
元野明
九州区代表

●主な活動団体（普及委員会関係）

・ビブリオ バトルかごしま
・古民家×ビブリオバトル
・りぶリオバトル

九 州 地 区



活動報告書

元野 巌�九州地区�

連絡先 鹿児島市立清和小学校

��������������������

� ���� 年 � 月 �� 日�水� 第�回清和小学校読書��� ���������大会開催

�詳細� �������� ��抜粋

清和小�読書�����総勢��名����学期�最初��

����������面白��� ���������

��言�続�������

�遊�������気楽�自分�読��面白���本�友達�紹介����������

�先生��大人���������行��������読��������本�����知�����

読書����来��子�����������本�好�����������前�話������

�敷居�高�����������気楽������遊��������������話�������

��妻�手書��毛筆��賞状��準備���������本�賞状��������参加賞��作��

��������上�����

先週�������私��巌窟王��使���������手本����������������

��人������現����� 初������上等��思������

�年生�女�子��������勝���番�取�����明���元気�子���紹介本���

年�組����教室�����大������何���������

�俳句好���������孫�主人公���年�組�����将来�夢�文章�書�����

���事件�起�������

��言���詰����������私������事件���何�面白��������助�舟�出

������

��������死���������

����口�滑���動�出�����発表時間��分�����使�切�����子�����感

想���

�私�事件�好���������事件����面白������番������������大��

����何������知���������事件�起�����気��������������

�番���年生�女�子��本当�授業中�����������声��蚊�鳴�����小��

子����本�����������������愛�友情�������何��本����返却��

2014年度 活動報告書 
 
 

元野 明 (九州地区・鹿児島) 
ビブリオバトル普及委員会九州地区代表 

080-6416-9180 
bbkagoshima@gmail.com 

http://bb-kagoshima.jimdo.com/ 
 

 
2011年に「ビブリオバトルかごしま」を結成。鹿児島国際大学を拠点に県内でビブリオ
バトルを開催。月に 1度のビブリオバトルを開きながら、首都決戦地区予選の運営と県内
外の公共図書館・高校・大学等へのビブリオバトル指導・開催支援を行った。2012、2013
年度は鹿児島国際大学の教養科目「教養特講 I」でビブリオバトルを用いたイベント開催ノ
ウハウを教えた。 

 
 
 

◆ 2014年度の活動 

4/26 「ビブリオバトル in石橋記念公園」開催 

6/21 「つゆびぶりお inミスド」開催 

8/23 「のみかいびぶりお」開催 

9/6 「ミニビブリオバトル in龍門祭」参加・開催支援 

10/25 「第 2回谷山北公民館ビブリオバトル」参加・開催支援 

11/3 「第 3回ビブリオバトル in姶良私立中央図書館」参加・開催支援 

12/20 「忘年会びぶりお」開催 

3/7 「第 3回南日本文学賞公開選考会ビブリオバトル」開催 

3/22 「はるびぶりお」開催予定 
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平成26年度ビブリオバトル普及委員活動報告!
!

!!!!!!
赤峰　稔朗　あかみね　としあき!

九州北部地区!
kominkabiblio@gmail.com!!!

2014年2月　福智町図書室「ふくちでビブリオ」スタートアップ支援!
!
2014年2月　ライブラリーフェスティバル長崎県大会　研修講師!
!
2014年8月　筑豊教育事務所　平成２６年度筑豊地区読書活動推進セミナー講師!
!
2014年8月　長崎県立波佐見高等学校　文芸部　ビブリオバトルの講演とワークショップ!
!
2014年12月  ビブリオバトルシンポジウム　パネルディスカッション!
　　　　　　地域コミュニティ　パネラー参加!!
2015年2月　福岡県・文科省主催　図書館地区別研修(九州・沖縄地区)　!
　　　　　   利用者参加型のイベント～ビブリオバトルを中心に～講師!
!
2015年3月　第10回 古民家×ビブリオバトルin 河伯洞!
　　　　　   後援：北九州市教育委員会!
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2014 年度活動報告書

2014 年 5月 24 日りーぶるで開催するビブリオバトル「りぶリオバトル」主催
2014 年 7月 19 日りーぶるで開催するビブリオバトル「りぶリオバトル」主催
2014 年 8月 30 日小郡市中学生読書活動サポーター養成講座（第一回）　
ビブリオバトル講師
2014 年 9月 6日りーぶるで開催するビブリオバトル「りぶリオバトル」主催
2014 年 9月 97 日小郡市中学生読書活動サポーター養成講座（第二回）
ビブリオバトル講師
2014 年 11 月 3日天神イムズとなりの本棚展　ビブリオバトル主催
2014 年 11 月 15 日りーぶるで開催するビブリオバトル「りぶリオバトル」主催
2014 年 12 月 13 日ビブリオバトルシンポジウム　地域コミュニティパネリスト参加
2015 年 1月 13 日りーぶるで開催するビブリオバトル「りぶリオバトル」主催
2015 年 2月 4日久留米市学校図書協議会ビブリオバトル講習講師
2015 年 2月 17 日福岡県立図書館「本の楽しさおとどけ便」ビブリオバトル講習講師
2015 年 3月 1日第 10 回古民家×ビブリオバトル　開催サポート
2015 年 3月 21 日りーぶるで開催するビブリオバトル「りぶリオバトル」主催予定

氏名 : 林鉄郎（九州地区福岡）
連絡先（090-9471-8576）
主な活動場所
書斎りーぶる
http://shosai-livre.com/
古民家イノベーションプロジェクト


