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『あやしい植物図鑑』菅原 久夫 / ダイヤモンド社 

「トマトの葉は虫を殺してしまう」「食べると笑いが止まら
なくなる毒キノコがある」など、衝撃的な植物(少しだけ菌類)
の習性を紹介している本。珍しい植物から、身近な植物の意外
な事実まで幅広く網羅しています。 

『へんてこりんな植物』パイインターナショナル 
超臭くて、超大きい花のショクダイオオコンニャクに、赤い

茎に目玉そっくりの実がいっぱいなる山野草など『へんてこり
んな植物』が、次々に登場します。美しくて、怖くて、妖しい

植物たちの世界に、是非、驚きおののいてください。 
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『たんぽぽの秘密』森乃 おと / 雷鳥社 
一番身近な野草、たんぽぽ。でも意外と知らないことが

たくさん……。奥深いたんぽぽの世界に触れることのでき

る一冊です。 

みどり色の季節 

ふしぎな植物の世界 

『プラントハンター』西畠 清順 / 徳間書店 
プラントハンターという職業があることを知っています

か？世界中を駆けずりまわり、依頼のあった植物をお客様に

届けることがプラントハンターのお仕事です。一つの植物を
どこまでも追い続ける著者のあくなき探求心に、ただただ圧
倒されます。著者が体を張ってきた体験だからこそ、読む人

の気持ちを惹きつけるのかもしれません。 
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『雑草さんぽ手帖』亀田 龍吉 / 世界文化社 

身近にある雑草の名前の由来を紹介するポケット図鑑。写
真とともに、見分けるポイントも掲載されているのが嬉し
い！あの雑草なんだろう？と気になったら持って出かけら
れる大きさも◎ 

『木の実さんぽ手帖』亀田 龍吉 / 世界文化社 

『雑草さんぽ手帖』の続編。こちらは「木の実編」です。

おもしろい形や、食べられるもの等、身近にある木の実を紹
介しています。散策のお供にいかがでしょうか？ 

『季節を彩る「はな言葉」花のドレスと花言葉１０９』 

葉菜桜 花子 / 扶桑社 

花言葉と一緒に花を使ったドレスのイラストで癒やされ

る一冊。それぞれイラストには花言葉に沿った雰囲気もあ

り、花言葉の理解をより深めます。続編も素敵なイラストと、

花の写真がついていて癒やされる一冊ですよ。 

『北海道ガーデンを旅する 風渡る大地、魅惑の花園』 

世界文化社 
 北海道内の庭園を紹介した写真集。十勝ヒルズや紫竹ガーデ
ンなど十勝管内の庭園も多数載っているので、読んで気になっ

たところには実際に行ってみるのもおすすめです。 

春を探しに行こう 
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『はじめての小さな庭「日陰の庭」から「ベランダ」、

「室内」まで』       杉井 志織 / 学研プラス 
色んな場所、様々な場所、多様な種類をわかり易く解説。

花はもちろん果樹の育て方も載っています。 

どの時期に植えるかひと目見ただけでわかる作業カレン
ダーは、育てる上で大きな助けになってくれることまちがい

なし。 

緑のある生活 

『はじめてのエアプランツ』鹿島 善晴 / 家の光協会 

 かわいい見た目や手入れの簡単さから、近年人気を集め

ているエアプランツ。お世話のコツやおしゃれに飾れるデ

ィスプレイ例を多数紹介しています。 

『はじめてのこれだけ多肉植物Ｓｅｌｅｃｔ１４０
育て方と楽しみ方』     杉井 志織 / 学研プラス 
水やりの頻度が少ないので、忙しくても挑戦しやすい多肉

植物。初めて育てる方向けに元気に育てるコツと品種を紹介

した一冊です。 

『美しき小さな雑草の花図鑑』 
多田 多恵子 / 山と溪谷社 

 何も考えずに歩いている普段の道も、読んだあとだとい

つもとは少し違った道に感じるはず。小さいけれど美しい

雑草の花が沢山のっています。 
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『はじめてのスワッグ』 
岡本 典子 / 文化学園文化出版局 

 スワッグとはドイツ語で「壁飾り」のこと。こちらの本では、

材料のドライフラワーの作り方から紹介されています。自分

の好きなお花でオリジナルのスワッグを作ってみませんか? 

『花々と小物であやなす立体刺繡』 
アトリエＦｉｌ / 日本文芸社 

 刺繍は刺繍でもワイヤーと刺し方で立体的に仕上がり

ます。刺繍糸を使用するため造花より暖かな印象です。

写真付きでわかりやすい解説や見本で使用している糸の

番号も記載されているため、同じものも作りやすくなっ

ています。自分の好きな色で自分だけの花を作ってみる

のはいかがでしょう。 

『クサヨミ』藤田 雅矢 / 岩崎書店 

 学校のタラヨウの木に触れ、植物に触れるとその記憶がわ

かる「クサヨミ」の能力に目覚めた少年は、タラヨウの記憶を

追ってみることに……という植物にまつわる児童向けＳＦ小

説です。 

『葉っぱのフレディ  いのちの旅』      
レオ バスカーリア / 童話屋 

大きな木の枝に生まれた葉っぱのフレディの一生を通し
て「命とは何か」というテーマを描いた絵本。 

ミュージカルの演目としても有名な作品です。 

植物をめぐる物語 

植物×ハンドメイド 



 

  
『こんがり、焼き菓子のシンプルレシピ』 

上田 悦子 / 学研プラス 
手作りの焼き菓子は、なんとも言えない味わいがあります

よね。混ぜて焼くだけのパウンドケーキや、型のいらないク
ッキー…。誰でも失敗しないシンプルな手作りレシピを紹介
します。ぜひ、贈り物に!！ 

『封筒ギフトスタイル』森 珠美 ／ 日東書院本社 

郵便物やレターセットなどで溜まってしまいがちな封筒
をオシャレなラッピングに変身！見たら思わず真似したく
なってしまうアイディアが満載です。 

『食べたあとのお楽しみ！かわいいパッケージクラフト』 

岡村 淑子 / 辰巳出版 
贈り物にちょっと変わったメッセージカードはいかがでし

ょう？お菓子のパッケージを使った可愛くて個性的な手紙の
作り方が載っている本。プレゼントにもそのお礼にもぴったり
です。 

『手作りカードの贈りもの  

100 枚のとっておきのポップアップカードが集まりました』 

鈴木 孝美 ／ ブティック社 
思いを伝えるためのカードにちょっとした一手間だけで、

立体的なカードへ早変わり。いろいろなアイディアが詰まっ
た一冊です。 

『祝いのカタチ 100人のパッケージデザイナー』JPDA展覧会委員会 / 六耀社 

『ハーバリウムとボタニカルクラフト』主婦と生活社 

『飛鳥新社』まちやま ちほ / 理論社 

『おり手紙 折ってわたせる 33 の手紙』内野 敏子／ 文化学園文化出版局 
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まだまだあるよ！ 

プレゼント特集！ 



 

次は 7 月に発行予定です。次回のテーマは“スポーツ＆オリンピック”！ 

  
 
  

タ イ ト ル 作 者 名 出 版 社 

あしたの幸福 いとう みく 理論社 

ときめく心 中学生の相聞歌 桔梗 亜紀 水曜社 

シリアで猫を救う 
アラー・アルジャリール 

講談社 

涼宮ハルヒの直観 谷川 流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

ＷＯＭＥＮ 世界を変えた偉大な女性たち 
キアラ・パスクアレッ
ティ・ジョンソン ポプラ社 

すごい実験 高校生にもわかる素粒子物理の最前線 多田 将 イースト・プレス 

『消えた甲子園 ２０２０高校野球僕らの夏』 

朝日放送テレビ「２０２０高校野球僕らの夏」取材班/ 集英社 

新型コロナウイルスの影響で史上初めて、春・夏ともに甲
子園が中止となった２０２０年。特別な夏、球児たちが刻ん

だ「僕らの証」とは？朝日放送テレビ「２０２０高校野球僕
らの夏」取材班だから見つめることができた、球児たちの感

動ドキュメント。 

『夜景座生まれ』最果 タヒ/ 新潮社 

 わたしの、女の子だった部分はぜんぶ、風船だった、手

を離したら飛んでいった、空が青いことに見惚れたら、見

失った、（「約束」）。最果タヒ、明日を切り開く運命の第

８詩集。 

まだまだあります！ 
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はざま編集のこぼれ本 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

誰もが喜ぶ贈り物といえば花束。チューリップや、かすみ草な

ど、有名なお花はすぐにわかりますが、かわいいお花だけど、名

前がわからない、ピンク色のお花を多めにしたいけれど、どんな

お花があるのかな？ 

 

お花屋さんに、希望を聞いてもらい花束をつくってもらうこと

ができるけど、自分で知っていると、いいですよね。この本は、

自宅に１冊ほしいくらい重宝すると思います。(ふ) 

『花の名前、品種、花色でみつける切り花図鑑』 

草土出版 / 山と溪谷社 

 

http://2.bp.blogspot.com/-7DlIv6FoW4A/UWYfbGiIx0I/AAAAAAAAPxw/c6w-251_dZI/s1600/animal_dog.jpg


はざま編集のこぼれ本 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『Cui Cuiの植物でたのしいハンドメイド』 

Cui Cui /  ビー・エヌ・エヌ新社 

 植物関係の本は本当にオシャレで素敵なものが多く、表で紹介しき

れなかったのでこちらで… 

神奈川県でお花を使った工作やアートのワークショップを中心に活

動しているユニット・CuiCuiによる、季節の植物を生かしたハンドメ

イドの本。1年間楽しめる、イベントや季節に合わせた植物の雑貨や

小物の作り方を紹介しています。とにかくお花の使い方や色選びがか

わいい！作るのももちろん楽しそうですが、作品の写真を眺めている

だけでも幸せな気分になってきます。 

 

まだまだお家で過ごす時間が多くなりそうな今年の春。お花で暮ら

しに彩りを持たせてみませんか? (お) 
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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 
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『かぎ針で、可愛い大人のアクセサリー』 

成地 亜紀 / 主婦の友社 

花や植物の数が少ないので、こちらはこぼれ本に。刺繍ではなく

編んでみるのはいかがでしょう。 

 

編み方やつなげ方を変えるだけで、ブレスレットやバレッタに早

変わり。他にも様々なアクセサリーの例が載っています。 (ゆ) 



はざま編集のこぼれ本 
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『標本ＢＯＯＫ 

お気に入りのものを集めて作るインテリア

標本の楽しみ』 

さとう かよこ / 日東書院本社 

プレゼントとしてもらった切り花や栽培している植物、自分で集

めた鉱物に海辺で拾った貝殻、育てていた昆虫、ペットの鳥の落と

し羽根など、様々なものを「標本」として楽しむ方法を多数紹介し

ている本。 

 

今号のテーマである植物や贈り物の花束もドライフラワーや押し

花、ハーバリウムにすれば長く楽しむことができます。 

大切な品、思い出の品をより永く保存して楽しむため「標本」を

作ってみませんか？ (な) 

http://1.bp.blogspot.com/-K5CUC6Mbkgg/UWYfilfZ3WI/AAAAAAAAP0U/ap4-af8kCwg/s1600/animal_penguin.jpg
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今年のはざま通信は…？ 

Vol.22(2021 年 7 月発行予定) 

はざま通信の今後の発行スケジュールと、特集を紹介します！ 
今年もはざま世代のみなさんの今に寄り添った本を紹介して
いきますので、ぜひお楽しみに！ 

スポーツ＆オリンピック
特集！/ 
あつい！暑い！熱い！ 
部活や学校の競技大会で役に立ちそうな 
スポーツの本、オリンピックや出場選手に 
関係する本を特集します！ 
あつ～い夏を楽しむための本もご紹介。 

Vol.23(2021 年 10 月発行予定) 

泣ける本特集！/ 
おいしい本 
なんだかしんみりしちゃう？ 
ちょっと切ない季節にぴったりな 
号泣必至の泣ける本を大特集！ 
食欲の秋におすすめのおいしい本
特集も必見です。 
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  Vol.24(2022 年 2 月発行予定) 

整理整頓特集！/ 
スッキリしない本… 
新生活が始まる人も、そうでない人も。 
整理整頓してスッキリとした気持ちで新学期を
迎える準備をしてみませんか？ 
サブ特集では読み終わった後なんだかモヤっと
してしまうスッキリしない本を集めてみました。 

みんなの気になる特集は 
あったかな？ 
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はざま編集のこぼれ本 
ミニ

 

『悩める女子の教室で偉人が人生を語りだした』 
木平 木綿 / 学研プラス 

あらゆる困難を乗り越えて歴史に名を残した女性偉人た
ちが、悩みの尽きない現代女子に自分の生涯を特別講義！
今よりも女性が生き辛かった時代を、彼女たちはどう生き
抜いたのか。女の子が自分を肯定して生きていくためのヒ
ントがいっぱいです。(小) 

ページが余ってしまったので、ちょっと 

トクベツなこぼれ本をご紹介。 

『まなの本棚』芦田 愛菜 / 小学館 
年間 100 冊以上読むという芦田愛菜さん。読むジャンル

も、読み物ばかりではなく、古典、名作、歴史に、科学もの
と幅広いジャンルを読んでいることに驚きます。本の紹介
文も、背のびすることなく、等身大の素直な文章で、とても
好感が持てました。おすすめです。(ふ) 

『今すぐ読みたい！１０代のための 
YAブックガイド１５０ 
木平 木綿 / 学研プラス 

私がはざま通信に載せる本に悩んだときお世話になっているブ

ックガイドをご紹介。幕別町図書館では中高生の皆さまを、“大人

と子どものはざまの世代”ということで「はざま」と読んでいます

が、書籍業界では一般的に YA(ヤングアダルト)と呼ばれています。 

こちらは 27人の本のプロが 2011～2017年に刊行された本の中か

ら、10 代の YA 世代に絶対読んでもらいたい本を集めたブックガイ

ド。もっと古い本は 1巻目に載っています。1巻目は札内分館、2 巻

目は幕別本館にございますので、もっとたくさん本を読みたいけど

何を読んだらいいかわからない方などぜひご活用ください！(な) 

『13歳からの手帳活用術』小澤 敦/ メイツ出版 
もっと早くに知っていたかったと感じた一冊をみつけま

した！手帳ってかわいいのやかっこいい物など様々な種類
がありますよね。でも使い方っていまいちわからずただ買
っただけになってしまい、あまり使うことなく過ぎて「も
ったいないことしたな」なんて思うことも…。そんな買っ
たはいいが使い勝手に困ってるとき見ると参考になる一冊
です。(ゆ) 
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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(応募当時) 

小川 桃さん作 

忠類中１年(応募当時) 

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！ 



 

 

 

 

【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.21 

2021年 5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.21、いかがでしたか？植物を紹介する本から、 

植物を生かしたハンドメイドの本まで、様々な植物本を集めてみ 

ました。おうち時間で植物と触れ合うのも楽しそうですね！ 

外が暖かく自然が豊かなこの季節、ぜひ楽しんでくださいね。 

 


