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 ２０１９年１０月～１２月までに投稿された『青春本棚ひとことカード』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２・くるみさん） 

今まで、読んだ本を見たいな～とか。何冊読んだか？とか思

う事があるので。今まで、自分が読んだ本を（パソコンで）見

れたり、プリントしてもらったり、できませんか？  

（図書館）  

 「自分が読んだ本を振り返りたい」って、たくさん本を読む人

は思いますよね。そんな皆さんには、インターネット図書館蔵

書検索システム（ＯＰＡＣ）の『マイ読書記録』というベンリ機

能がオススメです！貸出中の本をマイ読書記録に登録する

と、登録した本を後から見ることができたり、自分のパソコン

からリストをダウンロードすることもできます。マイ読書記録を

使うには、まず自分のパソコンやスマホから図書館蔵書検索

のページにログインして、『連絡先変更』のページから『マイ読

書記録』を『利用する』に設定してください。

本を返却した後ではマイ読書記録へ登録で

きないので、貸出中にその都度登録が必要

ですが、慣れればほとんど手間どりません。

ぜひ活用してみてくださいね！ 

なんかおもしろいラノベありますか？  

（中３・暴走するラノベ神ｗ ） 

（図書館） 

 おもしろいラノベということですが、暴走するラノベ神さんは

『ロードス島戦記』（水野良//著・角川書

店）を読んだことがありま

すか？昭和の古き良き

ファンタジー小説の金字

塔で、アニメ化もされた

名作です。このシリーズ

の生誕３０周年記念とし

て、新作『ロードス島戦記 誓約の宝冠』

（水野良//著・KADOKAWA）が刊行さ

れました。ファンだった人も未読の人もぜ

ひ読んでほしい１冊です。きっとシリーズ

全冊読み返したくなると思います。 

 名作シリーズの新刊という話題では、

『十二国記』の新刊『白銀の墟 玄の月』

（小野不由美//著・新潮社）全４巻も待

ち遠しいですね！もちろん図書館にも入

れますので、シリーズを読み直して新作

に備えましょう！  

（学年不明・ルビさん） 

 図書館司書になるにはどうすればなれるのですか？ 

『本好きの下剋上』４部Ⅱ巻Ｐ６５にランガナタンという人名が

あり、調べたらすごい人でした。司書のテストにはランガナタン

の事も問題に出たりするのでしょうか？グーデンベルグの本、

子供用を読みました。もっとくわしい本を教えて下さい。   

 ルビさんのように司書になりたい人が最

近増えてまして、私たち図書館員はとても

嬉しいです！『本好きの下剋上』（香月美

夜//著・TOブックス）効果かな？ランガナ

タンの五法則のうち「図書館は成長する有

機体である」が個人的に好きです。ちなみ

に日本図書館協会の「図書館の自由に関

する宣言」も『図書館戦争』（有川浩//著・角川書店）の着

想となったくらい良いですよ♪ 

 司書についての本は、分類番号【013.1】の棚にまとまって

います。『司書になるには』（森智彦//著・ぺりかん社）など分

かりやすいですよ。『司書のお仕事』（大橋

崇行//著・勉誠出版）も、ライトノベル形

式で司書の仕事が紹介さ

れてて楽しめます。マンガ

『夜明けの図書館』（埜納

タオ//著・双葉社）も未

読でしたらぜひ読んでみ

てください！  

（図書館）  

（中１・オレンジさん）  

『リンカーネーションの花弁』というマンガがありますか？

あと、オススメの少年マンガ教えてください！  

（図書館）  

 マンガ 『リィンカーネーションの花弁』（小西幹久//著・マッ

グガーデン）は、残念ながら図書館に置いていません。マンガ

は多くリクエストをもらいますが、所蔵シリーズの最新刊をそろ

えるので精一杯で、新しい作品はわずかし

か加えられないのです。ごめんなさい。 

 そんななか、皆さんの要望を受けて最近

入荷したオススメ少年マンガは『鬼滅の刃』

（吾峠呼世晴//著・集英社）１～１７巻、

『僕のヒーローアカデミ

ア』（堀越耕平//著・集

英社）１～２４巻です。

どちらもアニメ化され、

一層大注目の作品です

ので、ぜひ読んでみてく

ださい。『約束のネバー

ランド』（出水ぽすか//

作画・白井カイウ原作・

集英社）１～１６巻も実写化の企画が出て

て今後さらに人気が増えそうですね。  

 青春ひとことＬＩＮＥ ～ 図書館の人にきいてみた ～ 



５ 

『白銀の墟 玄の月』 全４巻 

（小野 不由美//著・新潮社） 

今秋発刊されたばかりの一番乗りです！

とにかく早く皆さんにオススメしたい気持ち

が熱く感じられます。“最後の１行”が気に

なる～読む気にさせるのも上手い★ 

『太秦荘ダイアリー』 

（望月 麻衣//著・双葉社）  

可愛いイラストに大注目！本の内容もしっ

かり書かれていて、質・量ともにレベルの

高いＰＯＰです。地下鉄の擬人化キャラク

ターたちの魅力が充分伝わってきます。 

【分類番号：YA-F-モマ】 

【分類番号：YA-F-オフ】※発注中 

               

         日 時： 令和２年 １月１９日（日） 

                  ３月２１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を作りたい本（マンガやライトノベルも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」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？ 

 「青春本棚」への投稿や、図書館のイベント「青春ＰＯＰ作成会」で作られた作品の一部をご紹介しま

す。読んでほしい気持ちがあふれる力作ばかり！読むも作るも楽しいＰＯＰライフ、始めましょう♪ 

  青春☆ＰＯＰ便 オススメ本のＰＯＰを作ってみよう！ 

♪作ってみたくなったら、気軽に書きに来てね♪ 

『瓶詰地獄』（夢野 久作//著・立東舎）  

これは、『乙女の本棚』という、文豪の名作

と人気イラストレーターのコラボシリーズの

１作品です。短編の紹介は書きすぎるとネ

タバレしやすくなるところ、上手にまとめら

れて読みたくなりますね！不思議な世界

観も想像がふくらみます。 

【分類番号：YA-F-ユキ】 



図書館ダンジョン・エクスプローラー 第９階層 

 図書館という名のダンジョンに秘蔵図書あり…ダンジョンの奥深くに眠る図書（他館所蔵や閉架書庫の

図書）やレア図書（人気で貸出中が多く書架に出現しにくい図書）を発見しよう！ 

 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。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」で即入手も可能だぞ！ 

 

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！ 

６ 

【分類番号 ：

K-320-ヤ 】 

  貸出図書は   

 移動・三津  

 浜・北条図 

 書館などに 

 あり。「予約」 

  できるよ！ 

 子どもにも

関係のある法

律、知っておいたほうがよい法律をピック

アップし、イラストと分かりやすい言葉で

解説されています。難しいイメージの法

律だけど、専門用語もなくて法律を知る

ための入門書としてオススメです！ 

【分類番号 ：

Y-913-ヒ 】 

  三津浜図 

 書館にあり。 

  「予約」しよ 

  う！ 

 女子高生ス

ガリさんと男

性家庭科教

諭・杏介が立

ち上げた読書感想部。名作文学を斜め

からぶった斬り、巻き起こる謎を解き明

かすスガリさんのご当地（愛知県）日常

系学園ミステリー！超・妄想コンテスト

河出書房新社賞受賞作です。 

【分類番号 ：

B-F-ツナ 】 

  三津浜図 

 書館にあ 

  り。「予約」   

 してみよ 

 う！ 

  

大学生の正

義は、酔っ払いに絡まれていた美貌の

外国人・リチャード氏を助ける。彼は国

内外に数多の顧客をもち、スーツケース

で飛び回る敏腕宝石商だった。宝石に

巡る謎を鮮やかに解き明かす、今冬に

アニメ化決定の人気作！ 

『宝石商リチャード氏の謎鑑定』 

（1～9巻） 辻村七子//著・集英社 

【分類番号 ：

YA-F-ヒ 】 

 北条図書館  

  にあり。 

 「予約」が 

 オススメ！ 

 

 藤志高校の

トップカースト

に君臨する超絶リア充・千歳朔が、引き

こもり生徒の更生を頼まれるが…。リア

充主人公が新鮮な青春ラブコメ。リア充

なりの苦悩も知ると、嫌な奴のイメージ

から身近なヒーローに！『このライトノベ

ルがすごい! 2020』にもランクイン。 

【分類番号 ：

B-F-カレ 】 

  中央３階書  

  庫にあり。  

  「予約」か 

 書庫申請 

  を！ 

 『このライトノ

ベルがすごい! 

2020』の2010年代総合ランキング1位

となった大人気シリーズ！もちろん図書

館も所蔵していますが、閉架書庫にある

ので知らなかった人は要チェック！書庫

に眠る人気シリーズは他にもあるので、 

ぜひ検索して探してみてね。 

【分類番号 ：

726.1-シ-

1 】 

 中央団体貸  

 出用書庫に 

  あり。「予 

  約」召喚！ 

 「ヒプノシス

マイク-

Division Rap Battle-（通称：ヒプマイ）」

は、男性声優たちによる音楽原作キャ

ラクターラッププロジェクト。大人気でア

ニメ化も予定されているヒプマイのコミカ

ライズがいよいよ図書館に登場です！ 

『スガリさんの感想文はいつだって

斜め上』 平田駒//著・河出書房新社 

『こども六法』   山崎聡一郎//著・

伊藤ハムスター//絵・弘文堂 

マンガ 『ヒプノシスマイク sideF.P 

 &M1』 EVIL LINE RECORDS//原作・ 

                 一迅社 

『千歳くんはラムネ瓶のなか』  

 裕夢//著・小学館 

『ソードアート・オンライン』 （1～

22巻） 川原礫//著・KADOKAWA 



≪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 ９：３０～２０：００ 

 〒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：

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 

投稿欄 ➡ 

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

の画材は問いません。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≫ 

明けましておめでとうございます！昨年は令和が始まった年があっという間に駆け抜け令和２年に
なりました。読書に勉強に受験に忙しい毎日ですが、風邪など気をつけてお過ごしくださいね。 

松山市立図書館を検索 

 ５ページで紹介しています 

この冊子の表紙になります！ 


