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  『アンジュール：ある犬の物語』 

ガブリエル・バンサン / ブックローン出版 

本文に当たる部分は約 60 ページ。本文には文章はま

ったくありません。絵もモノクロです。車から捨てられ、

置き去りになってしまった犬。車を追いかけますが…。

色々と考えてしまう絵本です。 

『とんでもない』鈴木 のりたけ / アリス館 

“ぼく”は硬いよろいをもつサイがうらやましい。でも

サイはウサギがうらやましい。けれどもウサギは……と続

いていくユーモラスな絵本。みんな見えないところで苦労

しているのかもしれないと想像させる作品。作者独特の迫

力のある絵も魅力です。 

『カッパのあいさつ』高畠 那生 / 好学社 

カッパのあいさつはうしろむき。でもね…勢いがありす

ぎると…ゴチン！パリン！で、おさらがわれちゃうの。 

おさらがわれてしまったミドッパとアカッパは、かわりの

さらを求めて、街を歩きます。高畠さん流のユーモアで笑

わせてくれる絵本です。 

『くまのがっこう』あだち なみ / ブロンズ新社 

寄宿学校に通うくまの女の子・ジャッキーと 11人のお兄

ちゃん達の楽しい日常のお話。グッズが沢山出ているので、

読んだことはないけれどキャラクターは知ってる！という

人も多いかも。登場するインテリアや小物の可愛さにもキ

ュンキュンします！ 



 
 

 

  『ずーっとずっとだいすきだよ』 

ハンス・ウィルヘルム / 評論社 

所謂「ペットロス」のお話ですが、ペットに限らず身近な

人に愛情を伝えることの大切さを描いた絵本です。 

動物を飼ったことがない人にも読んでほしいなぁ… 

『むしのほん』エドワード・ゴーリー / 河出書房新社 

大人向け絵本の名手エドワード・ゴーリーが５冊目に書

いた作品の日本語訳版。この著者の本にしては珍しく、色

を使ってシンプルな画風で書かれています。悪を滅ぼすこ

とは果たして正義なのか……考えさせられる一冊です。 

『赤い蝋燭と人魚』小川 未明 / 偕成社 

1921 年、大正時代に発表された小川未明の童話に酒井

駒子が絵をつけました。北の海に住んでいたという人魚の

お話。決して明るくはない物語ですが…。 

『ひみつのカレーライス』井上 荒野 / アリス館 

カレー大好き家族が、カレーを食べていると、カレーの種

が!!庭に植えると、やがて芽が出て、お皿の葉っぱに、福神

漬けの花が咲き、ライスの実とカレーの実がなりはじまし

た。読むと無性にカレーが食べたくなっちゃう絵本です。 
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『うさぎのくれたバレエシューズ』 

安房 直子 / 小峰書店 

好きなんだけど全然うまくいかない、このままだと嫌いに

なってしまいそう。そんな時に。 

『ありがとう、フォルカーせんせい』 

パトリシア ポラッコ / 岩崎書店 

トリシャは絵が得意な女の子。でも、文字を読むのが苦

手なため、本を読みたいのに、読むことができず自信をな

くしていきます。そんなときに出会ったのがフォルカー先

生。フォルカー先生は、トリシャにあったやり方でゆっく

りと時間をかけて教えてくれたのです。 

頑張っているあなたへ 

素敵な出会いに感謝 

「死」って本当に怖いこと？ 

『ちいさな死神くん』キティ クローザー / 講談社 

優しい心を持っているのにいつもみんなから怖がられて

しまう死神くん。ある日、病気で死んでしまった女の子と出

会い…「死」がテーマだけど、温かい気持ちになれる絵本。 

最後はほっこりとします。 

『わすれられないおくりもの』 

スーザン・バーレイ / 評論社 

三省堂の小学 3 年生の教科書に 10 年以上前から掲載され

いるお話なのでよんだことのある人も多いはず。 

久々に読み返してみると子どもの頃とは違う感動が得ら

れるかも……？ 

みんなに残された「おくりもの」とは 
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『ぼくのニセモノをつくるには』 

ヨシタケ シンスケ / ブロンズ新社 

やりたくないことを代わりにやってもらうため、ぼくは

お手伝いロボットを買った。ロボットはニセモノだとバレ

ないようにぼくのことを教えてほしいと言い出して…自分

のことって一番わかっているようで意外とわからないよ

ね。君も自分のニセモノを作る方法を一緒に考えてみよう。 

『アボカド・ベイビー』 

ジョン・バーニンガム / ほるぷ出版 

ハーブグレイブさんのおうちに産まれた赤ちゃんは、全然

ものを食べてくれません。お母さんは心配で泣いてばかり。と

ころがある日、近くにあったアボカドを食べさせてみると…。   

ペロリと食べて丈夫なったんです。泥棒やいじめっこをや

っつけちゃうくらいに。 

『おやゆびひめ』アンデルセン / 講談社 

童話にいわさきちひろさんの挿絵を合わせたシリーズ絵

本の 1冊目。他にも「しらゆきひめ」「あおいとり」など名

作がそろっています。 

読んだことのあるお話も挿絵が変われば印象が変わるか

も……美しい挿絵と共にもう一度読み直してみませんか？ 

 

  

『ぼくはぼくのえをかくよ』荒井 良二 / 学研教育出版 

2010 年、はざま世代が 3～9歳のときに出た本。はじまり

は一本の線。それは何になる？何にできる？これを読んで何

を思うのかはきっとその時その時で違うんじゃないかな、と

思う本。 

一本の線から広がる世界 

ニセモノを作るのって…とても大変！ 

可愛い赤ちゃん。だけど…めちゃ強い！ 

美麗なイラストでもう一度 
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『どうしたらいいかわからない君のための人生の 
歩きかた図鑑』         石井 光太 / 日本実業出版社 
子どもたちはみんなたくさんの悩みを抱えて生きている。

この本は、大きな問題を前にして、どうしたらいいかわから

なくなってしまっている君のためのものです。 

『あなたは何で食べてますか？』 
有北 雅彦 / 太郎次郎社エディタス 

物語屋や切り似顔絵師…一見不思議、だけどとても楽し

そうなお仕事で食べている先輩たちに直撃インタビュー。

笑いながらもためになる、新感覚の進路本。 

『医療・福祉の仕事見る知る』シリーズ 
ＷＩＬＬこども知育研究所 / 保育社 

医療・福祉のジャンルに特化したお仕事紹介本。資格は必

要？どんな学校に行けばいいの？どんな勉強をするの？実

際に働いている人はどんな事を考えているの？『10代の君の

「知りたい」に答えます』 

「暮らしを支える仕事見る知る」シリーズもあるよ。 

『大学の学部・学科が一番よくわかる本』 
四谷学院進学指導部 / アーク出版 

学部・学科はどうやって選ぶの？そもそも大学ってどんな

事をするところ？といった中高生が持つ素朴な疑問に答え

ながら各学問について解説している本。職業選択の一歩手
前、大学選びに迷ったときに役立つ一冊です。 

『「文系？」「理系？」に迷ったら読む本』竹内 薫 / ＰＨＰ研究所 
『日本の給料＆職業図鑑』給料ＢＡＮＫ / 宝島社 
『13 歳の進路』村上 龍 / 幻冬舎 
『5 分でわかる 10 年後の自分 2030 年のハローワーク』 

千葉 聡 / 岩波書店 

 

 

  
進路本特集！ 

まだまだあります！進路本 
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次は5月に発行予定です。次回のテーマは“キャラクター本”！お楽しみに!! 

 

 

 

 

 

 

 

タ イ ト ル 作 者 名 出 版 社 

「ハッピーな部活」のつくり方 中澤 篤史 ほか 岩波書店 

折れない心を育てるいのちの授業 小澤 竹俊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

きみの存在を意識する 梨屋 アリエ ポプラ社 

高校生からの商学入門 中央大学商学部 中央大学出版部 

９７歳の悩み相談 瀬戸内 寂聴 講談社 

いじめられっ子の流儀 
ケイト・コーエン・ 

ポージー 学苑社 

ハニーさんのミツバチ目線の生き方提案 船橋 康貴 どう出版 

『境い目なしの世界』角野 栄子 / 理論社 

これまで真面目に生きてきたヤエは、ちょっと派手め

のクラスメイト・ミリと意気投合して LINEするようにな

る。そのうちミリが学校を休むようになり、ヤエ憧れの

男子コウも休みがちに。なぜ？何が起きているの？ 

ヤエは、真相を突き止めようと動き始める。  

『人生のサバイバル力』佐藤 優 / 講談社 

 学校では教えてくれない本物の知恵を伝える白熱授業。

佐藤優が次世代に手渡す、ハードな世界を生き延びる知

恵。何のために勉強するのか？歴史から何を学ぶか？これ

からの時代をどう生きるか？シリーズ第 2弾。 

まだまだあります  
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今回の「はざま編集のこぼれ本」は特別編。 

はざま編集一同がそれぞれオススメの映画とその原作本を 

まるまる１P使って紹介！ 

最近公開映画の原作本や映画ガイドブックも紹介します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『ダイブ！！』 

熊澤 尚人 監督 / 2008 年公開 / 林 遣都･池松 壮亮 出演 

 

知季と要一の通うダイビングクラブが、赤字経営で存続の危機に。 

クラブ存続の条件は、なんとオリンピック出場。野生児のようなダイバー、

飛沫を加えて、オリンピック出場を目指す熱い戦いが始まった・・・！ 

という青春スポーツ映画。 

同じ原作者の「カラフル」は 2000 年に実写、2010 年にアニメ映画、2018

年にはタイで「ホームステイ ボクと僕の 100 日間」というタイトルで映

画化されました。（どれも図書館にはありませんが…）(の) 

はざま編集のこぼれ本 

原作本は 
こちら！ 

『ダイブ(1～4)』森 絵都 / 講談社 

「おれたちの生活って、いつも採点されたり、
減点されたりの繰り返しなんだ。 
おれ、そういうのを飛込みで越えたくて。」  
学園生活を送りながらオリンピックをめざす
少年ダイバーたちをドラマチックに描く。 



はざま編集のこぼれ本 
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原作本は 
こちら！ 

『図書館戦争』 

佐藤 信介 監督 / 2013 年公開 / 榮倉 奈々･岡田 准一 出演 

 

国家によるメディアの検閲が正当化された日本を舞台に、良書を守るた

め戦う自衛組織「図書隊」の若者たちの成長と恋を描いた作品。 

個人的には、原作を読んで想像していた堂上（岡田准一）と都（榮倉奈々）

の雰囲気が、映画とマッチングしていてとても嬉しくなりました。有川浩

さんの「図書館シリーズ」は、とても人気で、映画化された他にも、アニ

メやコミックにもなっています。(ふ) 

『図書館戦争』有川 浩 / メディアワークス 

公序良俗を乱し人権を侵害する表現を取り
締まる法律として「メディア良化法」が成立・
施行された現代。 
超法規的検閲に対抗するため、立てよ図書館! 
狩られる本を、明日を守れ! 正義の味方、図書
館を駆ける! 



『陰陽師』 

滝田 洋二郎 監督 / 2001 年公開 / 野村 萬斎･伊藤 英明 出演 

 

平安時代に実在した陰陽師・安倍晴明の逸話を元に、その「安倍晴明」と

貴族で楽人の「源博雅」がタッグを組んで怪奇現象を解決していく姿を描

いた伝奇小説シリーズ。現在までに 41巻刊行されています。 

こちらは私がはざま時代にちょうど読んでいた(見ていた)作品です。 

映画の他にもジャニーズタレントを起用した 2001年と 2015年のドラマ、

十代目松本幸四郎(当時は七代目市川染五郎)が主役を務めた 2013 年の新

作歌舞伎、人気俳優・声優を起用した 2017 年の朗読劇など、メディアミッ

クスがさかんなのでお好きな媒体から楽しむ事ができます。 

いずれかの関連作品に触れたことのある方は、ぜひ原作も読んでみてい

ただきたいです。(な) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はざま編集のこぼれ本 
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原作本は 
こちら！ 

『陰陽師』夢枕 獏 / 文芸春秋 

魑魅魍魎が跋扈し、百鬼夜行の平安時代。 
幻術を使い、霊魂、鬼に深く通じている陰陽博士
安倍晴明の朝廷における権力は絶大であった。 
―闇と鬼の世界を奇想天外に描く怪異譚 



『キャリー』 

キンバリー・ピアーズ 監督 / 2013年公開 / クロエ・グレース・モレッツ 出演 

 

狂信的なカトリック信者の母親に育てられた、内気な高校生キャリー。

あることが原因で体育の授業後にパニックを起こした彼女は、クラスメイ

トからひどい嫌がらせを受ける。キャリーに嫌がらせをした生徒の一人・

スーは罪悪感から彼女が自分の代わりにプロム(米国の高校で学年末に開

催されるパーティー)に参加出来るよう計らうが、一方でキャリーを嫌う生

徒の悪意も動き始めていた。そしてプロムの当日、とんでもない悲劇が… 

これまでに 2 回映画化されていて、新旧どちらも図書館で見ることが出

来ます。2013 年版ではクロエ・グレース・モレッツがキャリー役。日本語

吹き替え版は潘めぐみさん、細谷佳正さんら人気声優陣が担当しています。 

※ホラー映画なので苦手な方はご注意ください。(お)  
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原作本は 
こちら！ 

『キャリー』スティーヴン キング / 新潮社 

美しく愛らしかったキャリーは変貌してしま
った。なぜ彼女の「能力」は発動したのか。 
どうして平和な小さな街は凄絶な運命に襲わ

れたのか。巨匠キングの鮮烈なるデビュー作に
して永遠の名作。 

はざま編集のこぼれ本 



『僕の好きな映画。』マガジンハウス 

 「君の名は。」などのプロデューサー川村元気や女優の二階堂ふみ、

ミュージシャンの尾崎世界観（クリープハイプ）など、色々な業界の 146

人が選んだ好きな映画。「マイ・ベスト・ジブリ」や「これだがＤ級映

画だ！」なんてコンテンツもあります。ちなみにＤはドーナツのＤ。 

『心が疲れたときに観る映画』佐野 亨ほか / 立東舎 

 「気分」に合わせた映画を紹介しているちょっとめずらしいガイド本。

「進路に迷ったときに」「片想いしているときに」「自分をみつめなおし

たいときに」などの「気分」別に 50作以上の映画が紹介されています。 

今の気持ちや悩みに寄り添ってくれる映画がきっと見つかるはず……。 

『ぐっとくる映画のセリフ 101』あさの あつこ / 鈴木出版 

 「バッテリー」「The MANZAI」のあさのあつこ先生が漫画、小説、映画

から集めた名台詞を紹介する「ことばの力」シリーズの映画の巻。「恋で

輝く!!」「試練とたたかえ!!」「人生を豊かに!!」の 3つのテーマに分け

て新旧様々な映画の台詞を紹介しています。セリフが登場した映画の簡単

な紹介も載っているので、台詞から見たい映画を探してみてもいいかも！ 

『12歳からの映画ガイド』佐藤 忠男 / 小学館 

『ナトセンおすすめ YA映画館』名取 弘文 / 子どもの未来社 

『文豪文士が愛した映画たち』根本 隆一郎 / 筑摩書房 

『観なかった映画』長嶋 有 / 文藝春秋 
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『「こどもと映画」を考える』キネマ旬報社 

 13歳までとありますが、「スタンド・バイ・ミー」や「リトル・ダ

ンサー」、「シザーハンズ」など、はざま世代にピッタリな映画も多

く紹介されています。おなじみのジブリ映画や「スター・ウォーズ」

など、子どもから大人まで楽しめる多くの映画が紹介されていますの

で、ぜひ気になった映画があったら、観て欲しいなあと思います。 

こちらもチェック！ 

映画の世界への誘い 



『ぼくらの七日間戦争』宗田 理 / ポプラ社 19年 12月 13日公開 

 1985年に出版されて、それ以降色々な形で再版されています。初めての実写は
1988年。そして 2019年 12月、アニメーション映画が公開になります。 
原作の登場人物は中学 1 年生から始まり、シリーズが進むとキャラクターの学

年も上がっていきます。はじめに書いたとおり出版形態は色々なのでイラストや
本の大きさなど自分にあったものを選べます！ 

『蜜蜂と遠雷』恩田 陸 / 幻冬舎 19年 10月 4日公開 

 史上初の直木賞と本屋大賞をＷ受賞した本作。国際ピアノコンクールを舞台
に、4人の若きピアニストたちが世界の頂点に挑む青春群像劇。物語を読むと、ま
るで登場人物たちの奏でる音楽が聴こえてくるかのような、圧倒的な音楽描写。誰
がコンクールの覇者となるのか気になる反面、4人とも最後まで残って欲しいと願

う気持ちが入り交じる。映像化は難しいであろうと思っていた本作。あの音楽描写
は、いかなる映像となって姿を現すのか、とても興味深い。また、物語のキー曲と
なるオリジナル楽曲の「春と修羅」がそれぞれどのように表現されているのか。 
見どころが満載な映画だと思う。 

『キャッツ』Ｔ．Ｓ．エリオット / ほるぷ出版 1月 24日公開 

 1981年にロンドンで初演され、日本でも劇団四季によって上演され続けて
いるミュージカルの人気作「キャッツ」。そんなキャッツが舞台上の雰囲気を
そのままに映画化！日本では 20 年 1 月 24 日に公開されます。キャッツの原
作はイギリスの詩人 T・S・エリオットが猫たちを主人公に書いた同名の詩集
ですが、その内容を絵本化したものがこちら。ミュージカル版には登場しない
猫もいますが、個性豊かな猫たちの繰り広げる独特な世界観は健在です。 

『屍人荘の殺人』今村 昌弘 / 東京創元社 19年 12月 13日公開 

 「ミステリ愛好会に所属する葉村譲と明智恭介が同じ大学に在席する探偵・剣崎比
留子と共に、曰くつきの映画研究会夏合宿に興味を抱いて紫湛荘を訪ねたが異常事態
に遭遇し……」というあらすじのスリラーミステリー。第 27回鮎川哲也賞受賞作
で、このミステリーがすごい！2018の 1位獲得作品。 
ミステリー小説はネタバレ厳禁なので詳しく書きませんが、主人公に感情移入して

読むとメンタルを回復させるのに数日かかる感じのエンディングです。 
神木隆之介さん、浜辺美波さん、中村倫也さんが出演する実写映画は 2019年 12月

13日公開。こちらの文章は公開前に書いておりますので公開がとても楽しみです！ 
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『うちの執事が言うことには』高里 椎奈 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年 5月 17日公開 

『チア男子！！』朝井 リョウ / 集英社 2019年 5月 10日公開 

『まく子』西 加奈子 / 福音館書店 2019年 3月 15日公開 

『マスカレード・ホテル』東野 圭吾 / 集英社 2019年 1月 18日公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

最新映画原作本！ ※劇場公開が既に終了している作品もあります。 

上映に関する情報は映画館に直接お問い合わせください。 

まだまだあるよ！映画原作本 

https://3.bp.blogspot.com/-zPuiMn-OJ6c/UbVu-AydfmI/AAAAAAAAUkk/-vwt727gfkM/s800/eiga_kachinko.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん明けましておめでとうございます、 

今年もよろしくお願いします。 

 

お久しぶりです、表紙を担当しています植

松音羽です。 

 

お年玉などは貰えましたか？ 

 

私はお年玉で ps4pro を買いました‼︎ 

大事に使ってくださいね╰(*´︶̀*)╯♡ 

 

また次回のはざま通信で、失礼します 
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お手紙募集中！ 

 表紙イラストやコーナーへの感想など、おとはさんへのお手紙を募集し

ています!お手紙を送りたい方は下のあて先に送っていただくか、お近くの

図書館のカウンターまでお持ちください。 

また、いただいたお手紙は通信に掲載させていただく場合もございます

ので、ご了承ください。(イラストも大歓迎です!) 

ステキなお手紙、 

お待ちしています! 

〒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 
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【休 館 日】毎週火曜日（祝日の時は翌平日） 

         図書整理日 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.16 

2020年 2月 

【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.16、いかがだったでしょうか?絵本は小さい子の読むもの、という

イメージがある方も多いかもしれませんが、今回紹介した絵本はむしろ大人に近

づいた今の皆さんの感性で読んでいただくとより心に響くのではないかな～と思

います。機会があったら手にとってみてくださいね。 

そして今回の裏はざまは特別編の映画原作本特集。こちらも必見です！ 


