No

日付

巻数

話数

イベント

推定根拠

1

4/15 （火） 第１～２巻 第1話、第5～7話 手話サークルで硝子と再会

4/15は確定

2

4/16 （水） 第２巻

第8話

ぼっちメシを食べる永束を見かける

1の翌日

3

4/22 （火） 第２巻

第8話

硝子に会いに行くが叶わない／永束との出会い

1の翌火曜日

4

4/23 （水） 第２巻

第9話

永束と友人になり放課後に遊ぶ

3の翌日

5

4/29 （火） 第２巻

第9話

永束と結絃がケンカ／橋で硝子と再び会話

3の翌火曜日

6

4/30 （水） 第２巻

第10話

170万燃える／結絃に蹴られる／バカッターで停学

カレンダーから、4月27日以降かつ4月中かつ平
日

7

5/1 （木） 第２巻

第11～12話

バカッター騒動を硝子に責められ、結絃家出

「昨日石田と会った」で6の翌日

マリアを保育園に迎えにいく、結絃を公園で発見

8

5/2 （金） 第２巻

第12～13話

9

5/5 （月） 第２巻

第14話

10

5/6 （火） 第３巻

第15話

橋で傘を硝子に返却／佐原の話題が出る

傘借りた8の翌火曜日でないとおかしい

11

5/12 （月） 第３巻

第15～16話

石田の停学終了／佐原に会いに行く（会えない）

停学は１週間だが、GWなので9日までに延び
た？

12

5/13 （火） 第３巻

第16話

再度佐原を探しに行き、佐原と再会成功
放課後、佐原と硝子が橋で再会

流れ的に11の翌日すぐに遅刻して探しに行って
いるように見える

13

5/15 （木） 第３巻

第17話

佐原からメール、週末に遊びにいく誘い

14

5/18 （日） 第３巻

第17話

硝子、佐原、永束でカラオケ

13の次の日曜日

15

5/20 （火） 第３巻

第18話

佐原と硝子が橋に／石田、硝子の問いに激高

14の翌火曜日

16

5/21 （水） 第３巻

第18～19話

街で猫耳の植野と再会

15の翌日

17

5/22 （木） 第３巻

第19話

永束と石田、にゃんにゃん倶楽部へ

16の翌日

18

5/23 （金） 第３巻

第20話

永束、植野に告白、罵倒される

17の翌日

結絃を自宅に迎える／石田と結絃で硝子を捜索
永束がプリント届けにくる／そのまま食事／
結絃を発見／結絃を銭湯へ連れて行く

流れ的に7の翌日、保育園なので多分平日
永束の服装やプリントから平日のはず

「こないだ」３万貸したで、11から少し日が開
いてるように読める、金曜の可能性も

猫ポーチが硝子に届き、硝子からメール
川井から植野に連絡するよう依頼され断る
放課後に植野と出会う、２ケツ
植野と硝子が花屋で再会
植野を自宅まで送る、「友だちごっこ」と言われる

19

5/26 （月） 第３巻

第20～21話

20

5/27 （火） 第３巻

第21話

21

6/1 （日） 第３巻

第22話

22

6/2 （月） 第３巻

第22話

23

6/3 （火） 第３巻

第22～23話

硝子とメールのやりとり「友だちごっこはいやです」
ポニーテールの硝子を発見、「うきぃ」

「これで２週間話してないことになる」

24

6/4 （水） 第４巻

第24話

真柴登場／川井イメチェンで×が外れる

25が木曜なので水曜しかありえない

25

6/5 （木） 第４巻

第24話

真柴「石田君コンビニ行こ」

木のマーク

26

6/6 （金） 第４巻

第24話

川井「石田君こないだのテストどーだった？」

金のマーク

27

第４巻
6/7 （土）
第５巻

第24話
第42話

永束、石田宅でお茶を飲む
硝子の18歳の誕生日

土のマーク
第42話での硝子の会話により誕生日判明

28

6/10 （火） 第４巻

第24話

29

6/15 （日） 第４巻

第24～27話

30

6/16 （月） 第４巻

第27～28話

31

6/17 （火） 第４巻

第28話

石田、橋に行く／「今日、めっちゃかわいいね」
硝子の手紙を植野宅に投函

30の次の火曜日

32

6/18 （水） 第４巻

第29話

結絃と祖母のやりとり

「観覧車ビンタ事件から数日」この辺りは数日
のずれはありうる

33

6/23 （月） 第４巻

第29話

西宮祖母が亡くなる

34の火曜日が通夜だとすると前日あたり？

硝子、猫ポーチのお返しを持って橋で待つが
石田は橋に行かなかった／「ニコーッ」 変な顔！
結絃が石田家を訪問「うえのさんと付き合ってるの？」
植野も石田家に謝罪にくるが結局ケンカ
結絃に励まされる
川井から植野のメアドを聞く
植野にメール送る→即座に返信

「だって明日は火曜日だから」

19の翌日
5/27の週が終わったような表現、休日の雰囲
気、「火曜」が翌日ではないような表現
21以後の最初の平日

石田、橋に行くが硝子は先に帰っていた

永束、真柴と橋へ／永束、結絃からカメラを借りる約束
石田、週末の遊びに硝子を誘う
みんなで遊園地で遊ぶ／「友だちっぽい！」
島田との再会／植野と硝子が観覧車に
結絃と石田が観覧車の動画を見る
硝子、植野への手紙を書く

硝子、橋にこない／結絃、制服で涙

23の翌火曜日（こないだ帰られちゃった）
28の週末、「波乱の日曜日」
29と次の火曜日の間なのでこの日しかない

34

6/24 （火） 第４巻

35

7/1 （火） 第４巻

第32話

石田、永束、佐原が橋で結絃を励ます

36

7/4 （金） 第５巻

第33話

永束が映画導入案提示、石田宅に植野がくる

37

7/7 （月） 第５巻

第34話

テスト期間開始

36で「来週テストだよ？」

38

7/8 （火） 第５巻

第34話

川井が映画台本作成、橋で硝子に映画協力を依頼

「18日までに」と言われて翌週火曜で大丈夫な
火曜日

39

7/14 （月） 第５巻

第34話

真柴が小学校にロケ許可依頼の電話

テスト結果が返ってきてる、11日の可能性も

40

7/15 （火） 第５巻

第34～35話

３人でホームセンターへ、さらに小学校へ

38の翌火曜日、かつ7/18よりも前

41

7/18 （金） 第５巻

第36話

終業式

高校の夏休みは21日からが一般的らしいため

42

7/22 （火） 第５巻

第36話

橋で将也と永束がケンカ、硝子仲裁、将也涙を流す

40の翌火曜日、かつ終業式後

43

7/27 （日） 第５巻

第37話

硝子・結絃・佐原がプールに

42の後、このまんがは日曜に遊ぶのが多いため

第29～31話

西宮祖母の通夜／喜多先生を見かける

31の翌火曜日
34の翌火曜日
「西宮祖母の葬式から数日」、木曜・水曜の可
能性も

44

7/29 （火） 第５巻

第37話

映画制作続き、「あなたのおかげで夏休みが楽しい」

42の翌火曜日、かつ45より前

45

8/5 （火） 第５巻

第37~39話

登校日、橋で暴露大会、映画制作空中分解

まんが内で日付が明示

46

8/6 （水） 第５巻

第40話

将也と硝子が「デートごっこ」

これより遅いと47にデート前に気づくはず

47

8/6-11

第５巻

第41話

植野から毎日電話、11日には佐原からメール

曜日記載あり。｢映画製作が頓挫して数日」

48

8/12 （火） 第５巻

第41話

将也が手話サークルに参加、橋で翌日の誘い

45の翌火曜日

49

8/13 （水） 第５巻

第41話

将也、硝子、結絃が映画鑑賞

48の翌日

50

8/14 （木） 第５巻

第41話

西宮母の誕生日、将也も一緒にお祝い

49の翌日

花火大会

50の「翌週」、かつ58の２週間前。詳細はエン

硝子の自殺、将也の転落

トリで分析

51

8/20 （水） 第５~６巻 第41~44話

52

8/21 （木） 第６巻

第44~45話

53

8/22 （金） 第６巻

第45~46話

54

8/26 （火） 第６巻

第47話

55

8/27 （水） 第６巻

第48~49話

将也昏睡中、結絃が病院に見舞い、植野が硝子に暴行
結絃が自宅の死骸写真をすべて剥がす
結絃が死骸写真、硝子が車のおもちゃを捨てる
硝子と永束が病室訪問するが叶わず、永束映画再開を決意

51の「２日目」
52の翌日

佐原、学校で妖精の衣装作りのあと将也の病室へ、植野に 53より後の平日で、植野が「昨日と同じ」と
追い返される、硝子からの「必要」

言ってることから火曜日以降

東地高の２学期スタート、川井・真柴が将也の病室へ、硝 進学校なので早めにスタートしてもおかしくな
子と石田母が遭遇、真柴と硝子が水門小へ

い、硝子・佐原・植野らはまだ夏休み

第50話

硝子が植野を相合傘で送る、硝子が植野から島田のメアド
55より後の平日
を受け取る

第51~52話

水門小で最初のロケハン、夜硝子の夢に将也が現れ、思わ まんが内で日付が明示、クラスでのやりとり等
ず家を飛び出す
から初めてのロケハンと思われる

56

8/29 （金） 第６巻

57

9/2 （火） 第６巻

58

9/3 （水） 第６～７巻 第52~55話

深夜、橋で涙する硝子。それに応えるかのように目覚めた
9月2日の23:50に家を飛び出し、52話で0:25分
将也は病院を脱走し橋で硝子と出会う。朝になり植野が来
頃の描写があり、「転落から２週間」
るも石田母と遭遇し逃げる

59

9/6 （土） 第７巻

第55話

将也退院

60との間に夜のカットが１枚だけ入っている

60

9/7 （日） 第７巻

第55話

西宮家、石田家を訪れ快気祝い

「日曜日」

61

9/13 （土） 第７巻

第56～57話

東地高文化祭

60の次の土曜日だと考えられるため

62

9/21 （日） 第７巻

第58話

映画の公開選考会と反省会

61の次の日曜日だと考えられる

63

9/28 （日） 第７巻

第59話

佐原モデルのファッションショー、佐原と植野が東京へ

９月末ごろの休日。別途エントリで考察

将也、硝子の進路で硝子とけんか。佐原と植野がファッシ

64

9/30 （火） 第７巻

第59話

65

10/1 （水） 第７巻

第60話

66

10/2 （木） 第７巻

第60話

「上京を応援する」という将也のメールに硝子から返事。 65の翌日。

67

10/24 （金） 第７巻

第61話

西宮母が硝子の上京を認める。

ョンコンテストで優勝
石田母、将也の上京をすすめる、将也、高校で進路につい
て語る。結絃再登校、将也の部屋に来て勉強

63の次の火曜日。別途エントリで考察
64の翌日。
68の前の平日。別途エントリで考察

68

10/27 （月） 第７巻

第61話

植野が将也の布団で寝ている。植野と将也、公園で話す。
69の前の月曜。別途エントリで考察
将也、硝子の志望が理容師だと初めて知る。

69

10/28 （火） 第７巻

第61話

将也、硝子に橋で自分が理容師志望だということを語る。 10月のできるだけ遅い火曜日。別途エントリで
「一緒に頑張ろう」
考察

70

11/12 （水） 第７巻

第61話

第61話、14ページ最後のコマ、結絃が将也に勉強を教わり
ながら頭をかいているシーン。

68の３週後の水曜日。別途エントリで考察

71

12月

第７巻

第61話

太陽女子メンバーのクリスマス会

クリスマス会なので12月と推測

72

翌3月

第７巻

第61話

東地高卒業式。

カレンダーで3月であることが示されている

73

3月末

第７巻

第61話

硝子、母親とともに自動車で上京。将也、ついにガーデン 仕事初めが4/1と思われるので引越しは3月末と
ピックの謎を解く
予想

74

2年後の1月

第７巻

第61～62話

水門市 成人式

将也らの世代の成人式のタイミングから

