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マンガ『鬼滅の刃』 （1～19巻） 

 （吾峠 呼世晴//著・集英社） 

 今、一番皆さんをトリコにしている大人気

マンガ、ひとことカードでも話題沸騰してま

す。このＰＯＰも愛がみなぎってますね！

レイアウト構成もセンスの良さが光ります。 

マンガ『夢色パティシエール』 

 （松本 夏実//著・集英社）  

 残念ながら図書館に所蔵がありません

が、とても可愛らしい作品の雰囲気がスト

レートに伝わってきますね。イラストとあら

すじ紹介のバランスも抜群で、とても見や

すく完成度が高い作品です。 

【分類番号：726.1-コ】 

               

         日 時： 令和２年 ５月１６日（土） 

                  ７月１８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詰まっていて、本選びの参考になります

よね。「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熱い想い、ＰＯＰに込めてみませんか？ 

 「青春本棚」への投稿や図書館イベント「青春ＰＯＰ作成会」で作られたすばらしい作品たちをご紹介し

ます。読んでほしい気持ちがあふれる力作が勢ぞろい！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♪ 

『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）  

 なんと小学５年生の力作です！丁寧な

あらすじ紹介だけでなく、面白いところのコ

メントもしっかり書き込まれていて、とても

読みたくさせてくれますね。もちろんイラス

トもうまくて言うことなしです！ 

【分類番号：YA-F-フ】 



図書館ダンジョン・エクスプローラー 第１０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！ 

５ 

【分類番号 ：

726.1-オ 】 

  中央３階 

  書庫にあり。  

  人気のため 

  要「予約」！ 

 人が突如燃

え出し、炎の

怪物“焔ビト”と

なって破壊の

限りを尽くす“人体発火現象”。特殊消

防隊は、現象の謎を解明し人類を救うこ

とが使命。新入隊員シンラはヒーローを

目指し、仲間たちと共に“焔ビト”と戦う！

アニメ化人気作がとうとう入荷です！ 

【分類番号 ：

YA-F-フク 】 

 北条図書館  

  にあり。 

 「予約」で 

 召喚！ 

 王太子オス

カーは、「子

孫を残せな

い呪い」を解

呪するため、世界最強魔女・ティナー

シャのもとを訪れる。彼が望んだのはティ

ナーシャを妻として迎えることで…。『この

ライトノベルがすごい! 2020』ランクインの

人気ファンタジーです！ 

【分類番号 ：

726.1-コ 】 

 中央３階 

 書庫にあり。  

 ぜひ「予約」 

 を！ 

 「一言で言

えば、ここに

書かれている

のはあの戦

争ではない」第二次世界大戦の500人

以上の従軍女性を取材し、その内容から

出版を拒否され続けた、ノーベル文学賞

受賞作家の代表作をコミカライズ。ぜひ

原作と併せて読んでほしい作品です。 

マンガ『戦争は女の顔をしていな

い』小梅 けいと//作画・KADOKAWA 

【分類番号 ：

YA-F-ユミ】 

 北条図書館  

  にあり。 

 「予約」が 

 オススメ！ 

 辺境貴族

令嬢マキア

は、騎士の少

年トールが異世界から来た<救世主の少

女>の守護者に選ばれたことで、彼と引き

離されてしまう。再びトールに会うため、マ

キアは最高峰の魔法学校を目指す！

『かくりょの飯宿』シリーズなどで人気の作

者の新たなラブファンタジー！ 

【分類番号 ：

Y-F-ニシ 】 

  三津浜 

  図書館に 

 あり。「予約」   

 してみよう！ 

 幼なじみの

志田黒羽は

俺のことが好きらしいが、俺には初恋で

学園のアイドル、可知白草がいる！ その

白草に彼氏ができたと聞き失意に沈む

俺に黒羽が囁く-そんなに辛いなら、復

讐しよう？『このライトノベルがすごい! 

2020』ランクインの注目ラブコメです。 

【分類番号 ：

910.2-シ】 

  三津浜 

  図書館に 

 あり。「予約」 

  をどうぞ！   

 学校で習う

古文の内容

を漫画や楽し

いコメントでわかり易く紹介。「徒然草」「枕

草子」などの名作古文が親しみやすくな

り、深く知るキッカケにも。『高校古文こう

いう話』シリーズの４冊目で、どの巻も面

白くてオススメですよ！ 

『Unnamed Memory』 （1～4巻） 

古宮 九時//著・KADOKAWA 

マンガ『炎炎ノ消防隊』  

（1～21巻） 大久保 篤//著・講談社 

『高校古文じっくりこういう話』 

 柴田 純子//著・ケイエスティープロダ 

クション 

『メイデーア転生物語』  

 友麻 碧//著・KADOKAWA 

『幼なじみが絶対に負けないラブ

コメ』 （1～2巻） 二丸 修一//著・

KADOKAWA 



  

 松山市民ならご存じで

しょう、『坂の上の雲』の

作者である司馬遼太郎

先生の代表作の一つ、

『燃えよ剣』が今年新た

に映画化です！ 

 幕末に活躍した新選組の副長・土方歳三の生涯

を描いた歴史小説で、これまでも数多く映像化され

てきましたが、今回の土方役は『海賊とよばれた男』

や『散り椿』など同じ歴史小説の映画化作品で評価

の高いV6の岡田准一さんと、豪華な配役で期待が

高まりますね！２０２０年５月映画公開です。 

 ある日、平凡な若手

商社マンの一宮信吾が

目を覚ますと、異世界

の貧乏貴族、八男ヴェ

ンデリンに憑依してい

た？！ 

 八男という存在意義も権利もなければ内政チート

の知識もないけれど、ただ一つ魔法の才能を突破

口に独立を目指す・・・。そんな主人公の剣と魔法

の冒険、恋に領地改革など波乱万丈な長編ファン

タジーは、１８巻まで続刊中です。２０２０年４月から

アニメ化です。 

  

 筒井康隆さんの作品

を読んだことがあります

か？『時をかける少女』

や『七瀬ふたたび』など

のＳＦ作品を数多く書か

れていますが、この本は

筒井作品のなかでも数少ないミステリものです。“富

豪刑事”こと神戸大助が、刑事の捜査は足からとい

う常識を覆し、金を湯水のように使って事件を次々

に解決していくデタラメかつ痛快な傑作。過去にも２

００５年に深田恭子さん主演でドラマ化されました

が、２０２０年４月からアニメでも活躍しますよ☆ 

   

司馬 遼太郎//著 

新潮社・文藝春秋 

【分類番号 ： B-F-シリ 】  

メディアミックス読書推進委員会～今注目の ～ 

６ 

映画化 

今や良い物語はアニメ化・映画化が当たり前の時代です。迫力の大画面で原作を味わえる映画や、 

かわいいキャラクターが勢ぞろいアニメなど百花繚乱！あなたは原作、映像どちらから楽しみますか？ 

Y.A//著 

KADOKAWA 

【分類番号 ： YA-F-ワ 】 

山口 悟 //著 

一迅社 

【分類番号 ： YA-F-ヤ 】 

『燃えよ剣』               
アニメ化 『八男って、それはないでしょう！』 

 頭をぶつけて前世の記

憶を取り戻したら、前世

でプレイした乙女ゲーム

の悪役令嬢に生まれ変

わっていた“私”。待つの

は国外追放か死亡の二

択のみ!? 破滅エンドを回避しようとしたら、美形だら

けの逆ハーレムルートに突入して…。 

 主人公カタリナが悪役令嬢の枠から暴走しまくり、

愛されフラグをガンガン立てまくる抱腹絶倒ラブコメ

ディ。青春本棚でも度々オススメしてきた作品、漫

画版も人気で、いよいよ２０２０年４月よりアニメ化！

アニメ化 『乙女ゲームの破滅フラグしかない 

  悪役令嬢に転生してしまった・・・』 

 

 

筒井 康隆//著 

新潮社 

【分類番号 ：B-Ｆ-ツヤ 】 

アニメ化  『富豪刑事』 



≪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 

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！ 

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≫ 

今年の春は新型コロナウイルス感染症等の影響で、休校など学生の皆さんも大変でしたね。手洗い
やマスクなど予防をしっかりして、新年度も元気に頑張りましょう！ 

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！ 


