
 

 

 

 

 

 

 

ビブリオバトル予選が開催されました！ 
7月 11日にクラス予選が行われました。最初は机の準備などでドタバタしていた 

けれど、どのグループも楽しそうにバトルしていました。本の紹介もみんなうまく 

できていて凄かったです。 

翌日、図書館で各クラスの代表 2名ずつと 3年の希望者による校内予選を行いまし

た。校内予選はくじ引きで５つのグループに分かれ、グループの中でチャンプを 

1人ずつ選びました。皆さんレベルが高く、面白い紹介や興味をそそるような工夫 

がされていて、とても活気のあるビブリオバトルになりました。終始どこのグループ

も楽しい雰囲気で、質問も積極的にできていたので、充実したバトルができました。

バトラーが選んでいた本も、それぞれ魅力的なものばかりで素晴らしかったです。 

文化祭ステージでこの 5人によるビブリオバトル校内決戦が行われます。 

皆さん期待しておいてください。 （担当:2-5 佐藤） 

 

校内決戦出場者＆バトル本 紹介 

１－2 隈井 悠太さん  『バッタを倒しにアフリカへ』  前野ウルド浩太郎／著 

1－2 平川 湧也さん   『世界から猫が消えたなら』 川村 元気／著 

2－１ 秋月 夏音さん  『でっちあげ』 福田 ますみ／著 

２－１ 石吾 佳生さん  『ツキを呼ぶ魔法の言葉』  五日市 剛 ほか／著 

２－２ 伊藤 岐明さん  『目の見えない人は世界をどう見ているのか』  

             伊藤 亜紗／著 

 

 

 

 校内予選の出場者＆バトル本を紹介します。 

１・２年生は各クラスのチャンプ・準チャンプ本です。 

☆がついている本は図書館にあります。ぜひ読んでみてください。 

  

１－１ チャンプ   豊川 靖也さん  『ルパン三世 vs コナン』    

 準チャンプ  寺山 舞さん   『民王』☆ 

１－２ チャンプ   隈井 悠太さん  『バッタを倒しにアフリカへ』☆ 

準チャンプ  平川 湧也さん  『世界から猫が消えたなら』☆ 

１－３ チャンプ   岩﨑 柊太さん  『よるのばけもの』☆ 

   準チャンプ  下谷 穂乃花さん 『強運の持ち主』☆ 

１－４ チャンプ   太田 智士さん  『陽気なギャングが地球を回す』☆ 

 準チャンプ  木本 涼平さん  『いのちの車窓から』 

１－５ チャンプ   武富 翼さん   『白ゆき姫殺人事件』☆ 

    準チャンプ  秋好 豊さん   『読むだけですっきりわかる日本史』☆ 

１－６ チャンプ   爲成 俊介さん  『ライヴ』☆ 

    準チャンプ  山下 翔さん   『カエルの楽園』 

１－７ チャンプ   上鶴 彩葉さん  『ボッコちゃん』☆ 

    準チャンプ  中居 彩音さん  『ジョーカー・ゲーム』☆ 

１－８ チャンプ   曽宮 涼雅さん  『レイトン教授と幻影の森』 

    準チャンプ  中島 杜和子さん 『スイッチを押すとき』☆ 

２－１ チャンプ   秋月 真音さん  『でっちあげ』 

    準チャンプ  石吾 佳生さん  『ツキを呼ぶ魔法の言葉』 

２－２ チャンプ   島末 倖祈さん  『君が涙を忘れる時まで』 

    準チャンプ  伊藤 岐明さん  『目の見えない人は世界をどう見ているのか』☆ 

２－３ チャンプ   三浦 茉奈さん  『星の王子さま』☆ 

    準チャンプ  日野 大地さん  『パラレルワールド・ラブストーリー』☆ 

２－４ チャンプ   藤木 凜さん   『かにみそ』 

    準チャンプ  足立 捷さん   『魔法科高校の劣等生』 

２－５ チャンプ   賎川 朋香さん  『嘘が見える僕は素直な君に恋をした』 

    準チャンプ  佐藤 花紅さん  『陽だまりの彼女』☆ 

２－６ チャンプ   木本 惇希さん  『桜の木の下で君と最後の恋をする』 

    準チャンプ  垣内 優成さん  『王様ゲーム』☆ 

２－７ チャンプ   中尾 果江出さん 『心霊探偵八雲』☆ 

    準チャンプ  石坂 勇人さん  『金メダル男』☆ 

３－４        得丸 彪太郎さん 『夢をかなえるゾウ』☆ 
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質問内容は、 

 

 

 

 

金田 浩嗣 先生（教頭先生 国語） 

Q１. A．自由でのびのび、元気で明るく、未来に向かって勢いのある学校。 

Q２. A．☆項羽と劉邦（上・中・下）司馬遼太郎 

Q３. A. 教師になるために、他のさまざまな職業体験が必要だと考え、30数 

種類のアルバイトを経験しつくしたこと。 

 

 

髙橋 貴子 先生 （国語） 

Q１. A. 三階の渡り廊下からの眺めは県下一！！ 

Q２. A．浅田次郎と有川浩 

Q３. A. 小説の☆「銀河英雄伝説」田中芳樹を読むこと。 

      クラスマッチで優勝すること（学年１１クラスの時代です）。 

 

☆が付いている本は図書館にあります。ぜひ読んでみてください。 

 

今月号は金田教頭先生と髙橋先生にインタビューしました。 

教頭先生のおすすめの本は現在貸出中です。司馬遼太郎の本は「坂の上の雲」「竜馬がゆく」

など、図書館に１００冊以上所蔵しています。 

髙橋先生のオススメの著者の本は図書館に多数所蔵しています。「銀河英雄伝説」も全巻おい

ています。ぜひ図書館に遊びに来てください。 

（１－４，５ 長野 後藤） 
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先生方の実態を暴く！？ ☆★翔青探偵団★☆ 

 

Q１.翔青高校の第一印象  

Q２.おすすめの本(または著者)  

Q３.学生時代に熱中したことや物 

 

 

 

Q 5 
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です。 

１人当たりの貸出冊数は、３年生が多くを占めています。 

これは、３年生が個人研究（探究学習）での貸出が多かったためです。 

よく借りられた本には『そして、バトンは渡された』が入っていました。 

本屋大賞を受賞した本という事もあり、手に取った人も多いのではないでしょうか。 

山田悠介さんは人気の作家さんで、翔青高校でもよく借りられています。 

皆さんも、ぜひ読んでみてください。（担当:３‐１阿山） 

～６月 よく借りられた本～ 

  

６月は貸出回数３回で同率１位が４冊ありました。 

 ２位は２回で２６冊ありましたので、そのうち２冊を紹介します。 

 

１位『そして、バトンは渡された』 瀬尾 まいこ／著 

  『活版印刷三日月党 [３] 庭のアルバム ポプラ文庫』 

ほしお さなえ／著 

  『うちのトコでは 県民性マンガ』 もぐら／著 

  『キノの旅 The beautiful world 3 電撃文庫』 時雨沢 恵一／著 

２位『危険な世界史』 中野 京子／著 

  『Ⅹ ゲーム 幻冬舎文庫』 山田 悠介／著 

６月の貸出統計(学年一人当たり平均) 


