
【中学生の部】

　　チャンプ本
タイトル 著者 出版社
レボリューションＮｏ．３ 金城一紀 講談社 Ｆ/カ
図書館内乱 有川浩 角川書店 Y/Ｆ/ア
希望の地図 重松清 幻冬舎 Ｆ/シ
北欧神話 Ｐ・コラム 岩波書店 949/コ
純喫茶「一服堂」の四季 東川篤也 講談社 Ｆ/ヒ

タイトル 著者 出版社
受験脳の作り方 池谷裕二 新潮社 Y/491.3/ｲ
松井秀喜 献身力 古内 義明 大和書房 Y/783.7/ﾏ
１００回泣くこと 中村航 小学館文庫 Ｆ/ナ
海底二万海里 ジュール・ベルヌ 福音館書店 990/べ
弱くても勝てます 高橋秀実 新潮社 783.7/タ
神様の御用人 浅葉なつ KADOKAWA Y/Ｆ/ア/1～3
のぼうの城 和田竜 小学館 Ｆ/ワ
キリン 山田悠介 角川書店 Ｆ/ヤ
祟りのゆかりちゃん 蒲原二郎 幻冬舎 Y/Ｆ/カ
絶叫学級 桑野和明 集英社 Ｆ/ク
からくり夢時計 川口雅幸 アルファポリス Ｆ/カ
３８億年生物進化の旅 池田清彦 新潮社 Y/467.5/イ
万能鑑定士Ｑの推理劇 松岡圭祐 角川書店 Y/Ｆ/マ
ギリシア・ローマ神話 トマス・ブルフィンチ 角川書店 Y/164/ブ/1.2
なにかのご縁 野崎まど アスキー・メディアワークス Y/Ｆ/ノ

タイトル 著者 出版社
世界から猫が消えたなら 川村元気 小学館 F/カ
名のないシシャ 山田悠介 角川書店 F/ヤ
走れ！T校バスケット部 松崎洋 幻冬舎 Y/F/マ
バッテリー あさのあつこ 角川書店 Y/F/ア

【高校生の部】

　　チャンプ本
タイトル 著者 出版社

キャリー
スティーヴン・キング
永井淳/訳

新潮社 B/933/ｷ

陽だまりの彼女 越谷オサム 新潮社 B/F/コ

タイトル 著者 出版社
おしまいのデート 瀬尾まいこ 集英社 F/セ
月の影影の海 上下（十二国記） 小野不由美 講談社 Ｙ/Ｆ/オ
ホームレス中学生 田村裕 ワニブックス Y/779.1/タ
野球ノートに書いた甲子園 高校野球ドットコム編集部 ベストセラーズ Ｙ/783.7/ヤ

アルジャーノンに花束を
ダニエル・キイス
小尾芙佐/訳

早川書房 933/ｷ

ガイド落語名作１００選 京須偕充 弘文出版 Ｙ/779.1/キ

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々
盗まれた雷撃

リック・リオーダン
金原瑞人/訳

ほるぷ出版 Y/933/ﾘ/1

魔神館事件　夏と少女とサツリク風景 椙本 孝思 角川書店 Ｙ/Ｆ/ス
もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの「マネジメント」を読んだら

岩崎夏海 ダイヤモンド社 Y/F/イ

バトル当日、都合により参加できなかった中学生の方々からおすすめしたい本のご紹介です。
～番外編～

第１回ビブリオバトル紹介本リスト



【中学生の部】

　　チャンプ本

タイトル 著者 出版社
世界の見方が変わる「数学」入門 桜井進 河出書房新社 Y/410/ｻ

　　準チャンプ本

死亡フラグが立ちました！
凶器は…バナナの皮！？殺人事件

七尾与史 講談社 Y/F/ﾅ

すみっコぐらしのすみっこ名言 サンエックス株式会社 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Y/280.4/ス
兎の眼 灰谷健次郎 理論社 F/ﾊ

タイトル 著者 出版社
図書館革命 有川浩 角川書店 F/ｱ、Y/F/ｱ
鹿の王 上・下 上橋菜穂子 角川書店 F/ｳ/1・２　Y/F/ｳ/１・２
潮風に流れる歌 関口尚 徳間書店 Y/F/ｾ
レインツリーの国 有川浩 新潮社 F/ｱ
十代に贈りたい心の名短歌100 田中章義 ＰＨＰ研究所 Y/911.1/ｼﾞ

もういちど家族になる日まで
スザンヌ・ラフルーア
永瀬比奈/訳

徳間書店 Y/933/ﾗ

櫻子さんの足下には死体が埋まっている 太田紫織 角川書店 Y/F/ｵ/1～3
ちょっと今から仕事やめてくる 北川恵海 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Y/F/ｷ
あなたの性格は変えられる 心屋仁之助 中経出版 Y/159/ｺ
三匹のおっさん 有川浩 新潮社 F/ｱ/1・２
ひかりのメリーゴーラウンド 田口ランディ 理論社 Y/F/ﾀ
まさお君がくれたもの 講談社ＭｏｕＲａ 講談社 Y/645.6/ﾏ

チョコレート・アンダーグラウンド
アレックス・シアラー
金原瑞人/訳

求龍堂 Y/933/ｼ

【高校生の部】

　　チャンプ本
タイトル 著者 出版社
毒笑小説 東野圭吾 集英社 F/ﾋ、B/F/ﾋ

　　準チャンプ本
引き出しの中の家 朽木祥 ポプラ社 Y/F/ｸ

夜のサーカス
エリン・モーゲンスターン
宇佐川晶子/訳

早川書房 933/ﾓ

タイトル 著者 出版社
チョコレートコスモス 恩田陸 毎日新聞社 F/ｵ
劇場版銀魂完結篇 空知英秋・大崎知仁 集英社 Y/F/ｿ
思い出のとき修理します 谷瑞恵 集英社 B/F/ﾀ/1～3
ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月隆文 宝島社 Y/F/ﾅ
魔法使いは完全犯罪の夢を見るか？ 東川篤哉 文藝春秋 F/ﾋ

静かなアリス
リサ・ジェノヴァ
古屋美登里/訳

講談社 933/ｼﾞ

カラフル 森絵都 理論社 Y/F/ﾓ
６０歳のラブレター ＮＨＫ出版 367.3/ﾛ

冴えない彼女～ヒロイン～の育て方 ６ 丸戸史明 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
※所蔵がありません。

ご了承ください。
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