
（２０２１年４月１日発行） 松山市立図書館 中高生向け図書館ニュース 

 

   『第４次まつやま子ども読書活動推進計画』 発動！ 

    全ての子どもたちへ 読書を通して 生きる力を 

      「ビブリオバトル」ってこんなゲーム！ 

 本好きのコーヒーブレイク 新学期！中高生に読んでもらいたい本 

 メディアミックス読書推進委員会 今注目の映像化作品 

 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！ 

 図書館ダンジョン・エクスプローラー 

 図書館投稿のススメ 春 
２０２１ 

LINEUP 

 ｉＮＯＳＨｉさん！ 

 かわいい表紙イラストありがとうございます！  

※掲示板用 



１ 

全ての子どもたちへ 

読書を通して 生きる力を  

 『 第４次まつやま子ども読書活動推進計画 』 って、なに？ 

 『 第４次まつやま子ども読書活動推進計画 』は、松山市の

家庭・地域・ボランティア・行政が一体となって子どもの読書活

動を推進する計画なのジャ！今年度から５年間、新たにこの計

画が土台となって、みんなの読書を応援するゾイ！ 

 これまで図書館や学校、地域の公民館や児童館、保育園や幼稚園など、みんなの身近な場所で

読書やおはなし会を楽しめる環境を作ってきたの！もっと読書の輪を広げるためにパワーアップ！ 

これからも読書環境を充実させて。ビブリオバトルなどの読書の新しい楽しみ方や読みたくなる本を

紹介していくわ！読書好きを応援して、新しい読書仲間を増やすために頑張るから、 

安心して読書に励んでちょうだい！ 

 

 １．ひとり１冊ずつオススメ本を持って集合！ 

２．開戦！順番に制限時間５分でオススメ本を紹介します。 

３．それぞれの発表の後に、制限時間２分でディスカッション（質疑応答）します。 

４．すべての発表が終わった後、全員で「どの本が一番読みたくなったか？」  
の投票をし、最も多く票を集めた本が「チャンプ本」の栄誉を勝ち取ります！ 

本のテーマは原則自由。ただし「食べものの本」など各バトルで設定して

もＯＫ。同じく本の種類も制限可。（コミックや雑誌はＮＧなど） 

大事なことは、必ず自分が読んで選ぶこと！ 

バトラーの持ち時間は厳守！５分を過ぎたら発表終了だよ。 資料は用意せず、バトラーも 

本だけ持っていざ勝負！原稿を読むより自分の言葉で活き活きと語れば皆の心に響くよ。 

バトラーのほかに発表を聞いて投票する観覧者がいても盛り上がるよ！ 

ビブリオバトルは気軽に楽しむ『本の紹介コミュニケーション』ゲーム！ 
読んだばかりの本、推しのバイブル本など友だち同士で紹介し合おう！ 

バトラーの揚げ足をとったり批判はしないで。分からなかったり気になったことを全員で聞いてみよう。 

全員で１人１票。バトラーも投票できるよ。でも自分の作品には投票しないこと！ 

合言葉は『読書を通して生きる力を』！僕たちの読書は社会で支えられてるんだね！ 

 みんなの学校や図書館で読書を楽しむのに工夫していることを青春本棚通信で紹介しませんか？

シェアしよう読書の楽しさ！ 【お問合わせは最終ページの電話・FAX・メールアドレスでどうぞ！】  



２ 

 

図書館 大森 

 

 若き世代に新たな世界の扉を開く、すばらしき読書のひとときを―― 

  本好きのコーヒーブレイク 
 図書館で働くオトナたちはやっぱり本が大好き！そんなオトナたちが一息つく 

コーヒーブレイクに、「新学期！中高生に読んでもらいたいな」と      

思いついた本を紹介します。さあ、あなたも新しい世界の扉を開いてみませんか？ 

 『 夢をかなえるゾウ  』 
   （水野 敬也//著・飛鳥新社・文響社） 

 

 『 「嫌いっ！」の運用  』 （中野 信子//著・小学館） 

 くじけな  こころゆくまで  くじけな 

 これは詩集です。「くじけないで」ではありません。ちょっと引き算をした「くじけな」です。 

 「がんばれ」とか、「くじけないで」とか、そんな言葉に疲れてしまうことはありませんか。

もちろん、そういう言葉も必要です。でも、それだけだとちょっとしんどい時もある。 

 いま、「前向きになる」ための本がすごくたくさん出ていて、それぞれいいことも書かれ

ていますが、そんな「前向きなことば」の大洪水に流されそうだと思ったら・・・ 

この詩を読んでみてください。 

 『 くじけな  』  （枡野 浩一//著・文藝春秋） 

図書館 松本 

図書館 渡部 

 関西弁のゾウの神様ガネーシャが夢を叶えるため、幸せに 

なるために色々な事を教えてくれます。 

 コミカルなセリフのやりとりの中で、偉人たちが成功した過程や

名言、日々の生活の中で当たり前のようでできていない、大切

なことを思い出させてくれます。本を読んだ後はやる気に満ち溢

れ、世界がキラキラしてみえるかもっ♪  

昨年、最新巻の４巻が出版されて話題のシリーズですよ。 

【分類番号：911.56-マ】 

【分類番号：491.371-ナ】 

 みなさん。新学期ですね。 

 新しい出会いが始まり、新たな人間関係が始まります。 

 人間関係で、「好き・嫌い」という気持ちはだれでも持っていると思いますが、

「嫌い」という感情にも理由が・・・。 

 この本は「嫌い」という気持ちを「脳科学」から分析し、そして、対処法まで書

かれています。著者はテレビでよく見かける中野信子さん。東大卒の脳科学

の研究者で、多数のベストセラーを出されています。 

 この機会に脳科学の世界を覗いてみませんか？ 

【分類番号：F-ミケ】 



 

メディアミックス読書推進委員会～今注目の ～ 

３ 

アニメ化や映画化・ノベライズなど、メディアミックス本を特集するコーナーが帰ってきました！ 

多角度から楽しめる骨太の作品ばかり。あなたは原作、映像どちらから楽しみますか？ 

  マンガ『さよなら私のクラマー』（1～13巻） 新川 直司//著・講談社 

 【分類番号：726.1-ア】 

  これぞ女子サッカーマンガの王道！中学時代に不完全燃焼で成績を残せず終

わった周防すみれは、ライバルの曽志崎緑から一緒のチームに行こうと誘いを受

ける。強豪チームではない高校に入学した二人の周りには、たくさんの個性豊か

な選手が集まって…ひたむきにボールを追う少女たちの青春群像劇！本編が完

結して興奮冷めやらぬ今春にアニメ化、そして劇場版アニメも放映予定！ 

 『夏への扉』 ロバート・Ａ．ハインライン//著・早川書房【分類番号：B-933.7-ハ】 

 
 僕の飼っている猫のピートは、冬になるときまって「夏への扉」を探しはじめる。 

家のドアのどれかひとつが、夏に通じていると固く信じている。僕も、親友と恋人に

裏切られ、大切な発明までだましとられ、夏への扉を探していたところ、冷凍睡眠

で３０年後へと送り込まれ…。５０年以上前に出版された作品ですが、今も色あせ

ないＳＦタイムトラベルの金字塔。日本を舞台に再構築され映画化します！  

  『夜に駆ける YOASOBI小説集』 星野 舞夜ほか//著・双葉社 

 【分類番号：YA-913.68-ヨ】 

 

  「小説を音楽にするユニット」ＹＯＡＳＯＢＩの恋愛ソングの原作小説集。 

中高生にも大人気の「夜に駆ける」の世界観を小説で読める！楽曲の奥行きや

深さがもっともっと広がる感覚を味わえますよ。楽曲と小説双方のイメージの違い

に驚き、相乗効果で刺激を受ける、これぞメディアミックスの醍醐味です。 

ＹＯＡＳＯＢＩファンも、興味はあるけど・・・な人も、ぜひ読んでみてください！ 

 『鹿の王』 上橋 菜穂子//著・KADOKAWA 【分類番号：F-ウナ】 

 
 帝国から故郷を守る、絶望的な戦いの末、戦士団の頭ヴァンは岩塩鉱に囚わ

れていた。ある夜、不思議な犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発生する。逃げ出

したヴァンは幼子を拾って、ユナと名付けて育てるが…。謎の病に生き残った者と

生き残ろうとする者の話。本屋大賞や日本医療小説大賞に選ばれた人気作に、

ついに劇場アニメ化が発表！コロナ禍の今こそ、生きるメッセージがここにある！ 

マンガ『先輩がうざい後輩の話』（1～6巻） しろまんた//著・一迅社  

【分類番号：726.1-シ】 

 
 ちょっとガサツだけど気がつく面倒見のいい先輩・武田と、そんな彼に素直にな

れない後輩・五十嵐。五十嵐は武田をうざいと思いつつ、まんざらでもなかったり。

恋に鈍感な二人の微妙な距離感にキュンです！二人の同僚や友だちのキャラも

注目のほのぼの日常マンガ。「次にくるマンガ大賞２０１８ Webマンガ部門」にも 

選ばれたことのある本作が、アニメ化されることに。未読の人は要チェック！ 



４ 

（中1・みょん さん） 

中１でもわかるJavaの本ってありますか？  

（図書館）  

 

 

（高１・ライカ さん） 

（図書館） 

 

（高1・ リヴァイ・アッカーマン さん） 

 

 

（図書館）  

（小５・ 白米 さん）  

私は『本好きの下剋上』がとても好きです。なので、めっ

ちゃおもしろいラノベを教えてください。  

（図書館）  

 

    マンガ 『進撃の巨人』（諫山 創//  

  著・講談社）は根強いファンが多く、 

 青春本棚にもよく話題に上がりますよ。

ハラハラし通しだった展開も、いよいよ４月

で最終話を迎えるとのこと。アニメも原作

も目が離せないですよね！マンガは図書

館も所蔵していますので、未読の方はぜ

ひ！共に心臓を捧げよ！！ 

 『進撃の巨人』のようなダークファンタ

ジー系からのオススメ本は『Re:ゼロから始

める異世界生活』 

（長月 達平//著・

KADOKAWA）はどうで

すか？何度も死に戻り

ながら辛い運命に抗う

主人公と仲間たちは心

に刺さるはず。『ゴブリンスレイヤー』（蝸牛 

くも//著・SBクリエイティブ）や『灰と幻想の 

   グリムガル』（十文字 青//著・オーバーラップ）も読み応え 

    ある作品ですのでぜひ。  

『進撃の巨人』にとてもハマっています！The Final Seasonも

始まって楽しみに観てます！おすすめの本を教えてください。  

   小学５年生で『本好きの下剋上』（香月 美夜//著・ 

TOブックス）！小説を読み慣れているの 

ですね。すばらしいです！小学校高学年

でも楽しく読めるライトノベルを考えてみた

のですが、『転生したらスライムだった件』

（伏瀬//著・マイクロマガジン社）は、面白

さ、読みやすさともに、文句なくオススメで

きます。ちょっとダークな雰囲気のラノベを

読んでみたいなら 

『蜘蛛ですが、なに

か？』（馬場翁//著・KADOKAWA）が

オススメです。どちらも「異世界に転生

したらモンスターだった」というところか

らはじまるストーリーですが、物語の展

開の仕方がまったく異なりますので、読 

  み比べてみるのも面白いですよ。 

   プログラミング言語のJava Scriptのことですよね？ 

 学校の授業で興味を持ち、「マインクラフトJava版」などで 

プログラミングしてみたい中学生も多くなっているのだと思いま

す。Javaはプログラミング上の“言語”で、英会話の訓練をしな

いと英語で話せないという感覚に近いんじゃないかな。年齢に

関係なく、一般的なJavaの入門書を見ながら訓練して覚える

のが良いかと思います。 

 『スッキリわかるJava入門』（中山 清喬//

著ほか・インプレス）、『スラスラ読めるJava

ふりがなプログラミング』（谷本 心//監修ほ

か・インプレス）などが

図書館にあります。背

ラベル番号【007.64】

の本がある棚で探した

り、検索システムで

「Java」を検索して、自分向きの本を見つ

けましょう！最近出版された本はわかりや 

   すい本が多いかもしれませんよ。  

 アンソニー・ホロヴィッツのミステリー 

小説がオススメです。『カササギ殺人事 

件』『メインテーマは殺人』『その裁きは死』

（いずれも東京創元社）

といった最近の作品は

人気があり、現在予約が

多いですが、数年前に

出版された『シャーロック・ホームズ 絹の

家』（角川書店）と『モリアーティ』

（KADOKAWA）も、とても面白いです。 

 アンソニー・ホロヴィッツは児童向け小

説も書いています。『女王陛下の少年ス

パイ・アレックス』シリーズ（集英社）は、

少年マンガのような荒唐無稽でぶっ飛

んだ内容で、なんと表紙を『ジョジョの奇

妙な冒険』の荒木飛呂彦が描いていま

す。『ストームブレイカー』『ポイントブラン

ク』『スケルトンキー』『イーグルストライ

ク』『スコルピア』『アークエンジェル』と 

   全６巻よければ読んでみてください。  

最近の外国人作家さんの本を読みたいなと思っているので、

何かおすすめはありますか？  

 青春ひとことＬＩＮＥ ～ 図書館の人にきいてみた ～ 

 ２０２１年１月～３月に投稿された『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のオススメ本、話題の本や本探しのコツなど、みんなで

シェアしたい話題がたっぷり！本（ホン）のひとこと、お寄せください。（投稿の仕方は最終ページ） 



５ 

マンガ『ヘタリア』  

（日丸屋 秀和//著・幻冬舎） 

 世界史の副読本といっても過

言ではない？人気シリーズ。再

アニメ化でまた気になっている

人も多いはず。各国のキャラク

ターが個性豊かに可愛らしく、

愛情を感じるＰＯＰですね！ 

『２．４３ 清陰高校男子 

バレー部』（壁井 ユカコ//

著・集英社）  

 こちらもアニメ化の人気作です

が、構図やイラストの配置が見

事です。タイトルや文章が印象

的で、ボール・ユニフォームも浮

き出てくるような躍動感！ 

 ＰＯＰとは本のあらすじや面白い所が書かれた本の紹介カードです。「青春本棚」では“自分たちで

作るオススメ本の紹介ＰＯＰ”の投稿を募集しています。大好きな本への熱い想い、ＰＯＰに込めて

同世代の皆さんに届けましょう！こちらは最近投稿されたＰＯＰたち。どれも愛があふれんばかり★ 

  青春☆ＰＯＰ便 オススメ本のＰＯＰを作ってみよう！ 

マンガ『呪術廻戦』 

（１～１５巻） 

（芥見 下々//著・集英社）     

 『鬼滅の刃』に続く大人気少

年マンガ（もちろんアニメ化）が

図書館に入荷！担当職員によ

る渾身のＰＯＰで猛アピールで

す。注目度特級レベル★ 

【分類番号：726.1-ア】 

【分類番号：Ｙ-Ｆ-カユ】 

● 青春★ＰＯＰ作成会 の ご 案 内 ● 

 日 時： 令和３年５月１５日（土）午後１時３０分～３時３０分   

 場 所：松山市立中央図書館 ２階文化活動室 

参加方法：申込不要・座席制限あり 新型コロナウイルス感染防止にご協力ください。 

 対 象：中学生・高校生 

 必要な物：ＰＯＰを作りたい本 マンガやライトノベルもＯＫです！ 



図書館ダンジョン・エクスプローラー 第１４階層 

 ＧＯ ＴＯ ダンジョン！「図書館」ダンジョンで秘蔵図書を発見せよ！奥深くに生息する図書（他館の

所蔵や閉架書庫の図書）やレア図書（人気で貸出が多く出現しにくい図書）が君を待っているぞ。 

 これらの図書は召喚呪文 「予約」を使用すると入手可能となる。（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」が不可欠！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「図書館検索システムＯＰＡＣ」を使用して入手しよう。

スキルの習得やレベルアップが難しいと感じたら、図書館窓口のスタッフに相談してみよう。 

 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」で即発見も可能だぞ！ 

 

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 ：   

726.1-イ】 

  人気のため 

   「予約」 

  すべき！ 

 

 新型コロナウ

イルス感染症

の感染拡大か

ら再注目されている古典文学が、完全

漫画化された作品です。小さな港湾都

市オランを襲ったパンデミックの恐怖。

５０年以上前の小説ですが、コロナ禍の

今、メッセージが刺さります。原作よりも

読みやすいので全年代にオススメ！ 

【分類番号 ：

K-333-コ】 

  人気本！   

 「予約」して 

  読もう！ 

 最近、学校

やニュースで

聞くことが増

えたＳＤＧｓ。

まだまだ分からない人も多いはず。世界

のさまざまな問題を解決するために定め

られたＳＤＧｓ、そして私たちがどう考え、

どう行動するべきかが分かりやすく紹介

されています。このままでは地球があぶ

ない。未来のために考えてみよう！ 

 

 

 

【分類番号 ：

YA-F-ノコ 】 

 北条 

 図書館から      

 「予約」を！ 

 

 文芸部の先

輩で学園屈

指の美少女・白森霞に片想いを見抜

かれた陰キャ高校生・黒矢。「じゃあ、

とりあえずお試しで付き合ってみる？」

とお試しカップルになった二人。年上ヒ

ロインから、からかわれいじられて。春

にぴったりのアオハルラブコメです。 

『きみって私のこと好きなんでしょ?』 

（1～2巻） 望 公太//著・SBクリエイ

ティブ 【分類番号 ： 

 Y-F-ハオ 】 

  三津浜図 

  書館・中央  

  団体用書庫 

  にあり。 

 ある日女子

高生が目覚め

ると、「蜘蛛」

に転生してい

た！？毒ガエルや龍が出現する最悪

のダンジョンで必死に生き抜く主人公。

クラスメイトも同じ世界に転生し、やがて

交わる道は…。アニメ化もされた人気

異世界ファンタジー。読めば夢中に！ 

【分類番号 ：

YA-F-アア】 

   人気作！   

  「予約」が 

  不可欠！  

 

 継母と義母

妹に虐げられ

て育った美世

は、冷酷無慈

悲と噂の軍人・清霞への政略結婚を命

じられた。初対面で辛く当られるが、実

家に帰ることもできず、日々料理を作る

うちに心を通わせていき…。世界観にト

リコになる和風シンデレラストーリー。 

 

 

【分類番号 ： 

 Y-159-ホ 】 

  三津浜 

  図書館で 

  発見！   

 マイナス思

考から抜け出

せない、人の

気持ちを深読みして傷ついてしまう、勉

強する意味がわからない、など思春期

女子が誰しも持つ気持ち。そのモヤモ

ヤを軽くするヒントとなる本が多く紹介さ

れています。もちろん男子も読んで！ 

『こどもＳＤＧｓ』   

 秋山 宏次郎//監修ほか・カンゼン 

『漫画ペスト』  

 アルベール・カミュ//著・幻冬舎 

『モヤモヤしている女の子のための

読書案内』 堀越 英美//著・ 

河出書房新社 

『蜘蛛ですが、なにか?』 （1～14

巻） 馬場 翁//著・KADOKAWA 

『わたしの幸せな結婚』 （1～4巻）  

 顎木 あくみ//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：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」に用紙を置いてますので、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Ｏ

Ｋ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≫ 

新年度が始まりましたね。新しい環境に浮き立つことも、ついていけずに戸惑うこともあるはず。
そんなときは読書で気分一転！図書館で懐かしい本を見つけてほっこりするのが個人的癒しです。 

松山市立図書館を検索 

 ５ページで紹介しています 

この冊子の表紙です！ 


