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 ２０２０年９月～１２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、 

見逃せない情報ばかり！本のひとこと是非お寄せください。（投稿の仕方は最終ページ） 

（高１・さくらんぼ さん） 

『呪術廻戦』は図書館で借りられますか？ 

（図書館）  

 

 

（高１・劇団に、さんにん さん） 

（図書館） 

 

（中２・のん さん） 

 

 

（図書館）  

（小３・犬よりねこがすき さん）  

おすすめのラノベを教えてください。 

（図書館）  

 

 漫画家志望ですか！すばらしい！ 

がんばってくださいね！『はてしない物語』

（ミヒャエル・エンデ//

著・岩波書店）は私も大

好きです。壮大なファン

タジー小説だと『十二国

記』（小野不由美//著・

講談社ほか）や『精霊の守り人』（上橋菜穂

子//著・偕成社ほか）などがオススメです

が、ファンタジー系マンガをたくさん読むことも重要だと思いま

す。『魔法使いの嫁』（ヤマザキコレ//著・

マッグガーデン）のほか、『マロニエ王国の

七人の騎士』（岩本ナオ//著・小学館）『ベ

ルセルク』（三浦建太郎//著・白泉社）『空

挺ドラゴンズ』（桑原太矩//著・講談社）

『ヴィンランド・サガ』（幸村誠//著・講談社）

など図書館に置いています。苦手なストー

リーや描写があるかも

しれませんが、苦手な

ものから得られるもの

も大きいので、ＳＦや

恋愛小説・マンガなど

幅広く感性のアンテナ

を貼っておくと良いで

すよ。   

『はてしない物語』のような、壮大でわくわくが止まらない冒険

ストーリーをいつかマンガとして描きたいと思うのですが、 

どのような本を読めばいいでしょうか？ 

 おすすめのラノベ、たくさんあって 

選ぶのがむずかしいですね。小学３年生 

なら『黒魔女さんが通る』（石崎洋司//著・

講談社）や『絶体絶命ゲーム』（藤ダリオ//

著・KADOKAWA）『都会のトム＆ソーヤ』

（はやみねかおる//

著・講談社）などのシ

リーズはぜひオススメで

す。しっかりラノベといえる作品では、ゲー

ムのように楽しめる『ソードアート・オンライ

ン』（川原礫//著・KADOKAWA）や『転生

したらスライムだった件』（伏瀬//著・マイ

クロマガジン）は少し高い年代向けです

が、読んでる小学生も多いです。ペンネー

ムにちなんでネコが出てく

るラノベだと、『猫と竜』（ア

マラ//著・宝島社）は猫と

猫に育てられた竜とのお

話で、ほんわかしたファン

タジーは読みやすいと思

いますよ。  

 マンガ『呪術廻戦』（芥見下々//著・ 

集英社）は、今のところ図書館には置いて

いません。ごめんなさい…。全国的に人気

が高いと実感していま

す。引き続き検討はして

いきますので、どうか見

守っていてください。小説

版の『呪術廻戦 逝く夏と

還る秋』と『呪術廻戦 夜明けのいばら道』

（ともに集英社）は図書館に置いています    

   ので、原作ファンならば必読ですよ！  

 進路を熱心に考えていてすごいです！ 

経済学はマクロ経済など理系向きの分野

も多く、文系出身者が多い中で数字に強い

ことが有利となる面もあるのではないでしょ

うか。また、学部や大学の特色を『君はど

の大学を選ぶべきか2021』（大学通信）や

『大学選びをはじめからていねいに』（藤井

佐和子ほか//著・ナガ

セ）で行きたい大学や学

部を知ることも受験のキソ

になると思います。経済学

部も、なるにはBOOKSの

『経営学部・商学部』（大

岳美帆//著・ぺりかん社）

をはじめ、『日常が学びに変わる!経済学の

本』（中川功一//著・翔泳社）など分かりやすい経営学 

   入門本で、自分に合うか色々読んでみてね。 

自分は理系志望なのですが、経済学部に興味をもっていま

す。私に合った受験に関する本ってありますか？  

 青春ひとことＬＩＮＥ ～ 図書館の人にきいてみた ～ 



５ 

『１４歳の君へ』  

 （池田 晶子//著・毎日新聞社） 

 中学生の生き方を追求したベストセラー

をオススメしてくれました。コロナ禍の中、

ますます「どんな生き方」をするかが大

事！イラストや紹介文がとてもキャッチー

で上手なので読みたくさせられますね！ 

マンガ『鬼滅の刃』（１～２３巻） 

 （吾峠 呼世晴//著・集英社）  

 国民的マンガになった『鬼滅の刃』です

が、図書館でも人気沸騰中！このPOPも

愛情あふれる様子が伝わってきます。可

愛いイラストと紹介文の配置のバランス

が絶妙！マステの使い方も素敵！ 

【分類番号：YA-100-イ】 

 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・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♥その熱い想い、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！ 

『魔法屋ポプル「トラブル、売ります

♥」』（堀口 勇太//作・ポプラ社）     

 柚月さん、いつも投稿してくれてありが

とう！今回は新米魔女のハラハラドキド

キ大冒険シリーズですが、いつもイラスト

がとても丁寧で可愛く、紹介文も分かり

やすく、レベルの高いPOPです！ 

【分類番号：K-913-ホ】 

【分類番号：726.1-コ】 

青春★ＰＯＰ作成会 の ご 案 内 
日 時： 令和３年１月３０日（土）・令和３年３月７日（日） 

    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。 

 全集中！ 



図書館ダンジョン・エクスプローラー 第１３階層 

 キミは知っているか？図書館と言われるダンジョンに眠る秘蔵図書を…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-ア】 

   団体貸出 

 用書庫で 

   「予約」 

  待ち！ 

  

将来を期待

された秀才

が集う学園の生徒会副会長・四宮かぐ

やと会長・白銀御行は互いに惹かれて

いるが、プライドが高い2人は互いに相

手に告白させようとする。アニメ化、映

画化され小学館漫画賞も受賞した“頭

脳戦”ラブコメが図書館に遂に登場！ 

【分類番号 ：

Y-F-タ 】 

  三津浜 

  図書館に 

  あり。 

 各国がスパ

イ戦争を繰り

広げる世界。

任務成功率

100%の凄腕スパイ・クラウスは、死亡率

9割を超える“不可能任務”専門機関を

創設する。だが選出されたのは、実務経

験のない少女たちで…。ファンタジア大

賞、「このライトノベルがすごい！2021」

文庫部門２位を受賞の注目作！ 

【分類番号 ：YA

-F-イキ 】 

 北条図書館に 

 あり。「予約」で 

 召喚！ 

 

 世界を救うの

は他の若い救世主に任せて、ブックカ

フェを開いて趣味に生きることにしたツ

キナ。だが、騎士・イルとの出会いで穏

やかな生活に波乱が。本好きにはうら

やましい、ほのぼの異世界生活物語。 

『異世界に救世主として喚ばれまし

たが、アラサーには無理なので、ひっ

そりブックカフェ始めました。』 

和泉 杏花//

著・KADOKAWA 

【分類番号 ：

K-518-コ 】 

  人気の 

 シリーズは 

 「予約」が 

 必須！ 

 美しい海で

有名なフィ

オ島にやっ

てきたジオ。しかし、サーフィン・フェス

ティバルが始まると、海も浜辺もゴミだ

らけに。しかも、海水浴を楽しんでいた

人たちが次々と異常を訴え始め…。環

境問題に関する知識を楽しんで学べる

人気科学漫画サバイバルシリーズ。 

【分類番号 ：

YA-F-タナ】 

 人気のため   

 「予約」が 

 確実！  

 

 初詣で市

内の寺と神

社を全制覇

とか、北高

七不思議とか、涼宮ハルヒの突然の思

いつきは2年生になっても健在。そんな

とき、鶴屋さんから謎のメールが送られ

てきて…。伝説のラノベの待望の新

刊！未読の人はシリーズ読破から！ 

【分類番号 ：

Y-F-スヒ 】 

  三津浜 

  図書館に 

  あります！   

 再生数欲し

さに女装の演

奏動画をサイ

トに上げた僕

は謎の女子高生ネットミュージシャンと

して話題になるが、先生に正体がバレ

てしまって…。音楽×青春ボーイミーツ

ガール小説。雑音なんて音はない。読

者に流れ込む圧倒的な音楽の渦！ 

『スパイ教室』 （1～3巻）  

  竹町//著・KADOKAWA 

マンガ『かぐや様は告らせたい』  

（1～20巻）赤坂 アカ//著・集英社 

『楽園ノイズ』   

 杉井 光//著・KADOKAWA 

『ゴミの島のサバイバル』   

 ゴムドリco.//文・朝日新聞出版 

『涼宮ハルヒの直観』  

 谷川 流//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１年が始まりましたね。昨年はコロナ禍で大変でしたが今年は皆さんにとって健やかな年と
なるよう願っています。図書館でも日常に寄り添って読書の灯をともし続けますよ。心を燃やせ！ 

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！ 


