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This book sketches a quintessentially human drama, centered on second-grade
children. The girls awaken to love early, building social relationships every bit as
complex as those of adults before entering junior high school and discovering
sex. The adolescence of Morimoto Junko is prominent in the story. She falls violently in love with her Japanese teacher, Kawamura, ultimately getting hurt
before she graduates. Himeno Kaoruko vividly depicts the life of young girls, and
the precocious sexual experiences of Junko in particular, with a satirical touch.
The work dispels the pure and beautiful, tender and vulnerable image of teenage love. The girls fall in love, immediately move on to sex, and become women
in the space of a night. The boundary between love and sex is ambiguous, but this
does not bother them. Perhaps the distinction between earnest affection and exultant sex is one that these young girls do not need to make. This may be the first
time that the uninhibited love of teenagers has been written about so directly.
It is Himeno’s style that particularly draws the reader’s attention. With exquisitely crafted sentences and effective use of variations in tone, she describes the
diverse lives of the growing girls.
Another feature is the bold use of elements meant to elicit laughter. It is difficult to employ humor in romantic fiction, but this book organically integrates
these elements into the text. In overturning the rules of love stories one by one,
the work achieves an unprecedented freshness and emotional heft. The unique
story and combination of a variety of voices create a novel that will linger in readers’ memories. (CK)
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とある小学校二年の少年少女を主役とする人間ドラマが始まる。早くから恋心が芽
生えた少女たちは、大人に劣らぬほど複雑な人間関係を築く。やがて中学生になり、
彼女たちは性に目覚めていく。中でも森本隼子の青春はひときわ異彩を放つ。彼女は
国語教師の河村と激しい恋に落ち、ついに傷ついて卒業していく。隼子の早熟な性体
や ゆ
験を中心に、少女たちの生態が揶揄の利いた筆致で生き生きと描き出されている。
十代の恋愛につきまとう、清純で美しく、繊細で傷つきやすいというイメージが、
この作品では一掃された。少女たちは恋をすると、たちまち性におぼれ、一夜のうち
に女へと変身する。恋愛と性の境界線は曖昧で、当事者はそんなことには無頓着だ。
おうか
未成年の彼女たちにとって、ひたむきな愛情と性の謳歌の区別など必要ないのかもし
れない。十代の若者の奔放な愛がここまで単刀直入に描かれたのは初めてであろう。
とりわけ目を引くのは作家が用意した文体である。絶妙な文章感覚に基づき、異な
る文体を効果的に使い分けながら、成長を続ける少女たちの多様な生き方を表現して
いる。
笑いの要素が大胆に持ち込まれたのも特徴だ。恋愛小説でユーモアは扱いにくい
かいぎゃく
が、この作品では諧謔の成分がテキストの中に有機的に組み込まれている。恋愛小説
の法則を片っ端から覆した作品だが、いままでにない新鮮さと感動がある。独特の物
語展開と多様な語りの合成は、将来にわたって読者の記憶にとどまるであろう。（CK）
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