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『星のきほん』駒井 仁南子 / 誠文堂新光社 

星座って誰が考えたの？一番星って？誰でも一度は思
ったことがある疑問にやさしく答えてくれるこちらの本。

ほしくんとほしハカセが、星の基本について案内してくれ

ます。 

『星の辞典』柳谷 杞一郎 / 雷鳥社 

よく見る星についての解説はもちろん、様々な星座の見

える位置とともにその星座についての神話や物語がわか

りやすくまとめられています。 

『世界でいちばん素敵な夜空の教室』 

多摩六都科学館天文チーム / 三才ブックス 

「天の川は夏しか見えないの?」「星はどうしてキラキラ

しているの?」誰もが一度は不思議に思う星空の疑問に一問

一答方式で答えてくれる１冊。表紙も中身も使われている

写真が美麗です! 

『夜空と星の物語』 

森山 晋平 / パイインターナショナル 

星や月など「夜空」にまつわる日本の伝説を、日本各地

の夜空の写真とともに紹介した写真集。世界の伝説が載っ

ているバージョンもあります！ 

夜空を見上げて… 
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  『せつない星座図鑑』森山 晋平 / 三才ブックス 

「おうし座は、ゼウスがナンパ目的で変身したウシ」

「かに座のカニは、踏まれて命を落とす」…夜空を彩る 88
星座に秘められた衝撃的なバックストーリーを紹介。 

あなたの星座にはどんな物語が…? 

『星の神話伝説図鑑』藤井 旭 / ポプラ社 

きれいな星空にロマンを感じたことはありませんか？星
空にまつわる伝説や神話は星の数ほどあります。こちらの

ガイドブックでは、そんな星や宇宙にまつわる伝説や神話

をたくさんの資料をもとにとてもわかりやすく解説してく
れます。 

星座ものがたり 

『12 星座の恋物語』角田 光代 / 新潮社 

角田光代さんが描く１２星座ごと男女ひとりずつを中心
にした全２４篇のラブストーリーに鏡リュウジさんがホロ

スコープを添えました。星からあなたの本当の姿と彼の本

当の気持ちがみえてくるかも？ 

『深読み！ギリシャ星座神話 独自の解釈でもっと楽しむ』            

浅田 英夫 / 地人書館 

ギリシャ神話の神々の誕生から、各星座についての神話、逸
話やその後について記載されています。サイレンの語源がセ

イレーンなど、読んでみるとそうだったのか！と驚くものも

ありますよ。 

神話の世界 
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  『空の名前』高橋 健司 / 光琳社出版 

タイトルの通りいろんな天気・季節の空の名前が、美しい

写真とともに紹介されている本。読んだあとは今日の空が
なんと呼ばれているのか気になるようになるかも？ 

『空の名前』高橋 健司 / 光琳社出版 

タイトルの通りいろんな天気・季節の空の名前が、美し
い写真とともに紹介されている本。読んだあとは今日の空

がなんと呼ばれているのか気になるようになるかも？ 

『空の名前』高橋 健司 / 光琳社出版 

タイトルの通りいろんな天気・季節の空の名前が、美し
い写真とともに紹介されている本。読んだあとは今日の空

がなんと呼ばれているのか気になるようになるかも？ 

『武田康男の空の撮り方』武田 康男 / 誠文堂新光社 

「うわあ、今日の雲なんだかすごいなあ」なんて思うこ
とありませんか？気象写真を 30 年撮り続けてきた著者

が、具体的に撮影する技術を教えてくれます。すてきな一

枚撮ってみたいですね。 

『武田康男の空の撮り方』武田 康男 / 誠文堂新光社 

「うわあ、今日の雲なんだかすごいなあ」なんて思うこ
とありませんか？気象写真を 30 年撮り続けてきた著者

が、具体的に撮影する技術を教えてくれます。すてきな一

枚撮ってみたいですね。 

『とっておきの空と海』柏野 祐二 / 幻冬舎 

地球上の天候や海を調査している研究船「みらい」が記録
した珍しい天気や海の様子を紹介する一冊。晴天と雨天の境

界や、真夜中に沈む夕焼け等、日本ではなかなか見られない

天気を収めた貴重な写真とわかりやすい解説が魅力的です。 

『とっておきの空と海』柏野 祐二 / 幻冬舎 

地球上の天候や海を調査している研究船「みらい」が記
録した珍しい天気や海の様子を紹介する一冊。晴天と雨天

の境界や、真夜中に沈む夕焼け等、日本ではなかなか見ら

れない天気を収めた貴重な写真とわかりやすい解説が魅
力的です。 

『天達のお天気１日１へぇ～』天達 武史 / 幻冬舎 

朝の情報番組でお馴染みのお天気キャスター・天達さんが

春夏秋冬の天気にまつわる「へぇ～！」な知識を紹介。天気
だけでなく、その季節にしか見られない光景や食べ物など、

身近な話題も満載です。 

空を見上げて 
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『宇宙用語図鑑』二間瀬 敏史 / マガジンハウス 

宇宙に関する用語をイラストで紹介した図鑑。基礎用語

から専門用語まで載っています。授業で習った内容を深め
るのに向いているかも？ 

『知らなきゃよかった宇宙の話  
ホーキング博士が教えてくれた！』 

高水 裕一 / 主婦の友社 

ファンタジーなイラストともに宇宙についての色々な

お話をご紹介！大昔は地球の一日は 3 時間だった！太陽

が銀河を一周するのにかかる時間は？？などなど、読ん
でみると驚く内容が沢山ありますよ！ 

『とんでもなくおもしろい宇宙』 

柴田 一成 / 角川書店 

太陽は、地球を滅ぼすほどの規模の大爆発を繰り返している

のだとか!?宇宙人っているの？知っているようで知らない宇
宙の姿を太陽研究の第一人者である著者が楽しく案内してく

れるこちらの本。私たちの想像をはるかに超えています。 

『不思議で美しい「空の色彩」図鑑』 

武田 康男 / ＰＨＰ研究所 

空を見上げると見ることが出来る澄んだ青色や、日の

傾きと雨によって作られる虹、その他にも様々な色の空
を見ることが出来る一冊です。お気に入りの空を探して

みてはいががでしょうか？ 

宇宙に思いをはせて 
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宇宙に思いをはせて 

考えたい、地球のこと 

『不思議で美しい「空の色彩」図鑑』 

武田 康男 / ＰＨＰ研究所 

空を見上げると見ることが出来る澄んだ青色や、日の

傾きと雨によって作られる虹、その他にも様々な色の空
を見ることが出来る一冊です。お気に入りの空を探して

みてはいががでしょうか？ 
『ちきゅう』G・ブライアン・カラス / 偕成社 

自転や公転、地軸に引力。宇宙と地球のしくみをとて

もわかりやすく描いた絵本です。大人である私たちが読
んでも「なるほど～」とうなずけます。 

『読んでなっとく地球の疑問』左巻 健男 / 技術評論社 

環境破壊や地球温暖化の問題から、どうして「お天気は西
から下り坂」なのかなど天気に関する身近な疑問まで地球に

関する疑問をわかりやすく解説しています。 

『グレタたったひとりのストライキ』 

マレーナ・エルンマン / 海と月社 

世界中の注目を集めている環境活動家のグレタ・トゥ
ーンベリさん。17歳の彼女はなぜ地球の気候問題に取り

組むことになったのか。グレタさんの半生を、各地で披

露されたスピーチと共に綴っています。地球の未来を考
えるきっかけになるかも。 

『地球は本当に丸いのか？』武田 康男 / 草思社 

地球か丸いということの証拠となる風景を、写真と図

をたっぷりつかって科学的に解説した本。専門的なのに
難しくなくて、文系の方にもおすすめです。 

『ちきゅうがウンチだらけにならないわけ』 
松岡 たつひで / 福音館書店 

『世界一トホホな科学事典』左巻 健男 / 西東社 
『知識ゼロからの異常気象入門』斉田 季実治 / 幻冬舎 
『地球の神秘 一度はみたい感動の自然現象』新人物往来社 
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次は 9月に発行予定です。次回のテーマは“ミステリー”！お楽しみに!! 

 
  

タ イ ト ル 作 者 名 出 版 社 

５分後に意外な結末ｅｘ  

白銀の世界に消えゆく記憶 
桃戸 ハル 学研プラス 

恋って何ですか？ 河出書房新社 河出書房新社 

若い人のための１０冊の本 小林 康夫 筑摩書房 

泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ ポプラ社 

うちの執事に願ったならば 高里 椎奈 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

哲学人生問答 岸見 一郎 講談社 

『風に乗って、跳べ』川端 裕人 / 朝日学生新聞社 

高２の華は幼なじみの六花と偶然再会し、六花が打ち込

む「ブラインドサッカー」に出会う。競技の迫力に魅せら

れた華は、気づけば声で選手をサポートする「ガイド」を

引き受けていた。ブラインドサッカーで世界を目指す、華

と六花の物語。 

『桜の園』本間 文子 / 光文社 

 ラネーフスカヤの夫はシャンパンの飲み過ぎで他界、息

子は溺死、領地は競売にかけられる…。“高貴な俗物”と

“正義の成り上がり”による、人生を賭けた愛憎劇。 

著名なロシア文学のひとつである『桜の園』から、新た

な物語が浮かび上がる。 

まだまだあります 
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はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

星に関する本は、たくさん紹介したい本があってな

かなか選びきれません。こちらの本では、365 日分の

星空風景写真が紹介されています。星空がきれいに見

える日に、夜空を見上げてみてはいかがでしょうか？

気の向くままに、星空散歩を‼ (ふ) 

『星ごよみ 365日』 

星空さんぽ編集部 / 誠文堂新光社新社 

『星の王子さまの天文ノート』 

縣 秀彦 / 河出書房新社 

 サン・テグジュペリの「星の王子さま」を通して

星の世界を案内してくれる 1冊。国立天文台の方が

書かれているだけあって、四季折々の星座の観測の

仕方や宇宙の様子など非常にわかりやすく解説さ

れているのですが、書名の通り「星の王子さま」や

作者のサン・テグジュペリの生涯についても触れら

れています。 

 本文の合間には「星の王子さま」から引用された

台詞や挿絵が挿入されているので、興味・関心が湧

いた方は是非小説の方も合わせて読んでみてくだ

さい。(お) 

http://2.bp.blogspot.com/-7DlIv6FoW4A/UWYfbGiIx0I/AAAAAAAAPxw/c6w-251_dZI/s1600/animal_dog.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-OCQW6jyMQFE/UWYfk5mOhaI/AAAAAAAAP1E/u7gGlFXmRn0/s1600/animal_tako.jpg
https://www.kinokuniya.co.jp/images/goods/ar2/web/imgdata2/large/44166/4416617321.jpg
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はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『虹の図鑑 しくみ、種類、観察方法』 

武田 康男 / 緑書房 

『気象予報士・蓬莱さんのへぇ～がいっぱい！ 

クレヨン天気ずかん 

ことわざで明日の空がわかる！』 

蓬莱 大介 / 主婦と生活社 

空に関係してはいるけれど、虹だけにピ

ントを当てた本だったので、こちらで紹介

させていただきます。こちらの本はただひ

たすら虹についてまとめられていて、森の

中で見る虹から、飛行機から見る虹。虹と

いう名前でも真っ白な虹だったりと、普段

見ることが出来ない様々な虹を見ることが

出来ますよ！！ (ゆ) 

天気の本ですが面白かったのでこちらで紹介し

ます！ 

日本に伝わる「天気のことわざ」を気象予報士の

蓬莱大介さんが自分の描いたイラストとともに解

説した本。科学が発達していなかった時代の天気

を予測するための知恵が感じられます。蓬莱さん

が撮った自然現象の写真も載っていて、子どもか

ら大人まで気負わず読めます！ (な) 

http://1.bp.blogspot.com/-K5CUC6Mbkgg/UWYfilfZ3WI/AAAAAAAAP0U/ap4-af8kCwg/s1600/animal_penguin.jpg
https://shop.r10s.jp/book/cabinet/3483/9784895313483.jpg
https://shop.r10s.jp/book/cabinet/9159/9784391149159.jpg
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Vol.19 

 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
「夜は短し歩けよ乙女」は森見登美彦さんによる長編小説。パッとしない大学生の主人公
「先輩」と彼の憧れの人である「黒髪の乙女」の恋の行方をコミカルに描いています。 
アニメ映画版では「先輩」を歌手の星野源さんが演じ、話題になりました。 

職業体験や実習などで図書館に来てくださった“はざま”世代の

みなさんのおすすめ本や好きなモノをご紹介。 

今回は忠類中学校、帯広大谷短期大学のみなさんのリサーチ

です！ 
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Vol.20 

 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
心理学の本は図書館にもたくさんあります。専門的な内容なものはもちろんですが、心理テ
ストやマンガ形式で解説しているものは読みやすいので入門編におすすめです！ 
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Vol.21

. 

 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
今回の「はざま編集のこぼれ本」では、「星の王子さま」を通して星座や宇宙について学ぶこ

とが出来る本を紹介しています！こちらもぜひチェックしてみてくださいね。 
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●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
図書館には新海誠監督作品のノベライズが何冊かあるのですが(もちろん「君の名は。」も)、 

おじさんのおすすめは、「クロスロード(桐山 なると/著)」。新海監督が通信教育の CM の為に
制作したショートムービーから誕生した大学受験青春ストーリーです。 

 

  Vol.22

ｓ 
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図書館からのお知らせ 

https://2.bp.blogspot.com/-_MZSUPfN5kY/UyrZwbbNI1I/AAAAAAAAeYg/U6g7RSRedYg/s800/tatemono_tosyokan.png


※            は、年に 1 度(毎年春号)の掲載になります。 

はざま通信では、通信の表紙を飾るイラストを募集しています。 

「我こそは！」と思った方は是非ご応募ください。 
 
●応募の前に● 
・募集イラストはオリジナル作品に限ります。既存のアニメやマンガ、ゲームなどのキャ
ラクターを描くのは、著作権を侵害する恐れがあるため NG です。ご了承ください。 

 
・手描きはもちろん、PC やタブレットで作成したデジタル作品も受け付けいたします。
デジタル作品をデータで提出される場合は、下記のアドレスにイラストのデータを添
付の上、メールを送って下さい。 

 
 
    library@town.makubetsu.lg.jp ※イラストの形式は「PNG」か「JPEG」でお願いします！   
・今回は 10 月に発行予定のはざま通信 vol.19 の表紙を募集します。 

vol.19 の特集テーマは「ミステリー」。探偵や推理を連想させるミステリアスなイラス
ト、または発行予定月である 10 月をイメージした季節感のあるイラストをお待ちし
ております！ 

 
・応募が複数あった場合は「特集テーマ(もしくは発行される季節)に合ったイラスト」
「印刷をかけても絵が鮮明に見えるイラスト」を基準にはざま編集で選考します。 
表紙に選ばれなかった作品でも、別の号で表紙に採用される場合があります。 

 
・応募いただいたイラストは全て、図書館のホームページで紹介します。 
 また、応募作品は返却いたしませんのでご了承下さい。 
  

 

  はざま通信の表紙を描いてみませんか？ 
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・イラストを描くのが好き！ 
・図書館が好き！ 
・自分のイラストをたくさんの人に見てほしい！ 

 

〒089-0611 

幕別町新町 122 番地の 7 
幕別町図書館「はざま通信」 
 

あて先 

しめ切り 2020 年 8 月 30 日(日) 

※最寄りの図書館のカウンターに直接お持ちいただく 

ことも可能です。 

mailto:library@town.makubetsu.lg.jp


 

【はざま通信】とは・・・ 

時には子ども、時には大人の感性を持つ世代

を主体としたみなさんに、幕別町図書館がオス

スメする本を紹介するブックリストです。 

はざま通信 Vol.18、楽しんでいただけたでしょうか?このご時世なかなか外に

出る機会がなく、ゆっくりと空を眺めることが出来なかった方も多いかと思いま

す。今回紹介した本で、色んな空模様を眺めた気分を味わっていただけたら幸い

です(*^^*) 

 

 

 

 

【休 館 日】毎週火曜日（祝日の時は翌日） 

         毎月末日（土・日・祝日の時は前平日） 

         年末年始（12/29～１/３） 

【開 館 時 間】午前 10時～午後６時（忠類分館は午後９時まで） 

        ※札内分館 木曜日のみ午後８時まで 

【ホームページ】http://mcl.makubetsu.jp/ 

はざま通信 vol.18 

2020年７月 

発行：幕別町図書館 

編集：幕別町図書館はざま編集 


