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へ行った。そこで、クラスでいじめを受けている矢野さんと出会った。学校

で夜休みしている矢野さんと、ばけものの「僕」が出会うことで「僕」は２

週間で大きく変わっていく。最後に「僕」は誰と出会ったのだろう――
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自動車整備工場で働く木山慎一郎は、ある日から奇妙なものを見るようにな

死が近づいている者が彼の目には透明になって見えるのだ。幼いころ家族

を失っている彼は、自分の目を使い、透明な人間たちを死の運命から助けようと

する。しかし、その行為は彼の身に代償をもたらすものだった……。

「俺は未来が見えたことで、その未来を変えた。その結果、全然関係のない女が死ん
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を抱え死者との再会を依頼した４人の生者と、使者の能力を継承する少年の

物語。生者を待ち続ける死者、死者にとらわれている生者、彼らの想いに触

れる少年の想い。生と死、人生と向き合うことのできる作品です。
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が多い。両方がなんとなく別れを切り出す場合、別れ話をする時間

時前後が多い。別れる理由について、全体では価値観が合わなかったという理由を挙げ

る人が多かったが、男性は「他に好きな人ができた」という理由で、女性は「相手のことが嫌いになった」と

いう理由で別れを切り出していた。切り出された理由はこれと逆の傾向がみられた――との研究結果が報告さ

n/kiyo/no41/41_087

  住野よる

 

「僕」には秘密があって、夜になると黒く大きな

ばけものになってしまう。カメラにも映らないばけものの「僕」は夜に学校

へ行った。そこで、クラスでいじめを受けている矢野さんと出会った。学校

で夜休みしている矢野さんと、ばけものの「僕」が出会うことで「僕」は２

週間で大きく変わっていく。最後に「僕」は誰と出会ったのだろう――

 

百田尚樹／著 

自動車整備工場で働く木山慎一郎は、ある日から奇妙なものを見るようにな

死が近づいている者が彼の目には透明になって見えるのだ。幼いころ家族

を失っている彼は、自分の目を使い、透明な人間たちを死の運命から助けようと

する。しかし、その行為は彼の身に代償をもたらすものだった……。

その結果、全然関係のない女が死ん

／著 

一生に一度だけ、死者との再会を叶えてくれる「使者
ツ ナ グ

」。それぞれの想い

を抱え死者との再会を依頼した４人の生者と、使者の能力を継承する少年の

物語。生者を待ち続ける死者、死者にとらわれている生者、彼らの想いに触

れる少年の想い。生と死、人生と向き合うことのできる作品です。

高松大学が行った｢恋愛関係における別れに関する研究｣によると、恋愛関係における別れは３月に多く、男

性から女性に別れを切り出すことが多い。また、別れ話をする時間帯は、自分から別れを切り出す場合にも、

が多い。両方がなんとなく別れを切り出す場合、別れ話をする時間

時前後が多い。別れる理由について、全体では価値観が合わなかったという理由を挙げ

る人が多かったが、男性は「他に好きな人ができた」という理由で、女性は「相手のことが嫌いになった」と

いう理由で別れを切り出していた。切り出された理由はこれと逆の傾向がみられた――との研究結果が報告さ

n/kiyo/no41/41_087-105_makino.pdf

住野よる／著 

「僕」には秘密があって、夜になると黒く大きな

ばけものになってしまう。カメラにも映らないばけものの「僕」は夜に学校

へ行った。そこで、クラスでいじめを受けている矢野さんと出会った。学校

で夜休みしている矢野さんと、ばけものの「僕」が出会うことで「僕」は２

週間で大きく変わっていく。最後に「僕」は誰と出会ったのだろう――

自動車整備工場で働く木山慎一郎は、ある日から奇妙なものを見るようにな

死が近づいている者が彼の目には透明になって見えるのだ。幼いころ家族

を失っている彼は、自分の目を使い、透明な人間たちを死の運命から助けようと

する。しかし、その行為は彼の身に代償をもたらすものだった……。 

その結果、全然関係のない女が死ん

それぞれの想い

を抱え死者との再会を依頼した４人の生者と、使者の能力を継承する少年の

物語。生者を待ち続ける死者、死者にとらわれている生者、彼らの想いに触

れる少年の想い。生と死、人生と向き合うことのできる作品です。 

高松大学が行った｢恋愛関係における別れに関する研究｣によると、恋愛関係における別れは３月に多く、男

性から女性に別れを切り出すことが多い。また、別れ話をする時間帯は、自分から別れを切り出す場合にも、

が多い。両方がなんとなく別れを切り出す場合、別れ話をする時間

時前後が多い。別れる理由について、全体では価値観が合わなかったという理由を挙げ

る人が多かったが、男性は「他に好きな人ができた」という理由で、女性は「相手のことが嫌いになった」と

いう理由で別れを切り出していた。切り出された理由はこれと逆の傾向がみられた――との研究結果が報告さ

105_makino.pdf

 

「僕」には秘密があって、夜になると黒く大きな

ばけものになってしまう。カメラにも映らないばけものの「僕」は夜に学校

へ行った。そこで、クラスでいじめを受けている矢野さんと出会った。学校

で夜休みしている矢野さんと、ばけものの「僕」が出会うことで「僕」は２

週間で大きく変わっていく。最後に「僕」は誰と出会ったのだろう―― 

   

自動車整備工場で働く木山慎一郎は、ある日から奇妙なものを見るようにな

死が近づいている者が彼の目には透明になって見えるのだ。幼いころ家族

を失っている彼は、自分の目を使い、透明な人間たちを死の運命から助けようと

その結果、全然関係のない女が死ん

それぞれの想い

を抱え死者との再会を依頼した４人の生者と、使者の能力を継承する少年の

物語。生者を待ち続ける死者、死者にとらわれている生者、彼らの想いに触

高松大学が行った｢恋愛関係における別れに関する研究｣によると、恋愛関係における別れは３月に多く、男

性から女性に別れを切り出すことが多い。また、別れ話をする時間帯は、自分から別れを切り出す場合にも、

が多い。両方がなんとなく別れを切り出す場合、別れ話をする時間

時前後が多い。別れる理由について、全体では価値観が合わなかったという理由を挙げ

る人が多かったが、男性は「他に好きな人ができた」という理由で、女性は「相手のことが嫌いになった」と

いう理由で別れを切り出していた。切り出された理由はこれと逆の傾向がみられた――との研究結果が報告さ

105_makino.pdf 

「僕」には秘密があって、夜になると黒く大きな

ばけものになってしまう。カメラにも映らないばけものの「僕」は夜に学校

へ行った。そこで、クラスでいじめを受けている矢野さんと出会った。学校

で夜休みしている矢野さんと、ばけものの「僕」が出会うことで「僕」は２

 


