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 ２０１９年７月～９月までに投稿された『青春本棚ひとことカード』のやり取りを紹介するコーナーです。 

 中学生・高校生が好きな本や図書館員オススメ本、本探しのコツなど要チェックな話題ばかり！ 

 「私も書きたい！」と思ったら、ぜひ図書館で投稿お待ちしています。（詳しくは最終ページを見てね） 

（中１・コードブルーラブさん） 

ジャニーズののってる雑誌は（特に山Ｐ）ないですかー？  

（図書館）  

こんにちは。「コードブルーラブ」というペンネームが全てを

語ってますなぁ。                         

市立図書館にはアイドル情報誌は所蔵していないのです

が、ここであきらめますか？いいえ、“駄目なら向きを変え

て、 また歩き出せばいい”…図書館にある雑誌で、山Ｐが

のっている号を探す方法をお教えしましょう！ 

インターネットで“山下智久”“雑誌”などのキーワードを入力

して、山Ｐがのっている雑誌のタイトルと、何年何月号か、を

調べます。図書館にある雑誌のリストは、「松山市立図書

館」のホームページに「松山市立図書館購入雑誌一覧」と

してのせているので、リストを見て、ネットで確かめた雑誌が

あったら、その号が図書館にあるか、カウン

ターでたずねてみてください。                            

雑誌はＯＰＡＣから探すこともできます。探し

方についても、お気軽にカウンターへおたず

ねください。  

ボカロで図書館に置いてある本って何かありますか？ 

（中２・ちいさん） 

（図書館） 

ボーカロイド（ボカロ）の本ですね～。

『初音ミクの消失』（cosMo@暴走Pほ

か//著・一迅社）、『六兆年と一夜物

語』（西本紘奈//著・KADOKAWA）、

『カゲロウデイズ』（じん(自然の敵

P)//著・エンターブレイン）１～８巻な

どあります。『Bad∞End∞Night』上下

巻（ひとしずくP//著・一迅社）も内容

が豪華でオススメです。あと初音ミク

の曲をモチーフにしたショートストー

リー集『初音ミクポケット』というシリー

ズがあり、ぜひシリーズ名で検索して

みてください。カゲロウデイズ好きなら

『カゲロウデイズで中学地理が面白い

ほどわかる』(じん(自然の敵P)//原

作・KADOKAWA）のシリーズは各教

科が揃っていますのでぜひ一読を！  

（中３・劇団に、さんにんさん） 

 京都アニメーション放火事件から早三週間がたとうとしてい

ます。犠牲になられたクリエーターの方々に心からお悔やみ

申し上げます。私にとって『涼宮ハルヒの憂鬱』や最近では

『聲の形』など、様々な作品を手がけてきた京アニはかけがえ

のない存在です。いち早い復活を祈っています。これまで京

アニが制作に関わってきた作品の書籍を紹介してください。  

私も京アニ大好きです！絶対に復活

してくれると信じて待っています！！

京アニ作品の原作本ですが、現在小

説では『涼宮ハルヒシリーズ』、『氷菓

シリーズ』、『響け！ユーフォニアムシ

リーズ』、『ハイ☆スピード！（Free!の

原作）』、  『ヴァイオレット・エヴァー

ガーデン』、

『ツルネ』を 

置いています。またマンガでは『聲の

形』を置いています。加えて『二十世

紀電氣目録』という小説もあります。

京アニで劇場アニメを制作中だった

作品で、これが完成する日が来ると、

私は信じています。  

（図書館）  

（中２・ぷぅ。さん）  

朝読書の時間が好きで、その時に読めそうな短編集を

教えてほしいです 。 

（図書館）  

  『行きたくない』（阿川せんり ほ

か//著・KADOKAWA）はいかがでしょ

う？悩みなど全部投げ出したい瞬間

に、心に寄り添うお話が詰まっていま

す。作家陣もアイドルグループNEWS

の加藤シゲアキさんや『君の膵臓をた

べたい』の住野よるさんなど豪華な顔

ぶれですよ。           また

『青い鳥』（重松清//著・新潮社）は、同じ

中学生が主人公で共感できるのではない

でしょうか。この作

家は泣ける作品が

多く、これも大変涙

腺を刺激するので

朝読書では危険か

も。ほかにも『きみ

が見つける物語』（あさのあつこ ほ

か//著・角川書店）シリーズもオス

スメですのでぜひ。  

 青春ひとことＬＩＮＥ ～ 図書館の人にきいてみた ～ 



  青春☆ＰＯＰ便 オススメ本のＰＯＰを作ってみよう！ 

５ 

マンガ『ハイキュー!!』  

（古舘 春一//著・集英社） 

大人気マンガのＰＯＰという

だけでなく、イラストの完成

度や躍動感、文章も予約

のオススメに至るまで丁寧

に書かれていて大注目で

す！  

『本好きの下剋上』 

（香月 美夜//著    

・TOブックス）  

まさに本好きの必読書、

秋からアニメ化もされるの

で投稿増えてます。タイト

ルの背景やコーナーの模

様にこだわりが詰まって愛

を感じました！ 

【分類番号：YA-F-カミ】 

【分類番号：726.1-フ】 

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！ 

日  時：１１月１６日（土）午後１時３０分～３時３０分        

※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） 

ＰＯＰづくりに必要な道具は用意しますが、使い慣れ

た筆記用具や画材があればご持参ください。 

 

青春☆ＰＯＰ 作成会のご案内 

皆さんＰＯＰって知っていますか？本のあらすじや面白い所がピックアップされていて本選びの参考になりますよね。

中央図書館の中高生コーナー「青春本棚」では、“自分たちで作るオススメ本の紹介ＰＯＰ＝青春ＰＯＰ”の投稿を

募集しています！自分が大好きな本への思いをＰＯＰに込めてみませんか？ 

 こちらは今年７月～９月の間に「青春本棚」に投稿された作品や、図書館のイベント「青春ＰＯＰ作成

会」で作られた作品の一部です。今期はオススメ本への愛がこもった力作が多数寄せられました。 

みなさん投稿ありがとう！読むも作るも楽しいＰＯＰライフ、始めましょう♪ 



図書館ダンジョン・エクスプローラー 第８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！ 

 

 中学の終わりに不登校に

なってしまった小春は、京都

の祇園にある祖母の和雑貨

店「さくら庵」を手伝うことに。

和菓子職人の叔父や美形京男子と過ごすうち、小春は

少しずつ心を開いていく。「さくら庵」は和雑貨店のほか

にもあることをしていて、小春も“特異な力”があることが

分かり・・・。ほっこり優しい物語で癒されたい人にオスス

メ。小春の成長ぶりや京都の世界観も見どころです！ 

マンガ 『活撃 刀剣乱舞』 （１～５巻） 

津田 穂波//著     

集英社 

【分類番号：726.1-ツ 】  

中央団体貸出用書庫に

あり。「予約」召喚を！ 

 審神者によって顕現された

付喪神・刀剣男士達が、時

代を遡り歴史の改変を目論

む時間遡行軍を倒すために

刀を振るう活劇アクション。 

大人気ゲームから派生したアニメのコミカライズ版で

す。図書館の投稿でも人気が衰えない刀剣乱舞。ま

だ知らない人も一度この世界観に飛び込んでみよう。

そして刀剣男子の魅力に刮目せよ！ 

『<Infinite Dendrogram>            

－インフィニット・デンドグラムー』（１～１０巻） 

『じわじわ気になるほぼ100字の小説        

この世界はなんだ⁉』 

 たった100字の短い

物語。Twitterから飛び

出した、奇妙で不思議

な想像力をかき立てる話が満載です。朝読書や休憩

中にも読めてしまう短さですが、なんだか気になる、お

かしい、考え始めたら止まらない！「その正体は何だ!?｣

「その先には何が!?」と違うテーマの本もあります。 

『わが家は祇園(まち)の拝み屋さん』（１～１０巻） 

望月 麻衣//著 

KADOKAWA 

【分類番号 ：F-モマ 】 

三津浜YAコーナーにあり。

「予約」で召喚せよ！ 

６ 

 プレイヤーの行動や性格、

プレイスタイルで独自に能力

が進化するシステム <エンブ

リオ>。そんな夢のシステムを備えたVRMMO<Infinite 

Dendrogram>は瞬く間に世界を席巻した。椋鳥玲二も

また、受験勉強の終了を機にこのゲームを起動する

が・・・。可能性無限大のVRMMOの世界で、非道な強

敵に立ち向かう王道アクション系ファンタジー！ 

海道 左近//著 

ホビージャパン 

【分類番号 ：F-カサ 】 

三津浜YAコーナーにあり。

「予約」で召喚せよ！ 

北野 勇作//著 

キノブックス 

【分類番号 ：F-キユ 】 

北条YAコーナーに  

あり。「予約」召喚を！ 



≪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２００件を超える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 

 ４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。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、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≫ 

あっという間にもう秋ですね。芸術の秋、食欲の秋いろいろありますが、読書の秋を忘れてはいけ
ません。あれもこれも読みたい本があるのにうかうかしていたら秋終わっちゃう！？ 

松山市立図書館を検索 

表紙・５ページで紹介しています 

この冊子の表紙になります！ 


