
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

はざま通信 
Vol.25

 



 

 

 

1 

図書館で働く人、図書館を訪れる人…図書館が舞台のお話や、いろんな図書館を
めぐる本など、図書館がテーマの本をたくさん集めました。 
読んだら図書館に行きたくなるかも？ 

ある日、図書館で 

『アリスのうさぎ ビブリオ・ファンタジア』 

斉藤 洋 / 偕成社 
図書館の児童読書相談コーナーでアルバイトをしている主

人公へ、利用者から語られる不思議な話の数々……。 
というあらすじの図書館を舞台にした奇譚集です。不思議で奇
妙で時々ホラーな物語にドキドキする一冊。児童書なので読み
やすいです。 

『みさと町立図書館分館』 
髙森 美由紀 / 産業編集センター 

小さな町の図書館の分館に勤める遥さん。図書館の周りで

起きるさまざまな出来事を描いた物語。「図書館あるある」を
感じながら、楽しく読めます。 

『世界の美しい図書館』パイインターナショナル 

図書館はたくさんの本があることはもちろん、建物や空

間もその魅力の一つです。世界遺産に登録された歴史的な

建物や、本当にここが図書館なの！？と驚くような空間ま

で、世界各国の図書館をめぐります。 
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『お探し物は図書室まで』青山 美智子 / ポプラ社 

何かしらの悩みを抱えた登場人物たちが訪れるコミュ

ニティハウスに併設された図書室。司書の小町さんが選ん

でくれた本と手作りの羊毛フェルトをきっかけに、前を向

き始める姿がとてもよいです。 

 

『虹いろ図書館のひなとゆん』 

櫻井 とりお / 河出書房新社 
本が大好きなひなは、病気で学校をいつも早退してしまうた

め友達がいない。ある日、海外からやってきたゆんに出会い、

世界中を旅してきたという彼女のお話に夢中になるけれど… 

有名な本がたくさん登場する「虹いろ図書館」シリーズの第 2
弾。この巻だけでも読めます。 

『図書館は逃走中』 
デイヴィッド・ホワイトハウス / 早川書房 

家にも学校にも居場所がない 12 歳の少年が２人暮らし

の母娘と出会い、図書館トラックで未知の土地をめぐりな

がら成長する物語。図書館の中でも移動図書館が舞台とな

っています。1 冊読むごとに本に引き込まれていく少年の

姿に、私たちの読書欲も掻き立てられます。 

居場所は図書館に 
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時代に翻弄されながらも 

『戦場の秘密図書館』マイク・トムソン / 文溪堂 

内戦下のシリアに実在した秘密の図書館と、本を守るた

めに戦った若者たちのノンフィクション。戦闘や食料不足

で命の危険にさらされながらも、本や図書館の存在を支え

に力強く生き抜こうとする住民たちの姿に、本と出会いが

素晴らしいものであると改めて感じます。 

『この本をかくして』 
マーガレット・ワイルド / 岩崎書店 

図書館には様々な本や、その町その国の歴史をまとめた
本があります。もし図書館が爆撃されてしまったら？もし
唯一残った本が自分が借りていた本だったら？これは大切
な宝を守り繋ぐ物語。 

『夢見る帝国図書館』中島 京子 / 文藝春秋 

明治にできた日本で最初の図書館と戦後を生きた喜和子

さん。喜和子さんを友人に持つ作家の”わたし”が帝国図

書館の歴史をひもとく小説を書く中、二つの物語は平成で

一つに…。時代に翻弄されながらも人と本を結び付ける役

割を果たしてきた図書館を知ることのできる 1冊です。 



 

 

  

4 

本をめぐる物語 

『すてきな司書の図書館めぐり  
しゃっぴいツアーのたまてばこ』 

高野 一枝 / 郵研社 
「しゃっぴいおばさん」ことライブラリーコーディネー

ターの高野一枝さんによる図書館めぐり紀行文。特色ある
図書館と個性的な司書たちの姿がおもしろい！司書をめ

ざす人には勉強になり、そうでない人にも図書館の面白さ

が伝わる一冊です。 

『貸出禁止の本をすくえ!』 
アラン・グラッツ / ほるぷ出版 

大好きな本が急に、貸出禁止になったら? 

エイミー・アンのお気に入りの本「クローディアの秘密」

が、子供に相応しくないという理由で学校の図書室から撤

去されてしまう。自分の意見を言うのが苦手な彼女は、大

人たちに思いを伝え、本を取り戻すことが出来るのか…? 

『さみしかった本』 
ケイト・バーンハイマー / 岩崎書店 

図書館に来ると小さいころ読んだ様々な思い出とともに

懐かしいなと手に取ることもあると思います。でもどんな
色だったか、なんてタイトルだったか忘れてしまうと中々

見つけ出せないもの。再び見つけてもらうまでを本視点で

語られるさみしかった本が幸せになるまでの絵本です。 
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かわいい本！ かわいいキャラクター、かわいい小物、かわいい猫… 

心ときめくいろんな「かわいい」を集めました！ 

『ファッションマジック』 ヒグチ ユウコ / 白泉社 
おしゃれでとってもかわいい♡きせかえ絵本。３分割された

絵本を自由自在にめくって、いくとおりものファッションを楽
しむことができるこの絵本。楽しくて、ページをめくる手が止
まらなくなります。 

『簡単!かわいい!はじめてのアクセ作り 
NHK「ガールズクラフト」』宝島社 

NHKの番組「ガールズクラフト」で紹介したハンドメイドの中か
ら、かわいいアクセサリーの作り方を厳選して掲載した本。自分
で「かわいい」を作ってみるのはいかがでしょうか？ 

『センチメンタルサーカス 幻想アンティーク夜話』 
市川 晴子 / 主婦と生活社 

かつては愛されていたのに、いつの間にか忘れ去られてしま
ったぬいぐるみ達。彼らは夜に集まって、がらくただけのサーカ
ス団を結成しました。「センチメンタルサーカス」のかわいくて
切ない世界観が凝縮された 1 冊。どこを切り取ってもポストカ
ードに出来そうなぐらい、全てのページがステキ！ 

『かわいい見聞録』益田 ミリ / 集英社 

日常で見つけた 30 の「かわいい」を綴ったコミック＆エッセ
イ。心癒される王道の「かわいい」とあまり知られていなかった
意外な「かわいい」。あなたの思うかわいいはありますか。 

『荒汐部屋のすもうねこ』荒汐部屋 / 平凡社 
かわいい猫ちゃんとかわいい…お相撲さん！猫がいる相撲部

屋の日常を写した写真集。猫と戯れる力士たちの笑顔は見ていて
幸せな気持ちになります。 

『マスコットキャラクター図鑑  
「かわいい」が生み出すコミュニケーション』 

リンクアップ / グラフィック社 

かわいいの定義は様々ですが、それぞれの会社やイベント、お菓子

のパッケージにちょこんとでも確かな存在感をだすマスコットたちに
焦点を合わせた一冊。 



 

次は 7月に発行予定です。次回のテーマは“怖い本”！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タ イ ト ル 作 者 名 出 版 社 

パパララレレルル 
 
最果 タヒ 

 

河出書房新社 

遠慮深いうたた寝 
 
小川 洋子 

 
 

河出書房新社 

境界のポラリス 中島 空 講談社 

 
文豪中学生日記 小手鞠 るい 

 
あすなろ書房 

「心」のお仕事 荒井 裕樹ほか 
 
 

河出書房新社 

ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部 岩波書店 

『博物館の少女 怪異研究事始め』富安 陽子 / 偕成社 

運命に導かれ、文明開化の東京にやってきた少女イカルは、上

野の博物館の古蔵で怪異の研究をしている老人の手伝いをするこ

とになるが、不思議な事件に巻き込まれ…。日本に誕生して間も

ない博物館を舞台に、謎が謎を呼ぶ事件を描くミステリアスな長

篇。 

『一ノ瀬ユウナが浮いている』乙一 / 集英社 

１７歳の時、水難事故で死んだはずのユウナは、当時の姿の

まま、俺の目の前にいる。不思議なことだが、ユウナのお気に入

りの線香花火を灯すと、俺にしか見えない彼女が姿を現すのだ。

しかし、彼女を呼び出すことができる線香花火は、だんだんと

減って…。 

ま だ ま だ あ り ま す 
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はざま編集のこぼれ本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある日、まちの図書館にライオンが入ってきます。さて、どうし

たらいいでしょう。図書館のきまりには、ライオンが来たときのこ

とは書いてありません。図書館長のメリーウェザーさんは、図書館

のきまりを守って、静かにできるのなら来てもいいですよと、ライ

オンに言います。子ども達とおはなしを一緒に聞いたり、図書館の

お仕事を手伝ってくれたり…。心やさしく、おだやかなライオンが

大好きになります。こんなライオンが図書館にいてくれたらいい

なあ…。(ふ) 

『としょかんライオン』 

ミシェル ヌードセン / 岩崎書店 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『イラストのこと、キャラクターデザインのこと。』 

坂崎 千春 / ビー・エヌ・エヌ新社 

私の大好きなイラストレーターさんが「絵の仕事をする際、この本に 

深く感銘を受けた」と話されていて、気になり手に取った本です。 

 

「坂崎千春」という名前を聞いたことがなくても、Suica のペンギンや

ダイハツのカクカク・シカジカの生みの親、と言えば誰もが「あぁ～!!」

と思うはず。シンプルかわいいキャラクターを数多く手掛ける坂崎さんが、

自身の仕事やキャラクターへのこだわりについて深～く語るエッセイ。      

Suica のペンギンが登場当初と現在で微妙にデザインが違っていたり、

カクシカのメガネに 5 種類も(！)候補があった等、意外なキャラクター秘

話も楽しめます。 

 

将来イラストレーターやグラフィックデザインの仕事を志している人に

もおすすめの１冊です。(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 
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『もりのとしょかん』 

ふくざわ ゆみこ / 学研プラス 

ふわっふわの動物たちの住む森には、本が大好きなふくろうさんが

住んでいました。ふくろうさんのおうちが森の図書館になるまでのお

話。 

とても素敵なイラストと、現実は難しいけれど存在するならば行っ

てみたい。そんな夢のような図書館にご案内。(ゆ) 



はざま編集のこぼれ本 
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『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』 

福井県立図書館 / 講談社 

福井県立図書館がＨＰで公開しているページ「覚え違いタイトル」

の内容をまとめてイラストを付けた本。 

「正しい書誌情報」と「司書によるレファレンス」も一緒に乗っ

ているので、突拍子もない覚え違いに笑ったり驚いたり楽しめます。 

ちなみに司書である私は「あるある～！」と思いながら楽しみま

した！ 

この本を読んでみて面白かったという方は、福井県立図書館のＨ

Ｐを見てみるのもおすすめ。随時更新されているのでまだ見ぬ「覚

え違いタイトル」と出会えるはずです！(な) 

http://1.bp.blogspot.com/-K5CUC6Mbkgg/UWYfilfZ3WI/AAAAAAAAP0U/ap4-af8kCwg/s1600/animal_penguin.jpg
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はざま編集のこぼれ本 
   

『紙つなげ!彼らが本の紙を造っている』 

佐々 涼子 / 早川書房 

“日本有数の製紙工場である日本製紙石巻工場では本を作るた

めの紙を生産していましたが、2011 年の東日本大震災で被災し、完

全な機能停止に陥ってしまいました。日本の出版のため、過酷な状

況下でも従業員たちが懸命に働き、わずか半年で生産現場の復興を

成し遂げるまでの記録です。 

テーマからは少し離れますが、私たちが手に取る本が完成するま

でにどんな人の手を経ているのか忘れずにいたいなと思い、こちら

で紹介させていただきました。（里） 



はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

江戸時代は「かわいい美術」の宝庫だった！江戸時代に人々の胸を

「きゅん」とさせた「かわいい」動物たちを描いた絵画図鑑です。 

今とは違う道具や技法で江戸時代の人々は、動物のふわふわな毛並

みや躍動感のある姿など生き生きとした姿を描いていました。思わず

絵を撫でてしまいたくなるほどのリアリティとかわいさに眺めてい

るだけで楽しくなってしまいます。様々な技術が進歩した現代でも

人々に驚きと癒しを与えてくれる江戸の美術作品からお気に入りの

1 枚、見つけてみませんか。（羽） 

『江戸かわいい動物 たのしい日本美術』 

金子 信久 / 講談社 
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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


 

  

今年のはざま通信は…？ 
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！ 

Vol.26(2022年７月発行予定) 

暑さを吹き飛ばす怖い話 
/ 夏に食べたいあんなものやこんなもの 

夏といえば怖い話！王道のホラーから、人気の「意味が分かると怖い話」など夏の暑さも 
凍り付くような怖い本を集めました。サブ特集では夏に食べたい食べ物本をご紹介。 

Vol.27(2022年 10月発行予定) 

防災特集 / 身になる本 

いつ来るかわからない地震や台風などの自然災害に備えて、今出来ることは何だろう? 
そんな疑問に答える防災本を特集！「実りの秋」にちなんで、読むだけで身(実)につく本も
集めました。 

Vol.28(2023年２月発行予定) 

レッツスイーツ！/ 渋くてうまい？歴史の本 

「甘い」がキーワードとなる様々な本が大集合！いろんな「甘い」の形があります。 
サブテーマでは、はざま世代も楽しめる歴史本を紹介します。 

みんなの気になる特集は 
あったかな？ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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.25 

2022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 vol.25、いかがでしたか？今回は「図書館」の本特集でした。 

一言に図書館の本と言っても、図書館が舞台になっている小説や、世界中の

図書館を紹介する写真集など、いろんな角度から図書館を知ることのできる本

が集まりました。この特集や紹介している本を読んで、図書館に行きたいなと

思っていただけたら幸いです。 

【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。 


