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スイーツをつくろう！ 

『スタンプみたいなアイスボックスクッキー』 

福本 美樹 / 学研プラス 
冷蔵庫で生地を寝かせて作るアイスボックスクッキー。 

みなさんは作ったことありますか？手軽に作ることができて、
とっても可愛い♡本書では、シンデレラや不思議の国のアリスの
モチーフや、ねこやひよこなど…。色とりどりのかわいいクッ
キーレシピを紹介しています。 

『不思議なお菓子レシピサイエンススイーツ』 

太田 さちか / マイルスタッフ 
科学の座学は嫌いでも実験はワクワクする。そんな実験の様

に結果を想像しながらつくる楽しみ盛りだくさんなスイーツ
のレシピ本です。 

『夢の名作レシピ  
マンガ・絵本・アニメのあの料理がつくれる！３』 

星谷 菜々 / 日本図書センター 
アニメや漫画でキャラが食べたり作ったりしていたお菓子、

食べてみたいと思ったことはありませんか？そんな夢を叶えて
くれるのがこのシリーズ。 
3巻はアニメに登場したレシピの特集です。「鋼の錬金術師」の
作中でウィンリィが作ったアップルパイのレシピも収録！ 

Let’s Sweets！  
一言でスイーツと言っても、色々な本があります。スイーツの作り方を紹介する本、

スイーツを題材にした物語の本、スイーツの知識を学べる本……今日のあなたの

気分に合ったスイーツ本が見つかりますように！ 
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『バムとケロのおいしい絵本  
絵本のなかのとっておきレシピ集』 

島田 ゆかほか / 文溪堂 
絵本の中に出てくるお菓子を食べたいと思うことはない

ですか？今回紹介する本はそんな願いをかなえてくれま

す。あの山盛りドーナッツや、ケロちゃんのお顔のパンケ
ーキなど食べてみたいなが詰まっている１冊。 

『坂木司リクエスト!和菓子のアンソロジー』 

坂木 司ほか / 光文社 
『和菓子のアン』で有名な坂木司さんの“お願い”によって

実現した和菓子がテーマの短篇アンソロジー。北村薫さんや
柴田よしきさん、畠中恵さんなどなど著名な作家の作品が一

堂に会した贅沢な一冊です。 

『絵本のお菓子』太田 さちか / マイルスタッフ 

たくさんある絵本の中から 51 冊の絵本や昔話に出てくる

お菓子を再現したレシピ本。一緒に絵本の紹介もされている

ため、どの作品に出てきたお菓子か知ることができます。大

好きだったあの絵本のお菓子を実際に作って食べることので

きる夢の 1冊です。 

スイーツを読もう！ 
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スイーツいろいろ 

『英国菓子知っておきたい 100 のこと』 
牟田 彩乃 / 産業編集センター 

素敵なスイーツといえばアフタヌーンティー！というこ

とで、紅茶文化とは切っても切り離せない英国のかわいいお

菓子を紹介する一冊。物語にも登場するような、英国の社交

界事情や季節のイベントなども紹介されています。読めばす

っかりお茶会気分？ 

『井村屋さんのあずき日和』 
井村屋株式会社 / 日東書院本社 

あずきは好きですか？和のイメージが強いあずきですが、

最近では洋菓子の食材としても使われるようになりました

ね。この本では、ゆであずきを使った簡単にできるお手軽あ

ずき料理を紹介します。ほっとするやさしい甘さに、健康効

果も兼ね備えているなんて、本当にすぐれた食材ですね！ 

 

『明治エッセルスーパーカップで革命おやつ』 
松本 奈奈 / 西東社 

スーパーやコンビニでおなじみのスーパーカップ。もちろん

そのまま食べても美味しいですが、材料に注目すると…お菓子

作りに必要なものが全部そろっているんです！この本はそん

なスーパーカップを活用した明治の公式レシピ集。定番のおや

つから、こんなものまで！？と思ってしまうような、本格スイ

ーツまで紹介されています♪ 
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『素晴らしきお菓子缶の世界』中田 ぷう / 光文社 

こちらの本に載っているのはお菓子……ではなくお菓子

の入れ物「お菓子缶」。かわいいものやおしゃれなものなど、

お店やブランドのこだわりが詰まった缶の数々に、甘いと

きめきを感じずにはいられないかも？ 

『ぼくの魔法のおやつ 一度は作ってみたい!!』 
ぼく / ワニブックス 

「魔法」という響きがもうときめいちゃう!! 

元パティシエイラストレーター・ぼくさんの不思議でかわ

いい世界観のお菓子を集めたレシピ集。表紙を飾る「夜空

の琥珀糖」はなんと、Twitterで 78000 いいねを獲得！他に

も魔法のような素敵なスイーツが満載です。 

『にじいろのおやつ  

卵・乳製品を使わないナチュラルスイーツ』 

石井 織絵 / WAVE 出版 

白砂糖や卵、バターなどを使わずに作るスイーツレシピ。

クッキーもスコーンもカップケーキも！野菜や花、ハーブ

などを使って作るナチュラルスイーツはアレルギーのある

人でも安心して食べられます。美味しいのに体にも優しく

て、見た目もかわいいお菓子を大紹介の 1冊です。 

もっと！楽しむスイーツ 
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 『すごいヤバい戦国武将図鑑』  小和田 泰経ほか / カンゼン 

戦国武将たちの「ヤバい」エピソードの数々を紹介する本書。歴史に名

を残した武将たちも人間。成功するばかりではなく、さまざまな失敗をし

ています。すべて史実と受け取らずに、「へえ～」とお気楽に読むのがベス

トな一冊です。 

『出ない順中山の日本史 C 今こそ推したい日本人』中山/ 飛鳥新社 

タイトルの通り、日本史上の偉人や出来事に関するコアな情報を面白おか

しく書いた、勉学には全く役立たないであろう歴史コメディ本。 

日本史の教科書を模した表紙がすでに面白いですが、中身もおもしろさ満載

です！ 

『ねこねこ日本史でよくわかる日本の古典』 
そにし けんじほか / 実業之日本社 

2021年に惜しまれつつも終了した NHK・Eテレの人気番組「ねこねこ日本

史」から学習漫画が登場！学校の授業で必ず習う「源氏物語」や「古今和歌

集」などの名作古典を漫画やクイズで楽しく学ぶことができます。 

『日本史を動かした 50 チーム 歴史を深ぼり!』 

 伊藤 賀一 / JTBパブリッシング 

日本の歴史を辿る上で注目するのは、教科書にも載っている偉人。 

ですが、日本の歴史を動かしたのは 1 人の力ではなく「チーム」の力で

した。飛鳥時代から現代までの日本史を全 50チームの目線でそれぞれ紹

介した 1冊。日本史を動かしたチームの関係性とは…!? 

『インスタ映えする戦国時代』スエヒロ / 大和書房 

信長の LINE に届くメッセージって？戦国時代に YouTube があったら?

そんな“もしも”をあつめた一冊。歴史の話になると、聞きなれない言葉

もたくさん出てくるし、どういう意味かよくわからない…と感じること

も。そんな時、身近なスマホやインターネットに置き換えてみたら、その

面白さがわかるかも!? 

『日本刀と武士 その知られざる驚きの刃生』二木 謙一 / 実業之日本社 

歴史と言えば、侍。侍と言えば刀!!ということで今回紹介する本は、日本の歴史を

支えてきた刀にまつわる物語をこれでもかと詰め合わせた１冊です 



 

次は 5月に発行予定です。次回のテーマは“文房具”！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タ イ ト ル 作 者 名 出 版 社 

ペーパー・リリイ 佐原 ひかり 
 
河出書房新社 

笹森くんのスカート 神戸 遥真 講談社 

「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と 
僕が言い続ける理由 

大空 幸星 河出書房新社 

 
中学生から知りたいウクライナのこと 小山 哲ほか 

 
ミシマ社 

やらかした時にどうするか 畑村 洋太郎 筑摩書房 

難しい本を読むためには 山口 尚 筑摩書房 

『バンピー』いとう みく / 静山社 

母を病で亡くし、頼りの父は 5か月前から行方不明。妹たちの

面倒を見ながら学校に通う成に見知らぬ番号から着信が…。突然

シェアハウスをすることになった、でこぼこな家族の物語。 

「朝日中高生新聞」の書籍化。連載では明かされなかった謎も明

らかになる。 

『ぼくらは、まだ少し期待している』 

木地 雅映子/ 中央公論新社 

高校３年の土橋輝明と秦野あさひは、学校行事に度々駆り出さ

れる「優等生」同士。ある日あさひの失踪を知った輝明は、その行

方を追い始める。輝明は徐々に彼女の過酷な生い立ちを知り…。 

ま だ ま だ あ り ま す 
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はざま編集のこぼれ本 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え⁉あのおやつって、北海道のローカルおやつだったの？ 
と、思わず驚いてしまうこの本。なじみのあるおやつなの
で、はざま世代のみんなでも、道民なら、きっと食べたこと
があるおやつが登場します。(ふ) 

『ローカルおやつの本』 
グラフィック社編集部 / グラフィック社 

『にっぽん全国おみやげおやつ』 
甲斐 みのり / 白泉社 

コロナ禍以降、旅行に行くことも、お土産を買ったりもら
ったり…という機会もめっきり減ってしまった、というそ
このあなた!全国の素敵なおみやげおやつが集まったこの
本を読んで、旅気分を味わってみませんか？地元の人から
も観光客からも愛されているかわいくておいしい「おみや
げおやつ」が満載の一冊。 
お取り寄せが可能なお菓子もたくさん紹介されているの

で、気になったおやつを実際に頼み、食べながら販売されて
いる地域に思いを馳せる…なんて楽しみ方もいかがでしょ
う。十勝からは六花亭のポテトチップス(坂本直行さんのパ
ッケージ)と、池田町・米倉商店のバナナ饅頭が紹介されて
います。(お) 

サイエンススイーツの最初にも出てくる宝石のような
砂糖菓子、琥珀糖。その琥珀糖にスポットライトを当てた
１冊。本物の宝石のような色をどのように作るのか？その
宝石の特徴を再現するカットの方法はどのようにすべき
なのか？など様々な手法を丁寧に教えてくれます。後半に
はアレンジレシピも掲載されていますよ！(ゆ) 

『きらきら鉱物菓子の作り方』 
ハラペコラボ / KADOKAWA 
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はざま編集のこぼれ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表のテーマが『甘い』と『歴史』なので……。 
平安時代にも甘味はあった！？ 
こちらは平安時代の古典作品に出てくるあま～いレシピを
10個紹介した児童書です。 
「けずり氷」や「ほうとう」などなんとなく想像できるもの
から、「ふずく」や「むぎなわ」など名前だけでは分からない
ものまで色々載っています。 
平安時代の食習慣や古典作品の概要も載っていて、古の時代
に思いを馳せることができる一冊です。 
手に入れにくい材料もありますが、ぜひ作ってみてください
(^^) (な) 

『古典がおいしい!平安時代のスイーツ』 
前川 佳代ほか / かもがわ出版 

そもそも歴史とは何なんでしょう？この本のタイトルで
は、「歴史とは靴である」と言っています。「靴」ってどういう
こと…? 
ただ楽しむためだけじゃない。今を、これからを生きていく
からこそ、歴史を学ぶ意義がある。気鋭の歴史学者が、鎌倉
の高校生たちに熱く語ります。(里) 

『歴史とは靴である』磯田 道史 / 講談社 

元号が令和になってから 5年。 
この 5 年が経過する間にもいろいろなことが起こりました。
昭和、平成、そして令和。日本特有の年の数え方ですが、「そ
もそもこの元号って何なの？」「誰が決めたの？」といった疑
問を抱える方もいるのではないでしょうか。 
そんな元号についての謎を日本の歴史と共に読み解く 1 冊。
飛鳥・奈良時代から令和時代までの元号を教科書で目にした
ことのあるものから、そんなのあったんだと思えるものまで
紹介してくれています。当時の時代背景も知ることができて、
ちょっとした歴史博士になれて、人に自慢したくなっちゃい
ます!（羽） 

『元号で見る日本の歴史 新元号「令和」に秘められた暗号』 
安藤 優一郎 / 徳間書店 
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Vol.29 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
はざま世代のみなさんを中心に人気の「●分後に」系の短編集。色んな出版社から出ています

が、短い時間でどんでん返しや意外性のある結末が楽しめるという特徴は同じです。 
私のおすすめは『ラストで君は「まさか！」と言う』シリーズ(PHP 研究所)。 

1 巻あたりおよそ 20 本のお話が楽しめ、装丁のイラストも幻想的で素敵です。 

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、札内東中、幕別中２年生のみなさんのリサーチで

す！ 
●札内中学校２年 
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Vol.30 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
はざま通信では、季節のテーマとしては「夏」の特集と「バレンタインデー」の特集を扱った

ことはあるのですが、「冬」そのものの特集はまだやってない…！とこちらのリサーチを読んでハ
ッとしました。冬に美味しい食べ物、防寒対策、冬が舞台の物語…色んな本が集められそうで
す！ 

●札内中学校２年 
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Vol.31 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
「水は答えを知っている」は今からおよそ 20 年前の 2001 年に出版され、大変話題になり

ました。本によるときれいな言葉の他、いい音楽を聞かせても綺麗な結晶ができるそうです。 
図書館でも読むことができます！ 

●札内東中学校２年 
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Vol.32 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
はざま通信では前々号の vol.26 で怖い話の本を集めた「暑さを吹き飛ばす怖い話」という特集

を行いました！この他、vol.19 でもミステリー特集の中でホラーテイストの本を紹介しています
ので、興味が湧いたらぜひチェックしてみてくださいね！ 

●札内東中学校 2年 
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Vol.33 

 

●イ～ンカおじさんのひとりごと● 
「ふまんがあります」は大人に色々モノ申したいことがある女の子と、その女の子の不満と疑問に
ユーモアたっぷりの回答をするお父さんの掛け合いがクスッときてしまうヨシタケシンスケさんの
絵本です。前作の「りゆうがあります」も合わせて一緒に読むと、更に面白さ倍増！ 

●幕別中学校 2年 



  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.28 

2023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.28、いかがでしたか？今回はおいしそう本がたくさんあっ

てどの本を載せるか非常に迷いました…！そして裏はざまでは、久しぶりの

「はざまリサーチ」コーナーでした。今回は 5 名の生徒さんのリサーチを掲

載しているため、いつもよりちょっとだけボリューミーです。 

紹介してくださった本もバラエティ豊かなので、ぜひお楽しみください！ 

【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。 


