
     

   
 

 
 

 

佐藤さとる 

コロボックル物語展  

 
 

図書室では、神奈川近代文学館よりパネル資料をお借りして、 

「佐藤さとるコロボックル物語」展を開催しています。 

佐藤氏が「コロボックル」を生みだした背景や、作品の中で「コロボックル」

たちがどのように生きているのか、その魅力をお楽しみください。 

佐藤氏は神奈川県のご出身で、戦争中は北海道に疎開されていたそうです。 

 

『だれも知らない小さな国』佐藤さとる 著 講談社文庫 

『だれもが知っている小さな国』有川浩 著 講談社  

※コロボックルシリーズの愛読者だった作家の有川ひろ氏（有川浩からペンネー 

ムを改名）に佐藤氏は続編の執筆を勧め実現したシリーズ完結後のお話です。 

『児童文学キッチン』小林深雪 文 講談社 

   ※『だれも知らない小さな国』に登場するおちび先生のサンドイッチレシピ掲載 

『佐藤さとる展「コロボックル物語」とともに』 神奈川近代文学館 編 

  ※今夏、神奈川近代文学館で開催された「佐藤さとる展」の図録 
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神奈川近代文学館では、現在「樋口一葉展」を開催中です。11月 28日（日）まで 

です。招待券が多数ありますので、興味のある方は図書室榎戸までお申し出ください。 

樋口一葉は、現在の 5000円札の方です。幼少期より古典文学を読み和歌を学び、 

『たけくらべ』や『にごりえ』など秀作を生み出しましたが、今から 125年前（1896年）の 

11月 23日、24歳の若さで亡くなりました。 



 

現在図書室では、前回ご紹介した「古典特集」をしていますが、同時に 

「思わず食べたくなる！作りたくなる！ 

  料理・食事シーン満載の図書特集」 

をしています。 

料理・食事シーン満載の本だけではなく、小説や絵本、 

アニメなどに登場する料理を再現できるレシピ本も展示して 

います。だんだん寒くなってきてほかほか温かい食べ物が 

おいしいですね。 

本を読んでおなかもこころもあたたかくなってください。 

『古典がおいしい！平安時代のスイーツ』前川佳代 他 著           

かもがわ出版（383-マ） 

『歴メシ！世界の歴史料理を食べる』遠藤雅司 著 柏書房（596-エ） 

『まんがキッチン』福田里香 著 アスペクト（596-フ） 

『食べ物語る BUNDAN レシピ』BUNNDAN COFFE ＆BEER 著 主婦の友社（596-ブ） 

『音楽家の食卓』野田浩資 著 誠文堂新光社（762-ノ） 

『ひと皿の小説案内 主人公たちが食べた 50の食事』ダイナ・フリード著  

マール社（902-フ） 他 

『あつあつを召し上がれ』小川糸 著 新潮社 

『小僧の神様』志賀直哉 著 新潮文庫 

『風のベーコンサンド』柴田よしき 著 文春文庫 

『スープ屋しずくの謎解き朝ごはん』友井羊 著 宝島文庫 

『極彩色の食卓』みお 著 ことのは文庫 

『キッチン風見鶏』森沢明夫 著 ハルキ文庫 他 

 

『「食べられる」科学実験セレクション』尾嶋好美 著 サイエンスアイ新書（407-オ） 

『なぜ日本のフランスパンは世界一になったのか』阿古真理 著（588-ア） 

『すし語辞典』新庄綾子 著 誠文堂新光社（596-シ） 

『THE FOOD LAB ～料理は科学だ～』J.ケンジ・ロペス＝アルト著 岩崎書店（596-ロ）  

『料理メニューからひもとく歴史的瞬間』ヴィンセント・フランクリン著  

ガイアブックス（596-フ） 

 

オリエント急行のディナーメニュー、ジョージ 4世の戴冠を祝う饗宴、 

ネアンデルタール人の食生活、ノーベル賞授賞式の晩餐会メニューなどなど 

様々な場面や立場ごとに 2000年にわたる料理メニューを掲載しています。 



 

 

 

 

 

 

今年も参加します！ 

本校の有志が参加するようになって 4 回目となります。昨年参加した時の様子が、

6月神奈川新聞に掲載されました（図書室前に掲示していますので、ぜひご覧ください）。 

 

「高校生直木賞」とは、直近１年の直木賞候補作から、高校生が「今年の１作」を

選ぶ企画です。明治大学の先生が企画し、文部科学省と（株）文藝春秋が後援してお

り、今年は第 9回となります。 

 

本を読んで、どんなところが良いか、みんなに薦めたい作品だ等々、皆さんの基準

で評価し、校内そして全国の本好きの高校生と語り合うことができます。（語るのが苦

手な人は文章にしても）小説を書くのではなく、作品を読んで評価する企画です。 

興味のある方は、図書室までお声掛けください。読む作品はまだ未定です。評価はで

きないけれど読むだけでもという人も、皆さんの積極的な参加をお待ちしています。 

 

※読書会や講演会の企画にも参加できます。オンラインではありますが、受賞した作家の方に直接 

質問や感想を伝える貴重な機会です! 

 

 
☆歴代の高校生直木賞受賞作☆ 
 

第 8回 『雲を紡ぐ』伊吹有喜 著 

    『オルタネート』加藤シゲアキ 著 

第 7回 『渦 妹背山婦女庭訓魂結び』大島万寿美 著 

第 6回 『熱帯』森見登美彦 著 

第 5回 『くちなし』彩瀬まる 著 

第 4回 『また、桜の国で』須賀しのぶ 著 

第 3回 『ナイルパーチの女子会』柚木麻子 著 

 

「高校生直木賞」選考に 

参加しませんか 

「高校生直木賞」の詳細は http://koukouseinaoki.com/ で

見ることができます。（左記 QR コードからご覧になれます。） 

実際の直木賞とは違う作品が選

ばれることもあり、大きな賞の

結果に左右されず、高校生たち

がしっかりと作品に向き合い、

直木賞にふさわしい作品はどの

ようなものかを真摯に考え選ん

でいます。 

http://koukouseinaoki.com/


請求記号 書名 著者 出版社

総記
002-カ 100年無敵の勉強法  ちくまＱブックス 鎌田浩毅　著 筑摩書房

007-ミ AIの時代を生きる　未来をデザインする創造力と共感力　岩波ジュニア新書 美馬のゆり　著 岩波書店

019-ト 未来のきみを変える読書術　ちくまＱブックス 苫野一徳　著 筑摩書房

哲学
175-モ 鬼　文豪怪談ライバルズ！ 東雅夫編 筑摩書房

175-モ
神社語辞典
神社にまつわる言葉をイラストと豆知識でかしこみかしこみと読み解く

本村のり子 著  小野善一郎 監修 誠文堂新光社

歴史
293-タ 地図でスッと頭に入るヨーロッパ47カ国 ジョン・タウンゼント 監修 昭文社

295-セ 地図でスッと頭に入るアメリカ50州 デイビッド・セイン 監修 昭文社

社会科学
383-マ 古典がおいしい!　平安時代のスイーツ 前川佳代, 宍戸香美 著 かもがわ出版

388-ナ ツッコミ読み!　裏切りの日本昔話 ながたみかこ 著 笠間書院

自然科学
471-イ 植物たちのフシギすぎる進化　ちくまＱブックス 稲垣栄洋　著 筑摩書房

489-タ 海獣学者、クジラを解剖する。海の哺乳類の死体が教えてくれること 田島木綿子 著 山と溪谷社

493-マ 世界一やさしい依存症入門　やめられないのは誰かのせい? 松本俊彦 著 河出書房新社

496-イ きみの体は何者か　ちくまＱブックス 伊藤亜紗　著 筑摩書房

593-オ きもの語辞典
着物にまつわる言葉をイラストと豆知識で小粋に読み解く

岡田知子 著  木下着物研究所 監修 誠文堂新光社

596-フ
料理メニューからひもとく歴史的瞬間
もうひとつのワールドヒストリー　古代エジプトの死者に供えた料理から
エルヴィス・プレスリーの結婚披露宴まで。2000年にわたる料理メニューの歴史

ヴィンセント・フランクリン他著 ガイアブックス

産業
652-ク 森の日本史　岩波ジュニア新書 黒瀧秀久　著 岩波書店

文学
910-コ 佐藤さとる展　「コロボックル物語」とともに　図録 公益財団法人神奈川文学振興会∥編集 県立神奈川近代文学館

910-コ 樋口一葉展　わが詩は人のいのちとなりぬべき　図録 公益財団法人神奈川文学振興会∥編集 県立神奈川近代文学館

913-コ まろ、ん?　大掴源氏物語 小泉吉宏 著 幻冬舎

913-シ キノの旅　17～20巻 時雨沢恵一 著 KADOKAWA

913-ナ 臨床の砦 夏川草介 著 小学館

913-フ 満天のゴール 藤岡陽子 著 小学館

913-マ ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡圭祐 著 新潮社

916-ヤ 壊れた脳生存する知 山田規畝子 著 講談社

E-ホ いっしょなら ルーク・アダム・ホーカー 作 ガイアブックス

進路
366-ナ 弁護士になるには　なるにはBooks 飯島一孝 著 ぺりかん社

10-11月新着図書


