ダンジョンに面白い本を求めるのは間違ってないぞ！
いかがですか？「あっ、これ読んでみたい！」という本はありますか？
青春本棚の「ひとことカード」によく寄せられる意見に、「図書館検索システム（ＯＰＡＣ）」をあまり使いたくないと
いうのがあります。確かに検索～予約～受取までのプロセスはちょっと面倒くさく感じるかもしれませんが、「検索システ
ム」を使わないのはとっても勿体無いと思います。このコーナーでは、「検索システム」嫌いの皆さんが「検索システム」
を使いたくなるような本を見つけて、いろいろ紹介していきたいと思います。どうぞお楽しみに！
松山市立図書館は、中央・三津浜・北条・中島・移動の５館がありとても広いです。中央図書館１階にある本は、その一
部に過ぎません。みんな「検索システム」を使ってみてね！！

【小説版】 東京喰種 （日々・空白・昔日）

ＰＳＹＣＨＯ－ＰＡＳＳ サイコパス （上・下）
前述の虚淵玄がメインストーリーライター

4月から、「東京喰種（グール）：ｒｅ」のア

を務めた同名のアニメの小説版。

ニメが放送開始されると知って、今からソ

西暦2112年、日本では、人間のあらゆ

ワソワしているファンの皆さん、今のうちに

る心理状態や性格傾向を計測し、数値化

「東京喰種」の復習をしておきましょう！

する「シビュラシステム」が導入され、人々

喫茶店「あんていく」の日常を描いた

はこの値を「PSYCHO-PASS（サイコパス）」

【日々】、アオギリの樹からカネキ救出後

と呼び、それを指標として生きていた。犯

の空白期間を描いた【空白】、漫画本編

罪に関する数値は「犯罪係数」として計測

開始前のエピソードを描いた【昔日】の３冊

され、規定値を超えれば「潜在犯」として

深見 真 //著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
〔 F－フマ 〕

があり、どれも原作漫画では描かれていな

裁かれる社会で、「潜在犯」を取締まる公

石田 スイ //原作

い各キャラクターの日常を切り取った短編

た常守朱と、刑事課メンバーたちの活動と

十和田 シン //著

集となっています。「ｒｅ」じゃない「無印」の

葛藤を描く。

集英社 〔 F－イス 〕

安局刑事課に新米監視官として配属され

ストライクウィッチーズ スオムスいらん子中隊 （全３巻）

【漫画版】 君の膵臓をたべたい （上・下）

20世紀初頭、世界中に突如出現し、人

住野よるの同名小説を漫画家・桐原い

類を攻撃する異形の敵「ネウロイ」に対抗

づみがコミカライズ。内容については、冊

すべく、人類は魔導エンジンによる飛行脚

子中の「ビブリオバトル」の記事で紹介して

「ストライカーユニット」を駆る魔女（ウィッ

いるので、そちらを参考にしてくださいね。

チ）による機械化航空歩兵ストライクウィッ

あの切ないストーリーが、桐野さんのやさ

チーズを結成し、望みを託した。

しいタッチで描かれています。女子受けす

辺境の国スオムスにもウィッチが招集さ

る絵ですが、男子でも違和感なく読める作

れるが、集まったのは「やる気なし」「能力

画ですよ。小説が億劫な人は漫画版から

なし」「根性なし」のいらん子ばっかり…。

読んで、小説に挑戦してみては？

島田フミカネ//原作 一人やる気全開の智子の運命は！？
ヤマグチノボル//著

漫画と、この3冊を読んでアニメを待とう！

住野 よる //原作

「ゼロの使い魔」のヤマグチノボルさんの

角川書店〔F－シフ〕 作品ですが、彼の早すぎる死により絶筆と

原作の住野さんも絵が気に入ったのか、

桐原 いづみ //作画

「また、同じ夢を見ていた」の漫画版も桐

双葉社〔 726.1－キ 〕

原さん作画で連載中です。

なってしまいました…本当に惜しいです。

【漫画版】 Ａｌｌ Ｙｏｕ Ｎｅｅｄ Ｉｓ Ｋｉｌｌ （全２巻）

コンカイハ、「マンガ」ヲ オオメニ ショウカイシタヨ！
ミンナハ、チョウキレンサイ ノ タイサクマンガ ガ スキ

「ヒカルの碁」「DEATH NOTE」などの小

カモシレナイケド、タンペンデモ オモシロイマンガハ、

畑健が桜坂洋の同名小説を漫画化。

イッパイアルヨ。「コンナホンヲ サガシテホシイ。」ナド

異星人が地球に送りこんだ「ギタイ」と呼

ボクヘノ ゴイケンハ、「ヒトコトカード」ニ カイテネ！

ばれる敵に襲撃を受けた人類は、パワード
スーツを身に纏い、必死の抵抗を続るも
滅亡の危機にあった。主人公キリヤ・ケイ
ジは、初出撃の戦闘で死亡してしまうが、
なぜか「出撃前日の朝に戻っている」とい
う怪現象を繰り返すことになる。この現象
桜坂 洋 //原作

が自分を強い戦士に成長させると気付い

小畑 健 //作画

たキリヤは、生き残る未来を掴むため、ひ

集英社〔 726.1－オ 〕

たすら生と死を繰り返すが…

９

青春ＰＯＰ掲示板

～わたしのイチオシ紹介します～

このコーナーは、皆さんから投稿された「青春ＰＯＰ」の一部を紹介するコーナーです。どの作品も、投稿者がみんなに読
んでほしいイチオシの本を紹介するものです。皆さんもぜひ一度読んでみてください！

『猫と幽霊と日曜日の革命』
河野 裕（著）
[ＫＡＤＯＫＡＷＡ]
分類記号：Ｆ－コユ

ＰＮ．須賀さん推薦

『また、同じ夢を見ていた』
住野 よる（著）
[双葉社]
分類記号：Ｆ－スヨ

ＰＮ．ニケさん推薦

『陽気なギャングが地球を
回す』
伊坂 幸太郎（著）
[祥伝社]
分類記号：Ｆ－イコ
ＰＮ．？さん推薦

『勝手にふるえてろ』
綿矢 りさ（著）
[文藝春秋]
分類記号：Ｆ－ワリ

ＰＮ．Ｔさん推薦
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アニメ・ドラマ・映画化作品

図書館の中高生おすすめＢＯＯＫ！
ＴＶアニメ化

ＴＶアニメ化

りゅうおうのおしごと！

デスマーチからはじまる異世界狂想曲

白鳥 士郎 //著

愛七 ひろ //著

ＳＢクリエイティブ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

〔分類番号 ： F－シシ 〕

〔分類番号 ： F－アヒ 〕

ゲーム制作会社に勤めるプログラマー鈴木

１６歳で「名人」と並ぶ将棋界の最高位「竜

一郎２９歳。デスマーチといわれる苛酷な労

王」となった九頭竜八一は、そのプレッシャー

働環境の中、仮眠をとっていた彼は突如異

により大スランプに陥り、公式戦11連敗を喫し
てしまい、将棋への情熱も失いかけていた。そんなある日、八一

世界の荒野で目を覚ましサトゥー１５歳になっていた。眼前の大

のもとに小学三年生の美少女・雛鶴あいが弟子になるため押し

量のモンスターにうっかり最強魔法【流星雨】を発動してしまった

かけてくる。周囲から「ロリコン」と揶揄されながらも、あいに師弟と

彼は、蜥蜴人族の兵団や竜の群れ、そして最強の竜神アコンカ

して接するうち、八一は失いかけていた熱いモノを取り戻してい

グラまでも瞬殺してしまい、Lv310という超絶な強さと莫大な財

く。美少女がいっぱい出てきますが、ストーリは熱血系です！

宝を手に入れしまう…「とりあえず異世界観光でもしようかな。」

ＴＶドラマ・映画化

アニメ映画化

伊藤くん A to E

はいからさんが通る

柚木 麻子 //著

大和 和紀 //著

幻冬舎

講談社

〔分類番号 ： F－ユア 〕

〔分類番号 ： 726.1－ヤ 〕

イケメンならばすべて許されるのか！？

時は大正。「はいからさん」と呼ばれる花村

魅力的な5人の女性を振り回す見た目はよ

紅緒は竹刀を振り回すじゃじゃ馬娘で評判

くてお金持ちだが超ジコチューなクズ男・伊藤

の女学生。ひょんなことから知り合ったハン

誠二郎27歳。伊藤に片思いするも粗末に扱われ続ける女、伊

サムな青年将校・伊集院忍に心惹かれるが、自分の許嫁と知

藤にストーカー的な好意を寄せられブチ切れる女ｅｔｃ、彼女たち

ると素直になれなれず、紅緒は必死の抵抗を試みて数々の騒

が伊藤に抱く恋心、苛立ち、嫉妬、執着、優越感をＡからEまで

動を巻き起こす。やがて紅緒と忍はお互いをかけがえのない存

の短編で描いた大人の女性のほろ苦成長物語。

在と思うようになっていくが、忍のシベリア出兵という非情な運命

サイテーな反面教師・伊藤くんから大切な何かを学び取ろう！

が２人を引き裂く。２人の恋の行方やいかに。

ＴＶドラマ化

ＴＶドラマ化

コウノドリ

陸王

鈴ノ木 ユウ //著

池井戸 潤 //著

講談社

集英社

〔分類番号 ： 726.1－ス 〕

〔分類番号 ： Ｆ－イシ 〕

聖ペルソナ総合医療センターの産婦人科

埼玉県にある足袋製造会社「こはぜ屋」は

医であり、ジャズピアニストでもある鴻鳥サクラ

創業100年の老舗だが、足袋の需要減少に

を中心に、彼を取り巻く医療スタッフたちが、

より、業績が低迷し資金繰りに悩んでいた。

「切迫流産」、「人工妊娠中絶」など様々なテーマに立ち向かう

四代目社長の宮沢紘一は、これまでの足袋製造の技術力を生

産科医療漫画。各テーマごとに2話から4話ほどで描かれ、問題

かした新たなランニングシューズの開発を思いつき、プロジェクト

を抱える妊婦とその家族を中心に骨太なストーリーが展開してい

チームを立ち上げる。資金難、人材不足、他企業の嫌がらせな

く。この漫画には、「出産」という尊い営みが、いかに多くの人に支

ど様々な試練に直面しながらも、宮沢たちは試行錯誤を続け、

えられているかを本当に実感させられます。

社運をかけたランニングシューズの開発に邁進していく。
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図書館検索システム（ＯＰＡＣ）を使ってみよう！
１月から松山市立図書館の「図書館検索システム（ＯＰＡＣ）」がリニューアルされました。
これを機に、これまで検索システムの使用に億劫だった皆さんも、システムを利用して、図書館ライフを充実させてみてはい
かがでしょうか？今回は、検索システムの基本事項について、少し説明してみようと思います。

例えば、こんな人はシステムを使ってみよう！
① 読みたい本がどこにあるのかわからない。（そもそも図書館にあるのかもわからない。）
② いつまで待っても読みたい本が本棚に帰ってこない（借りられない）。
③ 「○○」シリーズを読みたいのに、第○巻が本棚にない（歯抜けになっている）ので読めない。

① 松山市立図書館（中央・三津浜・北条・中島・移動）すべての所蔵図書から検索することができます。検索方法はとても簡単
です。インターネット検索サイトと同様に、タイトル名等の検索ワードを入力して検索するだけで、全館から検索を行います。
② 図書館では、限られた冊数の本を多くの利用者が利用しています。特に人気の高い本は、「予約順番待ち」の状態が続き、
本棚で見かけないこともよくあります。こういう本は、早く予約しないと別の人の予約が入ると思ったほうがいいです。「あと
ちょっと」と待つのではなく、早めに予約することをオススメします。また、本を別の場所に移動させることも頻繁にあります。
この場合同じ場所で待っていても帰ってきません。「ないなと思ったら、すぐ検索！」が基本です。
③ 上の②と同じことですが、「○○」シリーズを読みたい多くの利用者が、限られた冊数の本をそれぞれ自分のペースで読んで
います。読み進めている途中で、次の巻が貸出中の時は、自分の読むペースを考えつつ予約しておくことをオススメします。

今さら聞けない！？ 図書館検索システムの基本の「キ」！
自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからも、インターネット経由で「検索」・「予約」ができます。
下に書いているURL「蔵書検索ホームページ」から、24時間アクセス可能です。（メンテナンス時を除く）
スマートフォンやタブレット等をご利用の方は、右下のQRコード「蔵書検索」でもアクセスできます。
電話番号やメールアドレスを登録しておくと、予約した本が貸出可能になった時、「電話」か「メール」で、
お知らせすることもできます。（予約時にお知らせ方法を選べます）
「予約した本」の受取場所の設定も可能です。近所に来る移動図書館車で受け取ることもできます。

予約する時に必要な初期のログインパスワードは次のとおりです。
「西暦生年月日＋利用者カードの番号の下４桁」が初期のパスワードとして設定されています。
【例】 平成２４年（2012年）１月１日生まれの方で、利用者カードの番号が１２３４５６７８の人
初期パスワード → ２０１２０１０１５６７８
※いつでも自分の分かりやすいパスワードに変更できます。

◇中央図書館

湊町七丁目５番地

（９：３０～２０：００） ＴＥＬ９４３－８００８

蔵書検索 QR

図書館HP QR

◇三津浜図書館 住吉二丁目４番１２号（９：３０～１９：００） ＴＥＬ９５１－２５１６
◇北条図書館

河野別府９４１番地

◇中島図書館

中島大浦２９６２番地（９：００～１８：００） ＴＥＬ９９７－１１８１

（９：３０～１８：００） ＴＥＬ９９３－２２８１

◆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≫
皆さん３学期ですよ。いよいよ卒業の季節ですね。喜び、不安、期待、寂しさ…学校を去る卒業生、学校に残り先輩の跡を引
き継ぐ在校生、ともに表現し難い複雑な感情を抱いていることと思います。
受験も終わり気持ちの整理もついた所で、ちょっとブレイク。本誌を参考に何か本でも読んでみませんか？
前から読みたかった本、昔大好きだった本、先輩・後輩や友人に薦められた本、今この時手にとった本が、あなたの未来をよ
り良いものに変えてくれる一冊かもしれませんよ。
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