
高校生ビブリオバトル（地域大会）で紹介された本

【地域大会に参加した高校】

桑名高等学校 桑名西高等学校 北星高等学校

四日市高等学校 四日市四郷高等学校 四日市南高等学校

四日市農芸高等学校 四日市工業高等学校 菰野高等学校

暁中学校・高等学校

青山高等学校 鈴鹿高等学校 久居農林高等学校

津高等学校 津西高等学校 津東高等学校

神戸高等学校 久居高等学校 白山高等学校

松阪高等学校 飯南高等学校 松阪商業高等学校

昴学園高等学校 松阪工業高等学校 相可高等学校

皇学館高等学校 伊勢高等学校 宇治山田商業高等学校

明野高等学校 志摩高等学校 伊勢工業高等学校

伊勢まなび高等学校 宇治山田高等学校

伊賀 名張高等学校 名張桔梗丘高等学校 名張西高等学校

東紀州 尾鷲高等学校 木本高等学校 紀南高等学校

【地域大会で紹介された本】

著者 アーサー・C・クラーク 湊 かなえ Ｈ．Ｐ．ラヴクラフト

書名 幼年期の終り 告白 ラヴクラフト全集

著者 西尾 維新 大塚 由良美 恩田 陸

書名 傷物語 伝承折り紙連鶴49 ドミノ

著者 有川 浩 伊坂 幸太郎 村上 春樹

書名 塩の街 チルドレン
色彩を持たない
多崎つくると、
彼の巡礼の年

北勢

中勢

松阪

南勢志摩



高校生ビブリオバトル（地域大会）で紹介された本

著者 上村 佑 齋藤 智裕 百田 尚樹

書名 セイギのチカラ ＫＡＧＥＲＯＵ プリズム

著者 夏目 漱石 萩原 浩 チャイナ・ミエヴィル

書名 坊っちゃん コールドゲーム
アンランダン ザナと
傘飛び男の大冒険

著者 ブライアン・エヴンソン 山田 悠介 村山 早紀

書名 居心地の悪い部屋 ニホンブンレツ 桜風堂ものがたり

著者 山田 宗樹 坂木 司 小野 不由美

書名 百年法 青空の卵 月の影 影の海

著者 朝霧 カフカ 松岡 修造 アントニイ・バークリー

書名
文豪ストレイドッグス
太宰治の入社試験

松岡修造の人生を強く
生きる83の言葉

毒入りチョコレート事件

著者 山田 悠介 住野 よる 入間 人間

書名 スイッチを押すとき また、同じ夢を見ていた たったひとつの、ねがい。

著者 鳥居 井上 裕介 武田 綾乃

書名 キリンの子
スーパー・ポジティヴ・

シンキング
響け！ユーフォニアム

著書名 向田 邦子 三浦 しをん 張間 ミカ

書名 霊長類ヒト科動物図鑑 神去なあなあ日常 星をさがして

著書名 アンドレアス・セシェ アンソニー・キーディス 柳 広司

書名 囀る魚
スカー・ティッシュ アンソ

ニー・キーディス自伝
ラスト・ワルツ



高校生ビブリオバトル（地域大会）で紹介された本

著書名 森見 登美彦 長野 まゆみ マララ・ユスフザイ

書名 夜は短し歩けよ乙女 鳩の栖
マララ

教育のために立ち上がり、
世界を変えた少女

著書名 山崎 敏子 米澤 穂信 伊藤 計劃

書名
がんばれば、

幸せになれるよ
王とサーカス ハーモニー

著書名 三谷 幸喜 上橋 菜穂子 川村 元気

書名 清州会議 精霊の守り人 世界から猫が消えたなら

著書名 小中 陽太郎 アレックス・シアラー 喜多川 泰

書名 信じない奴の人間学 世界でたったひとりの子 手紙屋

著者名 小森 香折 有川 浩 三萩 せんや

書名 パラレルワールド 図書館戦争 神さまのいる書店

著者名 神永 学 ウルスス・ウェールリ 初野 晴

書名 タイム・ラッシュ たのしいおかたづけ 退出ゲーム

著者名 宮部 みゆき 恒川 光太郎 柳内 たくみ

書名 過ぎ去りし王国の城 夜市 ゲート

著者名 竜騎士０７ 三枝 克之 有川 浩

書名 ひぐらしのなく頃に 月のオデッセイ 阪急  電車

著者名 山本 弘 百田 尚樹 小川 洋子

書名
幽霊なんて怖くない

ＢＩＳ ビブリオバトル部
海賊とよばれた男 博士の愛した数式



高校生ビブリオバトル（地域大会）で紹介された本

著者名 田中 美穂 鎌田 洋 杉崎 行恭

書名 胞子文学名作選
ディズニーありがとうの
神様が教えてくれたこと

百駅停車
股裂き駅にも停まります

著者名 千原 ジュニア 蒼山 サグ 小宮山 勝司／山田 智子

書名 １４歳 ロウきゅーぶ！
きのこ

(新ヤマケイポケットガイド
⑩)

著者名 トレイシー・シュヴァリエ さとう まきこ 宮部 みゆき

書名 真珠の耳飾りの少女
ロータス森の伝説

光の戦士ミド
ステップファザー・ステップ

著者名 あさの あつこ 川口 晴 田村 裕

書名 ＮＯ．６ 犬と私の10の約束 ホームレス中学生

著書名 森 絵都 鎌田 洋 マックス・ルケード

書名 カラフル
ディズニーサービスの

神様が教えてくれたこと
たいせつなきみ

著書名 新海 誠 乙一 高校野球ドットコム編集部

書名 小説 君の名は。 暗黒童話
野球ノートに書いた

甲子園

著者名 星野 智幸 京極 夏彦 湊 かなえ

書名 夜は終わらない 姑獲鳥の夏 高校入試


