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表 紙 絵：ちゃーはんさん 

表紙題字：さいこさん 



1.『Re：ゼロから始める異世界生活①』 長月達平 KADOKAWA 

・・・死に戻り、繰り返す。特殊な物語に引き込まれる 1冊（AvA） 

2.『読者と主人公と二人のこれから』 岬鷺宮 KADOKAWA 

・・・物語と現実で複雑に織り成される物語（AvA） 

3.『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』 ブレイディみかこ 新潮社 

・・・あなたの人生の宝となる 1冊（れもん） 

4.『NO推理、NO探偵？』 柾木政宗 講談社 

・・・絶対に犯人が分からない 1冊（れもん） 

5.『彗星パンスペルミア』 チャンドラ・ウィックラマシンゲ 恒星社厚生閣 

・・・宇宙に興味がある人の 1冊（鷲見） 

6．『絶滅できない動物たち』 M.R.オコナー ダイヤモンド社 

・・・考えさせられる 1冊（鷲見） 

7.『ソロモンの偽証①』 宮部みゆき 新潮社 

・・・頭を使う 1冊（白木穂乃実） 

8．『ブラック校則』 涌井学 小学館 

・・・スッキリする 1冊（白木穂乃実） 

9.『ジュニア空想科学読本⑫』 柳田理科雄 KADOKAWA 

・・・楽しく勉強できる 1冊（遠山実来） 

10.『東方儚月抄』 ＺＵＮ 一迅社 

・・・ミステリアスな 1冊（遠山実来） 

11．『こちらパーティー編集部っ！①』 深海ゆずは KADOKAWA 

・・・ひよっこ編集長を応援したくなる 1冊（加納愛菜） 

12.『ビブリア古書堂の事件手帖①』 三上延 KADOKAWA 

・・・本と謎解き好き必見！（加納愛菜） 

 

 

  

Vol.7 の編集委員は全部で 12名！（ ）の中の名前が、本を選んでくれた子です♪ 
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岐阜市立図書館では、中央図書館・分館・柳津図書室に、「YA（ヤングアダルト）」という、

中高生のための書棚があります。進路や部活といった中高生の関心事の本や、悩んでいる時

にはげましてくれる本、大人になるまでに知っておきたいことの本などをたくさん揃えてい

ます！今回の編集委員のおすすめ本も、もちろん図書館で所蔵しています♪ 

13.『浜村渚の計算ノート①』 青柳碧人 講談社 

・・・数学が楽しくなる 1冊（ムーン） 

14.『本好きの下剋上 第一部①』 香月美夜 ＴＯブックス 

・・・小さな勇気を応援したくなる 1冊（ムーン） 

15.『掟上今日子の裏表紙』 西尾 維新 講談社 

・・・ラストが予想外の 1冊（村瀬真苗） 

16.『約束のネバーランド』 七緒 集英社 

・・・泣けるお話ありの心温まる 1冊（村瀬真苗） 

17.『劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命』 蒔田陽平 扶桑社 

・・・続きが読みたくなる 1冊（林陽夏穂） 

18.『わたし、定時で帰ります。』 朱野帰子 新潮社 

・・・彼女の日々にハラハラ＆ドキドキする 1冊（林陽夏穂） 

19.『星の王子さま』 サン=テグジュペリ 岩波書店 

・・・大切なことに気づける 1冊（所優凪） 

20.『烏は主を選ばない』 阿部智里 文藝春秋 

・・・戦いあり笑いありのワクワクする 1冊（所優凪） 

21.『いみちぇん！⑯』 あさばみゆき KADOKAWA 

・・・最後まで展開が読めない 1冊（NekoNeko） 

22.『星にねがいを！①』 あさばみゆき KADOKAWA 

・・・おまじないが大好きになれる 1冊（NekoNeko） 

23.『54字の物語』 氏田雄介 PHP研究所 

・・・せっかちな人への 1冊（さいこ） 

24.『夢見る横顔』 嘉成晴香 PHP研究所 

・・・夢について考えられる 1冊（さいこ） 

 



 

 

  

出版社：KADOKWA 

      MF文庫 J 

著者：長月 達平 

絵：大塚真一郎 

請求記号：YA F ナガ １ 

ナツキスバルは、コンビニからの帰り道、突然異世界に召喚される。

これははやりの異世界召喚では⁉そう胸躍らせるスバルだったが、

辺りに召喚者はおらず、物取りに襲われ、早々に訪れる命の危機。

それを助けてくれたのは、謎の銀髪少女だった。お礼にスバルは、

彼女の物探しに協力する。ようやくその手掛かりがつかめた時、ス

バルと少女は何者かに襲われ命を落とした──筈が、気づくと、召

喚され、初めにいた場所にいた── 

異世界召喚されるも、魔法も使えない、秘められた力が開花したり

もしない、所持品は、ジャージ、現金(使えない)、携帯(圏外)、カッ

プ麵、コンポタスナック!! そんな無力な少年に与えられた能力 

          ──「死に戻り」── 

死して時間を巻き戻す、唯一の能力。この能力で幾多の絶望を乗り

越え、死の運命から少女を救え!! 

(AvA) 

Re:life in a different world from zero 
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読者
  ━ぼく━

と 

主人公
━ か の じ ょ ━

と 

二人のこれから 

出版社：KADOKAWA 

    電撃文庫 

著者：岬 鷺宮 

請求記号：YA F ミサ 

この物語さえあれば、他には何もいらない。小説『十四歳』と、そ

の中に確かに息づく主人公、トキコがいれば───。 

灰色の毎日の始まりになるはずだった、新学年のホームルーム。そこ

に彼女は現れた。黒板の前に立った彼女こそは、俺が手にした物語の

中にいるはずの「トキコ」だった。 

物語の中の「トキコ」と、目の前にいる柊時子。物語と現実の間で奇妙

に絡まり、複雑になっていく想い。 

出会うはずのなかった読者
ぼ く

と主人公
か の じ ょ

の物語。 

──だから、私の初恋はエピローグの後にはじまるのです──。 

 

(AvA) 2 
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こちらパーティー

編集部っ！１ 

出版社：KADOKAWA 

    角川つばさ文庫 

著者：深海 ゆずは 

絵：榎木 りか 

請求記号：F フカ １ 

白石ゆのは、勉強も運動もできない 9 月から三ツ星学園に転

入する無駄に元気な中 1女子！ 

そんなゆのの夢は天国のパパが作った幻の雑誌『パーティー』

を復活させること！！ 

文化祭に向けて学園の問題児たちと編集部を作るけれど、み

んな個性的すぎて手におえない！ 

これじゃあ文化祭に間に合わないよー！ 

ひよっこ編集長ゆのと、学園の問題児たちが幻の雑誌を復活

させる⁉      

トキメキ学園コメディ♪ 

加納 愛菜 
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  ビブリア古書堂の 

事件手帖 1 

出版社：KADOKAWA 

メディアワークス文庫 

著者：三上 延 

請求記号：YA F/ミカ １ 

 鎌倉の片隅にひっそりと営業をしている古書店『ビブリア古書堂』

の店主は、篠原栞子という古書堂のイメージに合わない、きれいな女性

だった。 

残念なのは極度の人見知りというところで、ただ本に関する知識だけ

は並大抵ではなかった‼ 

そんな店主がいるビブリア古書堂に現れたのは、いわくつきの祖母の

本の鑑定にやって来た主人公、五浦大輔。 

栞子は、その本にまつわる謎と秘密をまるで見てきたかのように解き

明かしていく…。 

 

 ―これは 

           古書と秘密の物語― 

加納 愛菜 
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浜村渚の計算ノート 

   ［１さつめ］ 

出版社：講談社 

著者：青柳 碧人 

請求記号：YA F/アオ １ 

テロ組織、「黒い三角定規」には、多くの数学者が協力し

ている。それは、この組織が数学を取り戻すために動いて

いるからだ。その人質は、ドクター・ピタゴラスこと、高木源

一郎の作った数学ソフトを使った国民全員。 

数学が教育から消えたこの時代、黒い三角定規のテロに

対抗すべく、黒い三角定規・特別対策本部に送られた救

世主は、浜村渚という女子中学生だった。 

数学ソフトを使ったことがなく、それでもって数学が得意。

そんな渚が問題を解く姿を読むと、自分も解きたくなって

しまう。 

あなたなら、このテロ、止められますか？ 

 

ムーン 
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本好きの下剋上 
司書になるためには 

手段を選んでいられません 

第一部兵士の娘Ⅰ 

 

出版社：TOブックス 

著者：香月 美夜 

請求記号：YA F/カズ 1-1 

―生まれ変わるのなら、 

本がたくさんある世界に生まれたい― 

日本に住んでいた麗乃は高校を卒業し、図書館司書になる…は

ずだった。急な地震で本につぶされ、死んでしまった麗乃。目

を開けた先は、知らない場所だった。熱に侵された体でまず探

したものは本。 

マインという名の病弱な少女に生まれ変わった麗乃。この世界

にある本はお父さんの給料 3ヶ月分以上らしい。 

この世界には手軽に読める本がないみたい。 

ないのならば、作ればいい。 

大好きな本のため、多くの人を巻き込み 

ムーン 

本づくり開始‼ 
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(AvA)    中３ 

 

ムーン   中 2 

 



 

  
中央図書館では、図書館で活躍してくれる 

「青少年サポーター」を募集しています。 

本棚の整理や、掲示物・おすすめ本の POP 

作り、イベントのお手伝いなど活動は様々！ 

図書館ホームページの YAブログや館内の 

掲示物で随時お知らせしていますので、 

お気軽にお問い合わせください☆ 

図書館からのお知らせ 

岐阜市立図書館では、中高生の 

みんながかいたイラストや文章の 

投稿をいつでもお待ちしています！ 

あなたの作品がおたよりに掲載されるかも？ 

興味がある子は窓口で聞いてみてね♪ 

 



 

  

shimaI.Wさん 

投稿作品紹介ページ 

紹介ページ 

『別冊ほんまるけ vol.7』に 

原稿・イラストを応募してくれた 

皆さん、ありがとうございました！ 

今回のテーマ「Jump up！-とびたて-」 

で頂いた作品をご紹介します！ 

どれも力作です!!! 



 

くるりんぱさん 

shimajcさん 

yuunaさん 



 

岐阜市立中央図書館 YA係 

〒500-8076  

岐阜市司町 40番地 5 

TEL：058-262-2924 

Mail：jido-chuo@gifu-lib.jp 

 

みぞれさん 

 

おたけさん 

 


