
開 催 日 出　場　者 書　　名　　（赤字：チャンプ本） ゼミ担当教員 チャンプ本

小林 陽菜詩（環境1年） 流浪の月（凪良 ゆう 著） 吉　山

レ ティ フェン（総合1年） トゥイーの日記（ダン トゥイー チャム 著） 杉　谷

守屋 明里（総合2年） スマホ脳（アンデシュ・ハンセン 著） 若　山

岡田 実姫（環境3年） 感情的にならない気持ちの整理術（和田 秀樹 著） 廣　住

守屋 明里（総合2年）
漫画バビロン大富豪の教え
(ジョージ・S・クレイソン 原著、坂野 旭 作画、大橋弘祐 企画・脚本)

若　山

西村 泰地（総合1年） おおかみこどもの雨と雪(細田 守 著) 杉　谷

大森 一輝（総合2年） 日曜日の自治体学(新藤 宗幸 著) 小　林

橋本 愛真（総合2年） ふたご(藤崎 彩織 著) 高　田

遠藤 德行（総合4年） チョコレートの真実(キャロル・オフ 著) リース

小林 陽菜詩（環境1年） ルビンの壺が割れた(宿野 かほる 著) 吉　山

坪井 大輔（環境3年）
ウマ娘 シンデレラグレイ(久住太陽 作画、杉浦理史 脚本、
伊藤隼之介 漫画企画構成 、Cygames 原作)

木　村

埜々 慎司（環境1年）
ファッションビジネスの進化―多様化する顧客ニーズに適応する、
生き抜くビジネスとは何か(大村 邦年 著)

武　藤

小原 薫（環境4年） 満月珈琲店の星詠み(望月 麻衣 著、桜田 千尋 画) 野　呂

開 催 日 出　場　者 書　　名　　（赤字：チャンプ本） ゼミ担当教員 発表場所

小原薫（環境3年） 予言の島（澤村伊智 著） 橋　　本 自　宅

山田直樹（総合2年） バカとつき合うな（堀江貴文・西野亮廣 著） 鶴　　田 自　宅

竹藤広人（環境3年） 手紙（東野圭吾 著） 大八木 大　学

坪井大輔（環境2年） 鬼滅の刃（吾峠呼世晴 作） 自　宅

市川セシル（環境3年） 完全教祖マニュアル（架神恭介・辰巳一世 著） 自　宅

落合敬吾（環境3年） 夜廻（保坂歩 著） 千　　葉 大　学

坂本春登（環境2年） 鬼滅の刃（吾峠呼世晴 作） 片　　山 自　宅

佐藤克憲（総合4年） 鬼滅の刃（吾峠呼世晴 作） 小　　林 大　学

ガウタム・ロサン（総合3年） マララ（マララ・ユスフザイ 著） 鶴　　田 自　宅

鈴木恵（総合３年） 赤毛のアン(ルーシー・モード・モンゴメリ 著） 自　宅

藤井海斗（総合2年） ボッコちゃん(星新一 著） 自　宅

開催日 推 薦 者 書　　名　　（赤字：チャンプ本） ゼミ担当教員

平井遼（総合３年） 天地明察 　小林ゼミ

狩野大翔（総合３年） １９８４年 　松井ゼミ

鈴木拓真（環境３年） ラブクラフト全集１

リュウブンハク（環境３年） 人類の星の時間

瀬田もなみ（総合３年） 月と六ペンス 　高田ゼミ

遠藤　德行(総合４年） エビと日本人 Ⅱ 　リースゼミ

岡田勘汰（環境４年） 週４０時間の自由をつくる超時間術 　牧田ゼミ

小原薫（環境２年） 十角館の殺人 　橋本ゼミ

大橋広弥（総合２年） 命の授業 　松井ゼミ

平野智也（環境４年） 風が強く吹いている

藤﨑蓮（環境４年） 君の膵臓をたべたい

辻竜哉（環境２年） 君の名は 　前川ゼミ

福山幸也（環境２年） 僕は勉強ができない 　橋本ゼミ

田端文音（総合３年） 高瀬舟

佐藤克憲（総合３年） いのちの車窓から

明神楓（環境３年） 老人と海 　前川ゼミ

竹藤広人（環境１年） 春琴抄

小林裕大（環境１年） 原発と次世代エネルギーの未来がわかる本

【2021 四日市大学ビブリオバトル 】

②11/25（木）

(総合政策学部)

①10/23（土）

@大学祭

③12/22（水）

(環境情報学部)

【2020 四日市大学ビブリオバトル 】
新型コロナウィルス感染拡大のため前期は非開催、後期はオンライン(Zoom)形式で開催

①10/13（火）

②11/10（火）

(環境情報学部)

関　　根

③ 12/8（火）

(総合政策学部)
松　　井

【2019 四日市大学ビブリオバトル 】

③10/29（火）
　千葉ゼミ

④11/26（火）

　小林ゼミ

　井岡ゼミ

①6/25（火）

　大八木ゼミ

②9/27（金）



開催日 推 薦 者 書　　名　　（赤字：チャンプ本） ゼミ担当教員

永井博(教員) トルストイの散歩道１　人は何で生きるか ----

木村眞知子(教員) 異邦人 ----

牛島賢(教員) 星野リゾートの事件簿 ----

富田与(教員) 12世紀のアニメーション ----

加納光(教員) 流れる星は生きている ----

岩崎祐子(教員) エビと日本人 ----

高田晴美(教員) イラクサ ----

池田幹男(教員) いかなる手段をとろうとも ----

松本和彦(事務職員) 面白くて眠れなくなる社会学 ----

鈴木昂樹（総合4年） 生かされて生きる―震災を語り継ぐ 　鬼頭ゼミ

長峯　慶（総合4年） 仕事はこんなに面白い 　松井ゼミ

上田辰彦（環境4年） カエルの楽園

高田優人（環境4年） よるのばけもの

中村幸成（経済4年） 知らないと恥をかく世界の大問題 　高木ゼミ

シュレスタ　ギャネンドラ（経済4年） ダッスガッザマ ウヴィエラ（国境に立つ） 　李ゼミ

小林了恵（総合3年） 土壇場力 　小林ゼミ

川原大弥（総合3年） １球の重み 　若山ゼミ

岡田勘太（環境3年） 神様の御用人 　牧田ゼミ

アタバットゥ パヴィトラ キットミニ ガヤーン（環境3年） シャーロックホームズの冒険 　木村ゼミ

倉田拓海（経済3年） ソフィーの世界 　牛島ゼミ

黒川徹（経済3年） 古事記

田中雄太（経済3年） どろろ

鈴木夢人（総合2年） 世界から猫が消えたなら 　小泉ゼミ

瀬田もなみ（総合2年） 三四郎 　高田ゼミ

大澤拓馬（総合2年） バカヤンキーでも死ぬ気でやれば世界の名門大学で戦える 　鶴田ゼミ

伊藤世七（総合2年） ぼくは勉強ができない 　中西ゼミ

長戸楓華（環境2年) ＠ベイビーメール

松本奈瑠三（環境2年） イノセントデイズ

ケ シ ブペンドラ（環境2年） 君の膵臓をたべたい 　木村ゼミ

ガウタム　ロサン （総合1年） A Flower in the Midst of Thorns 　岩崎ゼミ

勝美ジョナタン(総合１年) 君の膵臓をたべたい 　富田ゼミ

ナビラ　サーサビラ（環境1年） リライト

川名遼太(環境１年) 純潔のマリア

北　昇真（環境1年） 境界のＲＩＮＮＥ

【2018 四日市大学ビブリオバトル 】

⑦1/10（木）

(1年生)
 所属ゼミなし

④10/18（木）

(4年生)

　大八木ゼミ

⑤12/6（木）

(3年生)

　熊澤ゼミ

⑥12/13（木）

(2年生)

　黒田ゼミ

①5/17(木）

(教員)

②6/14（木）

(教員)

③7/12（木）

(教員)


