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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■美味」 

新着図書 

怪談～Kwaidan Library～ 

季刊ブックレビュー 
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怪談 ～Kwaidan Library～ 

2016.11.5（土） 17：30 開演 
会場：田原市中央図書館 

第１部 「耳なし芳一」 
公 演：愛知県立成章高等学校 演劇部 ×  

村田 青水 氏( 薩摩琵琶奏者) 

芝居×琵琶
び わ

語り 17：30～18：10 

第２部  

「怪談とまちづくり 

～ふしぎな言い伝えのチカラ～」 
ゲスト：東 雅夫 氏（アンソロジスト・文芸評論家） 

       小泉 凡 氏（小泉八雲曾孫・民俗学者） 
定 員：50 人（先着順） 
対 象：どなたでも 

トークライブ 18：20～19：50 

成章高校演劇部が琵琶奏者とコラボ！
迫力ある「耳なし芳一」を演じます！ 

演劇の後は夜の図書館でトークライブが
開催されます！ 
怪談を観劇＆トークライブを聞いて、どっ
ぷり怪談の世界に浸かる夜に参加してみ
ませんか？友だち同士で参加しても OK！ 
      詳しくはチラシを見てね★ 



 … 特集 美味 … 
 

夏の暑さも落ち着いてどんどん秋らしくなってきましたね。 

図書館の人間としては「読書の秋」と言うべきところ  

なんですが、「食欲の秋」もなかなか捨てがたい…(-“-) 

 

と、いうことで「食欲」と「読書欲」を一気に満たす、 

まさに一石二鳥な特集をお届けします。 

みなさんは、どれから召し上がりますか？ 

 

この本は満腹時もしくは食後にお読みください。 

「シュークリーム・パニック Ｗクリーム」 

倉知淳∥著 講談社 2013年 913.6/クラ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 メタボな男性４人が参加したとあるダイエットセミナー。

それはなんと３日間の絶食合宿だった。耐えがたい空腹感に

イライラする４人。そんなとき、冷蔵庫の限定販売特製濃厚

プレミアムシュークリーム（４３０円）が盗まれてしまった！

果たして誰がシュークリームを盗んだのか？そもそもなぜ絶

食セミナーにシュークリームが！？本格ミステリ大賞を受賞

した作者によるかるーく楽しい短編事件。他２編収録。 

茶色くてしょっぱいお弁当に隠された秘密とは？ 

「弁当男子」 

池田將友∥著 ＰＨＰ研究所 2013年 913.6/イケ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

母親との確執が原因で、周囲になじめず毎日屋上でパン

を食べている大地。そんな大地に絡む美術教師万場がある

日、「僕の母親を見返すために、僕の手作り弁当を試食して

ほしい」と言い出した！万場が持ってくる弁当はいつも似

たおかずでしょっぱい味付けのものばかり。万場の弁当を

食べる内に大地は、なぜ自分の母親が料理をしなくなった

のか思い出し、再婚を考える母親との関係を見直していく。 



丘を海を空を行くおばけ桃、行き着く先は？ 

「おばけ桃が行く」 

ロアルド・ダール∥著 評論社 2005年 933.7/ダ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 両親を亡くし、二人の叔母に引き取られたジェイムズ・

ヘンリー・トットコ君。身勝手でぐうたらで冷酷な叔母さ

んたちにこき使われていたジェイムズ君の前にある日不

思議な老人が現れた。老人からもらった緑色の粒を庭にま

いてみると、家一軒くらい巨大なおばけ桃が生えてきてし

まった。桃の中で出会った７匹の巨大な虫たちとともにジ

ェイムズ君は冒険の旅に出発するが…。 

甘―い砂糖菓子に辛口な妖精を添えて 

「銀砂糖師と黒の妖精 シュガーアップル・フェアリーテイル」 

三川みり∥著 角川書店 2010年 913.6/ミカ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

人間が妖精を使役する国、ハイドランド王国。アンは亡き

母の跡を継ぎ、銀砂糖師を目指していた。銀砂糖師とは王家

御用達の砂糖菓子を作る特別職のことで、砂糖菓子品評会で

王家勲章を授与されなければ名乗ることはできない。どうし

ても今年の品評会に出場したいアンは危険な街道を通るこ

とに。そのために用心棒として買った戦士妖精は美形だがや

たらと口が悪くて…。実はコミックも発売してます。 

ある意味、最高の贅沢！ 

「食べごろ 摘み草図鑑」 

篠原準八∥著 講談社 2008年 470.3/ｼ 一般 

 セリナズナゴギョウハコベラホトケノザスズナスズシ

ロ・・・いや、呪文じゃなくて春の七草なんですけど、ナ

ズナとかゴギョウとかホトケノザなんかの食べ方っなん

てわかんない！しかしこの本には、そんないろんな野草の

生えている場所や、採取方法から調理方法、さらにはアク

の強さの度合いまで記載されている親切設計！でも、似た

ような毒草を食べないためにも、『薬草・毒草を見分ける

図鑑 磯田進∥監修』なんかも合わせて借りたいところ。 



あいつが食べていたのは、こんな味だったのか！ 

「夢の名作レシピ １ マンガに出てくるお菓子とごはん」 

星谷菜々∥監修 日本図書センター 2014年 596/ﾕ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

あの絵本で食べていたものは、どんな味がするんだろ

う。あのマンガのキャラクターは料理をしていたけど、ど

うやって作ったんだろう。本や漫画を読んでいて、そんな

ことを思ったことはありませんか？この本を読めば、そん

な疑問もスパッと解決！なんとレシピがのっているんで

す。料理をしたことがない？大丈夫。道具の使い方からポ

イントまで簡単に教えてくれるので、安心です。 

表紙を見るだけでよだれが… 

「風味さんじゅうまる」 

まはら三桃∥著 講談社 2014年 913/マ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

かつては砂糖を運んだという長崎街道沿いに大正時代か

ら続く和菓子屋「一斗餡」。黒糖かりんとう「カンミとう」

と、ひと口羊羹「北斗星」が人気商品のこの店には正反対

の兄妹がいる。チャラくて上白糖系の兄北斗と、頑固で黒

砂糖系の妹風味。そんな一斗餡に新商品で競い合うＳＳ－

１グランプリの話が舞い込んできた。名物のあんこを使っ

た新商品の開発に乗り出すが…。 

甘くて美味しいミステリーはいかが？ 

「カップケーキよ、永遠なれ」 

Ｊ．Ｂ．スタンリー∥著 原書房 2014年 933.7/ｽﾀ 一般 

 『ダイエット・クラブ』シリーズ第６弾。デブ・ファイ

ブとして難事件を解決してきたメンバーであったが、肝心

のダイエットの方は思うように進まない…。 

今回は催眠療法で減量を目指すことになった！みるみる

効果が出たのだが、またもや殺人事件が起こる。 

 各章タイトルはおやつ、巻末にはカクテルやケーキなど

のレシピ。これは…何かを食べずには読めない１冊。 



プーの起こす騒動は、大体ハチミツが関わっている 

「ウィニー・ザ・プー」 

Ａ．Ａ．ミルン∥著 新潮社 2016年 933.7/ミル ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 くまのプー♪でおなじみのくまのプーさんの原作本で

す。おバカでハチミツ大好きな食いしん坊・くまのプーと

彼が大好きな親友クリストファー・ロビン、ちょっと臆病

な子ブタ・コプタン（ピグレット）など、よく知っている

キャラクターが原作の世界だとちょっと変わった印象に。

でも面白さや可愛らしさはそのままなので安心を☆深く知

った分、彼らをより好きになれること間違いなし！ 

ページ左上のパラパラマンガも必見！ 

「虫はごちそう！」 

野中健一∥著 小峰書店 2009年 383/ノ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 昆虫食といえば、イナゴやハチノコ。しかし、実は日本

ではセミやカミキリまで食べる地域も。世界ではさらにタ

ガメ、カメムシ、イモムシ、コオロギ、カブトなども食べ

られています。とある国では昆虫採集（食用）半日でなん

とうどん二杯分の収入に！知られざる昆虫食の世界。日本

で人気の高い東南アジアの大型カブトムシ（コーカサスオ

オカブト）だってもちろん美味しくいただきます。 

 

☆「美味」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『“ＴＨＥ ＳＯＵＬ”：ドリームズ・カム・トゥルー・グレイテスト・ヒッツ』 

ドリームズ・カム・トゥルー 2000 年 CD211/ド 中央 

「あなたにサラダ」はサラダをつくりながら歌ってしまいそう。 

 

ＤＶＤ『大統領の料理人』 2012 年 DVD C42/ダ 中央 

 ごはん映画といえばコレ！フランス大統領のプライベートシェフを務めた女性の実話。

サントノーレなどミッテラン大統領を虜にした料理はどれもおいしそうです。 

 

★★ＣＤ・ＤＶＤは人気の資料です。貸出中の場合は、予約をしてね！ 



他にもこんな本あります♪ 

 

○『ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）』 

七月隆文∥著 新潮社 2015年 913.6/ナナ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『食堂かたつむり』 

小川糸∥著 ポプラ社 2008年 913.6/オガ 一般 

 

○『和菓子のアン』 

坂木司∥著 光文社 2012 年 913.6/サカ 一般 

 

○『珈琲店タレーランの事件簿また会えたなら、あなたの淹れた珈琲を』 

岡崎琢磨∥著 宝島社 2012年 913.6/オカ 一般 

 

○『バージンパンケーキ国分寺』 

雪舟えま∥著 早川書房 2013年 913.6/ユキ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『放課後の厨房（チューボー）男子』 

秋川滝美∥著 幻冬舎 2015年 913.6/アキ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『先生、シマリスがヘビの頭をかじっています！』 

小林朋道∥著 築地書館 2008年 481.78 /コ 一般 

 

○『負けないパティシエガール』 

ジョーン・バウアー∥著 小学館 2013年 933/バ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『妖怪アパートの幽雅な食卓』 

香月日輪∥原作 講談社 2009年 913/コ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『高校生レストランまごの店おいしい和食のキホン』 

村林新吾・相可高校調理クラブ∥著 岩波書店 2015年 596/ム ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

   

 

 

予告：次号の特集は「入門！名作」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
江戸っ娘だっておしゃれが大好き♪ 

「ゆめ結び むすめ髪結い夢暦」 

倉本由布∥著 集英社 913.6/クラ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

北町奉行所に代々吟味方与力として務める浅岡家の娘、

卯野。髪結いときれいなものが大好きで、一人で町にでか

けては通りすがりの女のひとたちの髪形や着物をながめる

のが何よりの楽しみ。母と生真面目な兄周太郎、そして姉

妹のように仲がいい義姉千世とともに平和な日々を送って

いた。しかし兄に放火の疑いがかけられたことで、浅岡家

の生活が一変してしまう。 

最大多数の最大哲学バトルここに開催ッ！！ 

「大論争！哲学バトル」 

畠山創∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 100/ﾊ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 殺人は悪なのか！？人間の本性は善か、悪か！？戦争は

いけないことなのか！？ 

普段、なにげなく決めつけていることに、古今東西の哲

学者は挑み続けてきた。時代も国も異なる哲学者たちが、

時空を超えて討論する！ 

ちなみに、このキャラクターにどこか見覚えが…と思っ

たら、イラストは逆転裁判のキャラデザの人なんですね。  

クールで強い「白雪姫」 

「ルミッキ 1 血のように赤く」 

サラ・シムッカ∥著 西村書店東京出版編集部 993.61/シム ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 舞台は北欧・フィンランド。高校の暗室で、血で汚れた

大量のお札が乾かされていた。それを見付けてしまった他

人と関わらない主義の女子高生ルミッキは、面倒事を避け

るため事件のことを忘れようとする。しかし、ルミッキの

願いとは裏腹に事件の中心人物エリサがルミッキに助けを

求めてきてしまった！裏社会の組織「白熊」とも関わる事

件に、ルミッキは頭脳と身体能力のみで立ち向かうが！？ 



 


