松山市立図書館 中高生向け図書館ニュース

季刊

青春本棚通信

ｖｏｌ.９ （２０１８年１０月発行）

ペンネーム ｔｄ（とづ） さん

イラストの投稿ありがとうございました！

１０月２８日「第５回 松山市立中央図書館ビブリオバトル」開催！
今年で第５回となる『松山市立中央図書館ビブリオバトル』を、１０月２８日（日曜日）に開催します。
松山市内に在住・在学の中学生・高校生なら誰でも出場ＯＫです。出場希望者は、１０月２０日（土）までに、中央図書館事務
所まで、ＦＡＸ・Ｅメールで、氏名・住所・連絡先・学校名・学年・発表本をご記入の上、お申込ください。
なお、当日観戦・投票したい方は、年齢不問・参加自由です！興味のある方はぜひ会場にお越しください。
～ビブリオバトル（知的書評合戦）とは～
① 発表参加者（バトラー）が、読んでおもしろいと思った本を持って集まる。
② 順番に１人５分間で本を紹介する。（時間厳守）
③ それぞれの発表の後に、観衆を含む参加者全員でその発表に関するディスカッションを
２分間行なう。（批判ではなく、投票の判断材料となる追加説明の質疑応答）
④ 全ての発表が終了した後に、「どの本が一番読みたくなったか？」を基準とした投票を観衆を
含む参加者全員で行ない、最多票を集めたものを「チャンプ本」とする。

～開催内容～
日時：１０月２８日（日曜日）午後１時～
場所：松山市湊町７丁目５

松山市総合コミュニティセンター

１階展示室

対象：松山市内在住・在学の中学生・高校生（観戦・投票は年齢不問・当日参加自由）
人数：中学生の部・高校生の部

各部６名程度（応募多数の場合は抽選となります）

募集：中央図書館事務所まで、ＦＡＸ又はＥメールで氏名・住所・連絡先・学校名・
学年・発表本をご記入の上、お申込ください。個人での申込でも、学校を通じて
の申込でも、どちらでもかまいません。
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歴代「松山市立中央図書館ビブリオバトル」チャンプ本たち
◇第１回 （平成２６年）
中学生の部
紹介本タイトル

著者

９３番目のキミ

山田 悠介

高校生の部 （１）
紹介本タイトル

発表者の学校名（学年）
湯山中（３年）

著者

チョコレートコスモス

恩田 陸

発表者の学校名（学年）
新田青雲【高等部】（２年）

高校生の部 （２）
紹介本タイトル

著者

侏儒の言葉

芥川 龍之介

発表者の学校名（学年）
松山東高（２年）

◇第２回 （平成２７年）
中学生の部
紹介本タイトル

著者

アイスプラネット

椎名 誠

高校生の部
紹介本タイトル

発表者の学校名（学年）
湯山中（３年）

著者

神様の御用人

浅葉 なつ

発表者の学校名（学年）
新田青雲【高等部】（１年）

◇第３回（平成２８年）
中学生の部
紹介本タイトル

著者

シンドラーに救われた少年

レオン・レイソン

高校生の部
紹介本タイトル

発表者の学校名（学年）
湯山中（３年）

ゼツメツ少年

◇第４回（平成２９年）

アイネクライネナハトムジーク

著者
伊坂 幸太郎

発表者の学校名（学年）
新田青雲【高等部】（２年）

ビブリオバトルで「最も読んでみたい本」として

中学生・高校生（合同）
紹介本タイトル

著者
重松 清

最多票を獲得したチャンプ本たちです！

発表者の学校名（学年）

皆さんもぜひ読んでみてください！！

松山南高（１年）

※発表者の学校名・学年は当時のものです。

青春☆ＰＯＰ作成会『いっしょにＰＯＰをつくろう！』再び開催！！
図書館員といっしょに本の紹介ＰＯＰを作る『青春☆ＰＯ
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Ｐ作成会』を６月と７月に開催しましたが、その後再開を求
める声をたくさんいただきました。感謝の気持ちを込めて再
び開催します！担当職員がていねいに作りかたのアドバイス
をしますので、皆さんのお気に入りの本で「青春ＰＯＰ」を
一緒に作ってみましょう！
何も持ってくる必要はありません！ボールペン、サインペ
ン等の筆記用具や、色鉛筆、色ペン等の画材、飾り付け用の
マスキングテープや色画用紙などを用意しています！
青春本棚の担当職員とちょっと話をしてみたい人なども大
歓迎です！気軽に覗きに来てくださいね♪

開催内容・参加方法などはコチラ
開 催 日：１１月２４日（土）・１月１９日（土）・３月１６日（土）
開催時間：午後１時～５時まで（途中出入り自由）
開催場所：松山市立中央図書館

２階文化活動室

参加方法：事前の申し込みは必要ありません。開催時間中に、中央図書館２階文化活動室に自由にお越しください。

途中からでも自由に入室・退室してもらって大丈夫です。
ＰＯＰ作りに必要なものは、一通り揃えていますので、何も持って来なくてＯＫです。

（紹介したい本を持ってきたほうがＰＯＰを作りやすいです。マンガ・ラノベもＯＫです！）
自分が使い慣れた筆記用具や画材を使いたい人は、自由に持ってきてください。

２

青春ひとことＬＩＮＥ

華麗に 既読スルー

このコーナーは、これまで投稿された「青春本棚ひとことカード」の一部を紹介するコーナーです。
中学生・高校生にオススメする本の情報などもたくさん出てきますので、本探しの参考にしてはいかがでしょうか。
「自分もひとこと書きたい！」と思った人は、何でも気軽に投稿してね。

【注】 平成３０年７月～９月に投稿または回答された内容です

（中２） さくらんぼ

図書館

森さん、こんにちは！

最近青春本棚に入れた本でオススメなのは、『博多豚骨ラーメ

私は百人一首が今好きなんですが、森さんが中学校の頃ハ

ンズ（1～8巻）』（木崎ちあき//著・KADOKAWA）ですね。（流行

マっていたものは何ですか？

のグルメ系じゃないですよー！）博多の街を舞台に殺し屋たちが
活躍する群像劇です。なんと博多の人口の約3％が殺し屋（よく

図書館

福岡市から怒られなかったな）という設定！正直絶対行きたくな
い！！主人公チームがみんな魅力的で「必殺仕事人」的な感じ

私が中学生の頃は、TVゲーム全盛期で、「ファイアーエムブレ

で楽しめます。よかったら読んでみてね！

ム」や「ラングリッサー」といったシュミレーションRPG系のゲームに
ハマってました。今と違って死んだら生き返らない鬼ムズい時代

（小５） Rino ARisu （前名アリス）

で、「1面クリアするのに何回もやり直す」→「死んだキャラなしでク
リア不能の面で詰んで、1面からやり直す」というのが定番でした。

「せいふくラプンツェル」「うわさのアイツは家庭科部」という本あり

だから戦記モノの小説は大好きで、『天鏡のアルデラミン（全１４

ますか？

巻）』（宇野朴人//著・KADOKAWA）【北条図書館にアリ】など
図書館

は、オススメの本です。

たしかアリスさんは、『五年霊組こわいもの係（1～13巻）』（床
（小６） ユキ＆ジュース

丸迷人//著・KADOKAWA）が好きでしたね！
さて質問の回答ですが、おそらく麻井深雪さんが書いている

初めて書きます！私は、だいぶ前から『ミイラの飼い方』にハマっ

web小説の『制服ラプンツェル』のことだと思います。こちらはまだ

てます！なので、アニメ系の本は置いてませんか？

書籍化されていないようですね。同作者の『制服ジュリエット』（ポ
図書館

プラ社）という小説なら、中央図書館の児童文庫コーナーにあり
ますよ。背ラベル【K913－ア】です。

アニメ系の本ですが…どれを紹介しようか迷うほどいっぱいあり

『噂のあいつは家庭科部！』（市宮早記//著・ポプラ社）も同じ

ます。

児童文庫コーナーに置いています。背ラベル【K913－イ】です。

で・す・が！今アニメ放送中の作品とかは、多分誰かが借りて

貸出中の時は、検索システムで予約してね。

いるんじゃないかな～と思います。人気がありそうな本は、蔵書
検索システムで「検索」して貸出中なら「予約」することをおスス
（中２） 怜華

メします。例えば今フジテレビ系列のノイタミナ枠でアニメ放送中

私は声優さんや歌い手さんが大好きなのですが、関係ある本や雑

の漫画『ＢＡＮＡＮＡ ＦＩＳＨ（全19巻）』（吉田秋生//作・小学館）

誌で、おすすめのものはありますか？

なんかは1987年～1994年の古い作品ですが、しばらくは貸出
中の巻が多いかなと思います。アニメを見たり、青春本棚の雑誌

図書館

「アニメージュ」を読んで原作が気になった本は、システム検索し
てみてください。案外あるかもよ？

声優系の本だと、
・『声優バイブル2017』（日経BP社）【772.1－セ】

（中１） ぷう。

・『声優に死す』（関智一//著・KADOKAWA）【771.7－セ】

最近にわかですが「文豪ストレイドッグス」にハマりまして、「さんこ

・『いつかすべてが君の力になる』（梶裕貴//著・河出書房新

いち」の中の織田作さんがとてもしゅきぴーでですね、ヤバいんで

社）【K778－カ】がオススメです。

すよ！（語彙力の低下）

770番台の本棚を探すと、いろいろ置いていますよ。探してみ
てくださいね。

図書館

歌い手系の本は、あまり置いていないようです。『みるさんの<
『文豪ストレイドッグス』（朝霧カフカ//著・KADOKAWA）は、漫画

歌ってみた>やってみた』（みるさん//著・KADOKAWA）

版・小説版ともに図書館に置いていますので、いろいろ読んでみ

【547.48－ミ】とかはいかがでしょうか？結構面白いですよ。

てくださいね。映画版の「DEAD APPLE」の漫画版・小説版や、ス
ピンオフ小説『文豪ストレイドッグス外伝 綾辻行人VS.京極夏彦』

（中３） Koishi

もあるよ。作中キャラクターたちの元になった文豪の作品も、各

読書感想文にオススメの本はありますか？

キャラクターが表紙になって再販されており、図書館にも置いて
います。スピンオフに出てくる綾辻行人さんや京極夏彦さん、辻
村深月さんは皆さん現役で活躍中の作家さんですので、皆さん

図書館

の作品も読んでみてね。辻村深月さんが『かがみの孤城』で本屋
読書感想文は“感動文”ではないと言う人もいます。読んで感動

大賞とった時、ちょっとニヤニヤしたのは私だけじゃない…はず。

した本より、課題と割り切ってちょっと短めのポピュラー作品を選
ぶのもいいんじゃないかな。青春本棚にも置いていますが、『文

（高２） よもぎ

豪ストレイドッグス』の影響で芥川や太宰らの文庫本が再販され

最近読む本がないので、今夏オススメの本を紹介してください。

ています。ああいうのもいいですよ。読む前から、うろ覚えで内容
なんとなくわかりますし。どうですか？
太宰といえば米澤穂信さんの氷菓シリーズ『いまさら翼といわ
れても』で主人公の奉太郎が書いた「走れメロス」の読書感想文

となりの列へ

が秀逸でワロタ。読んでみて。
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図書館

（高１） 円（まどか）
「神様の子守はじめました。」（霜月りつ）という本は置いてありま

『ポケットモンスターSPECIAL（1～53巻）』（日下秀憲//シナリ

すか？置いてなかったら、ぜひ置いてもらいたいです。

オ、山本サトシ//まんが・小学館）ですが、少しややこしい事情

私は白花ちゃん推し…。

がありますので説明します。このマンガは53巻で書いている「ブ

P.S.ゲームのキャラクターなんですが…「メタルギアシリーズ」の

ラック2・ホワイト2 編」を終わらせないまま、次の「X・Y編」「Ωル

“ソリッド・スネーク”を描いてほしいです。お願いします。

ビー・αサファイア編」「サン・ムーン編」が先に書かれ、各章の先
行版の単行本が発売されています。ですがこれらはSPECIALの

図書館

続きの巻としていずれ発刊するはずなので、図書館では先行版
の単行本は購入しない方針です。53巻で「（ブラック2・ホワイト2

『神様の子守はじめました。（1～8巻）』（霜月りつ//著・コス

編）次巻完結！」と予告しています。54巻で終われば、続いて

ミック出版）【F－シリ】は青春本棚に置いています。

「X・Y編」以降が55巻から発刊されるはずです。

「メタルギアシリーズ」の小説も、いくつか置いています。

この作品これまでも同じように単行本の発売を待たされること

『メタルギアソリッド ガンズオブザパトリオット』（伊藤計劃//著）
『メタルギアソリッド サブスタンス（全2巻）』（野島一人//著）

があったんですが…今の状況はちょっと他のマンガでは考えられ

などがあります。ファンならぜひ「メタルギア」で検索してみてね！

ないですね。

（高３） 梅汁MK-Ⅱ

（？） さとうのごはん
ジョジョ関連の本って置いていますか？

鴨志田先生の青春ブタ野郎シリーズを置いてほしい！！
アニメ化ごっつうれしい。
図書館
図書館

『ジョジョの奇妙な冒険』（荒木飛呂彦//著・集英社）は、原
『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』（鴨志田

作マンガはもちろん、小説版や考察本など、このスペースでは紹
介しきれないほど様々な本があります。検索システムで「ジョ

一//KADOKAWA）ですが、現在青春本棚に置いています。「青

ジョ」や「荒木飛呂彦（あらきひろひこ）」をぜひ検索してみてくだ

春ブタ野郎シリーズ」は1～8巻までありますが、全て揃っていま

さい。図書館の本は何十万冊もあります。図書館では検索シス

すのでぜひ借りてみてください。
このシリーズは、巻ごとにタイトルが違いますので、検索するとき

テムを使わないと、なかなかお目当ての本とは出会えないかもし

は“青春ブタ野郎”と入力すると良いかと思います。

れません。皆さんぜひ検索システムを使ってみてください。

アニメ「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」は

（中１） オタ

BS11で10月6日の土曜23:30から始まります。楽しみですね。

「異世界で魔物栽培はじめました」（だと思う）は置いてますか？

（高２） 舞

ないならオススメなので、ぜひ置いてください！

何か癒されるような、ほっこりするような本で、何かオススメ

図書館

はありませんか？お願いします。

『異世界ですが魔物栽培しています（1～4巻）』（雪月花//

図書館

著・KADOKAWA）のことだと思います。残念ながらこの本は置い
ていません。検討しましたが、購入はできません。ごめんなさい。

では、ほっこりと癒されるオススメの小説を紹介しますね。

同じ異世界転生系の小説で、青春本棚に置いている『デス

『思い出のとき修理します（全4巻）』（谷 瑞恵//著・集英社）

マーチからはじまる異世界狂想曲（1～14巻）』（愛七ひろ//著・

仕事と恋に疲れた美容師の明里が都会から引っ越した先は、

KADOKAWA）はいかがですか？イラストは「魔物栽培」と同じ

子供の頃に少しだけ過ごした思い出の街だった。その寂れた商

Shriさんなので、あの絵柄が好きならば絶対気に入ると思います

店街の片隅で「おもいでの時修理します」という奇妙なプレートを

よ。ストーリーも面白いですしオススメです。

掲げた時計店を営む青年・秀司と知り合った明美は、ふたりで
「思い出」にまつわる不思議な事件に向き合ううち、少しずつ彼
に惹かれてゆく――

（中２） わたあめ

「思い出」を修理してくれる時計師・秀司のもとには、今日も傷

ココの図書館に来たのが人生初でわくわくしていました！

を抱いた人たちが訪れる。

いろんな本があって、本好きな私は「わ～！」ってなってます。

読了後、暖かい気持ちになりますよ。ぜひ読んでみてください。

もう最高でした！また来ます！！
私は今、文ストと歌い手にドハマりしてます！

だいたいこんな感じでお答えしています。

図書館

皆さんのいろんな投稿をお待ちしてます！

喜んでいただけたようで、とても光栄です。青春本棚にもいろ
んな本を入れていきますので、また本を借りに来てください。「ひ
とことカード」や「青春ＰＯＰ」の投稿も楽しんでくださいね♪
『文豪ストレイドッグス』（朝霧カフカ//著・KADOKAWA）は、私
も大好きな作品です。面白いですよね～。小説・マンガともに置
いています。「文スト」を読んだら、さらにキャラの元になった文豪
の作品もたくさん読んでみてね！

（小６） まー
以前ポケットモンスタースペシャルの53巻以降置いてますか？
という質問をしたんですが、書き間違いでした。正しくは、ポケット
モンスター「Ｘ・Ｙ」、「Ωルビー・αサファイア」、「サン・ムーン」（ど
れもポケモンスペシャルと著者は同じ）を置いてくれませんか？

となりの列へ
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