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きて離婚騒ぎが起きたり、
のために妻の教え子が続々と集まってきたり。

休む間もない主人公の手元には妻が残した
りました。人と人が一緒に暮らす楽しさや難しさ

あたたかく描かれています。

自分が消えたその先、娘はどんな事柄を書き付け、白紙を埋めて
いくのだろう。笑顔でいて欲しい。できることなら、幸せな事柄で
埋め尽くされていって欲しい。」 

給が一気に下がり、心を落ちつかせる脳内ホルモンであるセロトニンの供給も下がります。失恋しても脳
の状態はすぐに元に戻らないので「心の痛手」の回復が遅くなります。落ち込んでしまうのは相手を失ったことが引き金ですが、脳科学的に言えばドーパミン

を聴く、次の恋愛をするなどが効果的だとか。

公益社団法人「小さな親切」運動本部 htt

太宰治

年前の 1948 年
のは時代が変わってもあまり成長しないものなのかもしれない。子供
の頃から他人はもちろん家族に対してさえ何を考えているのか見当
がつかなかったため、一言も本当の事を言わず、お

青年期には女性と薬物におぼれ自殺未遂を繰り返
す。作品中に登場する「人間、失格。」「まさに癈人」の言葉が
公である大庭葉蔵のすべてを物語っている。好き嫌いが分かれる話だ
と思うが、高校時代に読んでおいて損はない話である。

』  有川浩

「図書館戦争」でおなじみの有川浩さんが送るこの本は、
も小説家の妻とその夫が主人

公ですが結末が違います。本文のなかに「私はこの話を売って逆夢を
おこしにいく」という言葉があるのですが、悪い夢を人に話すことで
夢とは逆さにしようとする強い思いが描かれたシーンが印象的でし

涙は流れますが、前を向くことができる作品です。

「人間は生きてたら絶対些細なことで喧嘩すんの。些細なことで喧
嘩してるうちは、死がまだ現実的じゃないってことだよ」

  伊吹有喜

人の死後その冥福を祈って
日目にその供養を終了することとされています

きて離婚騒ぎが起きたり、妻が生前希望してい
教え子が続々と集まってきたり。

休む間もない主人公の手元には妻が残した 49 枚のレシピカード
りました。人と人が一緒に暮らす楽しさや難しさ、いなくなってはじ

描かれています。

自分が消えたその先、娘はどんな事柄を書き付け、白紙を埋めて
いくのだろう。笑顔でいて欲しい。できることなら、幸せな事柄で

下がります。失恋しても脳
の状態はすぐに元に戻らないので「心の痛手」の回復が遅くなります。落ち込んでしまうのは相手を失ったことが引き金ですが、脳科学的に言えばドーパミン

を聴く、次の恋愛をするなどが効果的だとか。
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年。人という生きも
のは時代が変わってもあまり成長しないものなのかもしれない。子供

何を考えているのか見当
、おどけた変人として

青年期には女性と薬物におぼれ自殺未遂を繰り返
す。作品中に登場する「人間、失格。」「まさに癈人」の言葉が
公である大庭葉蔵のすべてを物語っている。好き嫌いが分かれる話だ
と思うが、高校時代に読んでおいて損はない話である。 

有川浩／著

「図書館戦争」でおなじみの有川浩さんが送るこの本は、
も小説家の妻とその夫が主人

公ですが結末が違います。本文のなかに「私はこの話を売って逆夢を
悪い夢を人に話すことで

夢とは逆さにしようとする強い思いが描かれたシーンが印象的でし
涙は流れますが、前を向くことができる作品です。 

「人間は生きてたら絶対些細なことで喧嘩すんの。些細なことで喧
嘩してるうちは、死がまだ現実的じゃないってことだよ」 

伊吹有喜／著

人の死後その冥福を祈って 7 日目ごとに追善
日目にその供養を終了することとされています。

妻が生前希望してい
教え子が続々と集まってきたり。

枚のレシピカード
、いなくなってはじ

描かれています。 

自分が消えたその先、娘はどんな事柄を書き付け、白紙を埋めて
いくのだろう。笑顔でいて欲しい。できることなら、幸せな事柄で

下がります。失恋しても脳
の状態はすぐに元に戻らないので「心の痛手」の回復が遅くなります。落ち込んでしまうのは相手を失ったことが引き金ですが、脳科学的に言えばドーパミン

を聴く、次の恋愛をするなどが効果的だとか。
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自分が消えたその先、娘はどんな事柄を書き付け、白紙を埋めて
いくのだろう。笑顔でいて欲しい。できることなら、幸せな事柄で

下がります。失恋しても脳
の状態はすぐに元に戻らないので「心の痛手」の回復が遅くなります。落ち込んでしまうのは相手を失ったことが引き金ですが、脳科学的に言えばドーパミンの

を聴く、次の恋愛をするなどが効果的だとか。
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