お弁当が出てくる話

『弁当屋さんのおもてなし ほかほかごはんと北海鮭かま』
喜多みどり著 角川文庫 2017

『ランチのアッコちゃん』
柚木麻子著 双葉文庫 2015
いつもお弁当を作って出勤している三智子。
ある日、三智子は、みんなから一目
置かれている怖い上司、アッコちゃ
んこと黒川部長とひょんなことから、
お昼ご飯を一週間交換することに…。

急な失恋と札幌への転勤に、身も心も疲れきってしまっ
た千春が、ある日仕事帰りに見つけたのは、お客様の食べ
たいものを作ってくれる魔法のお弁当
屋「くま弁」だった。イケメンでやさ
しいユウさんのつくるくま弁に千春は
おなかの中から励まされていく！

みんなの

お弁当
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みんなのお弁当のぞいちゃう？
十人十色のお弁当をご覧あれ！
『日本のお弁当（聞き書 ふるさとの家庭
料 理 19） 』 農 山 漁 村 文 化 協 会 編 奥 村 彪
生 解 説 農 山 漁 村 文 化 協 会 2003
家庭 から その時 々、 それ ぞれの 目的 の場
へ持 参し、 食べ るお 弁当、 携行 食。
わたし たち 日本人 は、 おめ でたい 場面 で、
行楽の場面で、お弁当を食べる風習がある。
ま た、 山や海 の上 で一 日仕事 をす る人は
そこで お弁 当をい ただ く。 わたし たち を支
え る伝 統的な ふる さと のお弁 当の 数々。
『み んなの お弁 当日記 20人 のおいしそ うな
お昼 、覗かせて いただきま す♪ 』
SE編集部 編 翔泳社 2015
自 分への お弁 当や 、お母 さん が息子 さん
や娘 さんへ つく った お弁当 、旦 那さん へつ
くっ た愛妻 弁当 など 、２０ 人の ブロガ ーさ
んた ちが作 って 投稿 したさ まざ まなお 弁当
たち 。自分 のた めの お弁当 もだ れかの ため
のお弁 当も それ ぞれの お家 の色や 思い が
あ ってお 弁当 って やっぱ りい いなぁ 。
超人気 ブロ ガー さんな だけ あって 、
写真 の撮 り方 、魅せ 方が おしゃ れ♪
盛 り付 けの 参考に もな るかも ♪
『今 日も 嫌が らせ弁 当 反抗期ムス メに向け
た キャラ弁マ マの逆襲 』 ttkk（kaori）著
三才 ブック ス 2015
反 抗期の 娘さ んへの 抵抗 がこ んな愛 のつ
まっ たキャ ラ弁 当なん て… 。海 苔で切 った
文字 はもは や職 人ワザ ！こ んな に愛が たっ
ぷり のいや がら せ、他 には ない ！笑っ て泣
ける 、お 弁当を 通じ た母 娘の日 々。
来 月実 写映画 公開 予定 ！

行楽の季節！家の食卓やレストランで食べるご飯もいいけれど、
お外で、お出かけ先で、ふたをパカっとあけて食べるお弁当は
わくわくします！今月はそんなお弁当の本を集めてみました！

駅弁・空弁
『 駅弁 掛紙の 旅 掛紙か ら読 む明 治～昭 和の 駅と町 ：
カラ ー版』 泉和 夫著 交通 新聞 社新書 2017
駅弁の蓋の上にのって紐でしばられている紙、掛紙。バリ
バリとやぶって、捨ててしまってない？もったいない！捨て
る前に眺めてみよう♪お弁当やお店の名前はもちろんのこと、
時代を反映した文字や、建物や列車、路線図、駅名が描かれ
た掛紙は、わたしたちに当時の情報や思
い出を伝えてくれる！１万枚以上の掛紙
コレクターの著者による、奥深い掛紙の
世界へご案内！
《今までに食べた駅弁の数は5000個を超える！
駅弁の女王！小林しのぶさんの駅弁の本たち》

◎47都道府県別に見たい人は…
『小林しのぶ厳選 駅弁★空弁 美味決定版』小林しのぶ著 世
界文化社 2007 お品書き、取り寄せ情報、なんとカロリー
まで記載された小林さんの取材メモも楽しい１冊！
◎駅弁のジャンル・具材ごとに見たい人は…
『ニッポン駅弁大全』小林しのぶ著 文藝春秋 2005 迷った
らこれを選べ！の定番の幕の内弁当から、うに、かに、鯛、
など、その土地の特産物を使った特殊弁、特殊な容器に入っ
たもの、なかにはお酒の瓶が中に入っているものも♪中身は
もちろん、容器や見た目もすてきな駅弁たち！
『すごい駅弁 Incred ib le a b o x lu n ch ！（ナレッジエンタ読
本12）』小林しのぶ・矢野直美著 メディアファクトリー 2008
駅弁女王の小林さんと鉄子の矢野さんが駅弁、そして鉄道を熱く
語り倒す！駅弁だけでなく、その駅弁をどこで食べるのがベスト
か、さらに、その駅弁を食べながら見るであろう電車や駅、景色
のことも知ることができる！旅行のガイド本としてもおすすめ！

お弁当をつくろう！
レシピ本がたくさん
そろっている松蔭の
図書館、お弁当のレシピ
も充実しています♪
どの本を使おう？

いろんな国の
お弁当のおかずを
作りたい人は…
①へ

カロリーが

料理が

気になる人は…

苦手な人は…

③へ

⑤へ

かわいいお弁当を

健康に

作りたい人は…

こだわりたい人は…

②へ

④へ

いまどきの
おしゃれなお弁当を
作りたい人は…
⑥へ

①『世界のお弁当 心をつなぐ味レシピ55』服部直美著 情報センター出版局 2008
海外を旅しながら現地の家庭料理を取材する著者が教えてくれる世界各国のお弁当メ
ニューのレシピと世界各国のお弁当事情！
②『女の子の大好きなお弁当 母もらくちん娘も作れる簡単レシピ』藤野嘉子著 文化出版
局 2004 かわいい、カラフルだけど、カロリーだって気にしたい！わがままな女の子
のための女子心をくすぐるお弁当のレシピ！お弁当のつつみや袋、手軽にできるお弁当
グッズのつくり方ものってるよ！
③『丸の内タニタ食堂 行列のできる500kcalのまんぷく定食とお弁当』タニタ著 大和書房
2013 カロリーが気になる系女子のそこのあなた！ヘルシーでさっとつくれる！だけど
豪華でまんぷくになれる500kcal前後のお弁当をつくろう♪
④『お弁当で健康に（暮しの手帖ブックス ）』暮しの手帖社 2007 炭水化物とタン
パク質、脂質の３大栄養素に重点をおいたレシピ。３大栄養素にもとづいたお弁当のお
かずのつくり方、そして摂取量、世代別のお弁当へのごはんやおかずの詰め合わせ方も
のっています！栄養バランスのとれた質のいいお弁当のススメ！
⑤『ゆる自炊弁当BOOK 弁当作りも意外に簡単らしい（ORANGE PAGE BOOKS）』オレン
ジページ 2017 ごはんの上に１品どーんとのっけるだけでOK！なものや、もはやのっ
けることさえしない、容器に具材と調味料を入れ、チンして持っていくだけのものなど。
とことん、簡単に！さぼれるところはさぼる！でもおいしい！それがゆる自炊弁当！
⑥『スープジャーのお弁当 手作りスープはカラダにやさしい！』奥薗壽子著 世界文化
社 2013 お昼ごはん、野菜たっぷりのあったかいスープをスープジャーでほっこりい
かが？麺やごはんをいれて、リゾットやパスタ、ヌードルにしてもおしゃれ◎

おにぎりを
にぎろう

『おにぎりレシピ101 101 Healthy,Easy Japanese Ric e ba ll Resipes：
EVERYDAY O N IG IR I』 山田玲子著 水野菜生訳 ポット出版 2014
日本のソウルフードでもあるおにぎり。ごはんとおかずをにぎ
るシンプルさ、そしてどんな具材をいれてもおいしい、多彩なバ
リエーションは、海外でも大人気！馴染みのある具材から、イン
スタ映えしそう？なカラフルできれいなおにぎりも載ってるよ。

ピクニック
のお弁当
お弁当を持って
出かけよう♪

『ムーミンママのお料理の本

『クマのプーさんピクニックブック』

Muumi Mamman Keitto kirja』

A・A・ミルン原案 アーネスト・
H・シェパード 山田詩子ほか訳
BL出版 2004

トーベ・ヤンソン絵と引用文
サミ・マリア作 渡部翠訳
講談社 1996
今年埼玉の飯能市にオープン
したムーミンバレーパークで
話題のムーミンのピクニックメ
ニューのレシピをムーミンの物
語の一節とともに♪

お誕生日のピクニックや雨の日の屋
内ピクニック、クリストファー・ロビ
ン率いる「てんけん隊（石井ももこ訳版）」
のピクニック、いろんなシーンに合わ
せた、ピクニックメニューがたくさん
♪晴れた日だけがピクニックじゃない！
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各教科の先生方が
推薦してくれた
参考書です。

中間・期末試験対策に

どんどんご利用ください。
図解 眠れなくなるほど面白い相対性理論 大宮信光著 日本文芸社2018（理科）
文系でもよくわかる世界の仕組みを物理学で知る 松原隆彦著 山と渓谷社2019（理科）
池上彰とメ～テレが真剣に考える南海トラフ巨大地震から命を守れ！池上彰著 KADOKAWA 2015（理科）
英検２級をひとつひとつわかりやすく 新試験対応版 柳瀬実佳著 学研プラス 2016（英検）
英検準１級をひとつひとつわかりやすく 新試験対応版 辰巳友昭著 学研プラス 2018（英検）
英検準２級をひとつひとつわかりやすく 新試験対応版 辰巳友昭著 学研プラス 2017（英検）
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ブックバザーの本を
大募集！

6月の宗教週間に、1冊10円で寄付を
募るチャリティバザーを実施します。
もう読まないと思う本を図書館まで
持ってきてください。
5月末まで受付けています。

以上6冊は中高の棚、英検の棚にあります。5冊まで2週間借りられます。
時代と流れで覚える！日本史Ｂ用語 鈴木和裕著 文英堂 2015（社会）
Story日本の歴史 近現代史編 日本史教育研究会 山川出版社2000（社会）
Story日本の歴史 古代・中世・近世史編 日本史教育研究会 山川出版社2001（社会）
Story日本の歴史 増補版 日本史教育研究会 山川出版社 2011（社会）
センター日本史 満点のコツ 鈴木和裕著 教学社 2015（社会）
基礎英文 問題精講 ３訂版 中原道喜著 旺文社 2004（英語）
基礎英文法 問題精講 ３訂版 中原道喜著 旺文社 2003（英語）
学研パーフェクトコース 中学英語 学研プラス 2016 CD2枚付（中学）
SuperStepくもんのハイレベル中学英語文法作文 くもん出版 2006（中学）
SuperStepくもんのハイレベル中学英語長文読解 くもん出版 2009（中学）
SuperStepくもんの中学英文法 中学１～３年 くもん出版 1996（中学）
中学総合的研究英語 ３訂版 金子朝子監修 CD２枚付き 旺文社 2013（中学）
中学理科がちゃっかり学べるゆる４コマ教室 うえたに夫婦（漫画） 学研プラス 2018（中学）
寝る前５分暗記ブック 中３高校入試 英語・数学・国語・理科・社会 学研プラス 2013（中学）
寝る前５分暗記ブック 中２ 英語・数学・国語・理科・社会 学研プラス 2013（中学）
寝る前５分暗記ブック 中１ 英語・数学・国語・理科・社会 学研プラス 2013（中学）
中間・期末の攻略本 技術・家庭 中学１～３年 文理 2017 （中学）
自由自在 国語 カラー版 吉田裕久監修 受験研究社 2009（中学）
やさしくまるごと中学理科 池末翔太著 高山わたる漫画 学研プラス 2013（中学）
15日で一気に合格する高校入試５科の完全復習 受験研究社 2016（中学）
中学教科書ワーク技術・家庭１～３年 全教科書対応 2017 文理（中学）
観るまえに読む大修館スポーツルール２０１８ 大修館書店 2018（高校）
ステップアップ高校スポーツ２０１９ 大修館書店 2019（高校）

以上23冊は学習参考書の棚にあります。学習参考書は１週間３冊まで借りられます

（できるだけ多くの人に使ってほしいので延長はなし）。数学のチャート・シリーズは昨年たくさん入っています。

これからも参考書はどんどん入ってきますから、チェックしに来て下さいね。

小学生に
おすすめする本は？

今年も兵庫学校図書館スタンプ
ラリーを実施します。その参加者
に『小学生におすすめの本』とい
う冊子を配布するのですが、中高
生のみなさんに原稿を募集します。
小学生におススメする本の書名・
著者名・出版社・紹介文を150字
～200字で書いてください。
5月31日〆切です。原稿用紙が必要
な人はカウンターで渡します。

2019年の全国読書感想文コンクール
課題図書 そろいました。早めに借りて次の人に
廻してくださいね。

中学『星の旅人』小前亮著

小峰書店
『ある晴れた夏の朝』小手鞠るい著 偕成社
『サイド･トラック』ダイアナ・ハーモン・アシャー
著 評論社

高校『この川のむこうに君がいる』濱野京子著
理論社『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ』アンジー・トー
マス作 岩崎書店
『ヒマラヤに学校をつくる』吉岡大祐著 旬報社

