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納棺夫日記』 
 

に納める「納棺夫」として働く著者自身の実話と、

その体験から生まれた小説と詩が収録されています

妻子から忌み嫌われながらも、人の死や遺族と接することで次第に

自らの仕事、生と死についてある思いを抱きます。映

を受け制作されました。生、死、穢れ、尊厳と

は何かを考えさせられる作品です。 

【富山との関わり】

パリ行ったことないの』 
 

年齢も境遇もさまざまな

短編小説なので、長文が苦手な人も読み進められる

登場人物たちに共感して、

うちにパリに行ってみたくなるのではないでしょうか。著者の作品

富山県内でロケが行われ

【富山との関わり】

study.com/impact-reading

https://www.chichi.co.jp/web/20180810chichi_contents2/

読書が脳に与える効果とは？ 

読書をする時、人間は短期記憶を司る「海馬」や、感情・意味などを司る「扁桃
体・前頭葉」など様々な脳の器官を使うことで、読書を通して非常に効率の良い脳
トレを無意識に行っているそうです。また、読書には「大脳を活性化させる」効果
もあります。ある実験では、読書中に作品の景色や音、においや味を想像すること
で、それらを司る大脳の領域が活性化し、新しい神経回路が生まれたことが確認さ
れたそうです。加えて、脳の様々な部分を使うことからアルツハイマー病の予防に

の本でこそ鍛えられるという意見が
あります。紙の本は視覚・聴覚・嗅覚・触覚を使って情報を得ることができるから
です。みなさんもぜひ、紙の本を手に感じながら読書を楽しんでみてください。

 青木 

に納める「納棺夫」として働く著者自身の実話と、

その体験から生まれた小説と詩が収録されています

妻子から忌み嫌われながらも、人の死や遺族と接することで次第に

自らの仕事、生と死についてある思いを抱きます。映

を受け制作されました。生、死、穢れ、尊厳と

【富山との関わり】

 山内 

年齢も境遇もさまざまな

短編小説なので、長文が苦手な人も読み進められる

たちに共感して、

うちにパリに行ってみたくなるのではないでしょうか。著者の作品

富山県内でロケが行われ

【富山との関わり】

reading-brain/ 

https://www.chichi.co.jp/web/20180810chichi_contents2/ 

読書をする時、人間は短期記憶を司る「海馬」や、感情・意味などを司る「扁桃
体・前頭葉」など様々な脳の器官を使うことで、読書を通して非常に効率の良い脳
トレを無意識に行っているそうです。また、読書には「大脳を活性化させる」効果
もあります。ある実験では、読書中に作品の景色や音、においや味を想像すること
で、それらを司る大脳の領域が活性化し、新しい神経回路が生まれたことが確認さ
れたそうです。加えて、脳の様々な部分を使うことからアルツハイマー病の予防に

の本でこそ鍛えられるという意見が
あります。紙の本は視覚・聴覚・嗅覚・触覚を使って情報を得ることができるから
です。みなさんもぜひ、紙の本を手に感じながら読書を楽しんでみてください。

 新門／著

に納める「納棺夫」として働く著者自身の実話と、

その体験から生まれた小説と詩が収録されています。作者は親戚や

妻子から忌み嫌われながらも、人の死や遺族と接することで次第に

自らの仕事、生と死についてある思いを抱きます。映画「おくりび

を受け制作されました。生、死、穢れ、尊厳と

【富山との関わり】入善町出身！

 マリコ

年齢も境遇もさまざまな 10 人の女性た

短編小説なので、長文が苦手な人も読み進められる

たちに共感して、読んでいる

うちにパリに行ってみたくなるのではないでしょうか。著者の作品

富山県内でロケが行われ映画化されま

【富山との関わり】富山市

読書をする時、人間は短期記憶を司る「海馬」や、感情・意味などを司る「扁桃
体・前頭葉」など様々な脳の器官を使うことで、読書を通して非常に効率の良い脳
トレを無意識に行っているそうです。また、読書には「大脳を活性化させる」効果
もあります。ある実験では、読書中に作品の景色や音、においや味を想像すること
で、それらを司る大脳の領域が活性化し、新しい神経回路が生まれたことが確認さ
れたそうです。加えて、脳の様々な部分を使うことからアルツハイマー病の予防に

の本でこそ鍛えられるという意見が
あります。紙の本は視覚・聴覚・嗅覚・触覚を使って情報を得ることができるから
です。みなさんもぜひ、紙の本を手に感じながら読書を楽しんでみてください。 

 

／著 

に納める「納棺夫」として働く著者自身の実話と、

作者は親戚や

妻子から忌み嫌われながらも、人の死や遺族と接することで次第に

画「おくりび

を受け制作されました。生、死、穢れ、尊厳と

町出身！ 

マリコ／著 

人の女性た

短編小説なので、長文が苦手な人も読み進められる

たちに共感して、読んでいる

うちにパリに行ってみたくなるのではないでしょうか。著者の作品

映画化されま

富山市出身！ 

体・前頭葉」など様々な脳の器官を使うことで、読書を通して非常に効率の良い脳
トレを無意識に行っているそうです。また、読書には「大脳を活性化させる」効果
もあります。ある実験では、読書中に作品の景色や音、においや味を想像すること
で、それらを司る大脳の領域が活性化し、新しい神経回路が生まれたことが確認さ
れたそうです。加えて、脳の様々な部分を使うことからアルツハイマー病の予防に

の本でこそ鍛えられるという意見が
あります。紙の本は視覚・聴覚・嗅覚・触覚を使って情報を得ることができるから

   

に納める「納棺夫」として働く著者自身の実話と、

作者は親戚や

妻子から忌み嫌われながらも、人の死や遺族と接することで次第に

画「おくりび

を受け制作されました。生、死、穢れ、尊厳と

 

人の女性た

短編小説なので、長文が苦手な人も読み進められる

読んでいる

うちにパリに行ってみたくなるのではないでしょうか。著者の作品

映画化されま


