
書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

リアルフェイス 知念 実希人／著 実業之日本社 2018 8135351016 913.6 ﾁﾈ

彼女が好きなものはホモであって僕ではない 浅原 ナオト／著 KADOKAWA 2018 8135350879 913.6 ｱｻ

旅猫リポート 有川 浩／著 講談社 2017 8135107213 913.6 ｱﾘ

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上 和人／著 新潮社 2017 8134818598 488 ｶ

ゼロからトースターを作ってみた結果 トーマス・トウェイツ／著 新潮社 2015 8135350242 500 ﾄ

教室に並んだ背表紙 相沢 沙呼／著 集英社 2020 8135350270 913.6 ｱｲ

カレーライス 重松 清／著 新潮社 2020 8135350289 913.6 ｼｹﾞ

ペナンブラ氏の24時間書店 ロビン・スローン／著 東京創元社 2017 8135350888 933.7 ｽ

極楽飯店 雲 黒斎／著 小学館 2013 8135351007 913.6 ｳﾝ

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／編著 子どもの未来社 2015 8134572193 019 ﾋﾞ

ビブリオバトル実践集 須藤 秀紹／編 子どもの未来社 2016 8134680978 019.2 ﾋﾞ

自省録 マルクス・アウレーリウス／著 岩波書店 2007 8135350841 131.5 ﾏ

英語でビブリオバトル実践集 木村 修平／編著 子どもの未来社 2021 8135277661 375.89 ｴ

カラスの教科書 松原 始／著 雷鳥社 2013 8134502555 488.9 ﾏ

脳はなにげに不公平 池谷 裕二／著 朝日新聞出版 2016 8134676483 491.37 ｲ

世界のエリートがやっている最高の休息法 久賀谷 亮／著 ダイヤモンド社 2016 8135239419 498.39 ｸ

小説の神様 相沢 沙呼／著 講談社 2016 8134991163 913.6 ｱｲ

星に願いを、そして手を。 青羽 悠／著 集英社 2017 8134836433 913.6 ｱｵ

浜村渚の計算ノート 青柳 碧人／著 講談社 2011 8134980197 913.6 ｱｵ/1

放課後に死者は戻る 秋吉 理香子／著 双葉社 2017 8135115912 913.6 ｱｷ

ベン・トー アサウラ／著 集英社 2008 8135115921 913.6 ｱｻ/1

火のないところに煙は 芦沢 央／著 新潮社 2018 8135233040 913.6 ｱｼ

烏は主を選ばない 阿部 智里／著 文藝春秋 2013 8134985881 913.6 ｱﾍﾞ

深泥丘奇談 綾辻 行人／著 KADOKAWA 2014 8135115458 913.6 ｱﾔ/1

図書館戦争 有川 浩／著 メディアワークス 2006 8133143702 913.6 ｱﾘ

きょうの日はさようなら 一穂 ミチ／著 集英社 2016 8135108990 913.6 ｲﾁ

青の数学 王城 夕紀／著 新潮社 2016 8135108669 913.6 ｵｳ/1

博士の愛した数式 小川 洋子／著 新潮社 2003 8140871760 913.6 ｵｶﾞ

珈琲店タレーランの事件簿 岡崎 琢磨／著 宝島社 2012 8134039807 913.6 ｵｶ/1

いつかの岸辺に跳ねていく 加納 朋子／著 幻冬舎 2019 8135108678 913.6 ｶﾉ

さびしい王様 北 杜夫／著 新潮社 2002 8133653519 913.6 ｷﾀ

厭な小説 京極 夏彦／著 祥伝社 2011 8135115930 913.6 ｷｮ

人間に向いてない 黒澤 いづみ／著 講談社 2020 8135238396 913.6 ｸﾛ

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤 洋／著 講談社 2016 8134673641 913.6 ｻｲ

伏 桜庭 一樹／著 文藝春秋 2010 8134840089 913.6 ｻｸ

「全国高等学校ビブリオバトル2022 岐阜県大会」関連図書展示リスト

令和４年１１月１３日（日）に岐阜県図書館を会場として「全国高等学校ビブリオバトル2022　岐阜県大会」が開催されます。
　ビブリオバトルとは、発表者がおもしろいと思った本を持って集まり、5分程度で順番に本を紹介して、一番読みたくなった「チャンプ
本」を参加者の多数決で決定する書評会です。
参加者みなさんがこれまでにビブリオバトルで紹介した図書や、ビブリオバトルの関連本を展示しています。

請求記号

2021年 紹介本

過去の紹介本



書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード 請求記号

ムゲンのi 上 知念 実希人／著 双葉社 2019 8135232848 913.6 ﾁﾈ/1

ムゲンのi 下 知念 実希人／著 双葉社 2019 8135232857 913.6 ﾁﾈ/2

凍りのくじら 辻村 深月/著 講談社 2008 8135238402 913.6 ﾂｼﾞ

名前探しの放課後 上 辻村 深月／著 講談社 2010 8134980141 913.6 ﾂｼﾞ/1

名前探しの放課後 下 辻村 深月／著 講談社 2010 8134980150 913.6 ﾂｼﾞ/2

小森谷くんが決めたこと 中村 航／著 小学館 2014 8134817222 913.6 ﾅｶ

七回死んだ男 西澤 保彦／著 講談社 2017 8135115476 913.6 ﾆｼ

i 西 加奈子／著 ポプラ社 2019 8135144164 913.6 ﾆｼ

“文学少女”と死にたがりの道化(ピエロ) 野村 美月／著 KADOKAWA 2006 8135238411 913.6 ﾉﾑ

可愛ければ変態でも好きになってくれますか? 花間 燈／著 KADOKAWA 2017 8135233059 913.6 ﾊﾅ/1

○○○○○○○○殺人事件 早坂 吝／著 講談社 2017 8134991172 913.6 ﾊﾔ

ぼくと未来屋の夏 はやみね かおる／著 講談社 2003 8132508059 913.6 ﾊﾔ

都会(まち)のトム&ソーヤ 1 はやみね かおる／著 講談社 2003 8134039763 913.6 ﾊﾔ/1

ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学のこと教えてくれた。 原田 まりる／著 ダイヤモンド社 2016 8134840060 913.6 ﾊﾗ

鴨川ホルモー 万城目 学／著 産業編集センター 2006 8133126962 913.6 ﾏｷ

ワイルドフラワーの見えない一年 松田 青子／著 河出書房新社 2016 8134997372 913.6 ﾏﾂ

ののはな通信 三浦 しをん／著 KADOKAWA 2018 8135027865 913.6 ﾐｳ

神さまのいる書店 三萩 せんや／著 KADOKAWA 2018 8135233068 913.6 ﾐﾊ/1

恋文の技術 森見 登美彦／著 ポプラ社 2009 8134991181 913.6 ﾓﾘ

配信せずにはいられない 山田 悠介／著 文芸社 2015 8135107723 913.6 ﾔﾏ

キリン 山田 悠介／著 KADOKAWA 2013 8135233077 913.6 ﾔﾏ

さよならドビュッシー 中山 七里／著 宝島社 2010 8134699380 G936 ﾅｶ/B


