
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自閉症の僕の七転び八起き 

東田 直樹【著】 

重度の自閉症者ながら文字盤やパ

ソコンを使って言葉を発し続けてき

た東田直樹。「自閉症」への思い、

会話ができないからこそ見えた様々

な気づき。作家という道に至るまで

の「七転び八起き」の歩みが詰まっ

た一冊！ 

 

■ちはやふる〈３０〉 

もう一度出逢う運命を願った歌を味

方に、千早たち瑞沢高校かるた部は

三度目の全国大会出場を掴み取る。

常勝・富士崎、新率いる岡東、そし

て共に歩んだ北央。彼らを前に挑む、

前年度覇者・瑞沢の戦いの行方は！ 

 

■坂の途中の家 

角田 光代【著】 

刑事裁判の補充裁判員になった里

沙子は、子どもを殺した母親をめぐ

る証言にふれるうち、いつしか彼女

の境遇にみずからを重ねていくのだ

った―。社会を震撼させた乳幼児の

虐待死事件と“家族”であることの

心と闇に迫る心理サスペンス。 

 

 北高で過ごした１年間を振り返って思うことは、忙しかったけれど、とても楽しく充実していました。特

に、後期図書委員として精一杯やれたと思います。中でも編集作業は想像以上に大変でした。しかし、沖 

先生の助けがあってリレー小説も復活させることができ、私としてはとても楽しかったです。ぜ

ひ２年生でも図書委員になって今よりもっと活発に活動していきたいです。私がじゃんけんで負

けなければ、またお付き合い下さい。読んで下さりありがとうございました！ (PN：くま大臣) 

 

 

■つまをめとらば 

青山 文平【著】 

太平の世に行き場を失い、人生に

惑う武家の男たち。身ひとつで生き

る女ならば、答えを知っていようか

―。「ひともうらやむ」「つゆかせぎ」

「乳付」「ひと夏」「逢対」「つまをめ

とらば」 男の心に巣食う弱さを包

み込む、滋味あふれる物語、六篇を

収録。時代小説の新旗手が贈る傑作

武家小説集。 

 

■発明とアイデアの文化誌 

三浦 基弘【著】 

いつものモノが、ちょっと違って

見えてくる。乾電池・交差点・レン

ガから単位まで？！身のまわりのモ

ノのルーツや進化には、いろいろな

技術の工夫や発想、発見のエピソー

ドがあった！ 

 

 

遅かったような、あっという間だったような。毎年一年が過ぎるとそう思います。皆さんはどうでしょうか。  

北高は何かと忙しく、事あるごとに廊下を走っていたような気がします。そんな忙しい毎日に嫌気がさして

……それでも、終わったあとにはいつも充実していると感じることができました。人によって度合いは異な

ると思いますが、皆さんもそうだったのではないでしょうか。 

自分から行動しなければならない、ということを思い知らされるような一年でした。何もしなければ何も始

まらないどころか、置いて行かれるような気がしていました。 

けれど、もう一年。一年経ちました。私達は変わったのではないでしょうか。在り来たり

かもしれませんが、今以上に良い自分を目指して行動していきたいと思います。 

 

一年間を振り返ってみると、とてもあっという間な一年だったような気がします。二年次になると、と

っている授業も人それぞれで、クラス全員で一緒の授業を受けるということがあまりなく少し寂しく思う

こともありましたが、自分の夢に向けて学んでいるのだと思うと嬉しい気持ちもありました。みんなでい

る時間が少ない分、体育大会などの行事はとても楽しく思い出に残るものとなりました。 

 部活では、後輩ができ、その後、先輩が引退され、部内の最高学年となりました。しかし、顧問の先生

に怒られることも沢山あり、今まで先輩にどれだけ頼っていたのか改めて実感しました。そんな先輩方も

卒業され、私たち二年次生は部内だけでなく、学校全体で最高学年になるので、今まで以上にしっかりし

なければと思います。 

 一年間、大変なこともありましたが、とても楽しく、 

成長することのできた一年でした。 （PN：Ｗ・Ｎさん） 

 

編集：くま大臣 
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「そうは言っても、乗れそうな物がないじゃない

か。」 

不服そうな父さんに母さんも続ける。 

「そうよねぇ。じえっとこーすたーなんかにでも

乗ったらぽっくり逝ってしまいそうだしねぇ。」 

「母さん、ちゃんと言えてないし。」 

そう言って父さんと笑いあう。ちょうどジェット

コースターから若い女性の叫び声が聞こえてく

る。 

「とにかく、メリーゴーラン

ドでも乗ったら？これなら

大丈夫だろ。」 

色褪せた馬を軽く叩く。 

「そうね。じゃあお父さん 

も乗りましょ。」 

「まぁ、人もほとんどいないし、あと何回メリー

ゴーランドに乗れるかもわからんしな。」 

しかめっ面をしながら父さんはうなずいた。 

再び、曲を奏でながら、ゆっくりとメリーゴー 

 

 

突然の両親の登場に戸惑う。けれど、なんだか嬉

しくもあった。傍に来てすぐ母さんが口を開く。 

「ユウイチの勤めてるこの遊園地が閉園するっ

て聞いて…。大丈夫なの？新しい仕事とかはもう

探しているの？」 

「仕事は大丈夫。ほら、すぐ近くに大きな遊園地

あるだろ。そこの社長さんが優秀な人材は雇うっ

て言ってくれてて。俺、結構この遊園地でいろん

な企画出したりしてたから…ここが潰れたらそ

っちで働くことになると思う。」 

それを聞いてほっとしたような母さんを横目に

父さんが言った。 

「ほら、だからユウイチはきっと大丈夫って言っ

たじゃないか。いい年してわざわざ夫婦で遊園地

なんて…。」 

どうやら父さんは遊園地に来ることに反対だっ

たらしい。俺は笑いながら答える。 

「まぁせっかくだからゆっくりして行ってよ。」 

 

 

 

楽しげな曲を奏でながら、ゆっくりとメリーゴ

ーランドが回る。乗っているのは中学生くらいの

女の子一人だけ。その様子をメリーゴーランドの

外側から彼女の両親と思われる男性と女性が微

笑ましそうに見ていた。 

メリーゴーランドが止まり、女の子が馬から降

りるのを手伝う。すっかり色褪せたこの馬はあと

何人の人を乗せられるだろうか。自分はここに勤

めてもう20年ほど経つが、客はもちろん従業員

の数もかなり減った。閉園の時も近い。女の子が

両親のもとへ戻り、背中が遠ざかっていく。 

 

「ユウイチ！」 

名前を呼ばれて振り返る。両親がこちらに向かっ

て歩いて来ていた。 

「母さん！？ どうしてここに…。」 

 

ランドが回りだす。くるくると回る父さんと母さ

んの小さな背中。いつのまにあんなに小さくなっ

たのだろう。子どもの頃は大きな父さんの背中を

追いかけ、母さんに励まされ、大切に育ててもら

った。この遊園地には何回も連れて来てくれた。

ふと、父さんの言葉が思い出される。何かない限

り、親は子どもより先に死んでしまう。自分は両

親に親孝行できているのだろうか。そう言うと母

さんはいつもこう言う。「産まれてきてくれて、

まっすぐ育ってくれただけで最高の親孝行なの

よ。」 

親はいつまでも親だ。遊園地にまで様子を見に来

て、もう40歳になるおじさんを心配する。家族

の縁が続いている。 

 さっきの中学生くらいの女の子を思い出す。な

ぜだかわからないうちに、両親と話しづらくなっ

ている、そんな感じがした。誰にでもそんな時期

があるだろう。けれど、家族全員で遊園地に来ら

れること、それは少し特別で、幸せなんだ。 

 

メリーゴーランドが止まり、両親が馬から降りる

のを手伝う。 

「じゃあ、そろそろ帰るわね。」 

「うん。気をつけて。」 

普段はめったに褒めることが 

ない父がぽつりと言う。 

「お前の働いている姿、立派だったぞ。」 

 

両親が帰って行くのと入れ替えに、車いすに乗っ

た小学生くらいの男の子が現れる。その後ろには

中学生くらいの男の子。両親も一緒だ。楽しそう

に笑いあいながら、まっすぐこちらに向かって歩

いてくる。 

「さぁ、お客さんだぞ。」 

そう小さく呟いて、色褪せた馬を軽く叩く。 

様々な家族を乗せて、今日もメリーゴーランドは

回る。      (PN：くま大臣) 

 

https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?qsd=true&ptk=01&author=%E4%B8%89%E6%B5%A6+%E5%9F%BA%E5%BC%98


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
■走れ、風のように 
マイケル・モーパーゴ［著］ 

比類なきスプリンターとして知られるグレイハウン

ド。この物語の主人公犬は人間の都合で、三回も飼い

主をかえられる。つけられた呼び名も三つ。しかし、

そのたびに運命を受け入れ、出合った人々の心の支え

となり、幸せへと導いていくのだった…。 

 

 

■月にハミング 

マイケル・モーパーゴ［著］ 

無人島で発見された少女ルーシーは、ひと言も話さな

い。記憶がないらしい。村で暮らすうちに少しずつ回復

していくのだが…。第一次大戦中、シリー諸島沖で豪華

客船ルシタニア号が撃沈されたという史実をベースに 

した、戦争の悲劇と感動の秘話。 

 

 ■スープ屋しずくの謎解き朝ごはん 

友井 羊［著］ 

店主の手作りスープが自慢のスープ屋

「しずく」は、早朝にひっそり営業してい

る。早朝出勤の途中に、ぐうぜん店を知っ

たＯＬの理恵は、すっかりしずくのスープ

の虜になる。理恵は最近、職場の対人関係

がぎくしゃくし、ポーチの紛失事件も起こ

り、ストレスから体調を崩しがちに。店主

でシェフの麻野は、そんな理恵の悩みを見

抜き、ことの真相を解き明かしていく。 

心温まる連作ミステリー。 

 

■ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） 

七月 隆文［著］ 

ケーキが大好きな女子高生・未羽。失恋のかなし

みを癒すため訪れた自由が丘のケーキ屋で、パテ

ィシエ修行をしている学校一のイケメン王子、颯

人に遭遇。これは早くも新しい恋の予感？いやい

や現実はケーキほどには甘くない。彼は噂に違わ 

ず超冷たい。が、夢への想いは

超熱い。他人の恋やトラブルも

お菓子の知識で鮮やか解決。 

 
■世界で一番美しい分子図鑑 

セオドア・グレイ［著］ 

ニック・マン［写］ 

ベストセラー『世界で一番美し

い元素図鑑』の続編登場。今度

の主役は「分子」！元素はどん

なふうに組み合わさって分子に

なるのか、分子はどう組み合わ

さってこの世界を作るのかがわ

かる、贅沢な探索の書。 

 

 

リレー小説作家

募集中です！！ 

飛び入り参加してく

ださい！気になる方

は沖先生まで！ 

あるくらいのい。きっと家族で来ている

のだろう。両親と思しき二人と一緒にい

た。少し見ていると母たちが戻ってきた。 

「楽しかったわねえ。もう三時だし、そ

ろそろ帰るとしましょう」 

「いいけどー。こいつ何もやってない 

よー。いいのー？ 何も乗らなくて」 

そう僕に問いかける上の姉。 

「いいよ。僕は別に見ているだけで楽し

いから」 

「欲がないなぁ。我が弟は」 

僕が言うと、下の姉が言葉を漏らす。 

本当は、観覧車に乗りたかったけど。 

「ん？ 観覧車に乗りたいの？」 

自然に観覧車に目が向いていたのだろう

か。それを目ざとく見つけた母。 

 

 

 

コースターより小さなものだ。 

『キャアアアァァァァァァーー！！！』 

僕の視界の先から女の甲高い悲鳴が聞

こえてきた。 

あれ絶対上の姉の声だ。 

あそこに居るのは母と姉二人だけ。グ

オン、とジェットコースターが曲がると

また悲鳴が聞こえてくる。 

あんな声出すのが僕の姉だなんて。 

少し恥ずかしくなって顔を背けると、

その先には見たことあるような女の子

だ。僕と同級生ぐらいの女の子。向こう 

はこちらに気付いていな

いようだし、全く話したこ

とのないただの同学年の、

ちょっと学校でみたこと 

 

 

 

 

近くの遊園地が潰れるらしい。 

それを聞いた母たちの行動は早かった。 

  

僕は遊園地に来ていた。正確には、母と

姉二人、そして僕だけど。遊園地と聞いて

イメージする人の多さとは違い閑散とし

た遊園地の中、僕は立っている。 

周りにはもうすぐ潰れると聞いてやっ

て来たのだろうか。年老いた夫婦なんかも

いた。 

僕の視界に入っているのはひ 

とつのジェットコースター。よ 

くＣＭで見るようなジェッット 

 

「いや、ただ見ていただけだから」 

「そう？ じゃ、帰りましょう」 

そう言って母は出口に向かって歩き出す。

それを追って姉二人と僕は歩き出した。 

  

「いやー。たーのしかったー！！」 

「そうだあんたたち。家に帰ったら宿題し

なさいよね」 

「ちょっとやめてよお母さん！ せっかく

の余韻が無くなっちゃう！」 

「……ふふっ……」 

ちょっと可笑しくて笑ってしまった。 

            (PN：虚春) 

 

 

 

 

 

 

「ハル、乗るか？」と父は私に尋ねる。 

ただいま絶賛満喫中であろう女の人の

叫び声が、私の耳を劈いた。うるさい。 

「嫌。」と短く答えて父から目線を逸ら

す。父と話し辛くなったのはいつから

だろう。 

 

私の逸らした視線の先には、小柄な男

の子がいた。確か、隣のクラスの…。 

名前はなんだっけな。くりくりした目

が特徴的な子で、いつもどっさり本を

抱えて図書室にいる。大人しそうな子

だとも思う。友達と居るのを見たこと

がない。この遊園地の近くに住んでい

るのかな。いや、まずどうして一人で

ここにいるのか。 

何故か憂いを帯びた表情の彼は深々と

ため息をついて、空を見上げて、少し 

 

う。なかなか納得できない意見である。 

母に勧められてメリーゴーランドまで

来た。よいしょっ、と色褪せたベビー

ピンクの馬に跨る。微かな機械音と、

柔らかいオルゴールの音色。ゆっくり

と景色が廻り出した。たぶんこの曲は

『イッツ・ア・スモールワールド』だ。

気分がフワフワと高揚する。 

 二周ほどして、係の人に手伝っても

らって、馬から降りる。この遊園地が

潰れてしまったら、 

この人の生活はど 

うなるのだろうか。 

中年の優しそうな 

男の人だった。 

 少し園内を歩い 

て、ジェットコースター前まで来た。 

 

近くの遊園地が閉園するらしい。経営

状態の悪化かなんかだそうだ。せっかく

だから最後の思い出に、と父に誘われて

母も含めて三人でここを訪れることに

なった。 

 

私の記憶にあるよりも、人の少ない遊

園地。特別な思い入れはないけれど、何

となく寂しい。 

 

中学生になってまで、家族と遊園地だ

なんて。せめて兄弟でもいれば楽しいの

だろうなぁ。私は同世代でわいわいはし

ゃげる兄弟が欲しかった。けれどそれを

わがままだと兄弟のある友人たちは言 

笑った。なんとなく、ただ何となく、綺

麗だな、と思った。 

ふと視線が合った気がした。きっと私の

事なんて知らないだろうな。 

だって私も、あなたのことを何にも知ら

ないもの。 

 

「どうしたの、ハル？ぼーっとして。」

と母は言う。 

「なんでもない、もう帰ろうよ。」と私

は答える。 

 

 明日、学校に行ったら、彼の名前を探

そう。 

（ＰＮ：森見春樹） 

 


