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『謎解きはディナーのあとで』東川 篤哉 / 小学館 

宝生グループ総帥の一人娘であるお嬢様刑事『宝生麗子』が
執事である『影山』にその時あった不審な事件を紹介するとこ
ろから物語が始まります。「失礼ながら、お嬢様の目は節穴で
ございますか？」とは相手がお嬢様であろうと容赦のない毒舌
な執事のセリフ。それを聞き激怒しクビを言いつけるも事件の
真相が気になり、お嬢様は執事の話を聞くことに。あなたには
この謎が解けますか？ 

『うちの執事が言うことには』 
高里 椎奈 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

烏丸家の新当主・花頴が留学から帰宅すると、そこにいた
のは見ず知らずの青年・衣更月。新たに執事として烏丸家で

働くことになった衣更月は、花頴を主人として認めていない

ようで…不本意ながら主従関係となった二人が事件を解決
していく上流階級ミステリ。 
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そ の執事、名探偵。 

『いまさら翼といわれても』 
米澤 穂信 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

合唱祭の当日、ソロパートを任されているにも関わらず

会場から姿を消したえる。奉太郎はえるが歌う予定だった
歌詞に目を向け、彼女が失踪した理由を推理する…(表題

作)。2012 年に「氷菓」というタイトルでアニメ化された、

<古典部>シリーズの最新作。犯罪による事件がほぼ無いシ

リーズなので、怖い描写は苦手だけどミステリーを読んで

みたい!という方にもおすすめ。 

日 常に潜む、謎。 

『退出ゲーム』初野 晴 / 角川書店 
弱小吹奏楽部のハルカとチカが、校内の難事件に次々と

遭遇する。ハルチカコンビの推理が冴える青春ミステリー。
シリーズになっているので、気に入ったら、他の作品もぜ

ひに!! 
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『そして誰もいなくなった』 

アガサ クリスティー / 早川書房 

一人、また一人と殺されていく…。だが、島には十人の
ほかには誰もいない。最後に残るのは一体誰なのか？ミス
テリーの女王・アガサ・クリスティの代表作。時代を超え
て人気なのもうなずけます。 

『暗号クラブ』ペニー ワーナー / メディアファクトリー 

こちらの本では、もくじの各章タイトルは日本語ですが、
その章のページに行くとそこには、暗号で表示されている章

タイトルが！各章へ行く前に暗号各種の早見表がついてお

り、自分で解読をしながらあたかも主人公たちと一緒に謎を
解いている感覚を味わえる小説です。章タイトルの他にも暗

号が散りばめられており、物語のめり込んでしまうこと間違

いなし！！ 

『ノッキンオン・ロックドドア』青崎 有吾 / 徳間書店 

「不可能」担当の倒理と「不可解」担当の氷雨。2人の探偵

が問題の数々を時に協力し時に競い合いながら解決してい

く本格ミステリー。ライト文芸に分類されるタイプのストー
リーでキャラ読みもできるので気軽に読んでみてほしい作

品です。 

相 棒と共に、謎を解け！ 

『都会(まち)のトム&ソーヤ』はやみね かおる / 講談社 

頭脳明晰な創也と卓越したサバイバル能力を持つ内人、2 人

の中学生が究極のゲームを作るという夢のため都会を舞台に

冒険する推理児童文学シリーズ。現在までに本編 19 巻と外伝
1巻が出版されており、実写映画が 2020年に公開予定です。 

「リアル・ロールプレイングゲーム」「謎の組織」「秘密基地」

の中に気になるワードがあった方はぜひ読んでみて下さい！ 

謎 を解くのは君だ！ 
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『黒い家』貴志 祐介 / 角川書店 

ある日、顧客の家に呼ばれ、子どもの首吊り死体の発見者

になってしまった保険会社の社員・若槻は、独自で事件の調
査を始める。しかし、それが悪夢の始まりとなり…。 

人間の心理の恐ろしさを描いたホラー小説。読後感悪いのが

大丈夫な方ぜひトライを。怖いです。 

『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？ 

『いるの いないの』京極 夏彦 / 岩崎書店 

 おばあさんの古い家でしばらく暮らすことになったぼ
く。その家には、誰かがいるような気がして…。怪談えほ

んシリーズの中の１冊。絵本だからと侮るなかれ。 

大人でも怖いです。 

『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。 

『夏と花火と私の死体』乙一 / 集英社 

夏休みのある日、親友の弥生ちゃんに木の上から突き落

とされてあっけなく死んでしまった「私」。弥生ちゃんと

その兄の健くんは、「私」の死体を隠すために奔走する…。
死体となってしまった「私」の視点で語られる斬新で不気

味な物語。 

『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。 

『親指さがし』山田 悠介 / 幻冬舎 

バラバラに殺害された人の親指を探しだす、という謎の

遊び「親指さがし」を面白半分に試した 5人の小学生。遊
び終わって目を開くと、1人が消えていた…。 

7年後、成長した子どもたちは真相を確かめるためにもう

一度「親指さがし」をするが…山田悠介の傑作ホラー。 
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家に潜んでいるのは… 

子ども達が… 



 

 

  

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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『かくされた意味に気がつけるか？ ３分間ミステリー』 

黒 史郎 / ポプラ社 

一話一話が短くサクサクと読むことができる一冊です。 

それぞれの話に隠された意味が解説されているページを読む
と、納得できる真実だったり、ゾッとするホラーのような真

実が待っていたりと、短い時間でたくさんのオドロキと恐怖

を与えてくれるそんな本になっています。 

『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？ 

『鬼談百景』小野 不由美 / メディアファクトリー 

 『ゴーストハント』『残穢』で有名な小野不由美氏のホ

ラー短編集。５ページ以内で読める怖い短編が 99話入っ
た百物語形式の小説です。なんとなくホラーが読みたい

気分になったらぜひこちらをどうぞ。 

『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。 

『新耳袋 現代百物語 1～10』 

木原 浩勝 / メディアファクトリー 

こちらは実話をインタビューし再話したものが 99 話入

った百物語。物語で無いがゆえの恐怖と不思議に溢れた作

品です。実は一晩で一冊読破してしまうと読者にも怪奇現
象が起こるとのうわさがあります……。 

『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。 

『十代最後の日 こわい物語』赤川 次郎 / 汐文社 

せつないようでいて真相を知ると怖くなる。そんなミス

テリー三本仕立ての本になっています。どの話も、最後ま
で読むと背筋が凍るかと思うほどなのですが、『ハープの

影は黄昏に』では何とも言えないせつなさと不思議な空気

感があります。様々な雰囲気のホラーを堪能したいという
方にぜひお薦めしたい一冊です。 
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短時間でゾッとする 

恐怖、凝縮中。 



  
『奇譚ルーム』はやみね かおる / 朝日新聞出版 

横書きタイプの小説でまるで SNSを実際に見ているかのよ
うに物語が進んでいきます。主人公が利用している SNS『ル
ーム』。奇譚マニアの『ルーム』に入った主人公は 10人が奇
譚を紹介し合い、奇譚が面白くなければ殺人者【マーダラー】
殺されるという理不尽なゲームに巻き込まれてしまう……。
さいごには驚きのどんでん返しが待っています。あなたは誰
が殺人者【マーダラー】か、見破れますか? 

『死後の恋』夢野 久作 / 立東舎 

実はこれもミステリーの一種。変格探偵小説の名手、夢
野久作が描く一人の男の物語。主人公に話しかけてきた
男。彼は兵隊時代に体験した「死後の恋」について話し始
める……。 

『グリーン・マイル』スティーヴン キング / 新潮社 

ポールの勤める刑務所にある日、コーフィという男が送られ
てくる。双子の少女を殺した罪で死刑囚となった彼は罪状に反
して繊細な性格で、触れただけで相手の病気や傷を癒す不思議
な力を持っていた。ポールはコーフィが本当に罪人なのか疑問
を抱くが…ネタバレ防止のために 6分割され、毎月 1巻ずつ刊
行された本です。1巻あたりのボリュームはとても短いので読
みやすいかも。 

『Ｎのために』湊 かなえ / 東京創元社 

登場人物のエピローグ形式で進んでいく物語。野口さん
夫妻殺人事件に居合わせた４人は、それぞれがＮのことを
想い、少しずつ嘘をつく。それぞれにとってのＮとは…。
切なく悲しいミステリー。 

『オチケン!』大倉 崇裕 / 理論社 

『シャーロック・ホームズの挑戦』コナン・ドイル / 学研プラス 

『心霊探偵八雲 赤い瞳は知っている』神永  学 / 文芸社 

『姑獲鳥(うぶめ)の夏』京極 夏彦 ／ 講談社 
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他にもたくさん！ 



 

次は 1月に発行予定です。次回のテーマは“NEXT STAGE”！お楽しみに!! 

 
  

タ イ ト ル 作 者 名 出 版 社 

ぼくらの中の「トラウマ」 青木 省三 筑摩書房 

どこからが病気なの？ 市原 真 筑摩書房 

被災したあなたを助けるお金とくらしの話 岡本 正 弘文堂 

歴史とは靴である。 磯田 道史 講談社 

うちの社長はひとでなし！ ゆうき りん 集英社 

大学受験案内 大学・短大・大学院総合ガイド 晶文社学校案内編集部 晶文社 

『仮面病棟』知念 実希人 / 実業之日本社 

病院にピエロの仮面を被った強盗犯がたてこもり、自分

で撃った女の治療を要求した。その日先輩医師の代わりに

当直バイトを務めていた外科医・速水秀悟は、女を治療し、

密室となった病院からともに脱出を試みるが…。 

『ウミガメみたいに飛んでみな』 

木村 椅子 / 光文社 

 就職活動はうまくいかなくて、そもそも特にやりたい仕

事もなくて、彼女とは喧嘩になり、未来が全然見えない。実

家の母親はすでに亡く、父親はアイドルグループにはまっ

ていた。気は優しくて、なさけない。モラトリアムを生きる

若者たちを瑞々しく描く小説集。 

まだまだあります 
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はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実はミステリーはあまり得意なジャンルではありません…。

そんな中でも、湊かなえさんの作品はデビュー当初の頃から読

んでいます。表でも１冊選んでしまったので、こちらは裏に。 

 

美女 OLが殺害された事件をめぐり、関係者が一人に焦点をあ

て、次々に語りだす。その人物は一体誰なのか!？続きが気にな

って読まずにはいられなくなります。巻末に、ブログや新聞、週

刊誌をあわせてつくりこんでいて、そこを全部読まないと真相

がわからない。こういったところが、湊さんはとてもうまいなあ

と想います。 (ふ) 

『白ゆき姫殺人事件』 

湊 かなえ / 集英社 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『狼と兎のゲーム』 

我孫子 武丸 / 講談社 

 推理ものではなく、ホラーというわけでもない…(怖いけれど)。 

サスペンス、という表現が一番しっくりくるかなと思ったので裏にし

ました。ゲーム「かまいたちの夜」等を手掛け、ミステリーに定評の

ある我孫子武丸さんの作品。 

小学 5 年生の智樹と心澄望(こすも）は夏休みのある日、心澄望の

父親が遺体を埋めようとしている現場を目撃してしまう。その遺体は

心澄望の弟・甲斐亜(がいあ)のものだった。日頃から父親の暴力に怯

えていた心澄望は、智樹と共にその場から逃げ出す。それは恐怖の逃

走劇の始まりだった…。 

 

最後の最後に「えっ?!」と声を上げてしまう展開が待ち受けています。

ぜひ自分の目で確かめてください。(お) 
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 はざま編集のこぼれ本 
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『GOSICK-ゴシック-』 

桜庭 一樹 / 角川書店 

私が学生の頃一心不乱に読み進めていた小説を紹介したいと思

います。前世紀初頭のヨーロッパの小国を舞台にしたミステリー小

説『GOSICK』です。『GOSICK』には他にもたくさんのシリーズがあり

ますので、ぜひそちらもご覧ください。 

 

『GOSICK』の主要人物は極東の島国より聖マルグリット学園へ留

学してきた【久城一弥】と同学園の図書館塔最上階の秘密の部屋に

居る奇妙な美少女【ヴィクトリカ】です。基本はこの二人によって

物語が進みます。ヴィクトリカの独特な言葉の言い回しや、久城と

の掛け合いは見ものです。また彼らを取り巻く登場人物も個性豊か

で魅力的!! 

 

今回はある事件を解決したことにより更なる謎に出会うようで

すが…。詳しくはぜひ読んでみてください!! (ゆ) 



はざま編集のこぼれ本 
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『臨床犯罪学者・火村英生の推理 

密室の研究』 

有栖川 有栖/ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

すべて読むには根気がいるので裏側で……。 

 

犯罪学者・火村英生と推理作家・有栖川有栖がフィールドワークと称

して現場へ足を運び事件を解決する「作家アリスシリーズ」。いままでに

30 冊以上が刊行されており、現在も不定期で続刊が出ています。また、

様々なレーベルから装丁のちがうものがたくさん出版されております

のでどれから読んだらよいか迷ってしまいがちな作品です。 

掲載のものはティーン向け文庫版。内容と文章はそのまま、表紙と挿

絵に麻々原絵里依さんのイラストが入っています。図書館に所蔵のある

『密室の研究』『暗号の研究』『アリバイの研究』はすべて短編集なので

ちょっと試しに読んでみたいという方はこちらがおすすめです！ 

その他、2016 年と 2019 年の斎藤工主演テレビドラマ版や、漫画版・

ドラマ CD版もありますので気になる方は調べてみてください！(な) 

http://1.bp.blogspot.com/-K5CUC6Mbkgg/UWYfilfZ3WI/AAAAAAAAP0U/ap4-af8kCwg/s1600/animal_penguin.jpg
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  はざま表紙ヒストリー 

今まで「はざま通信」を彩ってきた、素晴らしい表紙イラストの
数々をご紹介します！ 

「はざま通信」vol.1 表紙 

(2016年 5 月発行) 

テーマ「学校生活」 

イラスト「幕別高校イラスト同好会」 

 

記念すべき、はざま通信 vol.1の

表紙を飾ったイラスト。 

当時の幕別高校(現・幕別清陵高

校)イラスト同好会のみなさんが

手掛けてくださいました！ 

 

学校生活を満喫している様子が

伝わってきますね！ 

早くページをめくりたくなるよ

うな演出もステキです。 
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「はざま通信」vol.3表紙 

(2016年 10月発行) 

テーマ「進路」 

イラスト「幕別高校イラスト同好会」 

 

進学、就職などの本を特集した、

はざま通信 vol.3の表紙。 

こちらも幕別高校イラスト同好会

のみなさんの作品です。 

 

この絵の主人公も人生の岐路に立

っているのでしょうか。表情が描

かれていないからこそ、想像力を

かき立てられるイラストです。 

「はざま通信」vol.5表紙 

(2017年 5月発行) 

テーマ「春」 

イラスト「幕別高校イラスト同好会」 

 

はざま通信 vol.5の表紙。 

「春」をテーマに、新生活や部活

に関する本のほか、花やみどりを

楽しむ本の特集も掲載しました。 

 

パステルカラーの優しい色合い

で春らしさを感じさせてくれる

イラスト。手前の猫さんもかわい

いです。 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

あて先 
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はざま通信の表紙を描いてみませんか？ 

・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！ 
 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 2 月に発行予定のはざま通信 vol.20 の表紙を募集します。 

vol.20 のメイン特集テーマは「NEXT STAGE」、サブテーマは「バレンタインデー＆ 
ホワイトデー」です。進路や進級、将来の夢…次のステージへの一歩を踏み出したく
なるようなイラストをお待ちしています！ 
(もちろんサブテーマや、発行時期である 2 月をイメージした作品も大歓迎です！) 
 

・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上で紹介します。 
 また、応募作品は返却いたしませんのでご了承下さい。 

〒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 11 月 29 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
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図書館からのお知らせ 

みなさんの投票で 
入賞する作品が 
決まります！ 

どんどん投票してね！ 

投票受付中！ 
※ポップの募集は終了しています。 

  

本を借りたらもらえる「とまるシール」の数によって決まります。 

シールは借りた本の冊数分受け取ることができ、期間中は何回で 

も投票可能です。好きな作品に複数票を入れる事もできます。 

 

  
文豪部門…８月１日(土)～１０月３１日(土) 

画伯部門…札内 ８月１日(土)～８月３０日(日)※終了 

幕別 ９月２日(水)～９月２８日(月)※終了 

     忠類 １０月１日(木)～１０月３１日(土) 

 ※画伯部門の作品は１か月ごとに３館を巡回します。 

※文豪部門は全館で投票できます。 

 

 
１１月３日(火・祝) １０：００～ 図書館内、HPにて発表！ 

 

１１月１５日(日) １０：３０～正午 

※表彰式のスケジュールは変更になる場合もございます。 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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.19 

2020年 10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.19、いかがでしたか?映画やドラマ、マンガでも高い人気を誇る

ミステリー。恐ろしい殺人事件を解決に導く作品もあれば、日常の中で出くわした

小さな謎を解く作品もある。一言でミステリーと言っても作品によって雰囲気は

ガラッと変わります。ぜひ自分に合った作品を探してみてくださいね。 


