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「三島由紀夫って名前は知ってるけど難しいんじゃ……？」と思って

いる人にぜひおすすめしたい一冊。三角関係、引き裂かれる二人、秘密

の手紙のやりとりなどなど、恋愛小説の面白さがすべてつまっていて、

まるで王道の少女マンガのような魅力あふれる作品となっている。文学

マニアで恋愛小説に興味のないキミにぜひ読んでほしい。

放課後の
キイノート

不安定な恋心に揺れる 17 歳の女子高生を主人公にした短編小説集で

それぞれの主人公が美しい大人に憧れ、そして

やって大人に近づくか暗中模索します。そんな彼女たちの生き生きとし

た放課後に密着し、かたちの違う恋を描き出しています。高校生の今、

ぜひ読んでほしい本です。 

瞳の光に自信が持てなきゃ何も塗ってないところに赤い口紅なんて引けやしな

い。だから、そういうことの出来る大人の女の人に、私はいつも憧れる。

『潮騒』とともにおすすめしたい一冊

『放課後の音符』とともにおすすめしたい一冊

』 三島由紀夫／著

熱い思いを持つ対象は人に対してだけとは限らな

に対してとった行動とは？

立場からすればハッピーエンドのストーリー。読みやすい文体で書

かれているので、夏休みに挑戦してみては？

ぼくは勉強ができない』 山田詠美／著

17 歳男子高校生。勉強はできないが
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たとえ周囲と違っていても、自分の心に素直になれば

心に刺さる名言も数多く書かれています。

目な日常生活からちょっぴり離れたい人におすすめ。

』 三島由紀夫／著

 

「三島由紀夫って名前は知ってるけど難しいんじゃ……？」と思って

いる人にぜひおすすめしたい一冊。三角関係、引き裂かれる二人、秘密

の手紙のやりとりなどなど、恋愛小説の面白さがすべてつまっていて、

まるで王道の少女マンガのような魅力あふれる作品となっている。文学

マニアで恋愛小説に興味のないキミにぜひ読んでほしい。

音 符
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歳の女子高生を主人公にした短編小説集で

それぞれの主人公が美しい大人に憧れ、そして

やって大人に近づくか暗中模索します。そんな彼女たちの生き生きとし

た放課後に密着し、かたちの違う恋を描き出しています。高校生の今、

 

瞳の光に自信が持てなきゃ何も塗ってないところに赤い口紅なんて引けやしな

い。だから、そういうことの出来る大人の女の人に、私はいつも憧れる。
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『放課後の音符』とともにおすすめしたい一冊

三島由紀夫／著 

は人に対してだけとは限らな

とった行動とは？

立場からすればハッピーエンドのストーリー。読みやすい文体で書

かれているので、夏休みに挑戦してみては？ 

山田詠美／著

歳男子高校生。勉強はできないが

女性にはモテモテ。そんな彼や周囲の人々の型破りな

たとえ周囲と違っていても、自分の心に素直になれば

心に刺さる名言も数多く書かれています。

目な日常生活からちょっぴり離れたい人におすすめ。

三島由紀夫／著

「三島由紀夫って名前は知ってるけど難しいんじゃ……？」と思って

いる人にぜひおすすめしたい一冊。三角関係、引き裂かれる二人、秘密

の手紙のやりとりなどなど、恋愛小説の面白さがすべてつまっていて、

まるで王道の少女マンガのような魅力あふれる作品となっている。文学

マニアで恋愛小説に興味のないキミにぜひ読んでほしい。

 山田詠美／著

歳の女子高生を主人公にした短編小説集で

それぞれの主人公が美しい大人に憧れ、そして

やって大人に近づくか暗中模索します。そんな彼女たちの生き生きとし

た放課後に密着し、かたちの違う恋を描き出しています。高校生の今、

瞳の光に自信が持てなきゃ何も塗ってないところに赤い口紅なんて引けやしな

い。だから、そういうことの出来る大人の女の人に、私はいつも憧れる。

『放課後の音符』とともにおすすめしたい一冊 

は人に対してだけとは限らな

とった行動とは？ 主人公の

立場からすればハッピーエンドのストーリー。読みやすい文体で書

山田詠美／著 

歳男子高校生。勉強はできないが

女性にはモテモテ。そんな彼や周囲の人々の型破りな姿を描い

たとえ周囲と違っていても、自分の心に素直になれば

心に刺さる名言も数多く書かれています。真面

目な日常生活からちょっぴり離れたい人におすすめ。 

三島由紀夫／著 

「三島由紀夫って名前は知ってるけど難しいんじゃ……？」と思って

いる人にぜひおすすめしたい一冊。三角関係、引き裂かれる二人、秘密

の手紙のやりとりなどなど、恋愛小説の面白さがすべてつまっていて、

まるで王道の少女マンガのような魅力あふれる作品となっている。文学

マニアで恋愛小説に興味のないキミにぜひ読んでほしい。

山田詠美／著 

歳の女子高生を主人公にした短編小説集で

それぞれの主人公が美しい大人に憧れ、そして 17 歳ながらにどう

やって大人に近づくか暗中模索します。そんな彼女たちの生き生きとし

た放課後に密着し、かたちの違う恋を描き出しています。高校生の今、

瞳の光に自信が持てなきゃ何も塗ってないところに赤い口紅なんて引けやしな

い。だから、そういうことの出来る大人の女の人に、私はいつも憧れる。
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主人公の
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「三島由紀夫って名前は知ってるけど難しいんじゃ……？」と思って

いる人にぜひおすすめしたい一冊。三角関係、引き裂かれる二人、秘密

の手紙のやりとりなどなど、恋愛小説の面白さがすべてつまっていて、

まるで王道の少女マンガのような魅力あふれる作品となっている。文学

マニアで恋愛小説に興味のないキミにぜひ読んでほしい。 

歳の女子高生を主人公にした短編小説集で

歳ながらにどう

やって大人に近づくか暗中模索します。そんな彼女たちの生き生きとし

た放課後に密着し、かたちの違う恋を描き出しています。高校生の今、

瞳の光に自信が持てなきゃ何も塗ってないところに赤い口紅なんて引けやしな

い。だから、そういうことの出来る大人の女の人に、私はいつも憧れる。 
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いる人にぜひおすすめしたい一冊。三角関係、引き裂かれる二人、秘密

の手紙のやりとりなどなど、恋愛小説の面白さがすべてつまっていて、

まるで王道の少女マンガのような魅力あふれる作品となっている。文学

歳の女子高生を主人公にした短編小説集で

歳ながらにどう

やって大人に近づくか暗中模索します。そんな彼女たちの生き生きとし

た放課後に密着し、かたちの違う恋を描き出しています。高校生の今、

瞳の光に自信が持てなきゃ何も塗ってないところに赤い口紅なんて引けやしな


