
図書館 

 青春ひとことＬＩＮＥ 

 このコーナーは、これまで投稿された「青春本棚ひとことカード」の一部を紹介するコーナーです。 

 中学生・高校生にオススメする本の情報などもたくさん出てきますので、本探しの参考にしてはいかがでしょうか。 

 「自分もひとこと書きたい！」と思った人は、何でも気軽に投稿してね。 

華麗に 既読スルー 

【注】 平成３０年１月～３月に投稿または回答された内容です 

（？） ムラサキ 

 森さん、おひさしぶりでーす。「エロマンガ先生」おいてるんです

ね。森さんはどのキャラが好きですか？ちなみに私は千寿ムラマ

サちゃんと紗霧ちゃんです！「エロマンガ先生」全巻持ってます！ 

森さんは「エロマンガ先生」好きですか？ 

図書館 

 ムラサキさん、お久しぶりです。私も『エロマンガ先生』好きです

よ～。この小説、タイトルで損をしている感じがしますが、意外とみ

んな読んでくれてるようで嬉しいです。 

 好きなキャラは、主人公の和泉正宗ですね。周りの女の子に

好かれまくるわかりやすいラノベ主人公ですが、筋の通った人間

で好感が持てます。なんとなく彼に「羨ましい」とか「けしからん」と

かいう感情があって読んでない人は損してると思いますよ。 

 『エロマンガ先生』【1～9巻】（伏見つかさ//著・KADOKAWA）

は青春本棚にありますので、未読の人はだまされたと思って読ん

でみてね。 

【※エロマンガではありません。】  

（前回の投稿で）「BL」のことについて教えていただき、ありがとうご

ざいます！できればでいいので、一般小説の「仲良すぎだろ、もう

付き合っちゃえよ」くらいの本があるのでしたら、お教えいただける

と幸いです。  

（小６） ゆりあ 
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 私の中で、ここ最近の「お前ら仲良すぎだろ！付き合っちゃえ

よ！！」大賞は、『宝石商リチャード氏の謎鑑定（1～6巻）』（辻

村七子//著・集英社）です。 

 美しき宝石商リチャードと大学生の正義が、宝石にまつわる顧

客たちの心の闇を解き明かしていく、ジュエリー・ミステリー。連作

短編集になっていてとても読みやすく、以前にも青春本棚通信で

紹介したオススメ作品です。その頃は「4巻で終わりかな～、続き

出ないかな～」と思っていたのですが、見事に続きました！集英

社エライ！6巻で第1部完結なのですが、読み終わった感想は、

もちろん…「お前らもうわかったから！いいかげん付き合ってくだ

さい！！」です。三津浜図書館の本なので予約して取り寄せにな

りますが、ぜひ読んでみてください。  

 『十二大戦』（西尾維新//著・集英社）【F－ニイ】は、一般小

説コーナーなどに置いています。続編（パラレルワールド）の『十

二大戦対十二大戦』も置いています。 

 この小説、元々は漫画雑誌の企画で西尾維新がいろんな漫

画家にお題を出して短編漫画を描いてもらう「大斬（オオギリ）」

という企画で『荒川アンダーザブリッジ』などで知られる漫画家・

中村光が描いた漫画でした。作品のラストシーンのみを描いたも

のだったのですが、これを気に入った西尾維新が全編を創作し

小説化した作品なんですよ。この企画で創作された短編漫画を

集めた『大斬―オオギリ―』（西尾維新//原作・集英社）

【726.1－ニ】も書庫に置いていますので、興味があれば読んで

みてくださいね。 

図書館 

（小６） ユメ 

 森さん！初めてなのに突然ですが、青春本棚でオススメの本あ

りますか？あったら教えてください！！ 

（高１） 異常に殺す 

 十二大戦の小説は置いていませんか？ 

図書館 

 最近ラノベにはまりました。オススメの本を教えてください。 

（中３） ピョン子 

 私はアニメが好きなんですが、物語途中までアニメ化されたラ

ノベ作品のアニメを見て、面白いと思ったら１巻から読んでみる

のが、結構好きです。 

 アニメを見た後だと、本を読んでいる時にキャラのビジュアルや

声が自然に想像できるので、とても読みやすく一層引き込まれま

すよ。特に物語途中でアニメが終わっているラノベは、そのまま

続きを堪能できるのでオススメです。 

 『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』（大森

藤ノ//著・SBクリエイティブ）、『幼女戦記』（カルロ・ゼン//著・

KADOKAWA）あたりは、アニメがいいところで終わってくれている

ので、すごく楽しめます。他にもそういうラノベ作品は多いので、ア

ニメが好きでしたら、この読み方、試してみてください。  

（？） 観束総二 

 フェイトシリーズの本、DVDなどは、どのくらい置いていますか？  

私は、ちょっと短めでも物語のラストがしっかり着地ができている

作品が好きです。そういった意味で、『ライオットグラスパー』【全7

巻】（7巻は発注中）（飛鳥けい//著・KADOKAWA）は、ストー

リーの長さがちょうどよく、文体も読みやすいので、小学生にもオ

ススメできる異世界冒険小説です。 

「事故死した主人公・セイジは、ライオットグラスパー（盗賊の神

技）という技を宿し、剣と魔法の異世界に転生した。獣人の少女

リムとともに、相手のスキルを盗み取るライオットグラスパーの力

を使って、敵の魔物や時には仲間からもスキルを奪い取りなが

ら、セイジは大切なものを守るために戦い続ける。」 

 主人公や仲間たちは好感が持てる人物像で、素直に共感しや

すいですし、物語も面白いです。ぜひ読んでみてください。  
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『Fate／Zero』【全4巻】（虚淵玄//著） 

『Fate／strange Fake』【1～4巻】（成田良悟//著） 

『Fate／Prototype蒼銀のフラグメンツ』【1～5巻】 

（桜井光//著） 

『ロード・エルメロイ2世の事件簿』【1～5巻】（三田誠//著） 

『Fate.kaleid liner プリズマ☆イリヤ』【全2巻】 

（ひろやまひろし//著） 

以上の小説を置いています。DVDやマンガは今のところあり

ません。  

３ 
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 えっと、映画化された本で“恋愛系のやつ”としか書かれてない

ので、「恋愛系の日本映画」で小説化された作品を中心に紹介

します。（マンガ除く） 

●『先生！…好きになってもいいですか？』（北条図書館） 

●『一週間フレンズ』（中央図書館・青春本棚） 

●『小説ちはやふる中学生編全４巻』（中央図書館・青春本棚） 

などがあります。 

 他にも『高台家の人々』『オオカミ少女と黒王子』『僕等がいた』

『ヒロイン失格』『君に届け』などなど、青春本棚コーナーだけでな

く、中央なら一般書や児童書コーナー、三津浜、北条、移動、

中島図書館に置いている場合があるので、検索してみてくださ

い。他の図書館にある場合は、予約して中央図書館で受け取る

こともできますよ～。 

 それでは「阿朱羅丸（♂）可愛すぎる～♡やっぱりこんなに可愛

い子が女の子のはずがないよぉ！」という人格を否定されかね

ないツイートを、可愛い阿朱羅丸のイラスト付きであげてくださ

い。いいねボタン連打しますので。 

 漫画『終わりのセラフ』（山本ヤマト//著・集英社）は中島図書

館に置いています。読みたい人は、検索システムで予約して借り

てくださいね。 

 『終わりのセラフ』と同じ吸血鬼モノ繋がりで、小説『ストライク・

ザ・ブラッド』（三雲岳斗//著・KADOKAWA）をオススメします。

主人公の古城くんの決め台詞「ここから先は、第四真祖（オレ）

の戦争（ケンカ）だ！」がカッコいいのではなく、続いて「いいえ、

先輩。私達の聖戦（ケンカ）です！」って言っちゃう雪菜が可愛

いんです。お間違いなく。  

（？） モコ 

 森さんの言葉の端々が笑えて見ていて楽しいです。 

 私は「ヲタクに恋は難しい」が大好きです。このマンガ置いてませ

んか？ 

 『ヲタクに恋は難しい』【1～5巻】（ふじた//著・一迅社）は中央

図書館1階マンガコーナー・3階書庫に置いていますが、人気作

品なので貸出中で本棚にないことが多いと思います。読みたい

人は、検索システムで予約することをおすすめします。 

 4月から「ヲタ恋」アニメ放送開始ですね。ほっといても面白い

アニメができるんだろうなと思って情報もあまり気にしてなかった

のですが、樺倉の声が杉田智和で、小柳の声が沢城みゆきな

の？神かよ、絶対見るわ！  
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  お仕事お疲れ様です。貴重な休日に図書館に足を運んでい

ただき感謝です。 

 1枚1～2時間くらいですね。多い時は休日にファミレスの片隅

でひとことカードのイラストを描いたりしてます…もし見かけたら、

そっと見守ってやってください。 

 「Honey Works（ハニーワークス）」の本は、「告白予行練習シ

リーズ」を青春本棚の文庫本の棚に置いています。背ラベル

【F－コ】の所を探してみてください。このシリーズはとても人気が

あり、貸出中になっていることが多いと思います。パソコン・スマホ

からの予約も一度試してみてはいかがでしょうか。  

（高１） NEWS 

 私はハイキューが大好きです！キャラクターで一番好きなの

は、ツッキーです！ 

 あと、冒険もの小説でオススメなものを教えてください。  
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 月島君が大好きですか。そうですか…あなた山口君ですね。

（待て、落ちつくのじゃ。妄想にとらわれてはならぬ！） 

 今回はちょっと変わったテイストのファンタジー小説を紹介した

いと思います。 

 『やがて恋するヴィヴィ・レイン』【1～5巻】（犬村小六//著・小

学館）です。幼い頃亡くした妹が探していた「ヴィヴィ・レイン」（詳

細不明）を見つけるため、スラム育ちの少年ルカは旅に出る。旅

の途中、命に期限がある人造人間の少女や、皇帝の隠し子、滅

びゆく王国の姫らとの出会いが、やがてルカを「災厄の魔王」と

称され、世界中を敵に回す戦乱へと導いていく。 

 読んだら、「これどうやって終わらせるんだよ！」と思うでしょう

が、犬村さんは「とある飛空士シリーズ」の時も短めできれいに終

わらせているので、私は期待しています。青春本棚文庫本コー

ナーに置いていますので、ぜひ読んでみてください。  

（中２） Ｈ．Ｓ 

 「終わりのセラフ」の百夜を描いてください。なんでもします。 

 おすすめの本はありますか？  

だいたいこんな感じでお答えしています。 

皆さんのいろんな投稿をお待ちしてます！ 

（社会人） ゆうしば② 

 社会人1年生のゆうしばも、4月で2年生になります。早いです。

最近、次年度に向けての仕事が盛りだくさんで図書館に来れず、

やっと休みができたので来れました。 

 それにしても青春本棚ひとことカード…森さんすごいですね。1

枚描くのにどのくらい時間をかけるのですか…？絵心ない私には

無理です… 

 最近「Honey Works」にハマっています。この図書館にもハニワ

の本があるみたいで！でもどこにあるのか見つけられず…パソコン

も苦手なので今度声をかけます（人見知りにできるのか?!）  

（中１） ？ 

 もっと映画化された本とかを置いてください。（恋愛系のやつ） 

となりの列へ 
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（中１） 考える豚：131 

 えーわし未来きた人ネ～。東京ぐーるおもしろくてReは全巻

そろえたネ～。無印そろえたいけど、マネーが…。ヨロシク。  
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 考える豚：131さん、読みたいみたいですね？実は今、漫画

『東京喰種』【全14巻】（石田スイ//著・集英社）を準備中なん

ですよ。4月から続編『東京喰種：Re（アールイー）』のアニメが

放送開始です。ファンから「無印」と呼ばれている「：Re（アール

イー）」の前作をぜひ読んでみてください。 

 また、小説版は『東京喰種＜日々＞＜空白＞＜昔日＞』の3

冊と、『東京喰種：Re Novel＜quest＞』を書庫に置いています。

こちらも面白いので、読みたい人は予約してくださいね。 

４ 



図書館ダンジョン・エクスプローラー 第２階層 

 図書館の地下に広がる広大なダンジョン――そこに眠る秘蔵図書を求め、ひとりのサラリーマン冒険者が飽くなき探索の

旅を続けていた…。彼の手記をもとに、ダンジョンで発見された秘蔵図書のいくつかを紹介する。 

 なお、これらの図書は召喚呪文「予約」の使用により、地上に召喚することが可能である。（但し呪文の発動には、詠唱

後少なくとも１日以上の時間を必要とする） 

 召喚呪文「予約」は「検索システム使用」のスキルを習得していない者には使用できない。スキル習得を望む者は、図書

館カウンター横の魔導器（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」を使用し習得

してほしい。自分で習得困難と感じる者は、図書館窓口にいるギルドスタッフに相談してほしい。 

 

東京喰種 トーキョーグール （全１４巻） 

石田 スイ //著 

集英社 

〔 726.1－イ 〕  

 大都会の闇に紛れ、人の肉を喰らう怪

人「喰種（グール）」が跋扈する東京。 

 読書好きの大学生・金木研は、謎の美

女リゼに淡い恋心を抱くが、リゼの正体は

「大喰い」と呼ばれる喰種だった。リゼに襲

われた金木は瀕死の重傷を負うも、リゼが

落下した鉄骨の下敷きになり捕食を逃れ

る。だが…神の悪戯か、金木は救命手術

でリゼの臓器を移植され、喰種の体に―。 

 金木は人間と喰種のはざまで苦悩しな

がらも、否応なしに喰種と喰種捜査官（Ｃ

ＣＧ）との戦いに巻き込まれていく…。 

Ｂａｄ ∞ Ｅｎｄ ∞ Ｎｉｇｈｔ （上・下巻） 

ひとしずくＰ //著 

一迅社 

〔 F－ヒ 〕 

 新米女優のミクは、初めての主役公演

で、奇妙な舞台の世界に迷い込んでしま

う。森の中の不気味な館に辿り着いたミク

は、現実の世界に帰るため、紫髪の執事

や金髪の双子メイドなど、個性的な七人

の住人たちとともに、盗まれた台本のペー

ジを探すことになる。そしてミクが館で見つ

けた不思議な本には、なぜかミクが見た

悪夢と同じ陰惨な事件の内容が… 

 ボカロファンなら言わずと知れたミステリ

アスな人気楽曲を、楽曲制作者のひとし

ずくＰが自ら小説化しました！ 

春の呪い （全２巻） 

小西 明日翔 //著 

一迅社 

〔 726.1－コ 〕 

 明るく活発な姉・夏美と、清楚で大人し

い妹・春。寄り添って生きてきた二人だっ

たが、春は病でこの世を去ってしまう―― 

 葬儀の夜、春の婚約者・冬吾に突然交

際を申し込まれた夏美は、嫌悪しつつも

「妹と二人で行った場所に私を連れていっ

てほしい。」という条件付きで承諾する。 

 春に妹以上の感情を抱いていた夏美は

失った春の痕跡を追い求めるが、歪な関

係は夏美の心を徐々に追い詰めていく。 

 夏美はこの呪縛から解放されるのか、そ

して交際を申し込んだ冬吾の真意は… 

Ｆａｔｅ ｋａｌｅｉｄ ｌｉｎｅｒ プリズマ☆イリヤ（全２巻） 

ひろやま ひろし//著 

角川書店 

〔 Ｆ－ヒヒ 〕 

 前回紹介した「Ｆａｔｅ/Ｚｅｒｏ」の主人公・

衛宮切嗣が娘・イリヤのために聖杯戦争を

放棄した世界があったら！？というコンセ

プトで作られたスピンオフ作品。 

 冬木市の小学校に通う女の子イリヤス

フィール（通称イリヤ）は、ある夜、家に飛

来した胡散臭い魔法のステッキ・マジカル

ルビーに半ば無理矢理契約を結ばされ、

魔法少女プリズマ☆イリヤになってしまう。 

 戸惑うイリヤの前に魔術師・遠坂凛が現

れ、強力な力を持つ７枚のクラスカードの

回収を手伝わされる羽目に… 

勇者様のお師匠様 （全７巻） 

三丘 洋 //著 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

〔 F－ミヨ 〕 

 憧れの騎士を目指す貧しい少年ウィン・

バード。だが彼は絶望的に魔力が少なく、

いつまで経っても騎士試験に合格できな

い「万年騎士候補生」と後輩たちにまで馬

鹿にされる日々を過ごしていた。 

 そんなある日、美しき女勇者が魔王を倒

したとの知らせが世界を駆け抜ける。麗し

き美少女勇者に世界の注目が集まる中、

勇者・レティシアは世界中に向けて声高ら

かに発信した。 

 「私は師匠であるウィン・バードの元へ戻

ります」と―― 

宇宙（そら）を駆けるよだか （全３巻） 

川端志季 //著 

集英社 

〔 726.1－カ 〕 

 明るい性格で見た目もかわいい女子高

生・小日向あゆみは、恋人との初デートに

向かう途中、陰気なクラスメイト・海根然

子の自殺を目撃し、意識を失ってしまう。

目を覚ましたあゆみは、なぜか醜い容姿

の然子と身体が入れ替わっていた―― 

 あゆみは、元の身体に戻ろうと然子に相

談するが、この入れ替わりは、あゆみの容

姿を手に入れるため不思議な赤月の力を

使って然子自身が仕組んだものだった。 

 かつての友人・恋人から避けられ、孤立

するあゆみをただ一人見つめる者がいた。 

５ 


