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食欲が湧く季節でもあるので、「食欲の秋」という言葉はよく使われています。

そろそろ夏も終わり、秋が近づくこの季節。秋と

」と連想ワードが次々に浮かびますね。

の秋」「芸術の秋」「

「○○の秋」を特集しました。体育大会で疲れた体と心を

の秋」でリフレッシュしてみてはいかがですか？

特集

図書案内

 会社を辞

慢の旅館・海鳴屋の従業員とともに、スティール・パン

がらそれぞれの過去や秘密に触れていく。彼らは血のつながりはなくても、音楽を

通じて家族のように交流できる。

の海鳴屋メンバーの日常をぜひ読んでみてください。

 

「あまり聴こえんかったやがね。耳からは。だけんど、もっとべつのとこから聴こ

えたちゃ。よぉく聴こえたがよ」

 

「私」は己が食べたもので出来ています。当たり前のことですが不思議なもので

す。夏も終わり、行事が目白押しで慌ただしい９月。悲しみや苦しみもしっかり噛

んで

15 品の温かな料理にまつわる連作短編小説集。巻末にはレシピが掲載されているの

で、気分転換に「食欲の秋」を満喫してみてはいかがでしょうか？

 

カロリーが低く、栄養が偏らず、なおかつ食べ応えのある食事、などとハードルが

高くなると、山を前にした山男のように、むくむくと

た。

 

とは、多くの食物が旬を迎え美味になることは勿論、夏バテで弱った体を

があることからも言われています。また、人間も

季節でもあるので、「食欲の秋」という言葉はよく使われています。
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の秋」でリフレッシュしてみてはいかがですか？
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『海鳴屋楽団、空をいく』

会社を辞め、立山連峰をのぞむ

慢の旅館・海鳴屋の従業員とともに、スティール・パン

らそれぞれの過去や秘密に触れていく。彼らは血のつながりはなくても、音楽を

通じて家族のように交流できる。

の海鳴屋メンバーの日常をぜひ読んでみてください。

「あまり聴こえんかったやがね。耳からは。だけんど、もっとべつのとこから聴こ

えたちゃ。よぉく聴こえたがよ」

『彼女のこん

「私」は己が食べたもので出来ています。当たり前のことですが不思議なもので

す。夏も終わり、行事が目白押しで慌ただしい９月。悲しみや苦しみもしっかり噛

んで味わって、自分の栄養にできたなら――

品の温かな料理にまつわる連作短編小説集。巻末にはレシピが掲載されているの

で、気分転換に「食欲の秋」を満喫してみてはいかがでしょうか？

 

カロリーが低く、栄養が偏らず、なおかつ食べ応えのある食事、などとハードルが

高くなると、山を前にした山男のように、むくむくと
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多くの食物が旬を迎え美味になることは勿論、夏バテで弱った体を

があることからも言われています。また、人間も

季節でもあるので、「食欲の秋」という言葉はよく使われています。

そろそろ夏も終わり、秋が近づくこの季節。秋と

」と連想ワードが次々に浮かびますね。

スポーツの秋」「

しました。体育大会で疲れた体と心を

の秋」でリフレッシュしてみてはいかがですか？

 

○○の秋
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『海鳴屋楽団、空をいく』

め、立山連峰をのぞむ

慢の旅館・海鳴屋の従業員とともに、スティール・パン

らそれぞれの過去や秘密に触れていく。彼らは血のつながりはなくても、音楽を

通じて家族のように交流できる。

の海鳴屋メンバーの日常をぜひ読んでみてください。

「あまり聴こえんかったやがね。耳からは。だけんど、もっとべつのとこから聴こ

えたちゃ。よぉく聴こえたがよ」

『彼女のこん

「私」は己が食べたもので出来ています。当たり前のことですが不思議なもので

す。夏も終わり、行事が目白押しで慌ただしい９月。悲しみや苦しみもしっかり噛

味わって、自分の栄養にできたなら――

品の温かな料理にまつわる連作短編小説集。巻末にはレシピが掲載されているの

で、気分転換に「食欲の秋」を満喫してみてはいかがでしょうか？

カロリーが低く、栄養が偏らず、なおかつ食べ応えのある食事、などとハードルが

高くなると、山を前にした山男のように、むくむくと

多くの食物が旬を迎え美味になることは勿論、夏バテで弱った体を

があることからも言われています。また、人間も

季節でもあるので、「食欲の秋」という言葉はよく使われています。

そろそろ夏も終わり、秋が近づくこの季節。秋と

」と連想ワードが次々に浮かびますね。

の秋」「行楽

しました。体育大会で疲れた体と心を

の秋」でリフレッシュしてみてはいかがですか？

○○の秋 

図書案内 201

１H 伊藤

『海鳴屋楽団、空をいく』

め、立山連峰をのぞむ小さな田舎町にやってきた里男。風呂と

慢の旅館・海鳴屋の従業員とともに、スティール・パン

らそれぞれの過去や秘密に触れていく。彼らは血のつながりはなくても、音楽を

通じて家族のように交流できる。「芸術の秋」であるこの季節

の海鳴屋メンバーの日常をぜひ読んでみてください。

「あまり聴こえんかったやがね。耳からは。だけんど、もっとべつのとこから聴こ

えたちゃ。よぉく聴こえたがよ」 

『彼女のこんだて帖』

「私」は己が食べたもので出来ています。当たり前のことですが不思議なもので

す。夏も終わり、行事が目白押しで慌ただしい９月。悲しみや苦しみもしっかり噛

味わって、自分の栄養にできたなら――

品の温かな料理にまつわる連作短編小説集。巻末にはレシピが掲載されているの

で、気分転換に「食欲の秋」を満喫してみてはいかがでしょうか？

カロリーが低く、栄養が偏らず、なおかつ食べ応えのある食事、などとハードルが

高くなると、山を前にした山男のように、むくむくと

多くの食物が旬を迎え美味になることは勿論、夏バテで弱った体を

があることからも言われています。また、人間も動物と同じように冬に向け脂肪を蓄えるために、本能的に

季節でもあるので、「食欲の秋」という言葉はよく使われています。

そろそろ夏も終わり、秋が近づくこの季節。秋といえば

」と連想ワードが次々に浮かびますね。今回は

行楽の秋」と、

しました。体育大会で疲れた体と心を

の秋」でリフレッシュしてみてはいかがですか？

201７年
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『海鳴屋楽団、空をいく』  
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慢の旅館・海鳴屋の従業員とともに、スティール・パン

らそれぞれの過去や秘密に触れていく。彼らは血のつながりはなくても、音楽を

「芸術の秋」であるこの季節

の海鳴屋メンバーの日常をぜひ読んでみてください。

「あまり聴こえんかったやがね。耳からは。だけんど、もっとべつのとこから聴こ

だて帖』   

「私」は己が食べたもので出来ています。当たり前のことですが不思議なもので

す。夏も終わり、行事が目白押しで慌ただしい９月。悲しみや苦しみもしっかり噛

味わって、自分の栄養にできたなら――そんな前向きな気分にさせてくれる、
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多くの食物が旬を迎え美味になることは勿論、夏バテで弱った体を

動物と同じように冬に向け脂肪を蓄えるために、本能的に

季節でもあるので、「食欲の秋」という言葉はよく使われています。
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今回は
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「芸術の秋」であるこの季節、笑顔あり、葛藤あり

「あまり聴こえんかったやがね。耳からは。だけんど、もっとべつのとこから聴こ

角田光代／著 

「私」は己が食べたもので出来ています。当たり前のことですが不思議なもので

す。夏も終わり、行事が目白押しで慌ただしい９月。悲しみや苦しみもしっかり噛

そんな前向きな気分にさせてくれる、

品の温かな料理にまつわる連作短編小説集。巻末にはレシピが掲載されているの

で、気分転換に「食欲の秋」を満喫してみてはいかがでしょうか？ 

カロリーが低く、栄養が偏らず、なおかつ食べ応えのある食事、などとハードルが

挑戦心が芽生えてくるのだっ

多くの食物が旬を迎え美味になることは勿論、夏バテで弱った体を食で元に戻す作用

動物と同じように冬に向け脂肪を蓄えるために、本能的に

月号 
 山﨑 

野中ともそ／著 

小さな田舎町にやってきた里男。風呂とメシが自

カリブの打楽器)を奏でな

らそれぞれの過去や秘密に触れていく。彼らは血のつながりはなくても、音楽を

笑顔あり、葛藤あり

「あまり聴こえんかったやがね。耳からは。だけんど、もっとべつのとこから聴こ

 

「私」は己が食べたもので出来ています。当たり前のことですが不思議なもので

す。夏も終わり、行事が目白押しで慌ただしい９月。悲しみや苦しみもしっかり噛

そんな前向きな気分にさせてくれる、

品の温かな料理にまつわる連作短編小説集。巻末にはレシピが掲載されているの

カロリーが低く、栄養が偏らず、なおかつ食べ応えのある食事、などとハードルが

挑戦心が芽生えてくるのだっ

食で元に戻す作用

動物と同じように冬に向け脂肪を蓄えるために、本能的に

が自

を奏でな

らそれぞれの過去や秘密に触れていく。彼らは血のつながりはなくても、音楽を

笑顔あり、葛藤あり

「あまり聴こえんかったやがね。耳からは。だけんど、もっとべつのとこから聴こ

「私」は己が食べたもので出来ています。当たり前のことですが不思議なもので

す。夏も終わり、行事が目白押しで慌ただしい９月。悲しみや苦しみもしっかり噛

そんな前向きな気分にさせてくれる、
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芸術の秋

飛込

「高飛び込み

「飛び板飛び込み

う飛び込みです。また、２人同時に演技するシンクロナイズドダイビングもあり、

輪から正式種目に採用されました。

「スポーツの秋」という言葉の誕生は、東京オリンピック

ことに由来するそうです。もともと秋は気候や天気が良く、運動するのに適している季節であるうえ、

オリンピックをきっかけに国民で運動を楽しもうと

「体育の日」が制定されました。

 秋は紅

別しないのです。「もみじ」と呼ばれる由来は、ベニバナなどから染料を揉み出す「もみづ」から、葉が

色づ

うになったそうです。

 

芸術の秋 

込競技には「高飛び込み」と「飛び板飛び込み」があります。

高飛び込み」

飛び板飛び込み

う飛び込みです。また、２人同時に演技するシンクロナイズドダイビングもあり、

輪から正式種目に採用されました。

「スポーツの秋」という言葉の誕生は、東京オリンピック

ことに由来するそうです。もともと秋は気候や天気が良く、運動するのに適している季節であるうえ、

オリンピックをきっかけに国民で運動を楽しもうと

「体育の日」が制定されました。

秋は紅葉が美しいですね。実は「もみじ」と「かえで」はどちらもカエデ科

別しないのです。「もみじ」と呼ばれる由来は、ベニバナなどから染料を揉み出す「もみづ」から、葉が

色づくさまを「もみぢ」と言うようになり

うになったそうです。

行楽の秋

「高飛び込み」と「飛び板飛び込み」があります。

」は水面からの高さが５㍍、

飛び板飛び込み」は水面からの高さが１㍍、３㍍のところに備え付けられた弾力性のある板から行

う飛び込みです。また、２人同時に演技するシンクロナイズドダイビングもあり、

輪から正式種目に採用されました。

「スポーツの秋」という言葉の誕生は、東京オリンピック

ことに由来するそうです。もともと秋は気候や天気が良く、運動するのに適している季節であるうえ、

オリンピックをきっかけに国民で運動を楽しもうと

「体育の日」が制定されました。

葉が美しいですね。実は「もみじ」と「かえで」はどちらもカエデ科

別しないのです。「もみじ」と呼ばれる由来は、ベニバナなどから染料を揉み出す「もみづ」から、葉が

を「もみぢ」と言うようになり

うになったそうです。 

スポーツの秋

行楽の秋 

 わずか

３少年。不安や戸惑いを抱えながらも、所属する弱小ダイビングクラブ存続の

ために、新任の女性コーチのもと、オリンピックの出場を目指す。一瞬の飛翔

に凝縮される青春のきらめきを感じてみませんか？

験することはなかなかできませんが、本の中なら簡単に「スポーツの秋」が体

験できますよ。

 

「四回半を成功させればだれだって人々を感動させられる。ちょっと器

ダイバーなら三回半で観衆をわかせることもできるわ。でも、ただ

それだけで人々の心をつかむことができるのは、私の知る中で一人だけ……

沖津飛沫、あなただけよ」

「高飛び込み」と「飛び板飛び込み」があります。

は水面からの高さが５㍍、

は水面からの高さが１㍍、３㍍のところに備え付けられた弾力性のある板から行

う飛び込みです。また、２人同時に演技するシンクロナイズドダイビングもあり、

輪から正式種目に採用されました。 

「スポーツの秋」という言葉の誕生は、東京オリンピック

ことに由来するそうです。もともと秋は気候や天気が良く、運動するのに適している季節であるうえ、

オリンピックをきっかけに国民で運動を楽しもうと

「体育の日」が制定されました。 

『森見登美彦の京都ぐるぐる案内』

 中部高校には森見登美彦好きが多く在籍しているらしい……。転がり廻り駆

け抜けていく幻想の虜である皆さん、

本書に掲載された

京都の魅力

い森見ワールドへ誘われることでしょう。

 

「よくよく考えると、ぜんぶ京都なのだな」と登美彦氏は考えた。「源氏物語

も今昔物語も、ぜんぶご近所のお話なのだな」

葉が美しいですね。実は「もみじ」と「かえで」はどちらもカエデ科

別しないのです。「もみじ」と呼ばれる由来は、ベニバナなどから染料を揉み出す「もみづ」から、葉が

を「もみぢ」と言うようになり

スポーツの秋 
『DIVE!!(

わずか 1.4 秒の空中演技

３少年。不安や戸惑いを抱えながらも、所属する弱小ダイビングクラブ存続の

ために、新任の女性コーチのもと、オリンピックの出場を目指す。一瞬の飛翔

に凝縮される青春のきらめきを感じてみませんか？

験することはなかなかできませんが、本の中なら簡単に「スポーツの秋」が体

験できますよ。 

「四回半を成功させればだれだって人々を感動させられる。ちょっと器
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