
作品名 著者名

“Ｉｔ”と呼ばれた子　１　ジュニア版 デイヴ・ペルザー【著】

「やる気スイッチ」が入る！３０のヒント 松田　正男【著】

「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希　一樹【著】,ｕｓｉ

１３歳のシーズン あさの　あつこ【著】

３６５日世界一周絶景の旅 ＴＡＢＩＰＰＯ【編】

３月のライオン

５秒後に意外な結末 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ

５分後に思わず涙。 桃戸　ハル【編著】,田中　寛崇

Ｆｉｒｅ◎Ｆｌｏｗｅｒ　１，２ ｈａｌｙｏｓｙ,雨宮　ひとみ【著】

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　１、２ 長月　達平【著】

ＳＯＳの猿 伊坂　幸太郎【著】

アイデアいっぱいのこだわりお菓子 林口　宰士【著】

あさきゆめみし　１～３ 大和　和紀【著】

あそこの席 山田　悠介【著】

アナと雪の女王 サラ・ネイサン，セラ・ローマン【著】,しぶや　まさこ【訳】,

あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ【著】

アンネ・フランク アン・クレイマー【著】,小木曽　絢子【訳】

いじめ－ひとりぼっちの戦い 五十嵐　かおる【著】

インターネット 岡村　友之【著】

ヴィヨンの妻 太宰　治【著】

エメラルド・アトラス ジョン・スティーブンス【著】,片岡　しのぶ【訳】

えんとつ町のプペル にしの　あきひろ【著】

オーバーロード　３，４ 丸山　くがね【著】,ｓｏ‐ｂｉｎ

おかんメール　〔１〕 『おかんメール』制作委員会【編】

おりがみで作る箱 布施　知子【著】

おりの中の秘密 ジーン・ウィリス【著】,千葉　茂樹【訳】

オリンピック・パラリンピック全競技　２ 日本オリンピック・アカデミー【監修】

オンライン！１～３ 雨蛙ミドリ,大塚　真一郎

カーズ２ アイリーン・トリンブル【著】,橘高　弓枝【訳】

かがみの孤城 辻村　深月【著】

カゲロウデイズ１～８ じん（自然の敵Ｐ）【著】

カゲロウデイズで中学生からの勉強法が面白いほどわかる本 じん（自然の敵Ｐ）,しづ,わんにゃんぷー,あさひまち,清水　章弘【監修】

カラダ探し　〔第１夜〕上下 ウェルザード【著】

かわいい！イラスト ハッピーガールズ委員会【編】

かわいいデザート・おかし たかはし　みき【画】

かわいいハムスターの育て方 主婦の友社【編】

かんたん！デコ文字 ハッピーガールズ委員会【編】

キノの旅　１、２ 時雨沢　恵一

きみスキ 梨屋　アリエ【著】

キラキラ！プロフ帳＆デコレター ハッピーガールズ委員会【編】

きれいな４泳法がだれでも泳げる！

くまのプーさん Ａ．Ａ．ミルン【原著】,倉田　真木【著】

グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー【著】,中井　はるの【訳】

グレッグのダメ日記なんとか、やっていくよ ジェフ・キニー【著】,中井　はるの【訳】

ゲート　１　上下　 柳内　たくみ【著】

ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎【著】

サクラ咲く 辻村　深月【著】

サッカーのスゴイ話　ワールドカップのスゴイ話 本多　辰成【著】,新井　優佑【編】

しあわせトリック おかの　きんや【著】

シャーロック・ホームズ全集　１ コナン・ドイル【著】,各務　三郎【訳】

ジュニアスポーツ　上級編　６ 栂野尾　昌一【著】

スラムダンク勝利学 辻　秀一【著】

ソードアート・オンライン　１ 川原　礫

ソードアート・オンラインプログレッシブ　１ 川原　礫

そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー【著】,青木　久惠【訳】

その時までサヨナラ 山田　悠介【著】

ちはやふる　２　バイリンガル版 末次　由紀【著】,ステュウット・ヴァーナム・アットキン，とよざき　ようこ【訳】,

鶴見中学校図書館人気作品

興味のある人はリクエスト票に記入して貸出リクエストＢＯＸへ入れてくださいね！

（昨年度人気のあった作品リスト）



チャレンジミッケ！　４ ウォルター・ウィック【著】,糸井　重里【訳】

チョコレートスイーツ

ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋【著】

デート・ア・ライブ１～１２ 橘　公司【著】

デュラララ！！ 成田良悟

デュラララ！！　×２ 成田　良悟【著】

とある魔術の禁書目録（インデックス）　１～２２ 鎌池　和馬

トイ・ストーリー３ ジャスミン・ジョーンズ【著】,倉田　真木【訳】

トキメキ☆星うらない 小泉　茉莉花【著】,松上　はる菜【画】

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン【著】,ケビン・ホークス【画】,福本　友美子【訳】

となりにいるのは、だれ？ Ｒ．Ｌ．スタイン【著】,津森　優子【訳】,照世【画】

ドラえもん　Ｖｏｌｕｍｅ８ 藤子・Ｆ・不二雄【著】

トリックアート図鑑ふしぎ絵 グループ・コロンブス【著】

ナミヤ雑貨店の奇跡(中国語） 東野圭吾

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾

のはらうたわっはっは 工藤　直子【著】

ハイキュー！！ショーセツバン！！　１～９ 古舘　春一,星　希代子

パイレーツ・オブ・カリビアン－生命の泉 ジェームズ・ポンティ【著】,橘高　弓枝【訳】

バカとテストと召喚獣　１～６．５ 井上　堅二

はじめてでも、かんたん！おいしいチョコスイーツ 矢作　千春【著】

はじめてでもおいしくできる！基本のお菓子８７選 食のスタジオ【編】

はじめてでもかんたん！スイーツ 中津川　かおり　

はじめての消しゴムはんこ 山田　泰幸【著】

はだしのゲン　第３巻 中沢　啓治

ハッピーになれるバースデー占い　愛蔵版 鏡　リュウジ【著】

はてしない物語 ミヒャエル・エンデ【著】,上田　真而子，佐藤　真利子【訳】,

パラレルワールド 小森　香折【著】,森友　典子【画】

ハリー・ポッターと炎のゴブレット上下 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】

ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】

ハル１，２ クォン　デウォン【著】,Ｂａｒｕｎｓｏｎ【画】,蓮池　薫【訳】

ひぐらしのなく頃に　第１話〔上下〕 竜騎士０７【著】

ひんやりおいしい冷たいスイーツ 宮沢　うらら【著】

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子

フーガはユーガ 伊坂　幸太郎【著】

ブラック・ジャック１～１１ 手塚　治虫【著】

プロに教わる１秒で心をつかむＰＯＰのつくり方

ペンギン・ハイウェイ 森見　登美彦

ヘンゼルとグレーテル ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,小澤昔ばなし研究所【著】,

ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１～６ ママチャリ【著】

ぼくの頭はどこだ Ｒ．Ｌ．スタイン【著】,津森　優子【訳】,照世【画】

ポケットの中の絆創膏 藤咲　あゆな

また、同じ夢を見ていた 住野　よる【著】

マレフィセント エイザベス・ルドニック

まんが・アニメの大常識 おかだ　えみこ，他【著】,

マンガのキャラ作り入門 塚本　博義【編】

ミッキー！これ英語でなんていうの？英和・和英じてん 学研辞典編集部【編】

メモリーを消すまで　上 山田　悠介【著】

もじ鉄 石川　祐基【著】

ヤキモチの答え ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ,藤谷　灯子【著】

よこしまくん劇場 大森　裕子【著】

ラブリー風水＆おまじない 小泉　茉莉花【著】,みずな　ともみ【画】

リロイ・アンド・スティッチ 橘高　弓枝【著】

ルパン対ホームズ モーリス・ルブラン【原著】,南　洋一郎【著】

わくわく切り紙昆虫館 今森　光彦【著】

わらう腹話術人形 Ｒ．Ｌ．スタイン【著】,津森　優子【訳】,照世【画】

闇の本 緑川　聖司,竹岡　美穂

英検３級総合対策教本

英検４級総合対策教本

塩の街 有川　浩

横浜駅ＳＦ 柞刈　湯葉【著】,田中　達之

王様ゲーム 金沢　伸明【著】



化物語　上 西尾　維新【著】

仮面病棟 知念　実希人【著】

花火の図鑑 泉谷　玄作【著】

怪人二十面相 江戸川　乱歩【著】

怪盗ピーター＆ジェニイ 美波　蓮

怪物はささやく パトリック・ネス【著】,池田　真紀子【訳】

絵をかく仕事なり方完全ガイド 学習研究社【編著】

楽器の仲間

鬼の跫音 道尾　秀介【著】

京急電鉄のひみつ ＰＨＰ研究所

鏡のむこう側 Ｒ．Ｌ．スタイン【著】,津森　優子【訳】,照世【画】

響け！ユーフォニアム　〔１〕 武田　綾乃【著】

金の本 緑川　聖司【著】,竹岡　美穂【画】

銀河鉄道の夜 宮沢　賢治【著】

銀魂３年Ｚ組銀八先生 空知　英秋，大崎　知仁【著】,

空想科学読本　１４　名キャラ対決！どっちがすごい！？編 柳田　理科雄【著】

空想科学読本　１５　愛は地球を滅ぼす編 柳田　理科雄【著】

空想科学読本　１６ 柳田　理科雄【著】

君空　上下 美嘉【著】

劇場版黒子のバスケＬＡＳＴ　ＧＡＭＥ 藤巻　忠俊,平林　佐和子

幻想映画館 堀川　アサコ

古代エジプトの数学問題集を解いてみる 三浦　伸夫【著】

江戸川乱歩名作ベストセレクション　２－１ 江戸川　乱歩【著】

高校受験で成功する！中学生の「合格ノート」教科別必勝ポイント５５小沢　淳【監修】

告白 湊　かなえ【著】

告白予行練習 ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ,藤谷　灯子【著】

国旗と地図

黒い本 緑川　聖司【著】,竹岡　美穂【画】

今好きになる。 ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ,藤谷　灯子【著】

桜ノ雨　〔１〕 ｈａｌｙｏｓｙ,藤田　遼【著】,スタジオ・ハードデラックス【著】

桜前線異常ナシ 美波　蓮

思いどおりのキャラが描けるテクニックＢＯＯＫ

指輪物語　１～５ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン【著】,瀬田　貞二，田中　明子【訳】,

死神の精度 伊坂　幸太郎【著】

事前に調べる修学旅行パーフェクトガイド北海道　北東北

実験対決　２１ 洪　鐘賢,〔ＨＡＮＡ　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ．,ストーリーａ．

手塚治虫の旧約聖書物語　２

呪う本 緑川　聖司,竹岡　美穂

春日坂高校漫画研究部　１～３ あずまの　章【著】

初恋の絵本 ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ,藤谷　灯子【著】

渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない　〔１〕 夜野　せせり,森乃　なっぱ

小説　ちはやふる　中学生編 時海　結以

少女 湊　かなえ【著】

少年探偵団 江戸川　乱歩【著】

織田信長 すぎた　とおる【原著】,早川　大介【画】

人間失格 太宰　治【著】

人喰いグルール Ｒ．Ｌ．スタイン【著】,津森　優子【訳】,照世【画】

水泳

水木しげる妖怪クイズ大百科 水木　しげる【著】

世界から猫が消えたなら 川村　元気【著】

世界のともだち　０２ 〓　昭

世界の国旗・国章歴史大図鑑 苅安　望【著】

青い本 緑川　聖司【著】,竹岡　美穂【画】

昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ３ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班【編】,坂口　理子,イマセン,伊野　孝行

赤い本 緑川　聖司【著】,竹岡　美穂【画】

赤の他人だったら、どんなによかったか。 吉野　万理子【著】

切り紙１２か月 今森　光彦【著】

切り紙昆虫館 今森　光彦【著】

窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子,いわさき　ちひろ

走れメロス 太宰　治【著】

探し物は恋なんです 白石　まみ【著】

蜘蛛の糸 芥川　龍之介【著】

中学校の地理が１冊でしっかりわかる本 宮路　秀作【著】



鉄道

天と地の方程式　１、２ 富安　陽子【著】,五十嵐　大介【画】

伝説の魔女 美波　蓮

途中下車 美嘉

都市伝説超百科 都市伝説研究会【編】

東京ディズニーランドテーマランド別ガイド

東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状　第１巻東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ【著】

東方儚月抄 ＺＵＮ【著】

当たりすぎて怖い心理テスト 中嶋　真澄【著】

日本の空襲　４　神奈川・静岡・新潟・長野・山梨 今井　清一【著】

日本人の知らない日本語 蛇蔵，海野　凪子【著】,

博士の愛した数式 小川　洋子【著】

白いジャージ ｒｅＹ【著】

白い本 緑川　聖司【著】,竹岡　美穂【画】

秘境＆深海怪魚超百科 小塚　拓矢【編】

美女と野獣 ザンティ・スミス・セラフィン【著】

美女と野獣 Ａ．Ｌ．シンガー【著】,橘高　弓枝【訳】

部活やめてもいいですか。 梅津　有希子,片塩　広子

文豪ストレイドッグス１～３ 朝霧　カフカ

崩れる脳を抱きしめて 知念　実希人【著】

万能鑑定士Qの事件簿ⅩⅡ 松岡圭祐

未確認動物ＵＭＡの謎

蜜蜂と遠雷 恩田　陸【著】

名探偵コナン　ゼロの執行人 青山　剛昌,桜井　武晴,水稀　しま【著】

夜行 森見　登美彦【著】

夜行観覧車 湊　かなえ【著】

約束 樹香梨【著】

恋愛裁判　僕は有罪　ギルティ？ 西本　紘奈

恋結び ゆいっと【著】

恋色に咲け ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ,藤谷　灯子【著】,香坂　茉里【著】


