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マンガ『ハイキュー!!』 （1～44巻  

 続刊）（古舘 春一//著・集英社） 

 作品の特徴を一言で表すことって、とて

も難しいのですが、見事な完成度！イラ

ストも力強くスケールの大きなＰＯＰです。

原作は最終回を迎えましたが、まだまだ

人気作。ノベライズもあるのでぜひ！ 

『搾取される若者たち』 

 （阿部 真大//著・集英社）  

 キティさんのＰＯＰは、これから社会に

出ていく若者、高校生に特にオススメし

たいです。好きなことを仕事にしたら、見

えてきた社会の現実…。紹介文に思わ

ず引き込まれてしまいますね。 

【分類番号：726.1-フ】 

 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！大好きな本、皆にも好きになってほしい♥その想い、ＰＯＰに込めてみませんか？ 

 「青春本棚」に投稿された力作ＰＯＰをご紹介します。読むも作るも楽しいＰＯＰ、始めましょう♪ 

  青春☆ＰＯＰ便 オススメ本のＰＯＰを作ってみよう！ 

『ようこそ実力至上主義の教室へ』 

 （1巻～2年生編2巻 続刊） 

 （衣笠 彰梧//著・KADOKAWA）     

 身内びいきでスミマセンが、図書館職

員森さんの作品です。イラストの美しさに

まず目を奪われますが、紹介文も素敵な

ので、ぜひ図書館でごらんください！ 

【分類番号：YA-F-キシ】 

【分類番号：366.8-ア】 

青春★ＰＯＰ作成会 の ご 案 内 
日 時： 令和２年１１月８日（日）・令和３年１月３０日（土） 

    いずれも午後１時３０分～３時３０分 ※完成したら途中退場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・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！ 

       文具類は用意しますが、使い慣れた筆記用具や画材があればご持参ください。 

 
再開！ 



 

 

地元愛♥ふるさとゆかりの作家さん 

５ 

田井 ノエル さん 
愛媛県在住の作家。 

道後温泉が舞台の『湯築屋』シリーズが大人気！ 

『暖簾のむこうは神様のお宿でした 道後温泉湯築屋』   

 双葉社 【分類番号 ： B-F-タノ 】 

 

 いで湯と城と文学のまち、松山。松山や愛媛にゆかりの深い作家さんは、正岡子規や夏目漱

石のほかにもいっぱい！そのなかで、中高生に知ってほしいオススメ作品をご紹介します。あふ

れる地元愛にほっこりしちゃう作品や、地元が誇る作家さんの切れ味鋭い作品など粒そろい！

これらの本が、もっと読書を身近に感じさせてくれるはずです♪ 

『海色の壜』 出版芸術社 【分類番号 ： YA-F-タマ 】 

 道後温泉の旅館「湯築屋」。 

旅館のお客様は、全知全能の神

ゼウスや長期連泊中の天照大神

などクセのある神様たち。若女将

を務める女子高生の湯築九十九

が、夫である稲荷神のシロと旅館

を切り盛りします！地元民なら思

わずニヤリとしちゃう、愛媛の魅力

スポットが詰まったシリーズです。 

田丸 雅智 さん 
松山市出身の小説家。ショートショートの

名手で『坊っちゃん文学賞』の審査員長も務める。 

 あやかしと人間が暮らす松山

ロープウェイ街。風変わりなレスト

ランで料理人・真砂が作るオム

ライスに感動した千舟は、雇って

ほしいと頼み込むが…。地元愛

とグルメで、どちらも美味しい♪ 

『坂の上のレストラン《東雲》 

 松山あやかし桜』   

新紀元社 【分類番号 ： B-F-タノ】 

『ショートショート千夜一夜』 

小学館 【分類番号 ：YA-F-タマ】 

 田丸さんの代表作で２０編が収

録されたショートショート集です。

田丸さんの故郷、三津浜を題材

にした「海酒」がオススメです！ 

 毎日不思議

な出来事が起

こる「E高」での

高校生の青春

を描いたショートショート。これが

自分の学校だったら楽しすぎる！ 

『E高生の奇妙な日常』 角川春樹

事務所 【分類番号 ：YA-F-タマ 】 

 5分の物語が、世界を変える！

祭りの夜に集う妖しの屋台とおか

しな客の織りなすショートショート。 

※「ショートショート」とは、小説でも 

 特に短い作品のことをいいます。 

ほかにも・・・紹介しきれず！ 

『笑う子規』 正岡 子規//著

ほか・筑摩書房 【分類番号 ： 

911.368-マ】 冗談好きだった

子規の笑える俳句を天野祐吉

氏厳選！ 

『夢十夜』 

夏目 漱石//著・しきみ//絵・

立東社 【分類番号：Y-F-ナ】

人気「乙女の本棚」シリーズ。

漱石作品を美イラストとともに。  

 

『包帯クラブ』 天童 荒太//著・

筑摩書房 【分類番号：Y-F-テア】 

松山市出身の作家。生きづらいと

悩む中高生に読んでほしい１冊。 

 
『かなしきデブ猫ちゃん』 早見 

和真//著・愛媛新聞社 【分類番

号：E-カ】 松山市在住の作家。

言わずと知れたベストセラー。愛

すべき猫マルの県内大冒険記！ 

『少女たちは夜歩く』 宇佐美 

まこと//著・実業之日本社 【分

類番号：F-ウマ】 松山市出身の

作家。ホラー要素の強い短編

集。舞台の城を臨む町って…。 



図書館ダンジョン・エクスプローラー 第１２階層 

 図書館と言われるダンジョンに眠るは秘蔵図書…奥深くに生息する図書（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」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

よう。スキルが難しいと感じたら、図書館窓口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 

：K-366-

ナ】 

   人気の 

  ため 

   「予約」  

  不可欠！ 

  

 仕事ってなに? 働くことって？生活に

かかるお金や勉強することの意味、やり

たいことの見つけ方などを、中学２年生

の隼人を主人公にしたマンガで分かり

やすく教えてくれます。自分の人生の

作り方を深く考えさせてくれる良書。 

ぜひ中高生の時期に読んでほしい！ 

【分類番号 ：

YA-F-シナ 】 

  北条 

  図書館に 

  あり。 

 自分を“永

遠の脇役”だ

と思っている

高校生・影子

が、アイドルをしている同級生、まさに

“永遠の主人公”の真昼と図書委員を

することになって…。よくある青春モノ

では終わらない読みごたえのある内容

に、読後は感動が溢れる１冊です。 

【分類番号 

：726.1-

サ 】 

 中央団体 

 貸出用 

 書庫に 

 あり。 

  

 ちょっと訳

ありなおじさ

まとペットショップに売れ残っていたブサ

カワ猫ふくまるとの日常を描いたマンガ

です。ほっこり話かと油断していると、涙

腺が崩壊するエピソードもあり。猫好き

でなくとも癒しを求める全ての人へ。 

マンガ『おじさまと猫』（1～5巻） 

 桜井 海//著・スクウェア・エニックス 

【分類番号 ：

B-F-アチ 】 

  中央3階 

  にあり。 

  「書庫資 

  料申請」 

  を！ 

 東京武偵

高校は、武

力を行使す

る探偵、「武偵」を育成する学校。その

探偵科に所属する遠山キンジが爆弾

事件に巻き込まれ…。アクション＆ラブ

コメディの長編人気シリーズ。魅力的な

キャラ満載、未読はもったいない！ 

【分類番号 ：

726.1-シ 】 

  北条 

 図書館に 

 あります！  

 

 店主の遺

言で、書店

の本すべて

を任された

高校生の榎木むすぶ。むすぶには本

の声が聞こえる力があり、人と思い出の

本を再会させてゆく。文学少女シリー

ズの作者が贈るビブリオミステリー。作

中に登場した本も読みたくなるはず。 

【分類番号 ：

Y-F-カ 】 

  北条 

  図書館に 

  生息。   

 滅びかけた

異世界に迷

い込んだケー

スケは、ハー

フエルフの少女・ニトと出会う。お互い

の探し物を求めて共に旅をしていくなか

で、生き残った人々との出会い、別れ

を重ねていく。肌寒い秋に読みたい、

心がほんのり温かくなるやさしい物語。 

『ないものねだりの君に光の花束

を』  汐見 夏衛//著・KADOKAWA 

『なぜ僕らは働くのか』  

 池上 彰//監修・学研プラス 

『さよなら異世界、またきて明日』

（1～2巻）  風見鶏//著・KADOKAWA 

『緋弾のアリア』 （1～33巻）  

 赤松 中学//著・KADOKAWA 

『『さいごの本やさん』の長い長い 

終わり』 野村 美月//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 

 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≫ 

読書の秋！図書館では一年中読書をモリモリおすすめしていますが、やはりこの時期は他の季節よ
り、じっくり本に浸れる気がします。この通信の紹介本、１冊でも皆さんの心に留まれば良いな♪ 

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！ 


