
図書委員書評  ～前編～
2. 人狼サバイバル 神出鬼没！100億円の人狼ゲーム(上)(下)  甘雪こおり 
3.鉄道ピクトリアル2020年5月号増大号【特集】 
　　DD51型ディーゼル機関車　  電気車研究会 
4.自殺か他殺か  ｢小酒井不木探偵小説選[1]｣  小酒井不木 
5.海の見える理髪店  荻原浩 
6.ボッコちゃん  星新一 
7.金田一少年の事件簿 幽霊客船殺人事件  天樹征丸 
8.ホテルジューシー  坂木司 
9.十五少年漂流記  ジュール·ヴェルヌ 
10.チョコレート工場の秘密  ロアルド·ダール 
11.博士の愛した数式  小川洋子 
12.絶体絶命ゲーム　～1億円争奪サバイバル～  藤ダリオ 
13.天気の子  新海誠 
14.仮面病棟〈愛蔵版〉  知念実希人 
15.スキップ  北村薫 
16.ハリー・ポッターシリーズ  J·K·ローリング 
17.君たちはどう生きるか  吉野源三郎 
18.燃えよ剣  司馬遼太郎 
19.銀河鉄道の夜  宮沢賢治 
20.海底二万マイル  ベルヌ 
21.君の膵臓をたべたい  住野よる 
22.セオの事件簿  ジョン·グリシャム 
23.わたし、がんばったよ。  岩貞るみこ 
24.8年越しの花嫁  中原尚志 
25.サラダ記念日  俵万智 
26.か｢｣く｢｣し｢｣ご｢｣と｢  住野よる 
27.影との戦い〈ゲド戦記1〉  アーシュラ·K.ル=グイン 
28.あと少し、もう少し  瀬尾まいこ 
29.青鬼ジェイルハウスの怪物  黒田研二 
30.風の中のマリア  百田尚樹 
31.涼宮ハルヒの憂鬱  谷川流 
32.准教授·高槻彰良の推察  澤村御影 
33.くちぶえ番長 重松清 
34.夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく  汐見夏衛 
35.あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。  汐見夏衛



人狼サバイバルとは参加者の中に隠れている2人
の狼を当てるゲームである。 
参加者は「村人」「占い師」などといった役職
が配られ、「命をかけて」人狼ゲームを行う。人
狼ゲームに村人側が勝てば無事に現実世界に戻し
てもらえるが人狼側が勝てば命が返ってくること
はない。また今回の人狼ゲームは新たに「100億
円ゲーム」というミッションが追加されクリアで
きなければ人狼側に有利なボーナスが与えられ
る。 
ハラハラドキドキの人狼ゲーム。無事に生還する
ことはできるのか！？最後は感動の結末が待って
いる。

人狼サバイバル　神出鬼没！
100億円の人狼ゲーム(上)(下) 

　　　　　　　　　　　　　　　　
甘雪こおり　講談社

中学1年1組　　大原　一華



鉄道ピクトリアル2020年5月号増大号
【特集】DD51型ディーゼル機関車　   

電気車研究会

鉄道ファンからの根強い支持を持つ国鉄
型、その中でも特に人気なDD51型が鉄道
ピクトリアルで特集されました。鉄道ピク
トリアルは鉄道ファンの中でも人気な鉄道
系雑誌で、特に特集ページが充実している
ことでも知られています。 
この号ではDD51の構造から開発の経緯、
番台区分、配置変還表、グラビアページと
充実した内容で、鉄道模型などにも役立つ
内容となっています。 
個人的には「最後の活躍を続けるJR貨物
愛知機関区のDD51型を見る」と言う項が
機関車内部の運転台についてわかりやすく
解説していて読んでいて楽しかったです。

中学1年1組　　神原　隆也



自殺か他殺か　　「小酒井不木探偵小説選[1]」　 

小酒井不木　論創社

この本は、推理小説みたいな本です。
題名に「自殺」や「他殺」とありま
すが、怖いわけではなく、むしろど
んどん読み進めていきたくなるような
楽しい小説です。特に、最後の方の、
謎が解けていくシーンで、主人公の弟
の、「ははは、とうとう白状しまし
たね」と言い放つところがスカッとし
て気持ち良かったです。 
　少し古い本ですが、名探偵コナン
のようなものなので読んでみてくださ
い。

中学1年1組　　藏田　煌翔



海の見える理髪店は､短編集で、海の見える
理髪店のほかにも六作の短編が入っていま
す。今回は海の見える理髪店を紹介しようと
思います｡この作品は、直木賞を受賞した作
品です｡主人公は、僕｡理髪師に髪を切って
もらいます。理髪師が、僕の髪を切る時間
に､ 理髪師が過去を話していきます｡少し過
去の事を説明しようと思います｡理髪師の床
屋は老舗｡理髪師で3代目。戦後の中学校が
嫌になり学校を辞め、画家になろうとしま
した。でも､なれなかったため､20歳の時に
親の後を継ぎ理髪師になりました｡

海の見える理髪店　荻原　浩　 

　　　　　　　　　集英社文庫

中学1年1組　　橋本　侑樹　　



この本は、SF小説を中心とした作品を数多く
手がけた、星新一のショートショートと言う
種類の作品です。ショートショートについて軽
く触れておくと、ショートショートとは、小説
の中でも特に短い作品で、簡易的に「短くて
不思議な小説」とされる事もあります。ジャン
ルは、SF・ミステリー・ユーモア小説など様々
で星新一はSFとユーモアに特化しています。
このように短く内容も分かりやすく子供から
大人まで楽しめる作品です。因みに最近にも、
5分後に○○シリーズや54文字シリーズなど最
近でもこの手の小説は出版されています。 
　本作は、星新一の代表作である「おーい　
でてこーい」「殺し屋ですのよ」「狙われた星」
などの作品を50話収録していてとても読み応
えが有ります。

ボッコちゃん　星新一　 

新潮社

中学1年2組　　 兼松　俊輔



僕が読んだのは、好きな漫画である金田一シ
リーズの小説版です。 
この話は、船の衝突事故にまつわる復讐劇と
なっています。詳しくは言いませんが殺され
て 
しまった3人はとてつもない外道です。正直
自分が犯人の立場だったら殺したくなってい
ます。 
けど、この本を読んで思ったことは、どんな
に相手がクズでも、殺したら自分も犯罪者だ
ということです。金田一シリーズは、描写を
除いては教育にいいのかなと思いました。

金田一少年の事件簿　幽霊客船殺人事件　
天樹征丸　出版社:講談社

中学1年2組　　千代　修司



ホテルジューシー　坂木司　　 

角川文庫

中学1年2組　　門田　和燈

大家族の長女に生まれたしっかり者のヒロ
ちゃんこと柿生浩美は、大学2年生の夏休
みにバイトで那覇のホテルに来ていた。だ
が、そのホテル「ホテルジューシー」はい
つもと勝手が違う。昼夜二重人格で昼行灯
のオーナー代理や、客の私物を勝手に触る
掃除係のクメ婆とセン婆、訳ありの客達。
頼りにしていた松谷さんも引き継ぎしてそ
こそこに突然旅立ってしまう。規格外の職
場仲間と過ごしながら夏休みは過ぎてい
く。南風吹く青春成長ミステリ、ここに文
庫化！



夏休みに船で旅に出ようとした十五人の少
年。だが、船のつながっていた糸が切れて
しまい、遠くへ流された。少年たちは船の
中におり、荷物も船の中にあるが、荒らし
に巻き込まれてしまい、ついたのはなんと
無人島！？そこで過ごすことになるもの
の、熊に襲われたり、お互いが迷子になっ
たりなど、ハプニングだらけ。さらに、あ
る日少年は弱っている女の人から聞いてし
まった。その女の人は海賊の悪い人にやら
れたそうだが、なんとその悪い人が自分た
ちを狙っている！？果たして、十五人の少
年たちは脱出できるのか！？

十五少年漂流記　　ジュール・ヴェルヌ 

新潮文庫

中学1年2組　　山内　滉大



チョコレート工場の秘密　　 

ロアルド・ダール　てのり文庫

中学1年3組　　上家　怜士

まず、この本を読んだ感想は、この本に登場する
ウィーリーワンカ氏やその他のキャラクターがみ
んな個性的で面白いという事が一番印象的だとい
う事です。 
次に、この「チョコレート工場の秘密」のあらす
じを書こうと思います。 
この物語の主人公、チャーリーバケツくんの家族
は貧しい暮らしをしていました。そんなある日、
長年姿を隠していたチョコレートで世界に名を轟
かせた大物ウィーリーワンカ氏が、自分が作った
チョコレートの包み紙の中に、世界に5枚、チョ
コレート工場への招待券を入れました、それが当
たったチャーリー、そしてその他の4人が工場を
探検している時、色々なハプニングなどが起こる
話です。 
是非読んでみてください。



博士の愛した数式　　小川洋子 

新潮文庫

私がこの本を選んだ理由は、小川洋子さんの作
品が好きで、他の方にも読んで頂きたいと思っ
たからです。 
この本は、事故で記憶が80分しか持たない博
士と、数学が苦手な家政婦が織りなすストー
リーです。 
はじめは、記憶力を失った博士との生活はぎこ
ちない日々でしたが、家政婦の10歳の息子が
加わることで、驚きと歓びに満ちた暮らしへと
変わっていきます。 
クセはあるけれど、素直な博士の性格と、博士
の話す数字の世界に私も引き込まれました。 
数学が身近なものに結びついて書かれているの
で、数学が苦手な方でも読みやすいと思いま
す。 
ぜひ一度読んでみてください。

中学1年3組　　木村萌絵



絶体絶命ゲーム～1億円争奪サバイバル～ 

藤ダリオ　　角川つばさ文庫

この本は主人公、春馬がとあることがきっ
かけで友人の秀介の足を骨折させてしまう
ところから物語がスタートします。足を骨
折した秀介の代わりに絶体絶命ゲームに参
加するが、ゲームに脱落すると命の保証は
無い⁉...といった内容です。この本のいいと
ころは何と言っても脱落すると命の保証は
無いというスリル感が味わえることです。
読めば読むほど引き込まれていきます。 
是非、読んでみてください。

中学1年3組　　志賀　悠飛



私は、不思議な能力を持つ陽菜を、年上だ
と騙されながらも精一杯守ろうとしている
主人公の帆高の姿が気に入りました。狂っ
た天気の中、晴れに変えることが出来る代
わりに人柱にならなければならない陽菜が
人柱になることを選択してしまいました。
でも、自ら「選択」して陽菜を守ろうとし
たのは、陽菜のくれたものに突き動かされ
ているのではと思いました。誰かのために
一生懸命になっている姿はものすごく鮮明
に書かれていて、それに惹かれました。

天気の子　　新海誠 

角川文庫

中学1年3組　　徳重　優葵乃



療養型病院に強盗犯が籠城し、自らが撃っ
た女の治療を要求した。事件に巻きこまれ
た外科医・速水秀悟は女を治療し、脱出を
試みるうち、病院に隠された秘密を知る。
閉ざされた病院でくり広げられる究極の心
理戦。そして迎える衝撃の結末とは。 
　感想、この本はどきどきするところや、
こわいところもあるけれど、とても面白い
本です。この本は実際に現役医師が<本格
ミステリー×医療サスペンス>で書いてい
て、実写の映画にもなっていて、本が読め
ないという方でも見ることができます。 
ぜひ、ご覧ください。

仮面病棟〈愛蔵版〉　　知念実希人　 

実業之日本社

中学1年4組　　安藤駆流



もし、目覚めたらそこが二十五年後だったら
どうする？　新潮文庫の北村薫の作品、「ス
キップ」は主人公の真理子がそうなってしま
う。十七歳から四十二歳に目覚めたらなって
いて、そこでは自分が国語の教師で子供もい
た。それでも真理子は前を向いていこうとす
る。 
　真理子は何故か二十五年分の時間をスキッ
プしていたが、作者の北村薫はそれぐらい時
間はすぐに過ぎてもう戻れないのだと言いた
いのだと思う。ついつい時間を無駄に過ごし
てしまうが、この本は悔いのないように生き
るのが大事だと教えてくれた。

スキップ　　北村薫 

新潮文庫

中学1年4組　　石田　珠久



　　　　ハリー・ポッターシリーズ 

J・K・ローリング　　静山社ペガサス文庫

中学1年4組　　本荘　宗佑

1997年に発表されたファンタジー
小説で、全7巻で構成されていま
す。映画化され、USJにはその世界
を忠実に再現したエリアもありま
す。主人公は11歳で入学してから
17歳で卒業するまでを魔法学校で
過ごします。ちょうど僕と同じ世代
で、様々な困難に直面しながら立ち
向かう姿を見てこちらも勇気付けら
れます。四半世紀前の作品ですが、
細かい設定と深い世界感は今読んで
も楽しめる内容となっています。



君たちはどう生きるか　　吉野源三郎 

岩波文庫

中学1年5組　　岸本　健成

この本は、中学生の主人公コペル君が、叔
父さんとともに人間としてどうあるべきな
のか、 
その姿を追い求め続ける物語です。 
物語の中には貧富の差、上級生からのいじ
め、裏切りなど、日常生活に起こり得るこ
とや、中学生として共感できるようなこと
もありました。そのような出来事に出会
い、乗り越え、 
人として成長していくコペル君は、読んで
いて感動しました。 
人としての生き方、心の持ち方など、改め
て考えさせられる本で、年齢に関わらず、
たくさんの人に読んでいただきたいです。



燃えよ剣　　司馬遼太郎 

新潮文庫

中学1年5組　　高井　詞音

この本の主人公は新選組副長、土方歳三です｡
新選組とは幕末に活躍した､江戸幕府の警備組
織で､京都の治安を守る為に結成されました｡肥
後藩(今の熊本県)など多くの尊王攘夷の藩士を
弾圧した池田屋事件は有名です｡しかし､この後
新選組は隊内の分裂により隊員数が減ってしま
います｡ 
　この本では歴史上の出来事の顛末だけで無く
人物の心情も読み取ることができます｡新選組
について知りたい人や歴史小説が好きな人はぜ
ひ読んでみてください｡         



銀河鉄道の夜　　宮沢賢治 

集英社

中学1年5組　　佃　惇志

僕は銀河鉄道の夜を読みました。この本
は最初にいくつかの短編ストーリーがあ
ります。「やまなし」「いちょうの実」
「よだかの星」「ひかりの素足」「風の
又三郎」そして「銀河鉄道の夜」です。
やまなしではクラムボンという謎の生命
体のことをカニの親子がお話しするお話
しです。これのクラムボンは最後まで何
か分かりませんでした。銀河鉄道の夜で
は宇宙を走る鉄道にジョバンニとカンパ
ネルラの旅を描いている作品です。い
ちょうの実、よだかの星、ひかりの素
足、風の又三郎もおもしろいのでぜひ見
てみてください！！



海底二万マイル　　ベルヌ 

ポプラ社

中学1年5組　　中西　美菜津

この海底ニ万マイルという本は、ピエール・
アロナックス教授とネッドが海で溺れてい
る所を、ネモ艦長に助けだされ、ノーチラ
ス号で未知の海底旅行をしていく話です。 
この本の見どころは、海底旅行をしている
間に、いろいろなハプニングがおこること
です。 
氷や水に囲まれ、閉じ込められそうになっ
たり、先住民が侵入してきたりします。その
解決方法を読むのが、一番の見どころだと
思います。また、ネモ艦長が何故、政府など
に、ノーチラス号を知られてはいけないの
かなども見どころです。ぜひ読んでみてくだ
さい。



君の膵臓を食べたい　　住野よる 

双葉文庫

中学1年5組　　山下　葵

アニメ化や実写版の映画化もされた人
気作です。 
この作品は初め想像していたのとお話
が違う展開になるのが面白いです。 
この作品の題名「君の膵臓をたべた
い」という言葉も考えさせられる作品
になっています。 
短い時間の中で高校生の男の子と女の
子の心の変化や成長が見られ、自分
だったなら、この時どう思うだろう、
どう行動しただろうと重ねて読むこと
ができます。



中学1年6組　　今西　公太郎

セオの事件簿　　ジョン・グリシャム 

岩崎書店

僕が紹介する本はセオの事件簿というミ
ステリー小説です。この物語では少年弁
護士のセオドア・ブーンが地域の様々な
事件を解決していく物語です。セオの事
件簿は現在7巻まで出ており一冊一冊がと
ても分厚く最後の方には裁判の時などに
使われる用語の説明も書いてあり、わか
らない言葉などが出てきても後ろで調べ
ることが出来るのでとても良い勉強にも
なります。そしてこの物語は登場人物が
とても魅力的です。僕が好きなキャラク
ターはセオの幼なじみエイプリルとセオ
の飼い犬ジャッジです。皆さん是非読ん
でみてください。



わたし、がんばったよ。　　岩貞るみこ 

講談社

中学1年6組　　小西　凛

私が今まで読んだ本の中で一番皆さんに読
んでいただきたい本は 
「わたし、がんばったよ。」です。この本
は4歳で急性骨髄性白血病になってしまった
佐藤美咲(仮名)ちゃんの白血病との闘いを
本にしたノンフィクションです。白血病と
いう病気は「血液の癌」と言われ、5人に1
人つまり20%しか助からないとても怖い病
気です。この本には美咲ちゃんの身の回り
に起こる嬉しい事から悲しい事まで様々な
ことが載っています。綺麗事を言っている
だけだと思う人は1度読んでみてください。
必ず命に対する意識や考え方が変わりま
す。



8年越しの花嫁　　中原尚志 

主婦の友社

中学1年6組　　田村桜子

私が紹介する本は8年後の花嫁という
本です。この本は中原尚志さんがかい
た本です。内容は結婚の約束をしてい
るカップルがいて、結婚の目前を控え
て幸せ真っ只中の時に彼女が突然意識
不明になってしまいます。それにもっ
と苦難なことがあるけれど、それを乗
り越えて結婚にたどり着くという話で
す。この本の魅力は8年という長い月
日で目を覚ますかもわからないのに諦
めない姿や彼女のことを思う姿だと思
いました。



サラダ記念日　　俵万智 

河出文庫

中学2年1組　　清家　優希

「この味がいいね」と君が言ったから七
月六日はサラダ記念日 
この本に登場する短歌たちのなんと瑞々
しいことか。 
見慣れた日常に向けられた作者の暖かい
眼差しに引き込まれて、スラスラとカラ
ダの中に滑り込んでくる三十一文字に驚
かされる。 
これほど長く続くとは思いもしなかった
コロナウイルスとの生活に、混沌とした
ものを感じる昨今だからこそ、31文字
という短い言葉に込められた、心温まる
ような日常の愛おしさを私たちに再確認
させてくれる一冊である。



　　　か「」く「」し「」ご「」と「　　 

住野よる　　新潮文庫

中学2年2組　　三輪莉子

私のオススメの本は住野よるさんの　か「」
く「」し「」ご「」と「　です。 
この本は高校生の5人組の恋物語です。ですが
普通の恋物語ではなく5人はそれぞれ違う、人
の心が読める能力を持っています。その能力
に対しての1人1人の考え方や価値観の違いな
どが読み取れる所が奥深くて面白いです。一
番オススメなのは10年後に向けてタイムカプ
セルの手紙を書いてるところです。その手紙
は5人がそれぞれ他4人に向けて書いているの
ですが手紙だから書ける友情に感動しまし
た。ぜひ1人1人の感情に注目しながら読んで
みてください。



影との戦い　〈ゲド戦記1〉　　　　　　　　
　　　 

アーシュラ・K.ル=グイン　　岩波少年文庫

中学2年2組　　山本櫂

この作品は大魔法使い、ゲドの青年期
が書かれています。 
ゲドは魔法の見せ合いで自分の影を死
の世界から呼び出してしまい、その影
を倒すための旅に出ることになりま
す。 
私はこの作品から、人の奢りの愚か
さ、それによって導かれる危険、自分
自身の本当の姿を知ることの大切さ、
高慢は不運しか呼ばないことが読み取
れました。 
又、愚かな人でも努力すれば必ず道が
開けるということも学べました。



あと少し、もう少し　　瀬尾まいこ 

新潮文庫

中学2年3組　　岩下　智志

この物語は寄せ集めの陸上部6人が駅伝
の県大会進出を目指して、日々練習に
励むという物語です。年が変わって顧
問が元美術部の教師に変わり、最初は
みんな文句ばかり言っていましたが、
次第に打ち解けていき、絆が深まりま
す。各登場人物からの駅伝に対する思
いや意気込み、走っている様子が鮮明
に書かれており、とても読みやすいで
す。僕のおすすめは2区の大田が走る
シーンです。今まで勉強もろくにせ
ず、駅伝大会の前日に全てを投げ出し
てしまいますが、顧問によって励まさ
れ、駅伝大会当日、全力を尽くしま
す。



青鬼ジェイルハウスの怪物　　黒田研二 

PHPジュニアノベル

中学2年3組　髙橋　諒馬

スマホでも出ている青鬼シリーズの小説版1
作目です。 
ある日、家にお父さんがなかなか帰ってこず
主人公タケルは、家を飛び出しお父さんを探
しに行った。タケルは道中たけし、卓郎、美
香、ひろしと出会う。5人が辿り着いた先は
ジェイルハウスという洋館だった。その洋館
は化け物が現れると噂の洋館だった。 
謎解き×脱出×ホラーのとても読みやすい小
説です。 
この青鬼シリーズはジュニアノベルシリーズ
で第8弾まで出ています。 
気になればぜひ読んでみてください。



風の中のマリア　　百田尚樹 

講談社

中学2年4組　　佐々木彩華

オオスズメバチのメスのハンターと
して生まれた蜂の話。30日ほどの短
い一生だが、それは人間が感じるこ
とで、蜂からするとベテランの域だ。
ハンターとして生まれ、ハンターとし
て死ぬ。自分の中のゲノムを、女王蜂
になった妹に託す。産まれる時期で母
として生きるかどうかが決まる。そ
んなオオスズメバチの生態について、
面白い物語として書かれているこの本
は、評価も高く虫が苦手な私でも読
めた。



涼宮ハルヒの憂鬱　　谷川流 

角川スニーカー文庫

中学2年4組　　西田　柚稀

この本は普通がひっくり返されてる様な
お話です。読んでて面白いです！所々難
しいところもありますが、色々な伏線が
あって、考察し甲斐があります！色々
ぶっ飛んでいるようなキャラがたくさん
いて面白いです！色々なものが交差して
いく非日常系学園ストーリーです！



准教授・高槻彰良の推察　　澤村御影 

角川文庫

中学2年5組　　嘉指　泉美

嘘を聞き分ける耳を持つ孤独な大学生
と、知的好奇心旺盛な准教授が怪異の
仕業に見える「現象」を「解釈」する
民俗学を土台としたミステリ。物語が
進むにつれ、しっかりとした物語の地
盤が見えてきてその作り込みが作品の
面白みに一役買っている。 
　キャラクターの過去にも踏み入り、
ただ謎を解くだけの物語にはない話の
深みがあり、それも人を惹きつける面
白みに繋がっている。 
　論理のもとに展開されるミステリの
底に見える、「本物」の不気味さがこ
の小説の一番の強みだ。



くちぶえ番長　　重松清 

新潮文庫

中学2年5組　　木屋村　璃愛

主人公のツヨシは父から「学校に転校生が来
るぞ」と知らされる。 
その転校生の父はツヨシの父、ケンスケの友人
のヒロカズの子供だと言う。 
転校生の名前は「マコト」。 
ツヨシはそんな話を聞いてから様々なウワサを
耳にする。 
そんな中、ツヨシはその「マコト」に出会
う。 
その翌日、「マコト」はツヨシの学校に転校
して来た。 
挨拶と共に「マコト」は夢を口にする。 
そんなツヨシと「マコト」の友情物語。



夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく　　
汐見夏衛　　スターツ出版文庫

中学2年6組　　瀧下　暦

この物語は、お互いを嫌い合っていた男女2人が次第
に仲良くなり恋に落ちていく、そんな様子を汐見夏衛
さんが書いたお話です。 
女の子目線で書かれている文章にも関わらず、男の子
の心情もしっかり読めて、「続きが早く見たい！」と
なるようなお話になっています。 
序盤では、優等生を演じ、誰からも信頼され好かれて
いた茜が、隣の席の自由奔放でなんでも正直に言う青
磁だけには「俺はお前が嫌いだ」と言われてしまいま
す。茜も青磁のはっきり言うところや自由すぎるとこ
ろが嫌いだと思い、お互いに嫌い合っていました。 
中盤では、茜は青磁の正直なところに助けられること
になります。「言いたいことがあるなら言っていいん
だ相手が誰だろうと、むつくならむかつくって叫べ。
俺が聞いててやる。」この言葉に茜は、今まで優等生
を演じないといけなかった理由を政治に打ち明けるこ
とにします。 
そして、終盤では、茜が青磁のことを好きになってし
まいます。が、青磁は、、、？



あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。　　
　　汐見夏衛　　スターツ出版文庫

中学2年6組　　滑浦　栞

｢愛する人たちを守るために、俺は死にに征く
よ｣特攻、それは片道分の燃料とミサイルを特攻
機に積んで敵に突っ込むこと。特攻隊員は自分
の命を犠牲にして、自分の身体ごと突っ込むの
だ。 
すべてのことにイライラした毎日を送る中学2年
生の百合。母親と喧嘩をして家を飛び出し、目
を覚ますとそこは70年前の戦争中の日本だっ
た。偶然通りかかった彰に助けられ、どんどん
彼の誠実さと優しさに惹かれていく。しかし彼
は特攻隊員だった。あと数ヶ月で亡くなってし
まう運命なのだ。 
自分の命の恩人であり、初恋の日である彰には
死んでほしくなかったため、百合は必死に行か
ないで欲しいと何度も伝えた。悩んだ末、彰の
決断とは…⁉


