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の作品の主人公たちは、家族や友人たちの言葉から、自分にとっ

て大切な人の存在や、「自分は誰かの大切な人だ」ということに

気付いたりします。様々な立場に置かれた主人公たちは人間の温

かさを再確認していきます。こころ温まる６作品の短編集です。

この作品を読み終えたとき、著者の伝えたいことが見えてくるは

ずです。ぜひ読んでみてください。

三島屋の娘・おちかは百物語の聞き集めをしている。

には、今日も語り手がやってきて、どこか優しく、どこか怪しい

話を残す。紫陽花が咲き乱れる無人の屋敷に出る幽霊の話には、

老夫婦とバケモノの間に生まれた愛が隠れていた。今は無き

かい人々とこの世に在らざるものたちとの関係に、おちかだけで

なく読者のこころもゆっくりと溶けていく。

ね

 寒い季節

をためらうこの

はどうでしょう
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読書でリフレッシュしてみては？

います
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この作品を読み終えたとき、著者の伝えたいことが見えてくるは

ずです。ぜひ読んでみてください。

今日を生きた。だから、明日も生きよう。
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あたしにも、おたかちゃんにも、帰りを待ってる人がいるから
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ちょっと今から仕事やめてくる

ブラック企業に勤め、ついに自殺を試みた隆は、

乗る男「ヤマモト」に助けられる。ヤマモトと関わるうちに生き

る希望を取り戻していく隆。しかし、実はヤマモトは同級生では

なく赤の他人だった

現在、社会問題となっている“ブラック企業”をテーマとし、

ひとりの青年の成長を描いたこころ温まる物語です。読み手に「頑

張ろう」と思わせてくれる作品となっているので、ぜひ手にとっ
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人生って、それほど悪いもんじゃないぞ。
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