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『シンマイ！』
浜口 倫太郎/著 講談社

13：30～14：20 全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～地区決戦

14：30～16：00 浜口倫太郎先生講演会

「小説と映像 ～“書く”ということ～」
※申込みは11/1（木）から市ＨＰ、市内５図書館・室カウンターと電話（75-5000）

平成３０年１１月２５日（日）
生駒市図書会館 ３階 大会議室

浜口倫太郎さんプロフィール
1979年2月19日生 生駒市在住
放送作家として『たかじん胸いっぱい』『ビーバップハイヒール』等の番組を担当したのち、
2010年『アゲイン』（文庫は『もういっぺん。』に改題）で、第5回ポプラ社小説大賞特別賞、小説家デビュー。
2017年『22年目の告白ー私が殺人犯ですー』を執筆。20万部を超えるベストセラーとなる。
他著作に『廃校先生』『神様ドライブ』『貝社員 浅利軍平』『クジラ島のナミ』など。

今回のテーマは、おいしい読書！
読むだけでお腹のすく、おいしい本を集めました。

参加費無料
（申込制）

「お米の中には神様がいるから、残さず大切に食べなさい」と親に言われて
育った方は、多いのではなかろうか？では、お米の中の神様って、何柱？諸
説あるようだが、この本を読んで、「八十八」説を信じたくなった。米作りの名
人の祖父に教わることになった新米農家の翔太。毎朝５時に起きて、黙って
田んぼを眺めているだけの祖父が分からず、腹を立てたこともあったが、そ
の米を味わった瞬間、祖父の視線の先にあるものが知りたくなった。最高の
米、“神米”をめざし、翔太の米作りの日々が始まった。

浜口倫太郎さん講演会＆
全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～地区決戦

10月2日（火）から市内の

５図書館・室で貸出できる本が
一人２週間で５冊から
２週間で１２冊に増えます。

『シンマイ！』の作者、浜口倫太郎さん（生駒市在住）の講演会と、
大阪で初開催の、全国大学ビブリオバトル2018の地区決戦を同時開催します。

イチローがマリナーズの球団特別アドバイザーになったニュースを聞いた。

凄いことである。

そう、あのイチローである。イチロー（本名：鈴木一朗）は、再びマリナー

ズで６年ぶりにマリナーズのユニフォーム姿を見ることになった。日米通算

4367本安打（2018/5/2）を記録したプレイヤーである。

イチローが打ち立てた数々の記録以上に凄さを感じさせられるのが、野球に

対する日常の姿勢である。150試合以上あるＭＬＢで何歳になろうとも常に一

線で活躍できる状態を保っているのは、スタメンでなくても、誰よりも早く球

場に入り、もくもくと毎日地道な準備と鍛錬の積み重ねを続けることによって

生まれたものである。プロスポーツの厳しさを知り尽くし、それに対応するた

めの身体づくり、それとメンタルの強さが大切なことを知っているからである。

私の父が棟梁だった頃、度々仕事場に連れていかれた。その時に常に言われ

たことが、事前の準備の大切さと足元を常に綺麗にするよう注意を払うことで

あった。今考えると、才能をフルに発揮するためには、あえて緊急事態を意図

的につくり、火事場を前もって想定し、追い込まれた心理を知ることが、仕事

に臨むプロの本質であると教えたかったのではないかと思われる。

二人の共通点は、プロの仕事は念入りな事前の準備と足元を整えることで

あったろう。

与えられる仕事の質、量はバラバラのことが多いと思うが、この基本を知っ

ていることにより、徐々に重要な仕事を任せて貰えるようになろう。

お父さん、今でも教えを守っていますよ。

利用者の声をお伝えします。

私の心を動かした1冊 ㉑

『イチローの流儀』

（小西 慶三／著 新潮文庫）
吉見 保

(図書館南分館とイベント「みなみの図書館“未在亭”」を共催している市民グループ「図南の翼」に所属)
となん

10月～201９年3月の休館日 毎週月曜日、館内整理日（10／５、11／２、12／７、

2／１、3／１）、年末年始（12／２8～1／4）、特別整理期間（2／1８～2／2５）

☆10／８（月）、11／3（土）、11／23（金）、12／23（日）、1／１４（月）、

2／11（月）、3／21（木）の祝日は全館開館（9：３0～17：00）します。

編集後記

おいしい本って不思議です。どうして文章なのによだれが出そうになるのでしょうか・・・・・・。実際の味は想像するしかない、
だからこそ本の中の「おいしい！」は無限大です。皆さんもお気に入りの一品、もとい一冊を見つけてみませんか？（Ｎ）
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イギリス人のグルメ評論家が、庶民

の味から会員制料亭まで、食べて食べて食べまくる！外国人の

視点から描かれる日本料理の奥深さは、日本人にとっても目か

ら鱗。軽妙な語り口にも味があり、妻と子どもの観光につきあう

場面も楽しく、二度おいしい。

『英国一家、日本を食べる』
マイケル ・ブース／著 亜紀書房

『和菓子のアン』
坂木 司／著 光文社

行ってみたい国、逆に一生縁のなさそうな国の料理。

例えば、セネガルの「マフェ」は、鶏肉と玉ねぎをトマト

缶等で煮込み、本当におうちにあるもので完成。コク

があるのにサッパリしていて、家族からも「また作っ

て」と大好評！次はどの国にするか悩むのも楽しい！

『全１９６カ国おうちで作れる 世界のレシピ』
本山 尚義／著 ライツ社

『ヴァン・ショーをあなたに』
近藤 史恵／著 東京創元社

お
い
し
い
謎
解
き

築地も目と鼻の先、東京下町「はじめ食堂」。店の売り

は、今は懐かしいおふくろの味と、仲の良い嫁姑・二三

(ふみ)と一子(いちこ)が客に焼くほどほどのおせっかい。

元食堂のおばちゃんである作者が腕を振るった味わい

深い一品（短編）５つ。どうぞ召し上がれ。

『食堂のおばちゃん』
山口 恵以子／著 角川春樹事務所

食べることが大好きなアンちゃん

こと、梅本杏子18歳。デパ地下の和菓子屋勤務。お店で働

いているうちにお客さんの不思議な行動には、和菓子に秘

められた遊び心や歴史が関係していることに気づい

て・・・・・・。和菓子って意外と面白いかも？
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『秋期限定栗きんとん事件上・下』 米澤 穂信／著
東京創元社創元推理文庫

『うっとり、チョコレート』 青木 奈緒（ほか）／著
河出書房新社（おいしい文藝）

『ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）』 七月 隆文／著
新潮社（新潮文庫nex）

『まるまるの毬』 西條 奈加／著 講談社
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『真夜中のパン屋さん 午前０時のレシピ』
大沼 紀子／著 ポプラ社（ポプラ文庫）

『パンとスープとネコ日和』 群 ようこ／著 角川春樹事務所
『世界のサンドイッチ図鑑 意外な組み合わせが楽しいご当地レシピ３５５』

佐藤 政人／著 誠文堂新光社

『トラブルクッキング』 群 ようこ／著 集英社
『巴里の空の下オムレツのにおいは流れる』 石井 好子／著

暮しの手帖社
『食の思想 小林カツ代の日常茶飯』 小林 カツ代／著 河出書房新社

『四十九日のレシピ』 伊吹 有喜／著 ポプラ社
『世界のおばあちゃん料理』 ガブリエーレ・ガリンベルティ／著 河出書房新社
『お弁当。 アンソロジー』 阿川 佐和子（ほか）／著 パルコエンタテインメント事業部

＜パ・マル＞はスタッフ４人の

下町のビストロ。シェフの三舟は、変人だけれど、抜群の料理
の腕を持ち、その上お客が持ち込む謎も鮮やかに解き明かす
名探偵。

シェフお得意の香り高い飲み物ヴァン・ショーは、実はフランス
修行時代の思い出と謎が秘められていて・・・・・・。
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『からいはうまい アジア突撃極辛紀行 韓国・チベット・遠野・信州編』
椎名 誠／著 小学館

『ステーキを下町で』 平松 洋子／著 文藝春秋
『世界の屋台メシ 世界のストリートフード１２０レシピつき』

ジャン＝フランソワ・マレ／著 グラフィック社
『面白南極料理人』 西村 淳／著 新潮社（新潮文庫）
『河童のスケッチブック』 妹尾 河童／著 文藝春秋

『花の下にて春死なむ』 北森 鴻／著 講談社
『麒麟の舌を持つ男 上・下』 田中 経一／著 幻冬舎
『パンプルムース氏のおすすめ料理』

マイケル・ボンド／著 東京創元社
『ディナーで殺人を』 ピーター・ヘイニング／編

東京創元社（創元推理文庫）

給食でおなじみのコッペパンが、様々な食材と組み

合わさって大変身！ねぎチキン、焼きなすドライトマト、

抹茶バター、ティラミス風など、その数なんと80種。シ

ンプルだからこそ、作り手のアレンジとチャレンジが光

る。私の一押しは、あんバターコッペです。

『コッペパンワンダーランド！
はさんで、おいしい！バリエ８０ 』

与儀 高志／著 世界文化社

『百人一酒』 俵 万智／著 文藝春秋
『泥酔懺悔』 朝倉 かすみ（ほか）／著 筑摩書房
『マッサンとリタ ジャパニーズ・ウイスキーの誕生』

オリーヴ・チェックランド／著 ＮＨＫ出版

『ランチ酒』
原田 ひ香／著 祥伝社

祥子の仕事は、夜から朝まで依頼された人や動物を寝

ずに見守る「見守り屋」。夜が明けた仕事帰りに、美味しい

料理で昼酒を飲むことが唯一の贅沢だ。飲んで思い出す

のは、失敗した結婚生活、残してきた愛娘･･････。人生は

ままならないけれど、今日も飲んで食べて生きていこう。

特集期間
2018.10.6 （土）～2019.4.4（木）


