
小説 日付 曜日 事象

P.240 2006/7/21 金曜日 7 良多：サブリーダー。電気店でデジタルカメラ一眼を買う

2006/7/22 土曜日 6

2006/7/23 日曜日 5

2006/7/24 月曜日 4

2006/7/25 火曜日 3

2006/7/26 水曜日 2

P.051 2006/7/27 木曜日 1 予定日の三日前に入院、すぐ陣痛が始まる。

10時間の後、分娩。大量出血し意識を失う。

P.050 2006/7/28 金曜日 午前9時37分（分娩時間10時間25分） 慶多誕生：2865グラム　49.2センチ（前橋中央総合病院）

2006/7/29 土曜日 出産２日目

2006/7/30 日曜日 出産3日目

P.051 2006/7/31 月曜日 出産４日目：良多が会いに行く。 ガラス越しに撮った写真（一番古い写真）

P.052 「野々宮みどり 男児」

P.055 ↑良多はコンペ終了後に前橋に向かった

朝 良多と慶多対面：午後の沐浴ですり替え

P.183 午後の沐浴ですり替え 嫉妬の対象は野々宮家。斎木家はとばっちり。

P.188 良多も赤ん坊のすり替えに気が付かず 初の写真撮影：キヤノンEOSデジタル一眼

P.193、 未成年者略取は５年で時効 快晴：梅雨明けの暑い日

車に飛び乗り前橋に向かう

P.250退院の日：みどりはもう子供は無理と担当医に告げられる

P.299カンファレンスルームでの描写

P.301　慶多誕生の後の野々宮良輔とのぶ子との軋轢

2007/7/28 土曜日 慶多：１歳の誕生日

2008/7/28 月曜日 慶多：２歳の誕生日

2009/7/28 火曜日 慶多：３歳の誕生日

2010/7/28 水曜日 慶多：４歳の誕生日

2011/7/28 木曜日 慶多：５歳の誕生日

P.030 2011/11/3 木曜日 良多の部下：三村退社(実家の香川に戻る）

2012/7/28 土曜日 慶多：６歳の誕生日

P.031 夏休み明け　慶多は大地くんに虐められるたと訴える様になった。

P.008 2012/11/3 土曜日 11月の最初の土曜日 成華学院初等部受験日初日　50人×10回

P.021 三嵜建設建築設計本部にて、良多プレゼンの準備

P.024 夜 群馬県前橋市の病院より電話

2012/11/4 日曜日 大安 成華学院初等部受験日二日目　50人×10回　２日合計で1000人受験

P036 良多出勤、病院に行く日程調整。

2012/11/5 月曜日 赤口

P.037 2012/11/6 火曜日 11月の最初の土曜日の翌日の（明後日）の午後会社のそばのホテルで「子どもの取り違え」を病院から知らされる

先勝 病院側の手土産は群馬定番の「旅がらす」



P.038 事務局長は秋山。弁護士は織間。

P.040 2012/11/7 水曜日 友引 成華学院初等部から合格通知が届く：合格者は百人ほど。約10倍の倍率。

合格祝い（20：00）

2012/11/8 木曜日

2012/11/9 金曜日

P.043 2012/11/10 土曜日 夕方 都内の研究所：ＤＮＡ鑑定

P.046 2012/11/17 土曜日 一週間後

織間弁護士事務所ビルの５階：雨

「やっぱりそういうことか」

P.054 18:00 友人の家に慶多をお迎えに

P.055 2012/11/23 金曜日 明日が土曜日ならこの日は金曜日 前橋中央総合病院で初めて対面

P.062 琉晴の写真はニューサンピア（高崎）

P.063 動画は烏川（からすがわ）

首都高速

関越自動車道

６年前の事を思い出し前橋に向かう

前橋のインターチェンジをおり道の駅

みどりの実家に慶多を預ける

病院へ、対面の後、

実家に戻り、そのまま帰宅

P.074 2012/11/24 土曜日 翌日の土曜日：早朝 良多出社

P.075 2012/11/25 日曜日 ２日後 日にちは不明：上山部長に子どもの取り違いを報告相談

2012/11/26 月曜日 ３日後

2012/11/27 火曜日 ４日後

P.076 2012/11/28 水曜日 ５日後（コンペ） コンペ：プレゼンの仕切りは松下波留奈

P.076 物件名：ザ・スパイラルタワー

P.077 上山部長：両方ともひきとっちゃえよ

P.080 2012/12/15 土曜日 十二月中旬の土曜日

2時間 前橋の郊外にある巨大なショッピングセンターで子ども同士の初顔合わせ

P.082 年末の買い物客であふれかえっている

自分の実際の子どもに初めてあうシーン

P.085 キッズパーク

軽食コーナー

P.087 領収書



前橋中央病院

P.087 本日、コンペの結果が発表される日

慶多君は食べ物なにが好きなの？

唐揚げ

ううん。ママの作ったオムライス。

P.090 琉晴君の好物は「すき焼き」：良多と一緒。

P.093 被害者側の弁護士の選任は良多

P.095 ゆかりがみどりに携帯の電話番号伝える

雄大１時間一緒に遊ぶ

良多は離れてみている

P.096 別れ際 雄大：志村けんのアイーン

みどり：電話してとのジェスチュアー

P.097 2012/12/16 日曜日 翌日の日曜日 良多が鈴本弁護士事務所を訪ねる

部長案（二人とも引き取る）を伝えるが厳しい返事

P.102 2012/12/22 土曜日 ２回目の食事会（土曜日） 病院主催の食事会

P.102 2012/12/29 土曜日 ３回目の食事会（土曜日）

P.102 2013/1/52013/1/52013/1/52013/1/5 土曜日 ４回目の食事会（土曜日） ロブスター料理がメインの店：病院側から宿泊の提案

2013/1/12 土曜日 ５回目の食事会（土曜日）

P.106 2013/1/18 金曜日 ピアノ教室でのシーン

P.109 珍しく良多早く帰宅。慶多とゲームをする。

P.110 みどり、慶多のお泊り準備。ゆかりから電話。

P.108 2013/1/19 土曜日 前日の翌日の土曜日 初めて慶多が斎木家にお泊り初めて慶多が斎木家にお泊り初めて慶多が斎木家にお泊り初めて慶多が斎木家にお泊り

朝10：00出発予定

P.111 そのままお泊りしておいで。

P.112 これは慶多が強くなる為のミッションなんだ。

P.112 出発時：みどりが取り乱してしまう。

前橋インター経由

P.113 農閑期

前橋市内

初めて斎木家を訪れる

みどり泣き顔になる

P.115 琉晴車中で「オーマイガット」を繰り返す



流晴ハンバーガーとコーラを摂る

ストローは噛み潰す

P.116 慶多ソバは食べる。アジのフライは半分残す

P.117 犬（ちゅうじ）の小屋発見

ゆかりが中学校時代に飼っていた犬

「あのさ、スパイダーマンってクモだって知ってる？」

P.128 良多：パスポートの子ども時代の写真をみる。

P.136 2013/1/20 日曜日 良多出社：コンペの祝勝会パーティに出席

P.143 波留奈「普通わかるでしょ？」

P.145 波留奈「一番怖いのは男の嫉妬」

2時45分：みどりが琉晴を前橋大島に送っていく

P.150 両毛線：17時45分で高崎。18時21分発の新幹線

P.152 良多20：30に帰宅

P.158 ゆかりが雄大の魅力を語る

2013/1/26 土曜日 お泊り2日目

2013/2/2 土曜日 お泊り3日目

2013/2/9 土曜日 お泊り4日目

2013/2/16 土曜日 お泊り5日目

2013/2/23 土曜日 お泊り6日目

2013/3/2 土曜日 お泊り7日目

2013/3/9 土曜日 お泊り8日目

2013/3/16 土曜日 お泊り9日目

2013/3/23 土曜日 お泊り10日目

P.160 2013/3/30 土曜日 お泊り11日目

P.160 良多は土曜日の往復に付き合うのが精いっぱい。日曜日はお役御免。

P.161 2013/4/5 金曜日 この日も確定 慶多の入学式：雄大も式に参加する。桜は殆ど散ってしまっている

前橋から始発で里子もやってくる。

P.161 2013/4/6 土曜日 この日も確定 お泊り12日目は延期　琉晴の入学式　里子編み物教室開催

2013/4/7 日曜日

2013/4/13 土曜日 お泊りの週が一週間後ろにずれる お泊り12日目

2013/4/20 土曜日 お泊り13日目

P.170 ゆかりからゴールデンウィークの旅行案がでるが、

良多の仕事の都合で実現せず。

2013/4/27 土曜日 お泊り14日目

2013/5/4 土曜日 お泊り15日目

2013/5/11 土曜日 お泊り16日目



2013/5/18 土曜日 お泊り17日目

2013/5/25 土曜日 お泊り18日目

2013/6/1 土曜日 お泊り19日目

2013/6/8 土曜日 梅雨入りしたばかりの20回目の交換日 お泊り20日目：

2013/6/9 日曜日 初めて家族があったショッピングセンター 事件が起こる。良多「二人とも譲って」

P.172 雄大が良多にもっと子供と遊ぶように勧める

P.173 子どもとの関係に時間はかかせない

P.175 二人ともこっちに譲ってくれませんか？

P.179 なんで俺が電気屋なんかにあんなこと言われなきゃいけないんだ？

2013/6/10 月曜日

P.179 2013/6/11 火曜日 20回目から２日後の火曜日 前橋の裁判所の審理にて再会（1月に訴状提出）

ロボットが修理されて、慶多大喜び

P.182 わざとすりかえた看護師の宮崎祥子登場

里子の家（みどりの実家）に慶多をお迎え

p.196 2013/6/16 日曜日 6月16日は父の日だった（実際は日曜日） 父の日　慶多は器用に図工をこなす

なのに学校？

父に日は第３日曜日 小説の中では金曜日（平日）となっている 父に贈るバラの花

父の日は「6月第3日曜日」と決まっている

珍しく良多は会社を早退

良多は兄の大輔（実兄）に呼び出される

「父が倒れた」２年ぶりの再会

P.196 都電荒川線

P.214 慶多はここ２週間ピアノで「メリーさんのひつじ」の練習

帰宅した良多に慶多が父の日のプレゼント

慶多が描いた良多の絵もある

慶多は斎木雄大の分のプレゼントも作る

2013/6/17 月曜日 小説の中では土曜日 慶多を斎木家へ

ゆかりがパートなので「両家の交流はなし

P.223 前日、両家で慶多と琉晴は夏休み前に交換と決める。

P.224 ７月に入る

交換お泊りの最終日小説の中では（土曜日） 良多が帰宅すると、琉晴は風呂。みどりはゆかりと電話

P.226 みどりの機嫌が悪い

p.227 看護師へ嫌がらせの手紙（みどり？）

翌日、小説の中では（日曜日）の昼過ぎ 良多、車で群馬へ

インターを降りて、自分がつくった15階建てのビルへ

4000億円の建物

琉晴関心なし



最後の、交換お泊りは淡々と終了

P.229 2013/7/15 月曜日 月曜日（祝日）最後の一週間始まる。 現実のカレンダーと整合

*日本国に６月は祝日はない ピアノの発表会

公営コンサートホール

P.232 叱責の先に軽蔑

一週間、良多は残業が続く

P.235 結局、慶多を手放す事になるのね。

嘘つき。

2013/7/19 金曜日 やっぱりってどう言う意味？

慶多は二人の会話を起きてベッドの中できいていた。

2013/7/20 土曜日 翌日 良多、慶多を公園へ（２年ぶり）　豪勢な食事

猛暑の予感

回転ジャングルジムへ

夜は、から揚げ

一生、その味を忘れないでとみどりは祈るような気持ちになった

荷物の整理

良多、慶多に最後のミッションを通告

みどりは慶多に持たせるものを準備する

2013/7/21 日曜日 更に翌日 学校の始業式が22日なら辻褄が合う 良多は斎木家の子に　交換

P.245 烏川の河原

P.248

その通りだった。嫌っている父親をいつの間にか真似ているのだ。

慶多と琉晴指切りげんまん

家族写真を撮る

P.253　 その日の晩 良多が琉晴にルールのリストを提示する

P.259 斎木家の夕食。ゆかりのパート先の弁当

慶多をゆかり抱きしめる

P.263 ある日の午前中

良多：２週間後　宇都宮「技研」に左遷を言い渡される

P.264 いまどき！赤ちゃん「取り違え」の奇々怪々



後任は・・・波留奈

P.268 その日の夜 みどりと琉晴二人の夕食

ざるうどん　ウノと言うカードゲームを始める

カップうどんの話

P.270 慶多からみどりへ電話

良多には内緒

P.272 琉晴。斎木家の両親の絵を描く

慶多の電話の報復

2013/7/28 日曜日 慶多：７歳の誕生日

P.274 その日（8月28日位？）←誤り 琉晴　新しい遊び仲間と公園から児童館へ

P.275 慶多と琉晴交換して4週間が経過 みどりはたまらなく慶多にあいたかった

7月21日から４週間なら2013/8/18 誕生日は7月28日（７歳の誕生日を祝いたかった）

既に慶多の誕生日7月28日は過ぎている 良多は残務整理

ピアノでうるさく音をならす

誕生プレゼントは新しいゲーム

P.277 その日も良多は6：30帰宅 ピアノ攻撃

初めて良多が琉晴を起こるピアノの件

P.278 車のおもちゃを乱暴に扱う

良多に修理を頼む

P.280 本当のパパ発言「俺が本当のパパ」

指切りの意味

P.282 良多ソファーに寝る

翌朝5:00 目覚める

6.30に出発すればよかった。宇都宮？ 慶多のプレゼントのバラがソファーから

P.285 その日 宇都宮へ初出勤

午後 鈴本（弁護士）来訪

P.287 裁判に勝利の報告　要求金額の7割認めらた

P.289 宮崎祥子からせめてもの償い

P.291 珍しく帰宅以後駅前の立ち飲み屋

P.293 東京の西の外れ　宮崎祥子のアパートを訪ねる

P.294 酔ってすり替えた元看護師宅へ



輝ちゃん（義理の息子）が庇う

P.297 俺の母さんだ

やるじゃないか

４２歳の良多を凌駕し笑いのめす

P.299 子どもが産めないと医師に宣告されるシーン

良輔・のぶ子

P.300 慶太誕生のすったもんだ

P.302 のぶ子さんには関係ない事ですから

を回想する

P.302 宮崎祥子宅から自宅へ地下鉄で移動

P.304 のぶ子に電話し謝ろうとする

P.306 ある日　宇都宮に出勤 ビオトープの説明から

良多と琉晴はどこへ飛び立つべきか考える

今の仕事はつまらない

人工林

山辺

ルリタテハ

15年

P.310 気温が30度を超えた日 みどりと琉晴恐竜展へ

３時に帰宅。三時間以上も寝込んでしまった。

P.313 琉晴前橋へ（斎木家の夕食終了時に突然帰宅）

みどり宇都宮の良多に連絡（良多は帰宅中）

前橋に行ってもらう

関越自動車道で前橋へ

P.314 8時前橋着

慶多はミッションは終了したのだと悟った

強くなったし、優秀にもなった

だからパパは迎えにきたのだ

と思った。

P.317 ゆかりの「琉惺と慶多を両方引きとたって全然かまわないんですから。

良多敗北感につつまれる。

P.319 11：00夜マンションへ帰宅



P.320 良多がみどりに母親に会いたくて家出した経験を告白する

キャンプ用品発注

P.322 2013/8/23 金曜日 アニメ映画鑑賞　ＤＶＤ購入

2013/8/24 土曜日 洗濯・掃除・キャンプ用品届く

2013/8/25 日曜日 カメラチェック　速攻で車で前橋斎木宅へ

慶多と良多仲直り

2013/8/26 月曜日

2013/8/27 火曜日


