作家

マンガ家

『ごはんのことばかり100話とちょっと』
よしもとばなな著 朝日文庫 2013
台湾の小龍包、友達が焼いてくれるパ
ン、父・吉本隆明さんがつくったお弁当
…。4年で書き溜めた103話と3つのレシ
ピ。食べるしあわせを噛み締められる1冊。

『文学はおいしい。』
小山鉄郎著 作品社 2018
100の文学作品に登場する
食べ物や飲み物の歴史など
を紹介。美味しそうな食べ
物も数々の名作も一気に楽
しめます。挿画は漫画家の
ハルノ宵子さん。よしもと
ばななさんのお姉さんです。

『白洲家の晩ごはん』
牧山桂子著 新潮社 2015
白洲次郎・正子の娘であ
り、料理番として数々のご
はんを作ってきた著者。両
親とのエピソード、定番の
レシピ、お気に入りの食器
なども公開されています。

はと時計１１月号

『作家の口福』
『作家の口福 おかわり』
恩田陸他 朝日文庫 2011,2016
続編も含めて40名の作家が
描く、自分だけのご馳走。作
家ごとに視点が違うので、好
みの合いそうな人が見つかる
かもしれません♪

『文学ご馳走帖』
野瀬泰申著
幻冬舎新書 2016
食べることに焦点を合
わせて読むと、1回読んだ
本にも再発見があるかも？
あの食べものはいつ頃どう
やって生まれたか、この食
べ方をするのは関西だけな
のか…などなど、各種文献
を頼りに解き明かします！

『作家の食卓』
コロナ･ブックス 平凡社 2005

『わるい食べもの』
千早茜著 集英社 2018

「食いしん坊作家たちのアラ
カルト事典」では作家それぞれ
の好物やエピソードをメニュー
別に紹介。作家ごとのページで
は、檀一雄のいきいきとした様
子に、こちらも楽しい気持ちに。
ほかの文豪たちも負けず劣らず
の熱量で、食に一途な彼らを身
近に感じることができます。

世の中にはいい食べも
のがありすぎる！わるい
食べものにこそ奥深さが
あったりして…。洋菓子
などの甘いものはもちろ
ん、おかかごはんといっ
た素朴なものまで。食べ
ることを全力で楽しむ気
持ちが前面に出た1冊。

『くいいじ』
安野モヨコ著
文春文庫 2013

『パスタぎらい』
ヤマザキマリ著
新潮新書 2019

マンガ家ならではのエピ
ソード（〆切前の食事、編
集者さんの差し入れセンス
etc.）だけでなく、日常の
美味しいものも貪欲に語る、
食欲暴走エッセイ。

イタリアで暮らすこと35
年。イタリアンだいすきなの
かな、と思いきや、世界には
パスタよりもっと美味しいも
のがある！と豪語。各地で食
べたご馳走を綴った1冊。

タレント

詩人

『たべたいの』
壇蜜著 新潮新書 2017

『もぐ∞』最果タヒ著
産業編集センター 2017

「食べ物に対する情熱が
低い上に、それほど造詣も
深くない」と言いつつも、
毎回クスッとさせられる壇
蜜節が炸裂。あらゆるたべ
ものへの考察、俳句、イラ
ストを詰め込ん
だ盛りだくさん
のエッセイ集。

神戸出身の詩人による偏愛
エッセイ。目次にも勢いを感
じます！深夜2時、「ひひひ」
と言いながら温めた食パンに
高級チョコを並べ、溶けたも
のを無心で頬張る著者。背徳
感にうっとり、味覚のしもべ
と化した姿は清々しく、なん
だかとってもキュートです。

料理家

スタイリスト

『日々ごはん①～⑥』
高山なおみ著
アノニマ･スタジオ 2004～

『台所のニホヘト』
伊藤まさこ著 新潮社 2013

食欲の秋。読むとお腹がすいちゃうような珠
玉のエッセイを集めました。いろんなひとが
描いた“食べ物”を味わってみませんか？
松蔭中高図書館
2020年11月4日発行
library@shoin-jhs.ac.jp
担当：高田

エッセイスト
『もの食う本』木村衣有子著 ちくま文庫 2011
食べるシーンに注目して読んだ本40冊を紹介。日
本を代表する文豪の小説から、ドラマ・映画化され
たあの漫画まで、あらゆる種類の「食う」を網羅。
『こいしいたべもの』森下典子著 文春文庫 2017
表紙のホットケーキがとっても美味しそう♪鳩サ
ブレーやダクワーズ、クリーム白玉あんみつなどお
菓子が多めのラインナップ。『日々是好日』著者に
よる、たべものにまつわるしあわせな記憶。
『味なメニュー』平松洋子著 新潮文庫 2018
土鍋で提供されるシチュー、551の豚まん、駅やデ
パ地下のジューススタンド…お品書きから読み解いた、
お店への愛がぎゅぎゅっと詰まった真摯なエッセイ。
『バタをひとさじ、玉子を3コ』
石井好子著 河出書房新社 2011
1950年代、パリで歌手として活動していた著者。
その時期に食いしん坊になったそう♪国内外問わず、
思い出と共に語られる食べもの、全部美味しそうです。

簡単そうなのに、絶対美
味しいだろうなぁ、と想像
できるメニューたち。毎日
の気持ちや体調の変化、友
達と行ったお店など、高山
さんの暮らしを綴った日記。
2018年から神戸在住、現
在もHPで更新中です。

テーマは「家事」。台所
大好きな著者が紹介してく
れるごはん周辺いろいろ。
写真も美しく、こんなごは
ん作ってみたいな、もし自
分だったらどんな食器を選
ぶかな、と想像が膨らみま
す。眺めているだけでも元
気が出てきますよ♪

11月9日（月）～14日
（ 土） 宗教 週間 図 書館
ではチャリティブック・
バザーを実施します。
図書館で所蔵できなくなった資料や生徒・教
職員から供出された資料を一冊10円以上の寄付
でお分けします。今年は旅行ガイドがでます！
各大学の入試問題集・赤本もでます。
昨年の雑誌でほしいものがあった人は要チェッ
ク ！自 分の 興味のある
テ ーマ の本 がないか、
ぜ ひ見 に来 て下さい。
寄付先はSVAアジア子ど
も 募金 にア ジアの恵ま
れ ない 子ど もたちに教
育 の機 会を 与える役に
立ちます。

『アーモンド』 ソン・ウォ
ンピョン著 祥伝社 2019
生まれつき感情がもてな
い少年。家族が目の前で殺
されても泣くこともできな
い彼が、他人のなかで、傷
つき、失敗しながら、初め
て心というものを石のよう
に感じたのは同じように母
を失った怪物に出会ったと
きだった。
2020年の本屋大賞の翻訳
小説部門受賞作です。人間
の集団はだれか犠牲者を見
つけずにはいられない。痛
くて寂
しくて
つらい
けど一
筋の光
を見出
す小説

です。アーモンドは感情を
感じる脳の器官（扁桃体）
のこと。アーモンドの形を
しています。

読書の秋！原作
読みませんか？
映画化（公開中・
予定）
『みをつくし料理帖』
高田郁著 ハルキ文庫 1～
10 2009～
何年か前に本校のバザー
で「はてなの飯」と「とろ
とろ茶碗蒸し」をやって大
好評でした（美味しかった！）
が、松本穂香と奈緒のコン
ビで映画が公開中。レシピ
集もあります。

『朝が来る』辻村深月
著 文春文庫 2018
長い不妊治療に苦しみ、
特別養子縁組で男子を授かっ
た夫婦。大切に可愛がって
育てるふたり。ある日、息
子を返してほしいと実母か
ら電話がかかってくる。以
前息子を渡したとき、彼女
は中学生だった。永作博美
と井浦新の主演で公開中
『博士と狂人』 サイ
モン・ウィンチェスター著
ハヤカワ文庫 2006
世界最高峰と呼ばれるOED
（オックスフォード英語大
辞典）を40年かかってつく
りあげたノンフィクション
が原作です。メル・ギブソ
ンはこの映画を20年かかっ
てつくりました。貧しいイ
ギリス人学者マレーと、南
北戦争で精神を病んだアメ
リカ人軍医が協力して作り
上げるのですが、彼が殺人
犯と知れてしまい、プロジェ
クトにストッ
プがかかっ
てしまいま
す…。殺人
犯役がアカ
デミー賞主演男優賞を二度
も受賞しているショーン・
ペン！公開中。
『罪の声』 塩田武士著
講談社 2016
グリコ・森永事件をモデ
ルにしたフィクション。日
本中を震撼させた青酸入り
菓子ばらまき事件。その恐
喝につかわれたテープの声
は自分が子どもの時の声だっ

た…！なぜこのテープを父 の名前。幸せだったときか
が持っている？父と事件の らずっと家族をみてきた。
関係は？僕は何をやらされ 13日公開
た？小栗旬と星野源のダブ
ル主演で映画化され公開中。 『シラノ・ド・ベル

ジュラック』エドモン・
『おらおらでひとり
いぐも』若竹千佐子著
河出文庫 2020
結婚の３日前に東北を抜
け出して東京にやってきた
桃子。夫に先立たれ、子ど
もたちとも疎遠になり、ひ
とりでいろいろなことを考
えてしまう。暖かみのある
東北弁で今の桃子（田中裕
子）と若いときの桃子（蒼
井優）の回想をお楽しみあ
れ。芥川賞受賞作品です。
6日公開

ロスタン著 光文社文庫 2
008ほか
シラノは心優しい大きな
鼻の男。美男子クリスチャ
ンが従妹のロクサーヌにラ
ブレターを書くのを代筆す
ることに。けれど彼もロク
サーヌを心から愛していた
…。映画「シラノ・ド・ベ
ルジュラックに会いたい！」
はこの戯曲ができあがるま
でを描いた伝記映画。13日
公開

『ホテルローヤル』
『叶えられた祈り』
トルーマン・カポーティ著
新潮文庫 2006
上流階級に憧れる男娼。
実在の人物のエピソードも
多く、著者自身を破滅に追
い込んだ問題の遺作。ドキュ
メンタリー映画「トルーマ
ン・カポーティ真実のテー
プ」のベースになった本で
す。11月27日公開（神戸）

『さくら』 西加奈子著
小学館文庫 2007
吉沢亮が兄、次男が北村
匠海、妹が小松菜奈という
美男美女の兄弟で映画化さ
れました。長男が事故で亡
くなり、幸
せな一家が
崩壊してし
まいます。
サクラは犬

桜木紫乃著 集英社文庫
2015 直木賞受賞作
北国にあるラブホテル。
就職に失敗してそれを継ぐ
ことになった一人娘を波瑠
が、彼女が思いを寄せるア
ダルトグッズの営業を松山
ケンイチが演じます。13日
公開

『歌集

滑走路』

萩原慎一郎著 角川書店
2017
きみのため
用意されたる
滑走路
きみは翼を
手にすればいい
非正規、いじめ、逆境の
なか希望を託した歌集。あ
とがきを書いてすぐ亡くなっ
た歌人のベストセラーをベー
スに映画ができました。

水川あさみ
20日公開。

浅香航大主演。

TVドラマ化

『ルパンの娘』 横関
大著 青い鳥文庫
2020
盗賊の一族の娘と警察一
家の長男が恋に落ちた。深
田恭子、瀬戸康史主演。
恥ずかしくなるようなミュー
ジカルシーンがツボですね。

生徒リクエスト本紹介
『夜露姫』 みなと菫著

講談社
2016
時は平安。中納言の姫・晶子は父の
中納言が帝から預かっていた名笛「黒
鵜」がなくなってしまい、それが原因
で父が亡くなり、自分も死のうとしていた。しかし、あ
る夜、夜盗「狭霧丸」と共に姿を消す。晶子は「黒鵜」
を探すため、狭霧丸と夜盗「夜露姫」となったのである。
夜の姫君・夜露姫の冒険が、今、幕を開ける！！
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『桜のような僕の恋人』宇山佳佑著

集英社文庫 2017
泣けると聞いて、いろんな本屋さんに探しに行ったけ
れどなくて、松蔭の図書館にリクエストして読んでみた
らすごく泣けていい作品でした。

H3 HH

インターネットで蔵書が検索・予約できるようになり
ました。
https://private.calil.jp/gk-2003021-h9n7q/
予約した日の翌日午前中にはカウンターに用意
していますので、１週間以内に図書館に借りに来て下
さい。特に図書館から連絡はしません。
2020年（令和２年）11月4日発行 松蔭中高図書館広報誌 はと時計227号

