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大好きな本をみんなにも

読んでほしい！     

その思いをカタチにして

みませんか？ 

あなたのイチオシ本のＰＯＰ（ポップ）を作って       

みませんか？作ったＰＯＰは図書館で掲示したり、

この青春本棚通信に載せて紹介します！ 

青 春 ★ Ｐ Ｏ Ｐ 作 成 会 

 図書館 のご案内（主に中高生向けのイベント） 

日    時： ７月２０日（土）午後１時～５時 

      ９月２１日（土）午後１時３０分～３時３０分 

     １１月１６日（土） 〃                              

※初めに作り方を説明します。途中退場ＯＫ！                                      

場    所：松山市立中央図書館 ２階文化活動室 

参加方法：事前申込なし・当日参加自由 

対  象：中学生・高校生（近い年齢の方もご相談ください） 

必要な物：ＰＯＰを作って紹介したい本                         

（マンガやライトノベルなどもＯＫ。ジャンルは問いません） 

ＰＯＰづくりに必要な道具はこちらで用意しますが、使いなれた                    

筆記用具や画材があればご持参ください。 

全国読書感想文コンクール（高校生部門）の課題図書に選ばれた            

『ヒマラヤに学校をつくる』の著者 吉岡大祐さん（松山市出身）が         

図書館に来てくれます！ 

ネパールでの学校設立までの道のりや                               

子どもたちとの交流など、多彩なお話を聞け

る貴重な機会。ぜひ皆さんお申込みください！！ 

吉岡大祐さんってどんな人？ 

ネパールで医療キャンプに参加

した際、多くの子ども達が感染

症で亡くなる現状を目の当たり

にしたことから、友人らと「ヒマラ

ヤ青少年育英会」を立ち上げ、

貧しい子ども達の就学支援活

動を始めました。３年の募金活

動で小学校の開校を実現した

素晴らしい活動は、テレビ愛媛

賞を始め多くの賞を受賞したほ

か、各メディアでも取り上げられ

ています。 

著者トーク！『ヒマラヤに学校をつくった僕と子どもたちの話』を開催します 

日 時：８月７日（水）午後１時３０分～３時                 

場 所：松山市立中央図書館 ２階文化活動室 

対 象：中学生・高校生から一般の方 

定 員：３０名程度（先着順） ★事前申込優先・空きがあれば当日参加可能   

申込開始日：７月１５日（月）                      

申込方法：電話、ＦＡＸまたはEメールにて。メールの場合はタイトルを「著者トーク

申込み」で、氏名・学年（学校名）・連絡先をご明記ください。                  

※電話番号・ＦＡＸ・メールアドレスは最終ページのお問合わせをご覧ください。 



図書館ダンジョン・エクスプローラー 第７階層 

 図書館に冒険者の侵入を阻むダンジョンあり…各地のダンジョンで発見された秘蔵図書を紹介しよう。 

 これらの図書は召喚呪文「予約」の使用により入手可能となる。ただし、召喚には使用後に少なくとも

１日以上時間を必要とする。 

 「予約」は「検索システム使用スキル」の習得が不可欠である。スキル習得を望む者は、図書館窓口横

の魔導器（パソコン）や自身の小型魔導器（スマホ）で「図書館蔵書検索システムＯＰＡＣ」を使用して

習得してほしい。習得困難と感じる者は、図書館窓口スタッフに相談するといいだろう。 

 中央３階ダンジョンの図書は、貸出中でなければ「書庫資料申請用紙」で即入手も可能だ！ 

 

 「これって乙女ゲームのエン

ディングシーン?」         

前世の記憶が蘇ったのは、床

に押さえつけられた悪役令嬢

（私)が婚約者だった王子に婚約破棄をされる場面…っ

てこの場面、すでにバッドエンド!?その場を切り抜けた令

嬢アイリスは領地の経営を任され、前世の知識で領地

に改革を巻き起こす。ワーキングお嬢様の物語、読んで

て爽快です。 恋愛要素もお楽しみ！ 

マンガ 『また、同じ夢を見ていた』 （１～３巻） 

住野 よる//著・桐原 

いづみ//漫画 双葉社 

【分類番号：726.1-キ 】  

中央団体貸出用書庫に

あり。「予約」召喚を！ 

 大切な事に気づけたら、

世界はもう一度動き出す。

学校に友達がいない少女・

奈ノ花が出会ったのは、手

首に傷がある「南さん」、とても格好いい「アバズレさ

ん」、一人暮らしの「おばあちゃん」、それに尻尾の短い

「彼女」でした。「やり直したい」ことがある、すべての人

に贈る物語。大人気小説のコミカライズ版です。あの

感動をもう一度！ 

マンガ 『黄色い本』  『１５歳のテロリスト』  

 「すべて、吹き飛んでしま

え」突然の犯行予告のあと

に起きた新宿駅爆破事件。

15歳の少年の犯行は世間

を震撼させた。記者・安藤は、かつて少年犯罪被害

者の会で出会ったその孤独な少年を知っていた。何

が、彼を凶行に駆り立てたのか?読み進むうちに明ら

かになる少年の真意、重いテーマとやるせない結末

に涙が止まらない。心に刺さる１冊です。 

『公爵令嬢の嗜み』 （全８巻） 

澪亜//著 

KADOKAWA 

【分類番号 ：F-レ 】 

北条YAコーナーにあり。

「予約」で召喚せよ！ 
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 高校生、実地子は黄色い本

を読み続ける。昼食を食べる

間も惜しんで。実地子にとって

登場人物たちは、まるで実在しているよう。物語にひた

りたい自分と、現実を生きなければならない自分。その

狭間で実地子はつぶやく。「極東は苦戦しております」 

本の世界に入り込んで、夢中になった経験のあるすべ

ての人におすすめです。実地子の読んでいた本、『チ

ボー家の人々』（全５巻）も同じ書庫にありますよ！ 

高野 文子//著 

講談社 

【分類番号 ：726.1-タ 】 

中央３階にあり。「予約」

or「書庫資料申請」を！ 

松村 涼哉//著 

KADOKAWA 

【分類番号 ：F-マリ 】 

三津浜YAコーナーにあり。

「予約」で召喚せよ！ 



  

五十嵐 大介//著 

小学館 

【分類番号 ： ７２６．１-イ 】  

 水族館の大水槽で自由自在に泳ぐ少年・海の姿

に心奪われた琉花。そして、彼が双子の兄・空とと

もにジュゴンに育てられたことを知り…。海を舞台に

生命の秘密という壮大なテーマのもと、ヒトと自然世

界の繋がりを描いた作品。なにかを伝えるのに言葉

は不十分。感覚を研ぎ澄まして、深海のように深く

深く、作品に入り込んでみてください。２０１９年６月

映画公開です。 

 生涯に7回もの引っ越し(国替え)を命じられた実

在の大名・松平直矩(なおのり)がモデル。国替えは

現代の引っ越しとは比べられないほど莫大な費用

がかかるのです！お国の一大事を救おうと奔走す

る藩士たちの汗と努力と涙と笑いのストーリー。『超

高速！参勤交代』と同じく爆笑が止まらない時代モ

ノですので、これを機会に時代小説に目覚めるか

も？！２０１９年８月映画公開です。 

 

ｔｔｋｋ //著 

三才ブックス 

【分類番号 ： ５９６．４-テ 】 

 反抗期の女子高生へ“キャラ弁"を高校３年間作

り続けたお母さん、そして食べ続けた娘さん。毎日

のお弁当を通じてメッセージを送ったお母さんの愛

情溢れるエッセイです。キャラ弁の文字やイラストに

海苔を切り抜く手間や情熱もさることながら、ほかの

おかずも一切出来合いものなし。ただただ母の愛の

深さを思い知ります。２０１９年６月に映画公開で

す。 

 

 階段島で、僕は彼女に再会した。誰よりも真っ直

ぐで、正しく、凛々しい少女、真辺由宇。あるはずの

ない出会いは、安定していた僕の高校生活を一変

させる。僕はどうしてここにいるのか。彼女はなぜこ

こに来たのか。やがて明かされる真相は、残酷な現

実を突きつける。主人公が、ただひとつ譲れなかっ

たものは…。今この時期に読んでほしい『階段島』

シリーズ。２０１９年６月映画公開です。 

河野 裕 //著 

新潮社 

【分類番号 ： Ｆ-コユ 】 

 『海獣の子供』 （１～５巻） 

メディアミックス読書推進委員会～今話題の ～ 

１０ 

 引っ越し大名三千里 映画化 

 今日も嫌がらせ弁当  いなくなれ、群青 
映画化 

映画化 

映画化 

今回はすべて映画化作品のご紹介です。壮大なアニメーションや感涙必須の作品など盛りだくさん！ 

原作ファンも、映画から興味を持った人も、双方向から深く作品を味わってみてください。 

 土橋 章宏//著 

角川春樹事務所 

【分類番号 ： B-F-トア 】 

図書館ビブリオバトルの

前回チャンプ本！ 



≪お問合わせ≫ 

 松山市立中央図書館 （中央図書館事務所） 開館時間 ９：００～２０：００ 

 〒790-0012  松山市湊町七丁目５番地 松山市総合コミュニティセンター内 

   電話番号：（０８９）９４３－８００８  メールアドレス：tosyokan@city.matsuyama.ehime.jp 

蔵書検索 QR 図書館HP QR 

 図書館 のススメ ～ 青春本棚の投稿を紹介します ～ 

 松山市立中央図書館の中高生向け図書コーナー「青春本棚」では、中学生・高校生を中心とした若い世

代の人たちからの様々な投稿を受け付けています。 

 お手軽な投稿からこだわりを表現できる投稿まで３種類の投稿をご用意しています。中央図書館１階

の「青春本棚」に投稿用紙を置いてますので、皆さんぜひ図書館に来て投稿を楽しんでください。 

１．ひとことカード 

 皆さんの図書館に対する様々な意見や質問を、ひとことカードの

用紙に記入して投稿してもらうと、中央図書館「青春本棚」に設置

している掲示板に張り出して回答します。 

 読みたいジャンルのオススメ本の紹介や、図書館に置いてほしい

本の要望など、お答えできる内容でしたら、図書館職員が誠心誠

意お答えしますので、お気軽にひとことどうぞ！ 

 年間１００件以上投稿がある人気のコーナーです。 

２．青春☆ＰＯＰ 

３．青春本棚通信の表紙イラスト 

表紙・５・６ページで紹介しています 

ご意見欄 ➡ 

回答欄 ➡ 

 皆さんのお気に入りの本を紹介するＰＯＰ（ポップ）を作って投

稿してもらうと、中央図書館で掲示して紹介します。 

 小説・マンガ・実用書など、ジャンルは問いません。備え付けの

用紙以外に、Ａ５サイズ以内でハガキや画用紙などに書いて投

稿してもかまいません。 

 投稿されたＰＯＰは、職員が本の表紙を添えて中央図書館「青

春本棚」に展示します。また図書館の特設展示で活躍すること

も！皆さん渾身のＰＯＰで、オススメ本が多くの来館者に紹介さ

れています。 ↑投稿部分 

 この『青春本棚通信』の表紙イラストを描いてみませんか？  

あなたのイラストが市内の中学生・高校生、そして図書館の来館

者に見てもらえますよ！ 

 備え付けの用紙以外に、Ａ４サイズ以内でケント紙、画用紙、

ハガキ等に描いてもかまいません。カラー・モノクロを問わず、鉛

筆、ボールペン、絵の具等何を使ってもかまいません。デジタル

で作成した作品でもＯＫです。その場合は印刷して投稿するか、

または下記のメールアドレスにタイトル「青春本棚通信表紙イラス

ト」と明記し、画像データを送信してください。 

松山市立図書館 

◆ 蔵書検索ホームページ https://www.tosyokan.city.matsuyama.ehime.jp/opac/ 

◆ 図書館ホームページ  https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisetsu/bunka/library/index.html 

≪編集後記≫ 

 お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、４月から青春本棚の担当が替わりました！これ
からも、もっと皆さんに愛される青春本棚を目指していきますので、応援よろしくお願いします！ 松山市立図書館を検索 

７ページで紹介しています 

この冊子の表紙になります！ 


