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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

159//G55 「いい人」をやめれば人生はうまくいく 午堂登紀雄著 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 角田陽一郎著 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 若林正恭著 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 長谷部誠著 幻冬舎 2011.3

913.6//A29 一億円もらったら 赤川次郎著 新潮社 2000.2

913.6//A71 空飛ぶ広報室 有川浩 [著] 幻冬舎 2016.4

913.6//H99 カエルの楽園 百田尚樹著 新潮社 2017.9

913.6//I89 虐殺器官 伊藤計劃著 早川書房 2014.8

913.6//Ki68 街の灯 北村薫著 文藝春秋 2006.5

913.6//N99 乱反射 貫井徳郎著 朝日新聞出版 2011.11

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

913.6//U36 精霊の守り人 上橋菜穂子著 新潮社 2007.4

141.62//Mo77 ずっと彼女がいないあなたへ 諸富 祥彦 WAVE出版 2003.1

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

2018年9・10月 ビブリオバトルを見に行こう！
城西大学では、2011年度より予選会を行っています。関東地区予選を進み、2014年度と2016年度には全国大会まで進みました。

今回の展示では、過去3年間のバトルに使用された本を紹介します。
ビブリオバトルについて知って、観戦して、質問して、投票して、熱い戦いをさらに盛り上げよう！！

そして、今年も全国大会目指して頑張ろう！！
2018/10/11 更新

２０１７年度紹介本

２０１８年度紹介本
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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

601.1//Ka45 田舎力 : ヒト・夢・カネが集まる5つの法則 金丸 弘美 日本放送出版協会 2009.8

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 2008.1

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

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

２０１６年度紹介本
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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-
2016.10

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

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① 佐々木 圭一 ダイヤモンド社 2013.2

361.454//Sa75//2 伝え方が9割② 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

２０１５年度紹介本
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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

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

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

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

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

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

010.2//J64 世界の不思議な図書館 アレックス・ジョンソン著 ; 北川玲訳 創元社 2016.4

019//B29 読んでいない本について堂々と語る方法 ピエール・バイヤール著 ; 大浦康介訳 筑摩書房 2008.11

209.71//I27 第一次世界大戦史 : 諷刺画とともに見る指導者たち 飯倉章著 中公新書 2016.3

724//E25 脳の右側で描け Edwards Betty エルテ出版 2002.2

811//Ku34 タテ書きはことばの景色をつくる : タテヨコふたつの日本語がなぜ必要か? 熊谷 高幸 新曜社 2013.10

908//Se22//10 すばらしい新世界（収録「世界SF全集 第10巻 早川書房」） オルダス・ハクスリー著 早川書房 1968.10

913.6//U14 冥途・旅順入城式 内田 百間 岩波書店 1990.11

２０１４年度紹介本

全国大会発表本（過去数年分）
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913.6//A83//直木 何者 朝井リョウ著. 新潮社 2012.11

913.6//Sa28 桜の森の満開の下（収録「桜の森の満開の下 ; 白痴 : 他十二篇」） 坂口安吾作 岩波文庫 2008.10

926//C33//1～2 ワイルド・スワン 上・下 ユン・チアン著 ; 土屋京子訳 講談社 1993.1

933.7//Sl ペナンブラ氏の24時間書店 Sloan Robin 東京創元社 2014.4

969.3//C83//ﾎﾞｼﾃｨｱﾝ アルケミスト : 夢を旅した少年 パウロ・コエーリョ[著] ; 山川紘矢, 山
川亜希子訳 角川書店 1997.2

019.9//Ta87 ビブリオバトル : 本を知り人を知る書評ゲーム 谷口 忠大 文藝春秋 2013.4

019.9//B41 ビブリオバトルハンドブック ビブリオバトル普及委員会 子どもの未来社 2015.4

019.9//B41 ビブリオバトル入門 : 本を通して人を知る・人を通して本を知る ビブリオバトル普及委員会 情報科学技術協会 2013.6

019.9//Sa75 グループでもできるビブリオトーク : 「わくわく」「どきどき」する本の紹介方法 笹倉剛著 あいり出版 2015.5

城西大学水田記念図書館

ビブリオバトル紹介本
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