校の授業にも取り入れられつつある協同

学習の技法「ジグソー法」について解説。 

ﾘｸ 375『自宅学習の強化書』 

葉一/著 フォレスト出版 

★教育 YouTuber・葉一が、塾に行かなくても

学力が向上する勉強法の見つけ方、計画の立

て方、集中力の上げ方などを紹介。 

┥ 文化  

383『平安男子の元気な!生活』 

川村裕子/著 岩波ジュニア新書 

★何となく優雅なイメージがある平安貴族の男

子。でも実は意外とアクティブだった？ 

 

┥ 自然科学  

400『竹内薫の「科学の名著」案内』 

竹内薫/著 徳間書店 

★理系の勉強が苦手でも、本を読むことで科学

の世界に浸ることができる。古典から新刊まで

の科学の名著を紹介。 

407『科学者になりたい君へ』 

佐藤勝彦/著 河出書房新社 

★優れた科学者になるためになすべきこととは。 

 

┥ 化学  

431『イラストでサクサク覚える東大生の

元素ノート』東京大学サイエンスコミュニ

ケーションサークル CAST/著 すばる舎 

★東大生はどうやって元素を覚えるのか。元素

の性質、元素からつくられる化合物の性質をイ

ラストつきで解説。 

 

┥ 医学  

490『図解世界一やさしい東洋医学』 

頼建守/著 エクスナレッジ 

★漢方薬で改善が期待される症状や病気、鍼

灸の基本、セルフケアできるツボなど、東洋医学

の基本をやさしく解説。 

 

ﾘｸ 493『いちばんわかりやすい過敏性腸

症候群』伊藤克人/監修 河出書房新社 

★日本人の約 1 割が悩まされている過敏性腸

症候群。おなかの悩みをイラストとともにやさし

く解説。 

493『NICU 命の授業』 

豊島勝昭/著 赤ちゃんとママ社 

★新生児科医である著者が、妊娠・出産で直

面する困難な選択を迫られるシーンを挙げ、小

さな命を守る最前線を伝える。 

 

┥ 料理  

596『たまごかけご飯だって、立派な自炊

です。』白央篤司/著 家の光協会 

★たまごかけご飯→目玉焼き→ゆでたまご→

炒りたまご…と、たまご料理を 1つずつマスター

することで、火加減や味付けなど料理のコツが

つかめる本。 

 

┥ スポーツ  

780『最高の教師がマンガで教える勝利の

メンタル』原田隆史/著 日経 BP 

★世界で活躍するスポーツ選手の勝利を支え

るメンタルトレーニングについて学べる入門書。 

 

┥ 日本の古典  
910『平安女子は、みんな必死で恋してた』 

イザベラ・ディオニシオ/著 淡交社 

★女性が自立できなかった時代に、言葉と教養

を武器に自分らしく生き抜いた女性たちがいた。

働く現代女性の視点から日本の古典文学を読

みとく。 

┥ 日本の小説  
913『正欲』朝井リョウ/著 新潮社 

★「生き延びるために、手を組みませんか」。  

こんな台詞をこの先口にする機会はないだろう

…そう思った人も、この本を開いてほしい。 

913『ドキュメント』 

湊かなえ/著 KADOKAWA 

★圭祐たち放送部は、全国大会を目指してドキ

ュメント作品を作りはじめる。しかし思わぬ人物

の予期せぬ姿が撮影され…。 

ﾘｸ 913『岸辺露伴は叫ばない』 

維羽裕介/ほか著 集英社 

ﾘｸ 913『岸辺露伴は戯れない』 

北國ばらっど/ほか著 集英社 

ﾘｸ 913『恥知らずのパープルヘイズ』 

上遠野浩平/著 集英社文庫 

ﾘｸ 913『The Book』 

乙一/著 集英社文庫 

ﾘｸ 913『JORGE JOESTAR』 

舞城王太郎/著 集英社 

ﾘｸ 913『OVER HEAVEN』 

西尾維新/著 集英社 

★マンガ『ジョジョの奇妙な冒険』を、さまざまな

小説家がノベライズ。 

 

916『3 人で親になってみた ママとパパ、

ときどきゴンちゃん』 

杉山文野/著 毎日新聞出版 

★トランスジェンダーの著者と彼女は、友人であ

るゲイのゴンちゃんから精子提供を受け、体外

受精で子供を授かり、新たな家族の形を探って

いく。 

 

＊シリーズ続編入りました＊ 
 

┥ コミック  

726『キングダム 61』 

原泰久/著 集英社 

┥ 日本の小説  
913『博多豚骨ラーメンズ 10』 

木崎ちあき/著 メディアワークス文庫 

913『Re:ゼロから始める異世界生活 

26』長月達平/著 MF 文庫 J  

913『麦本三歩の好きなもの 第 2 集』 

住野よる/著 幻冬舎 
 

新着図書紹介（主に 4月に入った本） 
ﾘｸ…リクエストされた本   ❀…寄贈していただいた本 

✲ 注目の 1 冊 ✲ 

ﾘｸ 911.5『あたりまえポエム 君の前で息を止めると呼吸ができなくなってしまうよ』 

氏田雄介/著、カズキヒロ/写真 講談社 

★「本当に大切なものは目を閉じると目に見えない」 

あたりまえのことが、ポエムっぽく綴られています。でも、当たり前のことをあたりまえに詩にするのは 

結構難しいのです。ばかばかしいところが面白く、私も作ってみました。 

～～ 思い出のツーショット写真。きっと運命だね。なんど見ても二人きりだよ。 ～～（byこの本をリクエストしてくれた人） 
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