
 

  



 

 

  

『給食のおにいさん 進級』遠藤 彩見 / 幻冬舎 

腕の立つ料理人でありながら給食調理員として働くことに
なった主人公を描く食育青春小説の 2作目。春になり新学期を
迎えた若竹小学校だが、今度は生徒の居眠りや登校拒否が問題
に。主人公は給食で彼らを助けようとするが……。 

『春のオルガン』湯本 香樹実 / 徳間書店 
隣の家とのトラブルや、なかなか家に帰ってこないお父さん

のせいでギスギスしている家族。小学校を卒業したばかりのあ

る日、トモミは「もう家に帰らない」と決めて弟と一緒に古い
廃バスの中で寝泊まりすることにしたが… 
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『よろこびの歌』宮下 奈都 / 実業之日本社 
未来への思いや葛藤を抱えた少女たちの成長がそれぞれ

の登場人物たちの視点で描かれています。歌をきっかけに

少しずつ心をかよわせていく少女たちの姿が爽やかでとて
も眩しく感じる物語です。 

『エヴリシング・フロウズ』津村 記久子 / 文藝春秋 
中学三年生に進級し、今まで一緒だった友人たちと離れ

離れになった主人公が新しいクラスで自分と同じように複

雑な家庭環境にいるクラスメートと関わり、それぞれの心

が成長していく物語です。 

新学期を迎える前に… 
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『少女は卒業しない』朝井 リョウ / 集英社 

廃校が決まった地方の高校での最後の卒業式。少女７人
が迎えるそれぞれの別れを瑞々しく描く連作短編集。著者
ならではのミステリー的なしかけも楽しめます。 

『ぼくらはその日まで』小嶋 陽太郎 / ポプラ社 

ハセ、サク、チカの三人で結成された長谷川調査隊。その

中でサク一人だけがクラス替えにより別のクラスになって

しまうのだが…。 

『明日になったら』あさの あつこ / 光文社 

前作『一年四組の窓から』から 2 年後。3 年生になった杏

里たち 4人は、それぞれ進路に思いを巡らせる。自分の夢は
本当にこれでいいの?卒業して離れ離れになっても友達でい

続けられる?受験生の等身大の悩みが描かれています。 

『やる気を出したい人成績を上げたい人のための中学

の勉強のトリセツ』梁川 由香ほか / 学研プラス 

 進級を機に本格的に勉強を頑張りたいと思っている人にお

すすめ！ストーリー仕立てで成績を上げる方法を手ほどきし

てくれる指南本です。主人公と一緒に高得点目指して頑張って
みませんか?  

新しい始まりに、 



 

 

 

  

『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。 

『仕事を選ぶ 先輩が語る働く現場６４』 

朝日中学生ウイークリー編集部 / 朝日学生新聞社 

様々な職種で働く先輩たちが語るそれぞれの仕事につい

ての魅力をまとめた一冊。64 種の仕事を 10 のカテゴリー

に分けてあり、パッと見てどんな仕事なのか理解しやすい
本になっています。 

『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。 
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進路をめぐる物語 

働くということ 

『なぜ僕らは働くのか』池上 彰 / 学研プラス 

これから社会に出る若者たちへ。私たちはなぜ働くので

しょうか？働くうえで考えるべきテーマがマンガと図解で
わかりやすく紹介されています。 

『大人への階段 Step1』小林 深雪 / 講談社 

高校 2年になった凛は「絵の勉強を頑張りたい」という思

いから、志望校を美大に決める。だけど、凛の目指す進路を

知った崇は…進路や志望校を考える時、友達や好きな人は
どうするのか気になってしまうよね～。凛の出した結論は

果たして？ 

『高校入試』湊 かなえ / 角川書店 

名門高校の入試前日、教室の黒板に貼られた「入試をぶ
っつぶす」という張り紙。振り回される学校と、それぞれの

思惑を抱えた受験生たち。一体何が起こったのか？ 



 

 

  

宇宙に思いをはせて 

『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？ 
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『新１３歳のハローワーク』村上 竜 / 幻冬舎 

2003年に刊行された「13歳のハローワーク」に新たに

89種類の職業を追加した増補版。国語や数学、社会など、

好きな教科から自分に向いている仕事を見つけやすくな
っています！ 

『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？ 

『小説・マンガで見つける！すてきな仕事』 

学研教育出版 

 様々な小説やマンガの中に出てくる職業を名場面ととも
に紹介しています。1 ささえるでは、教師や宇宙飛行士の他

に図書館司書や保育士について、わかりやすく解説。その仕

事をするには何が必要なのかもわかる一冊です。 

『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。 

『これ一冊で完ぺき！マナーのすべてがわかる便利

手帳 カラー版』岩下 宣子 / ナツメ社 

新社会人になる方はもちろん、学校生活や職場体験、イン
ターンシップなどでも役立つマナー本。進学や就職を前に少

し自分をレベルアップさせてみませんか？ 

『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。 

『はじめての研究レポート作成術』沼崎 一郎 / 岩波書店 

大学、短大、専門学校への進学を控えた方におすすめしたい

一冊。高校まではあまり馴染みのなかった研究レポート、進学

後はたくさん書くことになる人も多いはず……書き方を先に知
っておけば進学に対する不安が少し和らぐかも？ 
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なりたい自分を見つけよう！ 

これさえわかれば安心！ 



 

  『シンプルでかわいい手作りカード』 

渥美 友理 / 大泉書店 
バレンタインのプレゼントにお手製のカードを添えてみ

るのはいかがでしょう？大げさなものではなくてもいいん
です。小さなカードにさりげなくほんの一言の言葉が添えら
れているだけでも、とっても嬉しく感じると思います♡ 

『テオブロマ土屋公二の板チョコで作るかんたん

チョコレートお菓子』角川 SSコミュニケーションズ 

板チョコでおいしいチョコレートお菓子を作ることが
出来る一冊。溶かして冷やすといった定番の調理方法以外
になんとチョコを衣で包んで揚げてチョココロッケにす
るなどの変わり種もあります！ 

『ぐるぐる混ぜて簡単!アレルギーフリーのおやつ』 

岡村 淑子 / 辰巳出版 
アレルギーのある人にお菓子をプレゼントしたい！という

方におすすめ、卵・乳製品・小麦を使わないお菓子のレシピ本
です。いつものお菓子より少し材料費はかかりますが、混ぜた
あと焼いたり蒸したりするだけでかんたんにアレルギーフリ
ーのお菓子ができちゃいます！ 

『もらってうれしい！食べて美味しい！友チョコ』 

ブティック社 
仲良しの友だちと交換するチョコも、やっぱりかわいくて

おいしいものにしたいですよね！トリュフやクッキーのよう
に学校や外で手渡しするのにぴったりなものから、お家に呼
んで一緒に食べるのにオススメのケーキまで幅広いレシピを
紹介。 

『魔法の絞り出しクッキー 簡単なのに、こんなにかわいい』 
信太 康代 / 誠文堂新光社 

『かくれんぼケーキ』下迫 綾美 / 日東書院本社 

『１０分スイーツ＆１００円ラッピング 冬』まちやま ちほ / 理論社 

『ラッピング・バイブル』ラッピング協会 ／ ナツメ社 
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まだまだあるよ！ 

＆ 特集！ 

https://4.bp.blogspot.com/-4c5Pubj6TzI/VJ6XxB1hfNI/AAAAAAAAqPs/LIUJ6cDQm3I/s800/text_season_whiteday.png
https://4.bp.blogspot.com/-bcyv-RX22z8/VJ6XwNIjzsI/AAAAAAAAqPg/fpXIVFWlv_Q/s800/text_season_valentinesday.png


 

次は 4月に発行予定です。次回のテーマは“植物”！お楽しみに!! 

 
  

タ イ ト ル 作 者 名 出 版 社 

ゴーストハント(1)～(3) 小野 不由美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

探究に役立つ！学校司書と学ぶ 
レポート・論文作成ガイド 

東京都立高等学校学校司書

会ラーニングスキルガイド

プロジェクトチーム 
ぺりかん社 

教養としての１０年代アニメ 町口 哲生 ポプラ社 

ぼくだけのぶちまけ日記 
スーザン・ニールセン 

岩波書店 

ものは言いよう ヨシタケ シンスケ 白泉社 

みんなに話したくなる感染症のはなし 仲野 徹 河出書房新社 

『サード・プレイス』ささき あり / フレーベル館 

中高生が利用できる施設、サプリガーデン。そこは、家

でも学校でもない、第三の居場所、「サード・プレイス」。

友だちに自分の趣味を言えない瑞希、自分だけ外れている

と感じるダイ、変化にとまどうぴよっち、同級生の成績に

追いつかない亮、４つの短編連作。 

『ハンナのいない１０月は』相川 英輔 / 河出書房新社 

 大学の万年講師・森川譲は猫のハンナと研究室で暮らす変

わり者。ある日学長から、大学に潜むスパイを探せと命じら

れ、次々起きる大学存亡の危機に立ち向かうことに。事件の

裏にある切なくて苦い真実の数々とは。優しい涙があふれる

青春ミステリ。 

まだまだあります 
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https://1.bp.blogspot.com/-q4hUq1f0R78/URedBuouH1I/AAAAAAAAMW8/ZqjSxzMriqI/s1600/white_day_cookie.png
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はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

甘いものは、人を幸せにする。ってことで、こちらでは、チョコ

から生まれたチョコたろうの絵本を紹介します。作者は、「カラフル」

「宇宙のみなしご」など、はざま世代に人気の森絵都さんです。 

 

チョコたろうは、甘いチョコを“ちょこっと”配りながら、みん

なに笑顔と幸せを届けています。はざま世代のみなさんのもとにも

幸せが届くようにと願いをこめて…。(ふ) 

『チョコたろう』 

森 絵都 / 童心社 

http://2.bp.blogspot.com/-7DlIv6FoW4A/UWYfbGiIx0I/AAAAAAAAPxw/c6w-251_dZI/s1600/animal_dog.jpg
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はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『RDG レッドデータガール はじめてのお使い』 

荻原 規子 /  角川書店 

 熊野古道・玉倉山にある玉倉神社の孫娘・泉水子(いずみこ)は

神社のある山から麓の中学校までを往復する毎日を送っている。

ところがある日、父親を始めとする周囲の大人たちから幼馴染の

深行(みゆき)とともに都内の「鳳城学園」へ進学するよう勝手に

決められ日常が一変。実は泉水子の家系にはある秘密があった… 

 

 1巻は中学 3年、2巻以降が高校進学後のお話です。人見知りで

大人しく、育った環境ゆえに世間知らず。そんな泉水子が自分の

運命にどう立ち向かっていくのか、ぜひ見届けてください。深行

との関係性の変化も注目ポイントです！(お) 

http://2.bp.blogspot.com/-OCQW6jyMQFE/UWYfk5mOhaI/AAAAAAAAP1E/u7gGlFXmRn0/s1600/animal_tako.jpg
https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/01/fd0ab6da8d92d6e1182360c94062b2c9.png
https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/01/de54377869e20818e0db6768dbb50a38.png


はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

『妖怪アパートの幽雅な日常』 

香月 日輪 / 講談社 

中学一年生の時に両親を事故で亡くし、伯父夫婦の元で生活してい

た主人公。進学し学生寮に入れると喜んでいた主人公のもとに、寮が全

焼したという連絡が届く。 

今まで育ててくれた恩は感じながらも絶対に伯父夫婦の家から出た

いと考えていた主人公。そんな彼はナニカに導かれ寿荘という和洋折

衷建築の趣のあるアパートに住むことに。 

 

そこで出会った人達や人ならざるモノ達と触れ合うことにより、広

い世界で人として成長していく物語です。 (ゆ) 

https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/01/de54377869e20818e0db6768dbb50a38.png
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『ほどなく、お別れです』 

長月 天音 / 小学館 

葬儀場を舞台にした伝奇お仕事小説。現在 2巻まで発売中で、1巻

目が主人公の清水美空が就活中の話、2 巻目が正式に葬儀場に勤め

始めて 1年目の話です。 

 

死者の姿が見える主人公が様々な“死”にふれることで成長して

いく伝奇ファンタジーものなので、お仕事小説としては弱いですが

葬儀場の仕事を知ることができる珍しい一冊。泣けて心温まる物語

です。 (な) 

http://1.bp.blogspot.com/-K5CUC6Mbkgg/UWYfilfZ3WI/AAAAAAAAP0U/ap4-af8kCwg/s1600/animal_penguin.jpg
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Vol.23 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
「館シリーズ」は主人公の島田潔が建築家・中村青司が建築に関わった建物を訪れ、そこで発生
する殺人事件を解決していく人気シリーズです。現在 9作目まで刊行されていますが、作者の
綾辻行人氏は次回作でシリーズを完結させると発表しています。 

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。 

今回は札内中学校 2年生のみなさんのリサーチです！ 
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Vol.24 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
ムーミンの本は様々な種類のものが刊行されていて、2019年には小説の全集が発売されました。 
今までの小説版と異なる大きな特徴として、現代に合わせた分かりやすい文章表現の訳に改定されて
います。ムーミンが好きな方はぜひ、チェックしてみてください。 
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Vol.25 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
怖い本は幅広い年代の利用者さんから人気のジャンルで、多くの種類の本があります。中でも、
全国各地で怖い話の講演を行っている怪談師・中村まさみさんの「怪談５分間の恐怖」シリーズ
は表紙でもうすでに怖さが伝わってきます。短い話が多いので朝の読書時間にもおすすめです。 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

素敵な作品をありがとうございました！ 

またの応募をお待ちしています♪ 

札内中２年 

小川 桃さん作 

 

忠類中１年 

渡部 静華さん作 

はざま通信に応募があった表紙イラストをご紹介します！ 
応募作品は図書館 HP のはざま文庫のページでも紹介していますので 
そちらもぜひチェックしてみてくださいね！ 
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【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.20 

2021年 2月 

発行：幕別町図書館 

編集：幕別町図書館はざま編集 

【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.20、いかがでしたか?今号は表紙の応募を 2 作品いただき

ました！応募してくださったみなさん、本当にありがとうございます♪ 

発行時期が 2 月ということで、2 作品ともバレンタインデーやプレゼント

のイメージで描かれていたのが印象的でした。 

今号の裏はざまでは、応募作品 2作を紹介しております！ 


