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『Re:ゼロから始める異世界生活』  

（1～22巻 続刊） 

（長月 達平//著・KADOKAWA） 

 めいめいさんのＰＯＰはいつも完成度が

圧倒的に高くてすごい！文もイラストも引

き込まれます。アニメ化もされた人気作

品、未読ならぜひ！ 

『航宙軍士官、冒険者になる』 

（1～4巻 続刊） 

 （伊藤 暖彦//著・KADOKAWA）  

 ルビさんも読みごたえのあるＰＯＰを作って

くれています♪ルビさんがハマった場面の

紹介が上手くていつも気になる！剣と魔法

の世界をグイグイ生き抜く軍人魂は必見！ 

【分類番号：YA-F-ナタ】 

７月１８日（土）に予定していました青春☆ＰＯＰ作成会は、 

新型コロナウィルス感染防止のため、開催を中止します。        
＜お知らせ＞ 

 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！ 

『化物語』（上・下巻） 

 （西尾 維新//著・講談社）  

 イラストの美しさとデザインセンスの高さは

感動ものですね。魅力的なキャラクターと

少し不思議な雰囲気が、作品の世界感と

ピッタリ合っています。こちらもアニメ化が好

評で人気が続いていますね。 

【分類番号：F-ニイ】 

【分類番号：YA-F-イア】 

ポイント１ 本の「タイトル」と「作者名」を、はっきり正確に書こう！…一番大事！ 

ポイント２ ＰＯＰの主役は文字です。文字をていねいに書こう！…読む人目線で 

ポイント３ 紹介する本の面白さをどう伝えるかを工夫しよう！…個性出してこ！ 

      どんどんＰＯＰを作って投稿してね！（投稿の仕方は最終ページ） 

おうちでＰＯＰ作ってみよう！～うまく作るコツ～ 



図書館ダンジョン・エクスプローラー 第１１階層 

 図書館と呼ばれるダンジョンに秘蔵図書が眠る…ダンジョンの奥深くに生息している図書（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」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」の入手が不可欠である。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」を使用して入手

してほしい。スキル入手が難しいと感じる者は、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！ 

 

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-ア 】 

  中央３階 

  書庫にあ 

 り。人気の  

 ため「予約」  

  必須！ 

 呼び出した

者の願いを

なんでも叶えてくれる学園の七不思議

“花子くん”とオカルト少女が繰り広げる

ハートフルコメディ。熱い要望にお応え

し図書館に入荷！アニメも人気です。 

【分類番号 ：

Y-320-カ 】 

  三津浜 

  図書館  

   にあり。 

  「予約」で 

  召喚！ 

  

 大人になってトラブルに巻き込まれた

ら？社会は厳しいと涙する前に、読ん

でおきたい一冊です。難しい法律用語

がなくて、法律がより身近に。『こども六

法』も人気ですが、こちらもぜひ！ 

【分類番号 ：

Y-F-ニ 】 

  三津浜 

  図書館に 

 あり。 「予 

  約」せよ！ 

 

 ハイジャッ

クされた飛

行機内で探

偵シエスタの助手に任命された君塚。

その後２人は冒険劇を繰り広げ、死に

別れた。日常にあった君塚の前に現れ

たのは…。ミステリー、ラブコメ、バトルと

色んな要素が詰まったエンタメ作品。。 

『探偵はもう、死んでいる。』 

（1～2巻） 二語十//著・KADOKAWA 

【分類番号 ：

YA-F-イシ 】 

  北条 

  図書館 に 

  あり。 

  「予約」で 

  入手！ 

 深澤が転

校してきてか

ら何かがおかしくなった。壮多は怪我

し、七夏は姿を消した。そして壮多は深

澤と先輩の３人で宮沢賢治ゆかりの地

を自転車で巡る旅に。行こう、「カムパ

ネルラが死なない」世界へ。 

【分類番号 ：

726.1-シ 】 

  中央団体 

 貸出用書  

 庫にあり。 

 「予約」 ！  

 

 グータラな

読書家バー

ナード嬢とそ

の友人たちが図書室で過ごすブンガク

な日々。古今東西あらゆる本への愛と

“読書家あるある"が炸裂する読書好

きにはたまらないギャグマンガです。

きっとネタ本が読みたくなるはず！ 

【分類番号 ：

Y-F-イリ 】 

  三津浜 

  図書館に 

  あり。「予 

  約」しよう。   

 「物覚えが

いい」特技を

持つ後宮女

官の茉莉花。お見合いの練習を引き

受けた相手は皇帝・珀陽だった。しかも

「とりあえず科挙試験に合格してきて」と

言い出して…。逃げることをやめた茉莉

花が前向きに官吏の高みを目指す！ 

『18歳までに知っておきたい法の

はなし』 神坪 浩喜//著・みらいパブ 

 リッシング 

マンガ『地縛少年花子くん』  

（1～13巻） あいだいろ//著・スクウェ

ア・エニックス 

『茉莉花官吏伝』（1～8巻）  

 石田 リンネ//著・KADOKAWA 

『青ノ果テ 花巻農芸高校地学部の

夏』  伊与原 新//著・新潮社 

『バーナード嬢曰く。』 （1～5巻） 

施川 ユウキ//著・一迅社 



 

 

         考える本、集めてみました。 

６ 

 小説やラノベばかり読むのも悪くない！だけど生き方、社会や宇宙などを考える本にも、今読むべき、 

読んでよかったと思える良書がそろっています！目立たない存在だけど、中高生に向けて書かれた 

各シリーズご紹介します。価値観や考え方が驚くほど変わりますよ。読書感想文にもぜひ！ 

 

 

鴻上 尚史//著・岩波書店 

【分類番号 ： YA-159-コ 】 

 「どうしてこんなに周りの目が

気になるの?」それはあなたが

弱いからではありません。愛媛

県出身で作家・演出家の鴻

上尚史さんが、楽になるため

の方法を紹介してくれます。 

「岩波ジュニア新書」 シリーズ 

『「空気」を読んでも従わない  

生き苦しさからラクになる』 

「１４歳の世渡り術」 シリーズ 

 

 

上田 紀行//編著・岩波書

店 【分類番号 ： YA-377-ウ 】 

 

 

 

梶 裕貴//著・河出書房新

社 【分類番号：K-778-カ】 

 全力でぶつかりきったその

先に、きっと未来の自分は

いるはず。「進撃の巨人」な

ど人気声優・梶裕貴さん

が、夢を仕事にする方法を

伝える一冊。アニメ好きで

なくても心に刺さります。 

 

宮武 久佳//著・岩波書店 

【分類番号 ： YA-021.2-ミ 】 

 

『正しいコピペのすすめ』 

『新・大学でなにを学ぶか』 

 このコピペ時代、著作権ルールは必須知識。

許されないコピペをしない 

ために、まずは一読を！ 

 大学ってどんなところ? 何を学べるの? 大学

をめざす人に向けて、池上彰さんら１３名の先

生が大学での学びの魅力を教えてくれます。 

『いつかすべてが君の力になる』 
 

佐藤 勝彦//著・益田 ミリ//マンガ・河出書

房新社 【分類番号：YA-443-サ 】 

  

 

                 今野 真二//著・ 

河出書房新社【分類番号：YA-814-コ 】 

 

『14歳からの宇宙論』 

 アインシュタインの宇宙モデル、暗黒エネル

ギーや超弦理論など宇宙のアレコレが凝縮。益

田ミリさんのマンガも面白い。 

          『大人になって困らない 

語彙力の鍛えかた』 

 暗記しただけでは出てこないピッタリの言葉。

語彙（ごい）力を高める“ヒモ付け”術あります。 

 

吉本 ばなな//著・筑

摩書房 【分類番号：K

-914-ﾖ】 

 勉強のこと、友だちと

のこと、死、そして生き

ることなど。みんなが必

ず悩む問題に、吉本ば

ななさんのやさしい答

えが染み入ります。 

 

渡辺 一史//著・筑摩書房 【分類番号：K-369-ワ】 

 

「ちくまプリマー新書」 シリーズ 

『おとなになるってどんなこと?』 
『なぜ人と人は支え合うのか  「障害」から考える 』 

 映画化された「こんな夜更けにバナナかよ」の著者が書

く、障がい者と健常者について考える本。現場体験者な

らではの話に重みがある良書です。 

 

 

菅野 仁//著・筑摩書房 【分類番号：YA-361.4-カ】 

 

 

『友だち幻想  

    人と人の〈つながり〉を考える 』 

 身近な人とのつながりに神経がすり減るぐらい気を遣っ

ていても、うまくいかないのはなぜか。人間関係のモヤモ

ヤに向き合う、長く読み継がれてきた名作です。 



≪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 

 ３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≫ 

新しい生活様式には慣れましたか？学生の皆さんは春の休校分を取り戻す毎日で忙しいと思います
が、そんな時の息抜きにも読書がオススメです♪おうち時間で溜まったストレスを吹き飛ばそう！ 

松山市立図書館を検索 

 ４ページで紹介しています 

この冊子の表紙になります！ 


