
※各大会は状況により中止となる場合があります。日程は後日県立図書館 HP に掲載予定です。または各問い合わせ先へお問い合わせください。

和歌山県大会
日時：令和４年 12 月 18 日（日）
場所：和歌山県立図書館（和歌山市）

全国大会開催　
令和5年 1～2月予定
決定次第当館ＨＰで
お知らせします。

募集期間
令和4年９月１日(木)
▶令和4年10月7日(金)
　　　　　　　　  [必着]

応募等、詳しくは裏面をご覧ください。

主催：和歌山県教育委員会・主管：和歌山県立図書館 主催：和歌山県教育委員会・主管：和歌山県立図書館・後援：活字文化推進会議

令和４年度子供の読書活動推進

ビブリオバトル
和歌山県大会

令和４年度子供の読書活動推進

ＰＯＰコンクール
中高生の皆さん！
自分のオススメ本を
ＰＯＰにしてみませんか！

中高生
読書まつり
ビブリオバトル和歌山県大会・表

彰式

POPコンクール　表彰式

会場：和歌山県立図書館

（和歌山市西高松一丁目7-38）

12月

18日
(日)

（優秀賞・高校生の部）（最優秀賞・高校生の部） （優秀賞・中学生の部）

令和 3年度 受
賞作品

ＰＯＰ
募 集

ＰＯＰとは、本を読み
たい気持ちにさせる文
章やイラストをかいた
カードのことです。

（最優秀賞・中学生の部）

問い合わせ先 参加対象 問い合わせ先 参加対象
和歌山市民図書館
℡ 073-432-0010 和歌山市に在住、在籍の中高生 海南 nobinos

℡ 073-483-8739 海南市に在住、在籍の中高生

橋本市図書館
℡ 0736-33-0899

橋本市、九度山町、高野町に在住、
在籍の中高生

有田市図書館
℡ 0737-82-3220 有田市に在住、在籍の中高生

御坊市立図書館
℡ 0738-22-0441

御坊市、美浜町、日高町、日高川
町に在住、在籍の中高生

田辺市立図書館
℡ 0739-22-0697 田辺市に在住、在籍の中高生

新宮市立図書館
℡ 0735-22-2284 新宮市に在住、在籍の中高生

紀の川市立河北図書館
℡ 0736-78-2010
紀の川市立河南図書館
℡ 0736-64-4614

紀の川市に在住、在籍の中高生

岩出市立岩出図書館
℡ 0736-62-7222 岩出市に在住、在籍の中高生 紀美野町教育委員会

℡ 073-489-5915 紀美野町に在住、在籍の中高生

かつらぎ町立図書館
℡ 0736-22-0303 かつらぎ町に在住、在籍の中高生 有田川町教育委員会

℡ 0737-52-2111
湯浅町、広川町、有田川町に在住、
在籍の中高生

由良町教育委員会
℡ 0738-65-1800 由良町に在住、在籍の中高生 印南町教育委員会

℡ 0738-42-1700 印南町に在住、在籍の中高生

みなべ町教育委員会
℡ 0739-74-2191 みなべ町に在住、在籍の中高生

白浜町教育委員会
℡ 0739-43-5830
上富田町教育委員会
℡ 0739-47-5930
すさみ町教育委員会
℡ 0739-55-2146

白浜町、上富田町、すさみ町に在住、
在籍の中高生

那智勝浦町教育委員会
℡ 0735-52-4686 那智勝浦町に在住、在籍の中高生 太地町教育委員会

℡ 0735-59-2335 太地町に在住、在籍の中高生

古座川町教育委員会
℡ 0735-72-3344 古座川町に在住、在籍の中高生 北山村教育委員会

℡ 0735-49-8010 北山村に在住、在籍の中高生

串本町教育委員会
℡ 0735-67-7260 串本町に在住、在籍の中高生

書評バトルを

　　観戦しよう！
お気に入りの

　　本を語ろう！

地域大会



○ＰＯＰコンクールの応募について　
（１）作品応募期間　令和４年９月１日（木）～令和４年１０月７日（金）［必着］
（２）応募資格　和歌山県内に在住・通学の方

○中学生の部 ･･･ 中学校・中等部在籍者又は中学生相当年齢
○高校生の部 ･･･ 高等学校・高等部在籍者又は高校生相当年齢

（３）対象資料 ･･･ 図書のみ（マンガ、雑誌は不可。）
（４）ＰＯＰ規格

①大きさ：官製ハガキサイズ（100mm× 148mm）
大きさは、最小 90㎜× 140㎜　最大 107㎜× 154㎜までは可。
長方形以外、二つ折り、ポップアップ、厚みのあるものの貼り付けは不可。

②作品材質：官製ハガキ、または同程度の厚みのある紙
③画材：自由
④紹介文：字数制限はありません（本のタイトル、著者名は必ず記載。誤字脱字に注意。）
⑤応募点数：１人につき１点
⑥オリジナル作品で、今年度（令和４年４月１日以降）に作成された手書きのものに限ります。
⑦表紙のイラストなど著作権を侵害するような既存作品（キャラクター・字体・デザイン等）の使用はできません。
また、本の中身や帯、インターネットで公開されている紹介文をそのまま写した文章等の使用はできません。

（５）応募方法
学校単位で応募する方法と個人で応募する方法があります。
①【学校単位で応募する場合】団体用応募票に必要事項を記入の上、各ＰＯＰ作品の裏面に貼り付けて、来館、
または郵送にてご応募ください。その際、応募作品の合計点数をお知らせください。

②【個人で応募する場合】個人用応募票に必要事項を記入の上、各ＰＯＰ作品の裏面に貼り付けて、来館、また
は郵送にてご応募ください。ハガキで郵送する際には、表面に宛名を記入の上、応募票を貼りご応募ください。

応募先住所：〒 641-0051　和歌山市西高松一丁目７－３８
和歌山県立図書館「ＰＯＰ」係　宛

（６）その他
①応募作品の著作権・所有権は主催者に帰属します。
②応募作品は返却しません。
③応募作品のうち入賞および佳作作品（作成者氏名等を含む。）は当館
ホームページ掲載や展示等での活用を予定しています。

○選考について
（１）第１次審査 ･･･ 当館職員による審査
（２）第２次審査 ･･･ 審査員による審査で各賞決定

各賞：最優秀賞 (各部 1点 )、優秀賞 (各部 1点 )、奨励賞、佳作
※令和４年１２月１８日の中高生読書まつりで各賞の作品紹介および
入賞者の表彰を行います。

○問い合わせ先
和歌山県立図書館・TEL　073-436-9520

○ビブリオバトル公式ルール
①発表者（バトラー）が読んで面白いと思った本を持って集まる。
②順番に一人５分間で本を紹介する。
③それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを２～３分行う。
④全員の発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか？」を基準とした投票を参加者全員で行い、最多票を集
めたものを「チャンプ本」とする。

（知的書評合戦ビブリオバトル公式サイトより）
○和歌山県大会への参加について
《参加資格》
各地域大会（表参照）で選出された中学生・高校生又は中学生・高校生相当年齢
※関西大会等から全国大会へ出場する者の出場は不可とします。

○和歌山県大会の観戦者（オーディエンス）について
ビブリオバトルを観戦し投票できることを条件とします。申し込みは不要です。

○紹介本について
・公序良俗に反する本、マンガは不可とします。
・和歌山県大会で紹介する本は地域大会で紹介した本と同一とします。

○問い合わせ先
和歌山県立図書館・TEL　073-436-9520　　　

○来場について
・駐車台数が限られているため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

　昨年度のビブリオバトル和歌山県大会チャンプ本紹介

・中学生の部
　　　『逆ソクラテス』伊坂　幸太郎／著　集英社
　　　　（紹介者：かつらぎ町立笠田中学校　松下幸太郎さん）※全国中学ビブリオバトル準優勝

・高校生の部
　　　『ウケる技術』小林昌平　山本周嗣　水野敬也／著　新潮社
　　　　（紹介者：県立串本古座高等学校　清野健太郎さん）

中高生読書まつり・POPコンクール中高生読書まつり・ビブリオバトル和歌山県大会

（	 ）

（団体用応募票）
「中高生読書まつり・POPコンクール」応募票
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象 
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書

書　名
著　者
出版社
出版年

応 

募 

者

（ふりがな）
氏　名

ペンネーム
※展示や HP 掲載時に希望される方

学　年 年 年　齢 歳

連 

絡 

先

学校名
（ふりがな）
ご担当者名

（コピー可）

（個人用応募票）
「中高生読書まつり・POPコンクール」応募票
対 

象 

図 

書

書　名
著　者
出版社
出版年

応 

募 

者

（ふりがな）
氏　名

ペンネーム
※展示や HP 掲載時に希望される方

住　所
TEL

学　年 年 年　齢 歳
所属 学校名

（コピー可）（写真）令和３年度の決勝の様子（県立図書館）

中高生読書まつり　会場：和歌山県立図書館

南海
和歌山市駅

南海本線（至：なんば）

国道２４号線

国道４２号線

和歌山バス「高松バス停」下車徒歩数分

和歌山
市役所
●

和歌山城県庁
●

日赤
和歌山医療センター

高松
バス停

秋葉山公園 県立医大

JR阪和線
（至：天王寺）

JR
和歌山駅

至：和歌山 I.C.

至：海南 I.C.

和歌山県立
図書館

メッサオークワ
高松店

JRきのくに線
（至：新宮）




