
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 会者定離というように、人生ましてはこの季節には「出会い」と「別れ」

はつきものです。双方、自分を取り巻く環境がガラリと変わることなので、

印象深い思い出を持っている人も多いのではないでしょうか。もし無いと

しても、本の世界の登場人物たちが「出会い」「別れ」に振りまわされる様

子を文章で追っていくのは面白いと思います。主人公たちの心境の変化、

成長をお楽しみください。
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 この物語の主人公ノブとハム子は“一人っ子”である。しかし、
ノブは幼いころに兄を亡くしている。ハム子には親の再婚により弟
ができたのだが、ハム子はそれを快く思っていない。そして“一人
っ子同盟”を結んだ二人はオサムという少年に出会う。寂しさを隠
すために明るく振る舞うが――。さまざま
が出会いや別れを通して成長していく物語
 
ぼくは初めて、お兄ちゃんのために泣いた。

 この本は卒業式の一日を七人の少女の目線から描いた短編集です
皆さんも経験したことのある卒業式という日。それはいったいどん
な日なのでしょう。この本は人によって様々な卒業式、そして青春
の様子がたっぷり詰まっています。登場人物の感情がたくさん描か
れているにも関わ
になれる一冊です。
年生にも読んで欲しいと思います。
 
私にとってのあしたは、この本の返却日だ。
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この本は卒業式の一日を七人の少女の目線から描いた短編集です。
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もうすぐ新学期ですね。進級、進学すると様々な性格の人と出会います。そこで“性格”についての豆

知識を紹介します。

 ハンガリーにある

ルの調査・研究を行ったところ、

分泌量に違いがあり、

との調査結果は下記に！！

・春 楽観的でリーダー気質、ポジティブな人が多い傾向にありました。

・夏 明るくポジティブというだけではなく、感情の移り変わりが激しい傾向があります。

・秋 身体能力が高く、長生き。また、生活に対する満足度が高いそうです。

・冬 比較的ストイックな人格に育ちやすい傾向があるようです。

ただし、「関係するメカニズムについてはまだ

害に関連する遺伝的マーカーがあるかどうかを発見することです

く、乾いた夏と寒い冬の気候を持つハンガリーで行われたので、

言えませんが……。

【出典】

 ブティックの販売員・
その状況に当然納得できる筈もなく、葛藤を抱えるが、周囲の人の
考え方に触れ、彼女は自身の気持ちに折り合いをつけていく。……
と、まるく収まらないのが人間というもの。耐えられなくなるとき
は必ず来る。最後、樹理恵は豪快に現状へ「別れ」を告げる。吹っ
切れる彼女の姿が爽快です。
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 冬の冷たい月光の中、少年は恐怖に震えている
ままは、自らの死に方を選ぶことだった。夜歩き、生き血を啜り、
肉を食らう竹のオバケ・バンブーと人との出会いと別れが、３つの
異なる時代と場所で繰り広げられる。言い表せない悩みや苦しみを
抱えた人にこそ読んで欲しい
れぞれの愛する者
想い、何を為すのか。
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ほんとうの花を見せにきた
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