
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

はざま通信 Vol.24 



 

 

『毎日がときめく片づけの魔法』 

近藤 麻理恵 / サンマーク出版 
世界的に活躍する片づけコンサルタント・近藤麻理恵さんの

著書。「ときめくものを残し、そうではないものを手放す」と
いう独自の片づけ法は試す価値アリ！片づけを通して自分の
「好き」を見つめ直してみませんか? 

『片づけの解剖図鑑 心地よい住まいをつくりだす仕組み』
鈴木 信弘 / エクスナレッジ 

片付かないのは自分のせいだけではない！家の設計が関係し

ているのかも。ものが片づきやすい家とはどんな家なのか、ど
こに何を置くことで散らからなくなるのか。建築士の著者が徹

底解剖してくれます！ 
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片づけ＆整理整頓でスッキリ!! 

『ざんねんな収納』 
おさめ ますよ / パイインターナショナル 

収納上手になれる本や上手く見せる収納についての本

などいろいろな本を参考にすれど、同じ間取りじゃないか

らうまくいかなかったり、本人の性質上そもそもが向いて

いなかったり。そんな収納下手の人たちのあるあるをまと

めた一冊。一言コメントではわかりやすい改善策も‼ 

新生活や新学期を迎える前に、身の回りを整理整頓してスッキリしてみませんか？ 
春休みに一気にやるもよし、学年末の前から少しずつやるもよし！ 
片づけのやり方や、片づけのやる気が出てくる(かもしれない)本をご紹介します！ 

●片づけを始める前に 
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『「大人の ADHD」のための片づけ力』 

司馬 理英子 / 講談社 
こちらは発達障害の方のための本ですが、片づけが苦手な

方にも参考になるところがきっとあるはず……。どうしても
片づけられない！もうダメだ！と思ったら一度読んでみて
ほしい一冊です。 

『すみれちゃんのお片づけ 12 カ月』 
渡辺 ゆき / 岩崎書店 

小学５年生の女の子「すみれちゃん」の４月から３月ま

での１年間の整理整頓を紹介する本。教科書やプリントの

管理など、中学生・高校生の皆さんでも応用できるテクニ

ックが満載です。片づけの他、季節を楽しむディスプレイ

の作り方や、身の回りのものの手入れの仕方など、生活に

役立つ情報も。 

『片づけられない人のための考えない片づけ』 
川上 ユキ / エクスナレッジ 

片づけってどこから手を付ければいいんだろう？キレイ

に整理するって結局どういうこと？なんて考えている内に

途方に暮れてしまう…といったこと、ありませんか？この

本ではいろいろな場面の片づけを Q＆Aで紹介しています。

手順の一つ一つも図と絵で説明しているので片づけが苦手

な人でも、真似するだけでスッキリできてしまうかも！ 

●片づけって苦手!!な、あなたに 



 

  

『かしこくなれる整理整頓』 
日本ライフオーガナイザー協会 / 小学館 

片づけをすることは、「決断する力」や「行動する力」など
いろんな力が身につくこと。片づけをするのって難しいです
よね。そんな片づけが簡単になる方法をマンガでわかりやす
く紹介しています。より良い人生を過ごすための片づけの力
を身につけてみてはいかがでしょう。 
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『片づけたい 暮らしの文藝』 
赤瀬川 原平ほか / 河出書房新社 

片づけをテーマに、近現代作家のエッセイを 32 篇集め

たアンソロジー。片づけ・掃除を通して、その作家の生き

方が見えてくる。片づけ下手な人も片づけ上手な人もきっ

と共感できる一冊です。 

『あなたの人生、片づけます』垣谷 美雨 / 双葉社 

片づけ屋・大庭十萬里に依頼のあった４人の片づけられ

ない人たちの物語。片づけをすることにより、少しずつ心

の整理ができていく登場人物たちにスッキリとした晴れや

かな気持ちになります。 

●片づけたくなる物語 



 

 

  

『必要なものがスグに!とり出せる整理術!』 
池田 暁子 / メディアファクトリー 

すぐに取り出せる収納てなんぞ??よくある収納上手に

なれる本を参考にすれど、うまくいかず死蔵品を増やす
ばかり。収集癖があるから買っているわけじゃないんで
す。見つからないから増えるんです。そんな方に是非読

んでいただきたい一冊。マンガ形式で読みやすくなって

います。 

『青春ハンドメイド 3』学研プラス 
お部屋を彩るインテリアを手作りしてみませんか？

ディスプレイシェルフや卓上ブックスタンド…。使いた

くなるインテリアがたくさん掲載されています。10 代の
「ほしい!」を詰め込んだシリーズ。プロセス写真が多い
ので、初心者でも安心して作れますよ。 
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『正しい目玉焼きの作り方』 
森下 えみこ他 / 河出書房新社 

学校の家庭科、授業は受けているけど…なかなか身につ
いてる実感が無い…という人も多いのではないでしょう

か？この本では、洗濯、料理、片づけと掃除、裁縫の４つ
の分野を、それぞれの先生が基本の“き”から丁寧に教え

てくれます。授業で言っていたこと、こういうことだった
んだ！という発見があるはず。 

●片づけ＋αでよりハッピーに！ 



 

 

  
『だから?』 ウィリアム ビー / セーラー出版 
衝撃的な結末が話題になり、テレビでも紹介された絵本。 
パパがどんなに喜ばせようとしても「だから?」としか言わな

い男の子。大きなキリンを見せても「だから?」宇宙まで連れて行
っても「だから?」そんな男の子にパパが最後に見せたものは… 

『私の消滅』中村 文則 / 文藝春秋 
「このページをめくれば、あなたはこれまでの人生の全てを

失うかもしれない。」一行目にそう書かれた不気味な手記。その
手記は誰によって書かれたものなのか、読み進める男に待ち受
けていることとは。 

『あのころはフリードリヒがいた』 
ハンス・ペーター・リヒター / 岩波書店 

私が中学生のころ読んで、フリードリヒが受けた理不尽な
結末に後味の悪さを感じた一冊。ナチスドイツ下におけるユ
ダヤ人の不当な扱いによって平和だったころからすべて奪わ
れてしまう現実。レッシュ氏の最後のセリフには考えさせら
れる物があります。 
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スッキリしない本… 

『まどのそと』佐野 史郎ほか / 岩崎書店 
はざま通信では何度も紹介している「怪談えほん」シリーズの

内の一冊。何回読んでもあらすじが書けないほど、ストーリーが
よくわからない絵本。けれどその“わからなさ”が恐怖を連れて
きます。 

『蠅の王』ウィリアム・ゴールディング / 早川書房 

無人島に飛行機が墜落した。生き残ったのは、疎開するために乗り
合わせた少年たち。始めこそは大人のいない自由な世界を楽しんでい
たが、閉鎖された島の中で次第に苛立ちと対立を深めていく。やがて

少年たちは内に秘めた暴力性に目覚め、取り返しのつかないことに… 

『豆の上で眠る』 湊 かなえ / 新潮社 
「えんどうまめの上にねたおひめさま」というアンデルセン童

話がモチーフ。夏休みに、突然お姉ちゃんが行方不明に…。２年
後突然戻ってくるのだが、何かが違っていて…。物語の結末はい
かに。 

あえてお掃除でキレイになった部屋で読んでみてほしい、結末がスッキリ

しない本を集めました。どの本も決してハッピーエンドではない、 

どこかもやもやとした感情が残る読後感です。読むときは自己責任で。 



 

次は 5月に発行予定です。次回のテーマは“図書館”！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タ イ ト ル 作 者 名 出 版 社 

3ツ星シェフ部! 
 

よしもと こゆき 学研プラス 

やりたいことが見つからない君へ 
 
坪田 信貴 小学館 

しれっと逃げ出すための本。 ヨシダ ナギ PHP研究所 

 
きみの体は何者か 伊藤 亜紗 筑摩書房 

日本史を動かした 50 チーム 伊藤 賀一 
 

JTB パブリッシング 

格差と分断の社会地図 石井 光太 
 

日本実業出版社 

『アイドルが好き!』イノウエ ミホコ / くもん出版 

中学２年生のタマキは、Ｋ‐ＰＯＰアイドル“ノベバ”の大フ

ァン。アイドルに関心はないが気のあう友人の桜子やＳＮＳ上で

のヲタ仲間ユマちゃんと、楽しい学生生活を送っていたが…。 

言語や国の壁を“好き”の力でのりこえていく姿を伝える創作児

童文学。 

『死物語(シノモノガタリ)』西尾 維新 / 講談社 

デストピア・ヴィルトゥオーゾ・スーサイドマスターに会う

ため、故国「アセロラ王国(仮)」を目指す忍野忍と阿良々木暦。

人間社会が異常事態に陥った中、怪異にのみ感染するウイル

スが吸血鬼を死に至らしめていて…。 

ま だ ま だ あ り ま す 
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はざま編集のこぼれ本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物に人間をなぞらえた７つの物語。不可思議

で、そら恐ろしくて、奇妙な人間たち。独特の世界

でした。短編集なのですが、一編、どうにもこわい

お話があって、ゾゾっとします。(ふ) 

『植物たち』 

朝倉 かすみ / 徳間書店 

 

『ちがうねん』 

ジョン クラッセン / クレヨンハウス 

過去の号で紹介した「どこいったん」のジョン・クラッセン＆

長谷川義史による「帽子」をめぐる絵本の第 2 作目です。 

「どこいったん」の主人公は帽子を盗まれたクマでしたが、 

今回の主人公は眠っている大きな魚から帽子を盗んだ小さな

魚。気付かれるはずがないと自信満々の小さな魚ですが、大きな

魚は既に帽子が無いことも、誰かに盗まれたことにも気が付い

ているようです。小さな魚は見つからないように海藻のジャン

グルへ逃げ込もうとしますが… 

小さな魚のセリフが突然途絶えて、絵だけで表現される意味

深なラスト数ページ。あなたはどうなったと思いますか? (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
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はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『墓の中にはなにもない』 

サトウ ヒロシ / トゥーヴァージンズ 

『赤い夢の迷宮』 

勇嶺 薫 / 講談社 

モヤっとするというか、何とも言えない後味

というか。そんなように私は感じたので、こぼれ

本としてご紹介。 

すべてが嫌になり肉体を捨ててしまった主人

公の末路が物悲しく、希死念慮蔓延る現在では

どうも他人事のように読むことができない一冊

です。(ゆ) 

表で紹介しきれなかった“スッキリしない本”です。 

ふだんは「はやみねかおる」の名前で児童書を書いてい

る著者が初めて書いた大人向けのブラックミステリー。 

最後のどんでん返しに混乱し、モヤモヤしたものが残

る結末で、今回のテーマにぴったりの作品です。 

紹介文が長くなってしまったのではざま裏に掲載して

もらいました。 

「はやみねかおる」が好きな方、イヤミスが好きな方、

ぜひ読んでみてほしい一冊です。(な) 

http://1.bp.blogspot.com/-K5CUC6Mbkgg/UWYfilfZ3WI/AAAAAAAAP0U/ap4-af8kCwg/s1600/animal_penguin.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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小さな丘の上に優雅に佇む古い家。実は幽霊屋敷であるこの

場所を舞台に様々な恐怖の物語が描かれていきます。アップル

パイが焼けるキッチンで起こった姉妹の事件、床下で命を絶っ

た殺人鬼の美少年などゾッとするけど気になってしまう不穏

な物語が短編で 10 編収録されています。全てを通して読んだ

後にわからなかった部分が解明されていく、思わず読み返した

くなる 1 作です。 

とても怖いけど、最後まで読まないとモヤモヤが残ってしま

う恩田陸ワールドを体感してみてはいかがでしょう。（羽） 

『私の家では何も起こらない』 

恩田 陸 / メディアファクトリー 

 

『猫の事務所  ある小さな官衙に関する幻想』 

宮沢 賢治 / 三起商行 

“猫の第四事務所”は、選りすぐりの優秀な猫が務める

憧れの職場。一番新入りの“かま猫”は真面目な働き者で

すが、かまどの煤にまみれていて先輩猫たちからは嫌われ

ています。それでも、黒猫の事務局長がかばってくれるこ

ともあって、先輩からの嫌がらせにもめげずに働いていま

した。ところがある日、あらぬ噂を流され、それを信じた

事務局長にも見放されてしまい… 

童話のファンタジーな世界観ではありますが、かま猫が

いじめられる場面での先輩のやり方や、かま猫の反応がど

こか現実社会でも見たことがあるような感じがしていつも

辛くなってしまいます。 

最後に語り手が「ぼくは半分獅子に同感です」と言って

このお話は終わりますが、何が半分なのか、もやもやと考

えてしまうので裏で紹介させていただきました。（里） 
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Vol.26 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
村上春樹さんの「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」は「ハードボイルド・ワンダ
ーランド」の章と「世界の終り」の章という二つの異なる世界を舞台にした物語が交互に進んで
いく、少し変わった構成の物語です。二つの物語は一見全然違う話のように見えますが実は…? 
 
 

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、幕別中学校２年生のみなさんのリサーチです！ 



  
Vol.27 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
昨年発行したはざま通信 vol.19ではミステリー作品を特集しています！ミステリー初心者でも
楽しめる作品からホラーテイストなものまで幅広く紹介していますので、ぜひチェックしてみて
ください。(過去のBNは図書館で配布しているほか、HPでも読むことが出来ます) 
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Vol.28 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
『54字の物語』は現在７冊の既刊がある人気シリーズです。9マス×6行の正方形の原稿用紙
に収まる短い物語。だけどよく読んでみると…?１度読んで意味が分からなくてもご安心を。次
のページに解説が載っているので物語に隠された秘密を知ることが出来ます。解説を読んでから
改めて読み直すと、また新しい発見がありますよ！ 
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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♪ 

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！ 

忠類中学校 

渡部 静華さん作 

幕別中学校 

朝ぎ たいすけさん作 
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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通年募集しています。 

「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 やタブレット等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、メールを送信してください。 
(ペンネームがある場合は忘れずにご表記ください) 

 
 
    library@town.makubetsu.lg.jp  
※イラストのファイル形式は「PNG」か「JPEG」でお願いします！   

 
・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 

※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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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.24 

2022 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 vol.24、いかがでしたか？今号の編集は 12 月に行ったのですが、

丁度大掃除の季節なので私も今ここに載っている本を読みながら片づけを頑

張っています！進級して学校で使うものが変わったり、新しい生活が始まった

り、これからお片づけをするという方は多いかと思います。ぜひ、片づけ本を

読んでスッキリ快適な新生活を送ってください！ 

【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。 


