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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

289.1//I32 覚悟の磨き方 : 超訳吉田松陰 池田貴将 サンクチュアリ出版 2013.6

366//I33 なぜ僕らは働くのか : 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと 池上彰 学研プラス 2020.3

686.067//To69 ローカル線で地域を元気にする方法 : いすみ鉄道公募社長の昭和流ビジネス論 鳥塚亮 晶文社 2013.7

783.7//脳//29 奇跡のバックホーム 横田慎太郎 幻冬舎 2021.5

913.6//Y19 スイッチを押すとき : 他一篇 山田悠介 河出書房新社 2016.2

－ 絶歌 : 神戸連続児童殺傷事件 元少年A 太田出版 2015

159//Mi39 うまくいっている人の考え方 Minchinton Jerry
ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン
2013.4

491.371//N39 キレる! 中野 信子 小学館 2019.6

689.3//Mo65 観光マーケティング入門 森下 晶美 同友館 2016.5

783.48//H72 なんのために勝つのか。 : ラグビー日本代表を結束させたリーダーシップ論 廣瀬 俊朗 東洋館出版社 2015.12

830.4//N53 日本人の9割に英語はいらない 成毛 眞 祥伝社 2013.6

913.6//Ka91 乙女の港 川端 康成 実業之日本社 2011.10

全国大学ビブリオバトル予選会（城西大学）発表本 一覧

※2020-21年度は新型コロナウイルス感染症の影響により全国大会は中止。代替として「大学ビブリオバトル・オンライン大会」が開催。

2020年度「ビブリオバトル2020 in 城西大学」

発表者8名

2021年度「ビブリオバトル2021 in 城西大学」

発表者6名
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

913.6//Ts44 凍りのくじら 辻村 深月 講談社 2008.11

915.6//Ta47 二十歳の原点 : 二十歳、最後の日記 高野 悦子 カンゼン 2009.4

146.8//So55 人見知りが治るノート 反田 克彦 すばる舎リンケージ 2014.1

159.4//O96 本気の説教 : 心に刺さる耳の痛い話 小笹 芳央 日本経済新聞社 2018.6

289.1//Mi77 オール1の落ちこぼれ、教師になる 宮本延春 角川書店 2006.7

408//B59//2070 筋肉は本当にすごい : すべての動物に共通する驚きのメカニズム 杉 晴夫 講談社 2018.9

410.4//Y97 数学ガールの秘密ノート : 整数で遊ぼう 結城 浩 SBクリエイティブ 2013.12

474.85//Y98 よくわかる日本のキノコ図鑑 ユニバーサル・パブリシング 学研プラス 2017.10

783.47//H35 心を整える。 : 勝利をたぐり寄せるための56の習慣 長谷部 誠 幻冬舎 2011.3

783.47//N24 日本男児 長友佑都 ポプラ社 2014.5

847.7//A46 人魚姫 Andersen Hans Christian 大学書林 1958

902.3//H49 ミステリ百科事典 間 羊太郎 文藝春秋 2005.11

913.6//I68 終末のフール 伊坂 幸太郎 集英社 2009.6

913.6//Ka92 コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和 サンマーク出版 2015.12

913.6//Ko16 人工知能 幸田 真音 PHP研究所 2019.3

913.6//Mo45//直木 風に舞いあがるビニールシート 森 絵都 文藝春秋 2006.5

913.6//Ts19 探偵はぼっちじゃない 坪田 侑也 KADOKAWA 2019.3

2019年度「全国大学ビブリオバトル2019～首都決戦～予選会 城西大学」

発表者17名
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

913.6//Y43//1-3 大地の子 山崎 豊子 文藝春秋 1991.1-1991.4

933.7//To69 シェイプ・オブ・ウォーター Toro Guillermo dell 竹書房 2018.3

159//G55 「いい人」をやめれば人生はうまくいく 午堂 登紀雄 日本実業出版社 2016.12

159//Ka28 「好きなことだけやって生きていく」という提案 角田 陽一郎 アスコム 2017.8

779.14//W17 表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 若林 正恭 KADOKAWA 2017.7

783.47//H35 心を整える。 : 勝利をたぐり寄せるための56の習慣 長谷部 誠 幻冬舎 2011.3

913.6//A29 一億円もらったら 赤川 次郎 新潮社 2000.2

913.6//A71 空飛ぶ広報室 有川 浩 幻冬舎 2016.4

913.6//H99 カエルの楽園 百田 尚樹 新潮社 2017.9

913.6//I89 虐殺器官 伊藤 計劃 早川書房 2014.8

913.6//Ki68 街の灯 北村 薫 文藝春秋 2006.5

913.6//N99 乱反射 貫井 徳郎 朝日新聞出版 2011.11

913.6//Se76 あと少し、もう少し 瀬尾 まいこ 新潮社 2015.4

913.6//U36 精霊の守り人 上橋 菜穂子 新潮社 2007.4

－ 埼玉ルール : 埼玉ゆったりライフを楽しむための49のルール
都会生活研究プロジェクト「埼玉

チーム」
KADOKAWA 2013

2018年度「全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～予選会 城西大学」

発表者13名
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

141.62//Mo77 ずっと彼女がいないあなたへ 諸富 祥彦 WAVE出版 2003.10

159//G78 Life shift (ライフシフト) : 100年時代の人生戦略 Gratton Lynda 東洋経済新報社 2016.11

311.1//Sa62 これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学 Sandel Michael J. 早川書房 2010.5

335.4//Ta82 キリンビール高知支店の奇跡 : 勝利の法則は現場で拾え! 田村 潤 講談社 2016.4

377.28//O66
地域と連携する大学教育の挑戦 : 愛媛大学法文学部総合政策学科地域・観光まち

づくりコースの軌跡
大西 正志 ぺりかん社 2016.3

408//B59//1892 「進撃の巨人」と解剖学 : その筋肉はいかに描かれたか 布施 英利 講談社 2014.11

780.7//Ko99 基礎から学ぶ!メンタルトレーニング 高妻 容一
ベースボール・マガジン

社
2008.10

830.7//N81 英語力はメンタルで決まる : 自分が変わる英語学習のコツ26 西田 大 アルク 2017.3

913.6//H55 虚ろな十字架 東野 圭吾 光文社 2017.5

913.6//I74 天才 石原 慎太郎 幻冬舎 2016.1

913.6//Ma83 トイレのピエタ 松永 大司 文藝春秋 2015.5

913.6//Mo45 終の日までの 森 浩美 双葉社 2017.2

913.6//N37 僕は小説が書けない 中村 航 KADOKAWA 2017.6

913.6//N96 キングを探せ 法月 綸太郎 講談社 2013.12

913.6//O65 光の帝国 : 常野物語 恩田 陸 集英社 2000.9

933.7//A92 われはロボット : 決定版 Asimov Isaac 早川書房 2004.8

949.35//F44 アンネの日記 : 完全版 Frank Anne 文藝春秋 1994.4

2017年度「全国大学ビブリオバトル2017～首都決戦～予選会 城西大学」

発表者17名
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

159//U55 必ず役立つ!「○○(マルマル)の法則」事典 烏賀陽 正弘 PHP研究所 2012.5

188.214//O84 「修 (なお) 」しながら「行 (すす) 」むから修行という 大谷 徹奘 講談社 2013.2

335.21//Ko75 ブラック企業に負けない 今野 晴貴 旬報社 2011.10

338.155//U45 No.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい株式の本 上野 泰也 かんき出版 2013.12

361.454//Ka38 ヤバすぎる心理術 : 相手のすべてが見透かせる支配できる 神岡 真司 ワニブックス 2016.8

376.8//Ts19 学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話 坪田 信貴 KADOKAWA 2015.4

589.77//Su99
あなたはなぜパズドラにハマったのか? : ソーシャルゲームの作り手が明かす舞台

裏
鈴屋二代目 双葉社 2014.8

602.1//Su96 2060年の日本産業論 : 日本は衰退しない! 鈴木 将之 東洋経済新報社 2016.7

788.5//Sh36 決断 : 誰も書かなかった武豊 島田 明宏 徳間書店 2014.4

809.2//Y62 超一流の雑談力 安田 正 文響社 2015.5

913.6//A64 The Book : jojo's bizarre adventure 4th another day 荒木 飛呂彦 集英社 2012.11

913.6//H93 おおかみこどもの雨と雪 細田 守 角川書店 2012.6

913.6//I33 銀翼のイカロス 池井戸 潤 ダイヤモンド社 2014.7

913.6//I68 モダンタイムス 伊坂 幸太郎 講談社 2008.10

913.6//Ka21 医学のたまご 海堂 尊 理論社 2008.1

913.6//Mo54 夜は短し歩けよ乙女 森見 登美彦 角川書店 2006.11

913.6//O24 猫を抱いて象と泳ぐ 小川 洋子 文藝春秋 2009.1

2016年度「全国大学ビブリオバトル2016予選会 城西大学」

発表者20名
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

913.6//O25 押入れのちよ 荻原 浩 新潮社 2009.1

913.6//U36 闇の守り人 上橋 菜穂子 新潮社 2007.7

918.68//I91//3 青年は荒野をめざす 五木 寛之 文芸春秋 1972.12

361.454//Sa75 伝え方が9割 佐々木 圭一 ダイヤモンド社 2013.2

498.36//Su28 あなたの人生を変える睡眠の法則 : 朝昼夕3つのことを心がければOK! 菅原 洋平 自由国民社 2012.9

673.3//Mi88 世界一のメートル・ドテルだけが知っている、好感を持たれる60のコツ 宮崎 辰 マガジンハウス 2013.4

783.7//Su75 WBC戦記 : 日本野球、連覇への軌跡 スポーツ・グラフィックナンバー 文藝春秋 2010.4

913.6//H55 パラドックス13 東野 圭吾 毎日新聞社 2009.4

913.6//I33//直木 下町ロケット 池井戸 潤 小学館 2010.11

913.6//Mi96 夢をかなえるゾウ 水野 敬也 飛鳥新社 2007.8

918.68//I91//3 青年は荒野をめざす 五木 寛之 文芸春秋 1972.12

930.2//B21 アーサー王 : その歴史と伝説 Barber Richard W. 東京書籍 1983.10

－ ありがとうは僕の耳にこだまする 東田 直樹 KADOKAWA 2014

－ いとみち. 二の糸 越谷 オサム 新潮社 2011

－ 失はれる物語 乙一 角川書店 2003

－ 永遠の0 百田 尚樹 講談社 2009

－ 陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎 2006

発表者19名

2015年度「ビブリオバトル城西大会予選（兼 全国大会予選会）」



7 / 10 ページ

請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

－ 少女は卒業しない 朝井 リョウ 集英社 2012

－ 読書の腕前 岡崎 武志 光文社 2007

－
ハイパフォーマーは知っている恐怖に負けない技術 : メンタルトレーニング専門

のドクターが教える「勝者の心理学」
辻 秀一 かんき出版 2015

－ ファイブ 平山 譲 幻冬舎 2007

－ 幕が上がる 平田 オリザ 講談社 2012

159.8//To23 心に火をつける言葉 遠越 段 総合法令出版 2014.2

159//C19 人を動かす Carnegie Dale 創元社 1982.12

210.48//A33 本能寺の変431年目の真実 明智 憲三郎 文芸社 2013.12

361.4//C71 なぜ、人は動かされるのか Cialdini Robert B. 誠信書房 2014.7

366.04//C44 未来の働き方を考えよう : 人生は二回、生きられる ちきりん 文藝春秋 2013.6

686.067//Y11 奇跡の職場 : 新幹線清掃チームの"働く誇り" 矢部 輝夫 あさ出版 2013.12

699.3//Ta33 TVディレクターの演出術 : 物事の魅力を引き出す方法 高橋 弘樹 筑摩書房 2013.11

783.7//N37 甲子園が割れた日 : 松井秀喜5連続敬遠の真実 中村 計 新潮社 2010.8

783.7//U36 覚悟の決め方 上原 浩治 PHP研究所 2014.5

809.2//Ko12 ウケる技術 小林 昌平 オーエス出版 2003.7

913.6//Ma86 ミッキーマウスの憂鬱 松岡 圭祐 新潮社 2008.9

－ 暗黒童話 乙一 集英社 2001

発表者19名

2014年度「ビブリオバトル城西大会予選（兼 全国大会予選会）」
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

－ 最後のプレイボール 岩崎 夏海 廣済堂出版 2014

－ 埼玉あるある さいたま 与太郎 TOブックス 2014

－ The芸人学 : スゴい!お笑い : 戦国時代をサバイバルする30人の成功法則 ラリー遠田 東京書籍 2009

－ 夏の庭：The friends 湯本 香樹実 新潮社 1994

－ それでも僕は夢を見る 水野 敬也 文響社 2014

－ 茶色の朝 Pavloff Franck 大月書店 2003

－ ロスジェネの逆襲 池井戸 潤 ダイヤモンド社 2012

335.13//Y44
カネなし!コネなし!学歴なし! : 3人で始めて10年で100億円企業をつくった高校中

退男のやり方・考え方
山下 大作 こう書房 1998.5

335.89//Ko26 「20円」で世界をつなぐ仕事 : “想い"と“頭脳"で稼ぐ社会起業・実戦ガイド 小暮 真久
日本能率協会マネジメン

トセンター
2009.3

410.28//Ko14 大数学者 小堀 憲 筑摩書房 2010.2

783.47//H35 心を整える。 : 勝利をたぐり寄せるための56の習慣 長谷部 誠 幻冬舎 2011.3

913.6//H93 おおかみこどもの雨と雪 細田 守 角川書店 2012.6

913.6//I72 池袋ウエストゲートパーク 石田 衣良 文藝春秋 1998.9

－ あの夏のエースたち : 甲子園ファイナリストの光と影 橋本 清 竹書房 2013

－ お前ならできる : 甲子園を制した名将による「やる気」を引き出す人間育成術 小倉 全由 日本文芸社 2012

－ キケン 有川 浩 新潮社 2010

－ これでいいのか埼玉県 松立 学 マイクロマガジン社 2013

2013年度「ビブリオバトル首都決戦予選会in城西」

発表者23名　※発表本22冊（重複1冊あり）
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

－ 社会人大学人見知り学部 : 卒業見込 若林 正恭 メディアファクトリー 2013

－ 14歳 千原ジュニア 幻冬舎　 2009

－ 上昇思考 : 幸せを感じるために大切なこと 長友 佑都 角川書店 2012

－ スイッチを押すとき 山田 悠介 文芸社 2005

－ 世界から猫が消えたなら 川村 元気 マガジンハウス 2012

－ 大富豪アニキの教え 丸尾 孝俊 ダイヤモンド社 2012

－
ネットがつながらなかったので仕方なく本を1000冊読んで考えた : そしたら意外

に役立った
堀江 貴文　 角川書店 2013

－ 走れ!T校バスケット部 松崎 洋 幻冬舎 2010

－ プラチナデータ 東野 圭吾 幻冬舎 2010

－ 友情 ; 初恋  武者小路 実篤 集英社 1992

－ 夢をつかむイチロー262のメッセージ : Ichiro's message since 2001
夢をつかむイチロー262のメッ

セージ編集委員会
ぴあ 2005

－ 読むだけですっきりわかる日本史 後藤 武士 宝島社 2008

－ 「心理戦」で絶対に負けない本 伊東 明 アスペクト 2009

－ スイートリトルライズ 江國 香織 幻冬舎 2004

－ 氷点 三浦 綾子 角川書店 1982

－ "文学少女"と繋がれた愚者(フール) 野村 美月 エンターブレイン 2007

－ ホリエモンの宇宙論 堀江 貴文 講談社 2011

発表者5名

2012年度「ビブリオバトル首都決戦予選会in城西」
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

361.42//W12 まじめの崩壊 和田 秀樹 筑摩書房 2009.1

913.8//Mi89 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 新潮社 2012.4

－ 方舟さくら丸 安部 公房 新潮社 1990

－ ロス:タイム:ライフ 小林 雄次 朝日新聞社 2008

発表者4名

城西大学水田記念図書館

2011年度「ビブリオバトル首都決戦予選会in城西」

【請求記号について】

　・「－」となっているものは、当館所蔵がありません。

【出版社、出版年について】

　・当館所蔵のあるものは、発表に使用された図書と異なる場合があります。

　・所蔵のないものは基本的に、発表に使用された図書の情報を基にしています。


