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要　旨

　東京未来大学における「国語表現」は、キャリア科目群の一科目として位置づけられる。

　キャリア科目としての「国語表現」には、一般教養的な知識にとどまらず、大学卒業後を見据え、社会

人として活躍していくために必要且つ実践的なコミュニケーション能力としての国語運用スキルを身に着

けることが要請されていると考えられる。

　国語の運用スキルとしては、「読む」「書く」「話す」「聞く」の４要素が挙げられるが、それらを総合的

に含む言語活動として、ビブリオバトルに注目し、授業に取り入れることとした。その結果、現代の大学

生に求められるコミュニケーション能力の涵養という目的に対して、効果的な方法であることが確認でき

た。

　本稿は、その実践の報告であるとともに、キャリア科目としての「国語表現」におけるビブリオバトル

導入の意義について考察するものである。
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１．はじめに

　　東京未来大学における「国語表現」は、子ども
心理学部・モチベーション行動科学部に共通して１
年次に開講されている授業である。講義形式の授業
であり、キャリア科目群の一科目として位置づけら
れている。
　キャリア科目とは、カリキュラム編成において「主
体的な進路の選択ができる能力を育成する科目、

キャリアプランニングに応じて履修する科目等を効
果的に配置し、多様な学びの要請に応えると共に、
キャリア意識の向上を目指」す科目であるとされる１。
すなわち、キャリア科目としての「国語表現」には、
一般教養的な知識にとどまらず、大学卒業後を見据
え、社会人として活躍していくために必要且つ実践
的な技能としての国語運用スキルを身に着けること
が求められていると考えられる。
　国語の運用スキルといえば、「読む」「書く」「話す」

実践報告
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「聞く」の４要素が挙げられることは言うまでもない
が、教育現場では長く「読む」「書く」ことに重心
が置かれてきた。しかし、近年のビジネスシーンに
おいては、「話す」「聞く」コミュニケーション能力
が重視されるようになっている。詳細は後述するが、
新入社員採用の際に重視する学生の能力として、コ
ミュニケーション能力をあげる企業が多いという調
査がある２。
　コミュニケーション能力とは、自らの考えを言語
化し正しく相手に伝えると同時に、相手の考えを正
確に理解し把握する相互作用に他ならない。すなわ
ち、「読む」「書く」能力に加えて、プレゼンテーショ
ンなども含め、「話す」「聞く」力をバランスよく使
いこなすことが重要である。そこで現代の大学生に
ふさわしい国語表現力を育てるために、４要素を総
合的に含む言語活動としてビブリオバトルに注目し、
授業に取り入れることとした３。
　本稿は、その実践の報告であるとともに、キャリ
ア科目としての「国語表現」におけるビブリオバト
ル導入の意義について考察するものである。

２　大学教育におけるビブリオバトル

2-1　ビブリオバトルの概要
　最近しばしば耳にするビブリオバトルとは、考案
者による造語で、

ビブリオ（biblio）とは「書物」をあらわす英語
の接頭辞で、バトル（battle）とは「戦う」こと
を意味します。（中略）このビブリオバトルは「知
的書評合戦」という冠がついており、その名の
通り「本の素晴らしさを書評で競う」今までに
ない新しい本の楽しみ方なのです４。

と説明される。
　2007年、京都大学大学院情報学研究科の研究室
で、当時、ポストドクターとして在籍し、現在はビ
ブリオバトル普及員会事務局長を務める谷口忠大氏５

が「せっかくだから、新しい面白い勉強会のスタイ
ルをとってみたいという思い」から、本を読んでは
その本について発表しあうという形式の勉強会を考

案した。そしてそのゼミ生らのグループによって、
定期的に開催されるようになった。
　当初のルールは、次のようなものであったという。

１）自分が読んで面白かった本を発表する。
２ ）一人がだらだら発表しないように、発表時

間を決める（５分）
３ ）終わったら、３分程度で、ディスカッション

を行う。
４ ）一番読みたくなった本、面白かった本を投

票で決める（当時、チャンプ本に選ばれた人
には小さなお菓子が提供されていました）

５ ）緊張感を持たせるために、デジタルカメラ
で発表動画を録画する６。（引用部句読点ママ）

このうち５）は、著作権の問題などから現在の公式
ルールには入っていないが、他はほぼそのまま現在
のルールに受け継がれている。
　谷口氏が「ビブリオバトルは教員の視点で生まれ
たものではなく、ほぼ学生に近い、一学び手の視点
から生まれたものだ。」７と述べるように、勉強会と
はいえ、自主的で自由な雰囲気が幅広い年代の様々
な環境の人びとに受け入れられて急速に普及して
いくことになる。大学のサークル活動を始めとして、
公共図書館の催し、書店が販売促進を兼ねて主催
するイベントのほか、企業内で「プレゼンテーショ
ン能力の向上」や「社内コミュニケーションの向上」
を目途とした研修としても行われるようになった８。
小中高の教育現場での採用も広がっており、今後ま
すますの普及が期待されている。

2-2　ビブリオバトルの大学教育現場への導入
　ビブリオバトルは、2009年に大阪大学の学生団体
Scienthroughの活動として初めて外部に出た。その
後、前述したような民間のイベントとして急速に普
及する。2010年には京都大学の発足当時のメンバー
を中心にビブリオバトル普及委員会が組織された。
2011年からは大学生日本一を決める「ビブリオバト
ル首都決戦」が開催されるようになり、年々規模を
拡大している。

「国語表現」におけるビブリオバトル導入の試み
太田　真理

− 152 −



　そうした学生間の広がりをみて、大学教育の場で
もビブリオバトルは注目され、程無くして授業に取
り入れられるようになった。早い導入の例としては
2011年度に、室蘭工業大学で日本語教育分野として、
佐賀大学理工学部では「技術文書作成」で、皇學
館大學でも文学部の授業内で、採用されたことが報
告されている９。最近では、卒業論文を含めたアカ
デミック・ライティングに繋がる前段階として、３年次
の「専門演習」に導入した東邦大学の報告もある10。
　こうした大学教育現場への導入において興味深い
のは、「読書」を出発点とした勉強会からイメージさ
れる文系の学部、科目にとどまらず、理系の大学、
学部の技術文書関連、語学としての日本語習得に関
する科目など、幅広い分野の授業で採用されている
ことである。それこそが、まさにビブリオバトルが
内包する国語表現スキルの多様性、汎用性を証する
ものといえよう。

３�「国語表現」におけるビブリオバトル導
入の経緯と目標

3-1　ビブリオバトル導入の経緯
　前述したように、東京未来大学の「国語表現」は、
キャリア科目中の一科目である。キャリアをごく一般
的に「職業」と読み換え、卒業後、何らかの企業や
組織に属して就労する場合を考えた時、特に意識し
て取り組まなくてはならない点について示唆を与え
る、次のような調査がある。
　（一般財団法人）NHK放送研修センター・日本語
センターが、東証一部上場企業の人事担当者を対象
に行なったアンケート結果11によると、「社内のコミュ
ニケーションに課題がありますか」という質問に対
して「ある」と答えた企業は全体の71％にのぼった。

「社内コミュニケーションを進める上で、課題となっ
ていることは何ですか。（複数回答可）」に対しては
64％の企業が「個人のコミュニケーションスキルの
低下」をあげ、同じく64％の企業が「対面コミュニケー
ションの減少」も課題だとしている。
　これをふまえ、「社員を採用する際、学生のどのよ

うな能力を重視しますか。（複数回答可）」という問
いでは、１位の「明るく意欲があり、好感度が高い」
に次いで「コミュニケーション能力が高い」が２位
にあげられた（62％）。さらにコミュニケーション能
力の中でも「特にどの部分を重視しますか（複数回
答可）」という質問には、74％の企業が「自分の意
見や事物の説明を筋道立てて話すことができる」を
挙げていて、国語表現の中でも「話す」要素こそ、
企業が新人採用に際し最も重要視するスキルである
ことがわかる。
　2016年前期からキャリア科目としての「国語表現」
を担当するにあたり、こうした状況を勘案したうえ
でシラバスを作成することを考えた。そこで設定し
たのが、次にあげる授業テーマ及び授業目標である。
　2016【授業のテーマ】

日常の生活において、自分の思い・考えを他者
に伝えるには、それを言語化する必要がある。
伝えたい事柄を正しく相手に伝えるには、どう
したらよいだろうか。「伝わる言葉」のあり方を
理解するとともに、書くことに親しみ、話すこ
とを再確認する授業である。

　2016【授業の目標】�
①国語表現の基礎となる日本語の文法や用字、語

彙、敬語の用法を理解する。
②文章作成及びプレゼンテーションの基本的な手

順を身につける。
③相手の立場に立ち、伝えたいことが正しく伝わ

る表現の力をつける。
　全15回の授業の中で、「読み・書き」については、
実生活に役立つ国語の文法や用字、語彙、敬語の
用法を理解するとともに、メール文と手紙、自己PR
文、意見文、レポートの書き方などを扱うこととした。

「聞く・話す」については、学生が興味を持って取り
組める適切な方法がないかと考え、ビブリオバトル
に行き着いた。ビブリオバトルでは、国語表現が含
み持つ４要素を駆使する必要があることに加え、課
題の本を各々が選べるという自由性、最後にチャン
プ本を決めるというゲーム性も相俟って、学生が自
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主性を持って取り組めるであろうという期待も持っ
たからである。
　この年、ビブリオバトルは全15回の授業の中頃に、
準備を含め４回で行った。ビブリオバトルは初めて
という学生が殆どであったが、授業後のアンケート
によると「発表は緊張した。」「言いたいことがうま
く伝わらなかった。」、という感想がある一方、「文章
で説明するより口頭で説明するほうが面白かった」。

「話しているうちに理解してもらえて楽しくなった。」
など、「話す」ことを中心にビブリオバトル特有の学
習効果も認められたので2017年度も引き続き行うこ
ととした。
　以下、詳細な実施報告については、2017年度の
結果をもとに述べる。

3-2　ビブリオバトルの目標
　2017年度の授業目標、授業テーマは前年の授業
結果をふまえて若干の見直しを行ったが、大きな変
更はせず継続して内容の充実をはかることとした。
その際ビブリオバトルは、「話す・聞く」要素に注目
した位置づけから、国語表現全体の仕上げへと位置
づけを拡大し、回数も１回分増やして行うこととし
た。
　ビブリオバトル自体の具体目標としては
　①読書を楽しもう
　②自分の読書の楽しさを、他者に伝えてみよう
　③他者の読書の楽しさを共有しよう
と設定した。読書を出発点として行う授業内イベン
トのため、読書の存在が色濃い目標のようにみえる
だろうが、勿論その背後に、①自分の考えをまとめ、
②言葉として伝え（話す・プレゼンテーション）、②
聞くことにより相互理解へとつなげるという３点を表
現したものである。
　また、より良いコミュニケーションのためにも、③
を念頭に、他者の発表をよく聞いて、ディスカッ
ションタイムで一人１回は質問ができるよう声掛けも
行った。

４．ビブリオバトルの実施状況

4-1　ビブリオバトルに先行する授業
　2017年度の授業において、第１回から第10回に
かけては、国語を用いて自分を表現する様々な生活
シーンを想定し、実用的な国語運用ができるよう「読
む」「書く」ことを中心に授業をすすめた。
第１回　国語表現の基礎知識１（用字、表記、口語

と文章語）
第２回　国語表現の基礎知識２（原稿用紙の使い方）
第３回　メールと手紙（敬語）１（メール、手紙の形式）
第４回　メールと手紙（敬語）２（メールを書く）
第５回　説明文１　説明文を読む　
第６回　説明文２　説明文を書く（日本文化紹介）
第７回　説明文３　説明文まとめ　
第８回　意見文１　意見文を読む
第９回　意見文２  意見文を書く（新聞記事を読ん

で）
第10回　意見文３　意見文まとめ
　説明文、意見文は、いずれも１回目に幾つかの説
明文、意見文を提示して読み、２回目に課題を出し
て作文、３回目に学生の作文の内容についてフィー
ドバックするという流れであった。（個々の作文に関
しては、添削して後日返却。）これは、身の回りの
事物について説明したり、自分の考えをまとめたり
して、文章として伝えることを目指したものである。
それはそのまま、ビブリオバトルにおいて本を読み
自分の考えをまとめて伝えることの準備に該当する
ことも想定している。
　この間、折に触れて授業後半でビブリオバトルを
行うことを周知するとともに、早目に本を選んで読
んでおくように呼びかけた。

4-2　ビブリオバトルの実際
 １時限目  第11回ビブリオバトルに挑戦（１）　（６
/29）
①「書評とは何か」
　ビブリオバトルの基礎として、新聞に掲載された
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書評の例を読み、書物を評価して自分なりの考え
を示すことの意味と方法を考える。

②ビブリオバトルの概要説明。ルールはルール本を
コピーして使用12。

③実際のビブリオバトルの映像を見る。（YouTube
よりダウンロード）

＊授業内でビブリオバトル経験の有無を聞いたとこ
ろ、中高の授業、大学のサークル13、大学の授業（前
年の同授業を含む）などでの経験者が各クラス若
干名であった。

 ２時限目  第12回ビブリオバトルに挑戦（２）（7/6）
①メモ作り
　ビブリオバトルでは原稿は用意しないことが基本

である。その意味は、本に対する思いを生き生き
と伝えることが重要だからであり、本授業でもそ
のルールに従った。しかし、全く何の準備も無し
にプレゼンテーションを行うのは難しいので、各
自の内容・構成に関するメモを作って当日に備え
た。プレゼンテーションでは、持ち時間の5分間
は個人に与えられた時間としてとにかく話すこと
を目標にした。５分話すためには７～８分の内容
を考えておくことが必要であるとした。

②自分の読書傾向を知ろう
　アンケート形式で自分の読書について考える時間

を持つ。
　②のアンケートで「最近１か月以内に読んだ本は

何か」という問いに対し、１冊以下と答えたのは
69％であった。しかし「人に薦めてみたい本（ジャ
ンル／作家）は何か」に対して「なし」または無
回答であったのは全体の17％にとどまった。つま
り、読書習慣があるとは言い難いものの、多くの
学生は他者に薦めたい本や作家はあると意識して
おり、書物を通じてのコミュニケーションの素地
はあると判断された。→グラフ１、２参照

 ３時限目  第13回ビブリオバトルに挑戦（３）（７
/13）

①プレゼンテーションの構成。メモに基づき、５分
間のプレゼンテーションを構成する作業を進める。

②リハーサル。実際に５分間話す体験をする。
③ビブリオバトル本番の実施手順を確認しておく。

 ４時限目  第14回ビブリオバトルに挑戦（４）（７
/20）
〈ビブリオバトル本番〉
①グループに分かれて着席。４～５名１組とする。
＊グループはナンバーカードの配布により教員が指

定した。これは、既に知り合いである学生同士で
はなく、なるべく未知の者同士でグループを構成
することを意図したからである。

②自己紹介の後、進行係、プレゼンテーション順を
を決める。

③ビブリオバトル開始（発表時間５分、質疑応答２分、
交代時間30秒）

④投票のうえチャンプ本を決める。
＊チャンプ本の決め方は各グループにまかせる。
　⇒挙手、指さしが多かった。

グラフ１　最近1ヶ月に読んだ本
最近1ヶ月に何冊本を読みましたか

グラフ２　人に薦めたい本（ジャンル／作家）
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⑤ビブリオバトル記録用紙（自分のプレゼンテーショ
ン準備のメモではない）、及びリアクションペー
パー（出席票兼ねる）を提出。

 ５時限目  第15回まとめ―自己表現としての「国語」
（７/27）
①ビブリオバトルまとめ
　学生の選定本及びチャンプ本一覧、感想を別紙に

まとめて配布。読み合わせにより共有した。（巻末
資料参照）

②「国語表現」のまとめ

５．ビブリオバトル実施の総括

5-1　学生の感想
　授業でビブリオバトルを体験した後、リアクショ
ンペーパーの提出を求めた（回収数は125名）。自由
記述形式であり、一定の設問に対し解答を得るもの
ではないので、学生の感想は多岐にわたったが、共
通性のある記述をまとめて一定の傾向を探ってみた
い。
　５分間という制約時間内での発表については、「長
かった」が若干多かったようだが、「ちょうどよかっ
た」「話してみたらあっという間だった」など、感じ
方が分かれた。
　多く書かれたのは、「様々なジャンルの本（今まで
読まなかったジャンル）を知ることができた」「もっ
と（他の人が読んでいる本を）読みたくなった」と
いう意見で、全体の40％の学生が記述していた。こ
れは、ビブリオバトルがそもそも本の紹介をするこ
とが課題なので、紹介された本に対する興味であ
るのか、それを紹介した個人への興味であるのかを
判別するのは難しい。しかし、「（発表者）一人一人
の個性（価値観）を感じた」「（同じ本をとりあげた
が）人が違えば紹介の仕方や内容も違って面白かっ
た」「発表者の本への情熱を感じた」「皆様々な意見
を持っているのがわかった」など、紹介された本を
通して発表者自身の個性への関心を示していると考
えられる感想が18％みられた。これを合わせると約

６割の学生が「聞く」ことを通して発表者の主張を
受けとめ、自分との差異を感じたり、多様な価値に
触れたりすることを体験できたといえよう。
　プレゼンテーションについては「伝えること（話
すこと）が難しい」「（準備段階ではできても）実際
の発表になると言葉がでてこない」「伝えたいことを
ちゃんと伝えられないのはもどかしい」「下調べが足
りないと感じた」と、「話す」ことに何らかの難しさ
を感じたことを記述した学生が26％みられた。しか
しその一方で、「人に伝えるためには準備が必要」「人
前で何かを説明する大変さを学べてよかった」「伝
え方を学んでよりよい伝え方をしたい」と、その困
難さを前向きに捉え今後の発展性が感じられる意見
が少数ながらもみられたのは、収穫であるといえよ
う。
　また「質問をするのが難しかった」とあったのも、
他者の考えをよく聞いたうえで、それに反応しよう
とする相互作用の現れにほかならない。
　さらに、「自分の好きな本を紹介できて嬉しかった

（楽しかった）」「皆が聞いてくれて嬉しかった」「皆
が共感してくれて嬉しかった」などと他者に自己を
示し、認められることの喜びを具体的に述べた記述
が15％あった。とくに「聞く人が目線を合せてくれ
たり、相づちをうってくれて話しやすかった。自分
でも、このように意識したい」としたものもあり、身
体全体で聞き相手を受け容れる態度の重要性への気
づきが感じられる。まさにコミュニケーションの本質
に関わる気づきであるといってよいのではないだろ
うか。
　なお、学生の感想の統計及び紹介本の詳細は巻
末に付したので参照願いたい。

5-2　ビブリオバトル導入の成果と今後の課題
　前節でみたように、東京未来大学の学生は、他に
も「話す」ことを取り入れている授業が多いためか、
人前で話すことに抵抗が少ない学生が多いように見
受けられたが、テーマを定め、５分間でという制約
を設けられた中でのプレゼンテーションには、難し
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さを感じたようだ。しかし、その制約のなかで準備
をし、自分の考えをまとめ、発表するというビブリ
オバトルの経験に手応えを感じた学生は少なくない。
筆者の授業内観察によると、チャンプ本には、きち
んと本を選び、それなりの発表をすることができた
本が選ばれた面と、プレゼンテーションの巧みな学
生がチャンプを獲得した面があったようだ。以上に
より、ビブリオバトルの目標①～③は、概ね達成で
きたものと考えたい。
　そのうえで導入の成果については、
　①ビブリオバトルでは、自由な選書、テーマ選択、

当日の運営に関し、学生の主体的な取り組みを
促すことができた。

　②ビブリオバトルにより、読書（「読む」）、プレゼ
ンテーション（「話す」）、「聞く」態度を養うこと
を通して、国語表現に関する統合的な学びを行
うことができた

　③結果としてコミュニケーション能力の涵養につ
ながり、学生同士の交友の輪が広がることが確
認できた。

とまとめることができよう。
　リアクションペーパーにおいて、記述は少数なが
ら「ビブリオバトルを通してこれまで知らなかった
人と関わることができてよかった」あるいは「また
別のグループ、あるいは別のテーマでやってみたい」
という意見（５％）がみられたことからは、未知の
人間関係への興味示し、授業を通して発展的な人的
交流に繋がる可能性を読み取ることができる。これ
をみるだけでも、コミュニケーション能力を育むこと
を期待してビブリオバトルを導入したことの意義は
大きいと考えられる。
　反対に、今後に向けた課題としては、次のような
ものを挙げることができる。
　①自主的な取り組みに任せるが故に、中には全く

準備が間に合わない学生もでてくることとなっ
た。メモ作りなどの作業時間に質問を受け付け
たり、作業の様子を巡回してアドバイスをする
時間は設けたが、より細かい対応が必要な学生

も存在する。
　②選書、テーマ選択も自由に任せたために、と

りあげた本やテーマに偏りがみられたることと
なった。読みやすい本、興味のあるテーマだけ
でなく、新しい分野に挑戦するようヒントを与
えることも必要ではないか。

　③１クラスの人数が多く（履修登録者80名、67名）、
多くのグループが同時進行でビブリオバトルを
行うため、きめ細かい評価は困難である。準備
段階、当日の机間巡視によるグループ毎の実施
状況チェック、個人の提出物などを総合的に評
価することになるが、よりよい評価の方法を考
えたい。

②に関して言えば、学生が選んだ本のジャンルは、
現代小説、推理小説、ライトノベル、ヤングアダル
ト小説、漫画、映画やアニメのノベライズ本、映画・
TVドラマ化された小説・物語の原書、絵本、タレ
ント本、Web小説の書籍化、短編集（オムニバス）、
が多い傾向にある。過去の事件のドキュメンタリー

（元少年A著『絶歌』など）、社会的に話題を集めた
問題作も見られたが、大方現代的な、読みやすい本
が多かった。
しかし少数派ではあるが、『老人と海』や『ビスマ
ルク』といった重厚な作品を取り上げたり、「好きな
作家」として芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、江戸
川乱歩、阿部公房、などをあげたりする学生もいた。
今後は質量ともに読み応えのある本、海外作品、純
文学、古典作品などへも目を向け、様々な興味で議
論ができるようになって欲しいものである。
　選書の内容は自由であるとはいえ、そうすること
でやがて社会に出た時のコミュニケーションの幅も
広がり、質も高まっていくと期待したい。

６．おわりに

　以上の実践・考察を通して、キャリア科目として
の「国語表現」におけるビブリオバトルの導入は、
現代の大学生に求められる総合的な国語力とコミュ
ニケーション能力の涵養という目的に対して、効果
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的な方法であると結論付けてよいであろう。なによ
りも、学生が楽しいと感ずる学びの場を提供できた
のは貴重であった。
　しかしこうした体験を、１回限りの授業内イベント
で終わらせるのは残念である。何らかの方法で、継
続的に学生が参加でき、国語表現力（コミュニケー
ション力）のブラッシュアップを図ることができるよ
うな機会があればよいと考える。
　そのためには、すでにある学内サークルによる学
生主導での普及、他大学で行われているような学内
横断的な取り組みや、図書館などとの協働による取
り組みなどが参考になるだろう。
　ビブリオバトルの授業内実施には、まだ残された
課題も多い。しかしながら、一つ一つ検討を加え、
より効果的な授業運営の可能性を探っていきたいと
考えている。

注
１　東京未来大学『学生便覧　履修の手引き　2017』
２　（一般財団法人）NHK放送研修センター「2012年

ビジネス・コミュニケーション調査」https://www.
nhk-cti.jp/service/jschool_business.html　最終アクセス
2017/9/17

３　東京未来大学では「プレゼンテーション」の講義も
用意されているが、より国語力を意識したものとして
の導入を試みた。

４　ビブリオバトル普及委員会編『ビブリオバトル公式
ガイドブック　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～』「まえがき」　一般社団
法人情報科学技術協会　2013年６月p. １

５　普及委員会における両氏の役職は、2017年６月現
在。（ビブリオバトル公式ウェブサイトhttp://www.
bibliobattle.jp/aboutus最終アクセス2017/09/17）

６　吉野英知「ビブリオバトルの成り立ちと発展」ビブ
リオバトル普及委員会編『ビブリオバトル公式ガイド
ブック　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～』2013年６月・一般社団法人情
報科学技術協会p.21

７　谷口忠大『ビブリオバトル　本を知り人を知る書評
ゲーム』文春新書901　2013年４月p.125

８　注６に同じ。p.23 ～ 26
９　注４に同じ。p.28 ～ 41
10　伊藤恵美子「アカデミック・ライティングに向けて

―ビブリオバトル導入の試み―」『東邦学誌』第46巻
第１号　2017年６月

11　注２に同じ。調査期間は2012年６月から７月、回答
数は121社。当時の東証一部上場企業数は2012年末で
1695社あったから（JPX日本取引所グループ公式ウェ
ブサイト「上場会社数の推移」参照http://www.jpx.
co.jp/listing/co/tvdivq0000004xgb-att/tvdivq0000017jt9.
pdf）、その約７％にあたる。

12　ビブリオバトル普及委員会『ビブリオバトルハンド
ブック』子どもの未来社　2015年４月p, ６～ 11

13　東京未来大学においても、2014年にビブリオバトル
サークルBookLinkが結成され、2015年７月には図書
館と協力して第1回「東京未来大学ビブリオバトル」
が開催された。以後、学内にとどまらず地域の学習セ
ンターなど学外でも活動を行っている。（東京未来大
学図書館サイトhttp://www.tokyomirai.ac.jp/library/
最終アクセス2017/09/16）

（おおた　まり）
【受理日　2017年10月25日】
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資料１　〈ビブリオバトル〉学生の感想（自由記述、提出数125）

内　　容 記述の割合

〈難しさ〉

26％

伝えること（話すこと）が難しい
聞いて質問するのが難しい
実際に発表になると言葉が出てこないことが分かった
下調べが足りなかった
５分間語ることが長かった

〈コミュニケーション①〉
40％様々なジャンルの本／今まで読まなかった本を知ることができた

もっと本を読みたくなった／他の人が読んでいる本を読みたくなった

〈コミュニケーション②〉

18％
（発表は）一人一人の個性が出ていた／個性を感じた
自分と違う視点、価値観で本を見ているのがわかった／よいと思った
皆様々な意見を持っているのがわかった
発表者の熱意が伝わった

〈コミュニケーション③〉
５％知らない人と関わることができてよかった

また別のグループでやってみたい

〈嬉しかった／よかった／楽しかった〉

15％
自分の好きな本を紹介できたことがよかった／楽しかった
皆が聞いてくれて／共感してくれて嬉しかった
チャンプ本に選ばれて嬉しかった
人前で何かを説明する大変さを学べてよかった

〈その他〉

４％
よりよい伝え方をしたい
他の人の発表を見習いたい（声の強弱など）
相手に好きなことを伝えたり共有するのは大切だ

資料2　〈ビブリオバトル〉紹介本の詳細
《2017春学期　木曜日２限／３限　国語表現》　

授業deビブリオバトル　☆　紹介本一覧（順不同）　 …チャンプ本

命はどうしてたいせつなのか？ 心が叫びたがってるんだ。 「超」怖い話Ａ

僕のヒーローアカデミア 陽だまりの彼女 さよならの先に

ハッピーバースデー とんび イニシエーションラブ

ピンクとグレー SPEC―天― とうきょうプレイデー
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《2017春学期　木曜日２限／３限　国語表現》　

授業deビブリオバトル　☆　紹介本一覧（順不同）　 …チャンプ本

卵の緒 ハチ公物語 絶歌×２

黄金の羅針盤 ベイビーステップ こめんねともだち

流星の絆 織田信奈の野望 僕だけがいないまち
だからリスカの痕ダケ整形したら死ねると
思ってた。 Burn マギ×２

かんぱい！ もうぬげない オール１の落ちこぼれ　教師になる

夢をかなえるゾウ ディズニーサービスの神様が教えてくれたこ
と×２ ナミヤ雑貨店の奇蹟

忍びの国 余命10年 手紙

コンビニ人間 おおきな木 きみとのおはなし

強運の持ち主 大人もぞっとするグリム童話 幻想郵便局

The Life 恋の神様 ドクターストーン

ROMES06まどろみの月桃 たとえ明日世界がほろびても今日僕はリンゴ
の期を植える。 中学生失格

銀魂×２ きみの友だち 22年目の告白―私が殺人犯です―
×３

「また必ず会おう」と誰もが言った Aコース 僕のきっかけ

君の膵臓を食べたい×３ 恋火 ぬいぐるみ警部の帰還

星の王子様 ぐりとぐら うさぎドロップ

永遠の０ いのちの車窓から 死ぬくらいなら会社辞めればができない理由

ドラゴンボール39巻 心理学基礎実験 桜のような僕の恋人

デート・ア・ライブ ゴールデンカムイ ガール！ガール！ガールズ！

グローバル教育の現在×２ リバース フルーツバスケット

ジョジョリオン 憂国のモリアーティ ONE PIECE

世界から猫が消えたなら。 カラフル 老人と海

サッカーボーイズ明日への絆 一生懸命 グリム童話の原作

三月のライオン 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 ランナー

恋空 鋼の錬金術師 君の名は。

クビキリ サイクル リバース はらぺこあおむし

花より男子 ファイナル のせ猫プレミアム 珈琲店タレーランの事件簿

まんがでわかる 伝え方が９割 ビブリア古書堂の事件帖 嫌われる勇気

怒り 下 金色のガッシュ！！ 28 ドラゴンボール34

凍りついた瞳 流れ星が消えないうちに スラムダンク

馬追いたび日記 ディアスと月の誓約 運命みたいな偶然にあと何度めぐり逢えるだろう

ビスマルク バケモノの子 うた恋い。

陰陽屋へようこそ ゆうたはともだち 下町ロケット

うるうのもり 僕は昨日の君とデートする 真夜中のディズニーで考えた働く幸せ

望郷 しっぽをなくしたイルカ イン・ザ・プール

放課後はミステリーとともに 憧

※チャンプ本の冊数は、同率１位が複数あったことにより、グループ数より多くなっている。
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