
●主な活動団体（普及委員会関係） 

・ビブリオバトル北海道  

・ビブリオバトル室蘭  

・さっぽろビブル  

・北海道教育大学岩見沢校   

 ビブリオバトルサークル  

・札幌学生ビブリオサークル リーブル  

・拓殖大学北海道短期大学 

 
北海道地区代表 

須藤秀紹 

 



2015年度 活動報告書

須藤秀紹（北海道地区）
室蘭工業大学しくみ情報系領域
http://bibliobattle-hokkaido.jpn.org

主な活動

• ビブリオバトル北海道 代表
• ビブリオバトル世界大会実行委員長
• 「ビブリオバトルから」コーディネーター
（北海道新聞 夕刊 毎月第 4金曜日連載）

主催・協力イベント 一覧
室工大サイエンススクール「ビブリオバトルを楽しもう」

日時：① 7 月 4 日（土）② 7 月 18 日（土）③ 8 月 22 日（土）④ 10 月 24 日（土）
　　　13：00～15：00　※①は開催中止
会場：中島商店会コンソーシアム（室蘭市）　　

読書活動充実事業（読書に親しむ体験事業）「ビブリオバトル」講師
(1) 士別市立多寄中学校（2015 年 12 月 18 日），(2) 初山別村立初山別小学校（2015 年 12 月 4 日）

日時：2014 年 10 月 9 日（木） 10:20～15:30
場所：札幌市教育文化会館

全国大学ビブリオバトル 2015　北海道地区決戦 B　[室蘭] （主催）
日時：2015 年 11 月 29 日（日）14:00-15:00
会場：中島商店会コンソーシアム（室蘭市）

ビブリオバトル世界大会 決勝　（主催）
日時：2015 年 10 月 24 日（土） 15:00～17:00
場所：中島商店会コンソーシアム（室蘭市）

十勝管内公共図書館協議会後期職員研修会
「コーディネーターのためのビブリオバトル講座」講師　（空知管内図書館協議会主催） 

日時：2016 年 2 月 5 日（金）10:00-12:30
会場：帯広市図書館

ビブリオバトル・カフェ　（市民サークル いぶりびぶりぶ♪主催）
年間　８回開催
場所：中島商店会コンソーシアム（室蘭市），マグカフェ JINYA（室蘭市）

第４回東北地区大学ビブリオバトル 2016～みちのく決戦～　プレゼンター（コメンテーター）
日時：2016 年 3 月 5 日（土）
場所：東北大学川内北キャンパス マルチメディア教育研究棟

http://bibliobattle-hokkaido.jpn.org/


研究発表

1. 計測自動制御学会 システム・情報部門 学術講演会 2015, 2015/11/19（函館アリーナ）
　山路奈保子, 深澤のぞみ, 須藤秀紹: 中級レベル日本語授業におけるパブリックスピーキング指導　

～「コンテキスト共有」に着目して～
2. 計測自動制御学会 システム・情報部門 学術講演会 2015, 2015/11/18（函館アリーナ）
　深澤のぞみ, 山路奈保子, 須藤秀紹: 外国語教育におけるビブリオバトルと「説得」
3. 計測自動制御学会 システム・情報部門 学術講演会 2015, , 2015/11/19（函館アリーナ）
　江世澎 , 須藤秀紹: オープンデータと協調フィルタリングを用いたビブリオバトルイベント推奨の仕
組みの提案

4. 計測自動制御学会 システム・情報部門 学術講演会 2015, , 2015/11/19（函館アリーナ）
　広橋英一, 山路奈保子，須藤秀紹: プレゼンテーションにおける発話の速さと聴衆の支持との関係

以上
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氏名：� 安部� 尚登（あべ� なおと）�

所属� ：フィジカル・コミュニケーション・�
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連絡先：http://www.p-cd.org/�
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【司会】 

2015.10.29 � 萱野中学校ブックフェスティバル（北海道三笠市） 

http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/wadai/detail/1535.html  

 

【研修講師】 

2015.11.26 � 北海道石狩地区高校図書館司書研修会 

� � �  

【メディア出演】 

2016.3.7 � 北海道書店ナビ：ビブリオバトル関連書籍 5 冊を紹介 

http://www.core-nt.co.jp/syoten_nav/archives/9183   
 

【その他の活動】 

2015.12.24 � 「ワークショップ型ビブリオバトル・ツールボックス」を公開 
https://goo.gl/MqEDgT 
2016.3.7 � 「ビブリオバトル FAQ」ブログ開設（本文は普及委員有志による共同作成） 
http://bb-faq.blogspot.jp/  
 
※ 2015 年度以前の実績については、下記 URL をご参照下さい。 
http://www.p-cd.org/2015/04/blog-post_30.html  



 
 
 
 
 
 
 



 

2015 年度 活動報告書 

氏 名：小林 秀高 

所 属：拓殖大学北海道短期大学 

連絡先：kobayashi@takushoku-hc.ac.jp 

http://www.kh-web.org/bb/ 

主な活動 

【講師】 

室工大サイエンススクール「ビブリオバトルを楽しもう」 

日時：2015 年 7 月 18 日（土）・8 月 22 日（土） 

場所：中島商店会コンソーシアム（室蘭市） 

 

読書推進ボランティア研修会 

日時：2015 年 10 月 17 日（土）13:30～15:30 

場所：富良野市立図書館（富良野市） 

 

【司会】 

全国高校生ビブリオバトル 北海道大会 

日時：2015 年 8 月 16 日（日） 

場所：北海道大学（札幌市） 

 

【開催】 

全国大学ビブリオバトル 2015 北海道地区決戦 A（深川） 

日時：2015 年 11 月 28 日（土）14:00～15:00 

場所：拓殖大学北海道短期大学（深川市） 

 

拓殖大学北海道短期大学学内ビブリオバトル 

日時：2015 年 4 月～2016 年 3 月（7 回開催） 

場所：拓殖大学北海道短期大学 



 

 
 
 
 
 

2015 年 活動報告書 

氏名：勝田 翔太 

所属 ：さっぽろビブル 

連絡先： 

Gmail: mikehaya4645@gmail.com 

Twitter:@mikenekoreport 

2015 年はバトラーとして様々な場所でのビブリオバトルに参加しながら 
「GUB! GUB!」と「コミ×ビブ！」という２つのイベントの運営を行った。 
GUB！ GUB！ 
 母校である北海学園大学の教室を使い、１か月に１回のペースで在学生と協力して

行った。 
参加人数は平均して１０名前後。この活動を通しビブリオバトルを知り、別の場所で

の活動に参加する学生も数名いた。 
来年度は行えるか未定だが隔月でもいいので行っていきたい。 
 
コミ×ビブ！ 
 「今までにないインターネットカフェを」という考え方から札幌にある「コミック

ランド」というインターネットカフェで行ったビブリオバトル。 
入口すぐのスペースをお借りしての開催で店員も参加。参加人数は８名前後で参加者

は「ほかの会場とは違いひっそりとした中での開催のためほかの会場にはない独特な雰

囲気が楽しい。」といった感想をいただけた。こちらは４回ほど行いその後は未開催。 
 
2016 年は去年のように新しい場所での積極的な開催を継続的に行いつつ「本といって

も漫画しか読んだことない。」「本はそんなに読んだことない」といった『本にあまり触

れない』人にもビブリオバトルに興味を持っていただけるような取り組みをしていきた

い。 



 

 
 
 
 
 

2015 年度 ビブリオバトル活動報告 

氏名：角谷 舞子 

所属 ：さっぽろビブル（北海道） 

https://www.facebook.com/sapporob

ibru 

連絡先：drftgymyco@mail.goo.ne.jp 

2015 年度の主な活動報告 

 

1. 「蘭越ブキニスト ビブリオバトル」 のイベントサポーター 

（2015 年 8 月 2 日開催） 

北海道・蘭越町で開催された、本に関するイベント「蘭越ブキニスト」。図書館とその

隣の広場で、初開催のビブリオバトルほか、古本市や演劇の上演、句会などの催しが開

かれました。蘭越在住の友人から、主催の図書館長様が、町内初開催のため進行に不安

を感じていると聞き、お手伝いすることとなりました。 

 開催前に、事前に進行例をメールにてお送りし、質問などにもお答えする形でアドバ

イスをしたほか、当日は、実際に蘭越町へ向かい、ルール説明と司会の補佐としてお手

伝いをしまいした。 

30 人近くいた観客全ての方が、ビブリオバトルに興味を持ったかは難しい所ではな

りますが、もともと「本を通して人を知る」交流が根付いた地域なので、今後も定期開

催してほしいと思います。（後日、有志の数人で開催したお話をいただきました） 

 

mailto:drftgymyco@mail.goo.ne.jp


 2.「ビブリオバトル in 北海道立文学館 猫の陣」開催 

 （2016 年 1 月 17 日開催） 

 北海道立文学館にて開催しました。イベント名「猫の陣」は、文学館で猫に関する

展示の会期中だったことが理由です。発表は、猫に関する本でもそれ以外でも可とし

ました。バトラー10 名（5 名×2 ゲーム）中、「猫」を理由に発表本を選んでくださっ

たのは、4 名です。 

 イベント終了後は解散としましたが、みんなと一緒に展示を見て回る方が多かった

です。本に関する施設でありながら、初めて文学館に来た方もいて、この場所で開催

できて良かったと思います。正確な情報はつかめていないのですが、文学館の方によ

ると、当施設でビブリオバトル開催はおそらく初めてとのこと。施設自体もとても良

いものなので、次年度も開催できればと思っています。 

 また、お粗末なものですが、開催のしおりとして手作りのミニ本を配布しました。

参加者からも好評だったので、次回も続けられればと思っています。 

 
 

 

3.実験イベント「チャット de ビブリオ」      （2016 年 3 月 9 日開催） 

 文字チャットのみで交流をはかり、ビブリオバトルのゲームを成立させよ

う！という試みです。今回は、ファイスブックのグループチャット機能を使い

ました。初開催のためまだノウハウがなく、時間の延長をせざるを得ない部分

もありましたが、ゲームとして十分に楽しめることがわかりました。 

 私事ではありますが、昨日首の手術をしたため、一時期、声を出すことがで

きない時期がありました。耳が聞こえなくても、声が出なくでも、本を通して

コミュニケーションを取ることができないか？と思って考えた開催方式です。 

 もっとスマートに進行できるよう、今後は開催を重ねていきたいと思ってい

ます。ファイスブックを中心に呼びかけていきますので、皆様のご参加お待ち

しております。 

 

 


