
●主な活動団体（普及委員会関係） 

・ビブ リオバトル 名大 

・皇學館大学ビブリオバトルサークル ビブロフィリア 

・岐阜市立女子短期大学図書サークル Love Rary 

・ビブリオバトルしぞーか 

・知的活動推進協議会 よみかたり浜松 

・中部学院大学 

 
東海地区代表 

 岡野裕行 

 
副代表 

飯島玲生・横山晃嗣・坂本牧葉 

 



 

1. 書籍執筆 
 
編者および共著者として関連書籍の出版に
関わる。 
 
①ビブリオバトル普及委員会編著 
『ビブリオバトル ハンドブック』 
（子どもの未来社，2015年4月） 

 
2. 講演会・研修会講師 
 
ビブリオバトルについての講演会や研修会
の講師を務めた。 
 
①伊賀地区学校図書館協議会 
日付 2015年5月22日 
会場 三重県伊賀庁舎（三重県伊賀市） 
演題 本と人を知るためのコミュニティ

づくり：学校図書館でのビブリオ
バトルの活用について 

②ビブリオバトル春のワークショップ2015 
日付 2015年6月28日 
会場 立命館大学びわこ・くさつキャン

パス（滋賀県草津市） 
演題 ビブリオバトルとコミュニティ・

メディアのこれから 
③平成27年度三重県図書館協会研修会 
「図書館職員基礎講座」 
日付 2015年7月3日 
会場 三重県立図書館（三重県津市） 
演題 つながるコミュニティをつくる：

図書館におけるビブリオバトル
の活用 

④尾鷲市ビブリオバトル講習会 
日付 2015年10月8日 
会場 尾鷲市立尾鷲中学校（三重県尾鷲市） 
演題 ビブリオバトルを楽しむ 

皇學館大学ビブリオバトルサークル「ビブロフィリア」顧問 
および 

ビブリオバトル普及委員会代表としての活動報告 

氏 名：岡野 裕行 

所 属：皇學館大学文学部国文学科 准教授 

連絡先：〒516-8555 

    三重県伊勢市神田久志本町 1704 番地 

ウェブ：皇學館大学ビブリオバトルサークル 

「ビブロフィリア」 

http://bibliophilia-ku.blogspot.jp/ 



⑤第17回図書館総合展「Library of the 
Year 10周年記念フォーラム」 
日付 2015年11月12日 
会場 パシフィコ横浜（神奈川県横浜市） 
演題 Library of the Year 2012の大賞

を受賞したらビブリオバトルの
普及活動はどんなふうに変わっ
たの？ 

⑥第17回図書館総合展「ビブリオバトル・
シンポジウム2015：コミュニティをつく
るビブリオバトル」実行委員長 
日付 2015年11月14日 
会場 横浜市中央図書館（神奈川県横浜市） 
⑦平成27年度御殿場市親子読書普及事業
講演会 
日付 2015年11月29日 
会場 御殿場市立図書館（静岡県御殿場市） 
演題 ビブリオバトルを楽しもう：コミ

ュニティをつくる書評ゲーム 
⑧三重県学校図書館協議会ビブリオバトル
学習会 
日付 2015年11月30日 
会場 三重県立津高等学校（三重県津市） 
演題 コミュニティをつくる書評ゲー

ム：学校教育・学校図書館とビブ
リオバトル 

⑨第90回岡山県図書館協会教養講座 
日付 2015年12月8日 
会場 岡山県立図書館（岡山県岡山市） 
演題 コミュニティをつくるビブリオバ

トル：その導入と展開の可能性 
 

3. 開催支援 
 
3.1 大学生大会 
 
大学生を対象とした全国大会「全国大学 
ビブリオバトル2015 ～首都決戦～」の 
予選・地区決戦の開催・運営、および全国 
決勝大会の司会を担当した。 
 
①全国大学ビブリオバトル2015 ～首都 
決戦～ 三重ブロック第1回予選会 
日付 2015年11月12日 
会場 皇學館大学（三重県伊勢市） 
②全国大学ビブリオバトル2015 ～首都 
決戦～ 三重ブロック第2回予選会 
日付 2015年11月17日 
会場 皇學館大学（三重県伊勢市） 
③全国大学ビブリオバトル2015 ～首都 
決戦～ 三重ブロック第3回予選会 
日付 2015年11月19日 
会場 皇學館大学（三重県伊勢市） 
④全国大学ビブリオバトル2015 ～首都 
決戦～ 三重ブロック第4回予選会 
日付 2015年11月24日 
会場 皇學館大学（三重県伊勢市） 
⑤全国大学ビブリオバトル2015 ～首都 
決戦～ 三重ブロック地区決戦 
日付 2015年11月26日 
会場 皇學館大学（三重県伊勢市） 
⑥全国大学ビブリオバトル2015 ～首都 
決戦～（決勝司会） 
日付 2015年12月23日 
会場 よみうり大手町ホール 

（東京都千代田区） 

URL http://zenkoku15.bibliobattle.jp/ 
 



3.2 高校生大会 
 
三重県教育委員会と連携協力し、三重県内
の高校生を対象としたビブリオバトル大会の
運営と司会進行、および全国決勝大会の司会
を担当した。 
 
①高校生ビブリオバトル伊賀決戦2015 
日付 2015年8月21日 
会場 三重県立上野高等学校 

（三重県伊賀市） 

URL http://www.pref.mie.lg.jp/ 
TOPICS/2015070095.htm 

②高校生ビブリオバトル県都決戦2015 
日付 2015年11月15日 
会場 三重県立津高等学校（三重県津市） 
URL http://www.pref.mie.lg.jp/ 

TOPICS/2015100209.htm 
③高校生ビブリオバトル四日市決戦2015 
日付 2015年11月21日 
会場 四日市市立図書館（三重県四日市市） 
URL http://www.pref.mie.lg.jp/ 

TOPICS/2015100236.htm 
④高校生ビブリオバトル倉田山決戦2015 
日付 2015年11月22日 
会場 皇學館大学（三重県伊勢市） 
URL http://www.pref.mie.lg.jp/ 

TOPICS/2015100266.htm 
⑤高校生ビブリオバトル三重決戦2015 
日付 2015年12月13日 
会場 皇學館大学（三重県伊勢市） 
URL http://www.pref.mie.lg.jp/ 

TOPICS/2015110191.htm 

⑥全国高等学校ビブリオバトル2015 
決勝大会（決勝司会） 
日付 2016年1月10日 
会場 よみうり大手町ホール 

（東京都千代田区） 

URL http://katsuji.yomiuri.co.jp/ 
biblio_h/entry/post_7.htm 

 
3.3 中学生大会 
 
尾鷲市教育委員会と連携協力し、尾鷲市内
の中学生を対象としたビブリオバトル大会の
運営と講評を務めた。 
 
①おわせっ子共育フェスティバル 
日付 2015年11月27日 
会場 尾鷲市民文化会館（三重県尾鷲市） 

 
3.4 市民大会 
 
松阪市教育委員会と連携協力し、松阪市内
の中学生・高校生・大学生・一般市民を対象
としたビブリオバトル大会の運営と司会進行
役を務めた。 
 
①ビブリオバトル第2回まつさか大会 
日付 2015年10月11日 
会場 橋西地区市民センター 

（三重県松阪市） 

URL http://www.library-matsusaka.jp/ 
2015biblio.html 

 



4. エキシビションゲームの提供 
 
イベントのなかでビブリオバトルのエキシ
ビションゲームを披露した。 
 
①第16回伊勢のだいどこ河崎商人市 
「伊勢河崎一箱古本市とビブリオバトル
＠伊勢河崎」 
日付 2015年10月25日 
会場 伊勢市河崎勢田川遊歩道 

河崎川の駅（三重県伊勢市） 
URL https://sites.google.com/site/ 

hitohakoise/ 
 
5. 事例発表 
 
三重県内の大学を対象とした平成27年度

「学生×地域の取組事例発表会ベストプラク
ティスコンテスト」において、活動事例報告
をおこなった。 
 
①「伊勢・本のまちプロジェクト：伊勢  
河崎一箱古本市とビブリオバトル＠伊勢
河崎」 
日付 2015年2月28日 
会場 三重県庁（三重県津市） 
URL http://www.pref.mie.lg.jp/ 

TOPICS/2016010246.htm 
 
6. メディア関係 
 
6.1 テレビ出演 
 
①三重テレビ「高校生ビブリオバトル三重
決戦2015」インタビュー協力 
放送日 2016年1月30日 

6.2 ラジオ出演 
 
①JFNラジオ「ビブリオバトルについて」
インタビュー協力 
放送日 2015年9月21日 

 
6.3 コメント掲載 
 
①「ビブリオバトルで読書を楽しむ：ゲー
ム感覚で気軽に」『伊勢新聞』（2015年4
月11日） 
②石屋法道「「ビブリオバトル」広がる：  
本を売り込む書評ゲーム」『中日新聞』
（2015年6月2日） 
③「「ビブリオバトル普及委員会」新代表に
伊勢・皇学館大学の岡野裕行さん」『伊勢
志摩経済新聞』（2015年7月3日） 
http://iseshima.keizai.biz/headline/2355/ 

④花井康子「本の感想で競うビブリオバト
ル」『中日新聞』（2015年8月2日） 
⑤荒川盛也「「高校ビブリオバトル」参加募
集：名古屋で20日東海大会」『読売新聞』
（2015年9月1日） 
 



 

「ベストプラクティスコンテスト」出場の際に作成した活動報告のポスター 
 



 

 

 

 

 

 

 

愛知県を中心としたビブリオバトルの普及活動 

氏名：飯島玲生 

所属 ：名古屋大学 

連絡先：iijimaleo[at]gmail.com 

（１） 全国大学ビブリオバトル 2015～首都決戦～ 

名古屋大学のビブリオバトル関係者（名古屋大学図書館職員、学生団体 Hontomo）と共

同で、「ビブリオバトル名大」の実行委員会を立ち上げて、東海 B・Cブロックの地区予

選・地区決戦の運営を行った。 

 

【全国大学ビブリオバトル 2015～首都決戦～ 地区予選@名古屋大学】 

日時：2015年 11月 25日(水) 18:30～20:00 

会場：名古屋大学中央図書館２階ディスカバリスクエア 

備考：発表者数 5名、観覧者数 25名 

 

【全国大学ビブリオバトル 2015～首都決戦～ 最終地区予選@名古屋大学】 

日時：2015年 11月 30日(月) 18:30～19:30 

会場：名古屋大学中央図書館２階ディスカバリスクエア 

備考：発表者数 6名、観覧者数 10名 

 

【全国大学ビブリオバトル 2015～首都決戦～ 地区決戦@名古屋大学】 

日時：2015年 12月 5日(土) 13:30～16:10 

会場：名古屋大学中央図書館２階ディスカバリスクエア 

備考：発表者数 6名、観覧者数 49名 

 



（２）ビブリオバトルに関する講師や講演 

ビブリオバトル講座の講師やビブリオバトルに関する講演を行った。 

 ■ビブリオバトル入門講座「ビブリオバトルってなあに？」の講師 

日時：2015年 8月 22日(土) 13:30～15:30 

会場：愛知県東浦町中央図書館 

主催：愛知県東浦町中央図書館 

参加者：16名程度 

 

■第 3回子ども司書講座「ビブリオバトルをやってみよう！」の講師 

日時：2015年 8月 26日(水) 10:00～12:00（午後にビブリオバトルを実施） 

会場：愛知県一宮市立中央図書館 

主催：愛知県一宮市立中央図書館 

参加者：小学校高学年 14名 

 

■愛知県国語教育研究会高等学校部会におけるビブリオバトルの講演 

日時：2015年 9月 29日(火) 14:15～15:45  

会場：愛知県立明和高等学校 視聴覚室 

主催：愛知県国語教育研究会高等学校部会 

参加者：愛知県名瀬地区の国語教員および司書 40名程度 

 

■平成２７年度愛知県子ども読書活動推進大会での基調講演 

日時：2015年 11月 6日（金）13:00～16：30 

会場：愛知芸術文化センター愛知県図書館 大会議室（5階） 

主催：愛知県教育委員会  愛知県子ども読書活動推進協議会 

講演タイトル：本を通したコミュニケーションを生むビブリオバトル～新しい読書推進活

動のカタチ～ 

参加者：100名程度 

 

■愛知県一宮市の国語教員および司書対象のビブリオバトルの講演 

日時：2015年 12月 25日(金) 9:30～12:00  

会場：愛知県一宮地域文化広場 

主催：愛知県一宮市学校図書館活用委員会 

参加者：愛知県一宮市の国語教員および司書 100名程度  



（３） メディア掲載 

・ビブリオバトル入門講座@愛知県東浦町 

2015年 8月 23日中日新聞愛知県知多版に掲載 

 

・愛知県子ども読書活動推進大会の講演 

2015年 11月 30日教育新聞愛知県（1面）に掲載 

 

・全国大学ビブリオバトル 2015～首都決戦～ 地区決戦@名古屋大学 

2015 年 12月 5日 テレビ 中京テレビ「news every.サタデー」で放送 

2015 年 12月 7日 テレビ 中京テレビ「キャッチ！」で放送 

 

 



	 

2015 年度活動報告書	 

氏名：坂本	 牧葉	 

所属	 ：岐阜市立女子短期大学	 

	 	 	 	 生活デザイン学科	 

連絡先：(058)296-3131	 

sakamoto@gifu-cwc.ac.jp	 

1. 岐阜市立女子短期大学、図書サークル Love Raryでのビブリオバトル実施サポート 

 

2. ビブリオバトル「群雄割拠の書評王決定戦」	 講師 

10月 10日（土）ぎふメディアコスモス みんなのホール 

http://g-mediacosmos.jp/lib/information/2015/10/post-68.html 

 

3.	 愛知県学校図書館研究会高等学校部会東三地区協議会、地区協議会	 講師 

	   11月 13日（金）愛知県立豊橋東高等学校 

	 	 ビブリオバトルをやってみよう！〜書評ゲームの仕組みと楽しみ方〜 

 



 

 

 

 

ビブリオバトルしぞーか活動報告 

氏名 ：利根川 奈々 

所属 ：ビブリオバトルしぞーか 

連絡先：bibshizuoka@gmail.com 

 

１．主催したもの 

全国大学ビブリオバトル 2015～首都決戦～ 

 今年も全国大学ビブリオバトルの予選・地区決戦を主催しました。県内では４年連続

の開催です。地区決戦では初めて書店を会場にしました。 

予選 常葉大学附属浜松図書館（2015年 11月 7日）    

常葉大学附属富士図書館（2015年 11 月 7日） 

常葉大学附属静岡瀬名図書館（2015年 11月 8日） 

地区決戦 戸田書店静岡本店（2015年 11月 28日） 

 

 

 

 

 

２．開催に協力したもの 

ビブリオバトル in 藤枝（2015年 6月 7日 藤枝市立駅南図書館） 

 高校生の男の子が中心となって開催されました。以前、静岡県立中央図書館でのビブ

リオバトルにバトラーとして参加してくれた子で、自ら主催してくれたことが嬉しかっ

たです。開催にあたってのアドバイスをさせていただきました。 

★雨の日も、晴れ男／水野敬也 著 

・二階／松本清張 著 

・自分でできるカウンセリング／川喜田好恵 著 

・言の葉の庭／新海誠 著 

・春季限定いちごタルト事件／米澤穂信 著 



 

第２回 YAビブリオバトル in 中央図書館（2015年 8月 8日 静岡市立中央図書館） 

昨年に引き続いての「YAビブリオバトル」です。テーマは「10代に読んだこの１冊！」

バトラー・観覧者ともに中高生が多く、会場は若々しい雰囲気に包まれていました！ 

★DIVE!! ／森絵都 

・最後の家族／村上龍 

・チャーリー式 100Q/100A 「悩み方」を考える超・人生相談／鈴木謙介 

・ペンギン・ハイウェイ／森見登美彦 

 

学生ビブリオバトル （2015 年 12月 27日 藤枝市立駅南図書館） 

 6 月に藤枝でビブリオバトルを主催した高校生による２回目のビブリオバトル主催で

す。「全国高等学校ビブリオバトル 2015」の静岡県代表の男の子もバトラーとして参加

していました！ 

・ピーナッツと谷川俊太郎の世界／チャールズ・M・シュルツ 

・日本の決意／安倍晋三 

★とんび／重松清 

・探偵の探偵／松岡圭祐 

 

３．研修会等 

平成 27年度 御殿場市親子読書普及事業講演会（2015年 11月 29日 御殿場市立図書館） 

 普及委員会代表の岡野先生とともに講師を務め、静岡県内のビブリオバトルについて

発表させていただきました。御殿場市内での今後の動向に期待しています。 

 

読み聞かせボランティア情報交換会・勉強会（2016年 2月 27 日 伊豆の国市立中央図書館） 

 前半にビブリオバトルの概要についての説明、後半には３～４名のグループを作りビ

ブリオバトルを実際に体験してもらう時間を設けました。参加者の中には、学校図書館

の司書さんもいて、中学・高校にビブリオバトルを取り入れることに対して興味を持っ

ていただけたようでした。 

 



2016年 1月 17日 静岡新聞社 掲載 ↓ 

 

2016年 1月 17日 中日新聞社 掲載 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的活動推進協議会 

氏名：大野 晴己 

所属：知的活動推進協議会 理事長 

   静岡県読書活動推進会議 委員 

静岡県青少年問題協議会 委員 

ＦＡＸ：053-443-9080   

ホームページ：http://www.chitekiai.jp  メールアドレス：info@chitekiai.jp 

活字離れとスマートホンの低年齢化などのＩＣＴ問題が叫ばれている昨今、学校教育だけで

はなく、子どもに対して読書活動を推進するためには、大人が手本を見せる「おとな読書」が必

要と考えています。また、大人が本の良さを伝えていくことが重要であるとも思います。 

本を紹介する知的書標合戦「ビブリオバトル」の開催から地域の知的交流の場を創る活動を

しています。 

■2015年度 1年間 主な活動 

・可新図書館 共催「ビブリオバトル」とセミナー 

・浜松市みんなの創造プロジェクト採択事業「ビブリオバトルＩＮ浜松ＺＡＺＡシティ」 

http://www.chitekiai.jp/
http://www.chitekiai.jp/


2016年 1月 19日 日経新聞社 ↓   可新図書館 ポスター ↓ 

 


