
天秤の護り人 安澄 加奈 ポプラ社

入れ子細工の夜 阿津川 辰海 光文社

残心 凜の弦音 我孫子 武丸 光文社

空を切り裂いた 飴村 行 新潮社

死神を祀る 大石 大 双葉社

奇跡集 小野寺 史宜 集英社

南蛮の絆 多聞と龍之進 大村 友貴美 双葉社

夏鳥たちのとまり木 奥田 亜希子 双葉社

広重ぶるう 梶 よう子 新潮社

空をこえて七星のかなた 加納 朋子 集英社

孤剣の涯て 木下 昌輝 文藝春秋

氷の致死量 櫛木 理宇 早川書房

ワカレ花 けんご 双葉社

情事と事情 小手鞠 るい 幻冬舎

レーテーの大河 斉藤 詠一 講談社

さざなみの彼方 佐藤 雫 集英社

沈みかけの船より、愛をこめて 乙一∥他 朝日新聞出版

奇跡のミシン 天国の声、届けます 清水 有生 双葉社

<磯貝探偵事務所>からの御挨拶 小路 幸也 光文社

任俠ショコラティエ 新堂 冬樹 双葉社

この恋が壊れるまで夏が終わらない 杉井 光 新潮社

鎮魂 染井 為人 双葉社
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＊日本の小説＊



戴天 千葉 ともこ 文藝春秋

化物園 恒川 光太郎 中央公論新社

観覧車は謎を乗せて 朝永 理人 宝島社

水の月 中江 有里 潮出版社

ダンシング玉入れ 中山 可穂 河出書房新社

棘の家 中山 七里 KADOKAWA

雨滴は続く 西村 賢太 文藝春秋

パパイヤ・ママイヤ 乗代 雄介 小学館

スパイコードW 福田 和代 KADOKAWA

ウェルカム・ホーム! 丸山 正樹 幻冬舎

天空の密室 未須本 有生 南雲堂

名もなき子 水野 梓 ポプラ社

忍者に結婚は難しい 横関 大 講談社

高く翔べ 快商・紀伊國屋文左衛門 吉川 永青 中央公論新社

よみぐすり 坂口 恭平 東京書籍

人生相談 谷川俊太郎対談集 谷川 俊太郎∥他 朝日新聞出版

万感のおもい 万城目 学 夏葉社

とあるひととき 作家の朝、夕暮れ、午後十一時 三浦 しをん∥他 平凡社

今日は、これをしました 群 ようこ 集英社

リリアンと燃える双子の終わらない夏 ケヴィン ウィルソン 集英社

メアリ・ヴェントゥーラと第九王国 シルヴィア プラス 集英社

気狂いピエロ ライオネル ホワイト 新潮社

もう行かなくては イーユン リー 河出書房新社

呼び出し ヘルタ ミュラー 三修社

夜の少年 ローラン プティマンジャン 早川書房

＊エッセイ＊

＊外国の小説＊



Word & Excel 2021やさしい教科書 国本 温子∥他 SBクリエイティブ

認知バイアス見るだけノート 齊藤 勇∥監修 宝島社

御朱印でめぐる全国のお寺 地球の歩き方編集室∥編 地球の歩き方

帝国の崩壊 上･下 鈴木 董 山川出版社

速読日本史 2倍速で読めて、忘れない 金谷 俊一郎 ワニブックス

お江戸暮らし 杉浦日向子エッセンス 杉浦 日向子 筑摩書房

アウシュヴィッツのお針子 ルーシー アドリントン 河出書房新社

北海道廃線紀行 草原の記憶をたどって 芦原 伸 筑摩書房

日本復活! 藤井 聡∥他 かや書房

独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 池上 彰 文藝春秋

いまさら聞けないビジネス用語BOOK 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

50歳からの賢い住宅購入 千日 太郎 同文舘出版

人生、しばしばホームレス かっちゃん∥談 さくら舎

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智子 筑摩書房

動物行動学者、モモンガに怒られる 小林 朋道 山と溪谷社

なつのやまのとり piro piro piccolo 山と溪谷社

老けない人が食べているもの 工藤 あき アスコム

日本建築を作った職人たち 浜島 一成 吉川弘文館

飛行機大図鑑 航空科学博物館∥監修 ニュートンプレス

はじめてのドライフード CAMMOC 山と溪谷社

米粉のシフォンケーキ 田中 可奈子 主婦の友社

子育て世代のための快適移住マニュアル 金丸 知弘 誠文堂新光社

琉球の富 柳 宗悦 筑摩書房

推したい私の韓国語 イ ダヒ ワニブックス

やりなおし世界文学 津村 記久子 新潮社

壁とともに生きる わたしと「安部公房」 ヤマザキ マリ NHK出版

＊その他＊



東大教授がおしえるシン・日本史 本郷 和人 扶桑社

動物園・水族館のクイズ図鑑 学研プラス

高齢者を知ろう! 脳と身体の変化から接し方まで 平松 類∥監修 PHP研究所

なんで信長はお城を建てたの? 畑中 英二 新泉社

めざせ鉄道博士!日本全国鉄道路線地図 完全版 地理情報開発∥編 永岡書店

15才までに覚えたい言葉2000 高濱 正伸∥他監修 永岡書店

一撃をねらえ! あさだ りん 金の星社

ハッピー・クローバー! 高田 由紀子 あかね書房

ソロ沼のものがたり 舘野 鴻 岩波書店

マグノリアの森 中川 なをみ あかね書房

本おじさんのまちかど図書館 ウマ クリシュナズワミー フレーベル館

おもちゃ屋のねこ リンダ ニューベリー 徳間書店

しっかりママにつかまって! ボルネオ島のおはなし 市川 里美 BL出版

ねこのこね 石津 ちひろ アリス館

まよなかのバスてい 古内 ヨシ 大日本図書

ピヤキのママ ペク ヒナ ブロンズ新社

パパのかえりがおそいわけ キム ヨンジン 岩崎書店

2ひきのカエル そのぼうきれ、どうすんだ? クリス ウォーメル 徳間書店

＊こどもの本＊

図書館にはほかにもたくさんの本があります。

お探しの本が見つからないときは、お気軽にお尋ねください。

また、ご自身のパソコン・スマートフォンから図書館の

資料検索・予約ができます。

《電子書籍サービス”まつばら電子図書館”よりご案内》

電子書籍サービスは24時間ご利用いただけます。

ぜひご利用ください。
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電子図書館


