
バールの正しい使い方 青本 雪平 徳間書店

名探偵の生まれる夜 青柳 碧人 KADOKAWA

ユア・プレゼント 青山 美智子 PHP研究所

友よ 赤神 諒 PHP研究所

植物少女 朝比奈 秋 朝日新聞出版

超常気象 朝松 健∥他 光文社

恩送り 麻宮 好 小学館

南海ちゃんの新しいお仕事 新井 素子 角川春樹事務所

PD検察の犬たち 荒木 源 小学館

一睡の夢 伊東 潤 幻冬舎

家康の海 植松 三十里 PHP研究所

骨灰 冲方 丁 KADOKAWA

殲滅特区の静寂 大倉 崇裕 二見書房

鎌倉駅徒歩8分、空室あり 越智 月子 幻冬舎

カプチーノ・コースト 片瀬 チヲル 講談社

江戸一新 門井 慶喜 中央公論新社

ロータス 加藤 元 実業之日本社

密室狂乱時代の殺人 鴨崎 暖炉 宝島社

見果てぬ王道 川越 宗一 文藝春秋

タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース 窪 美澄 筑摩書房

兜町の男 黒木 亮 毎日新聞出版

ここでは誰もが噓をつく 嶋中 潤 講談社
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＊日本の小説＊



君の地球が平らになりますように 斜線堂 有紀 集英社

影と踊る日 神護 かずみ 講談社

詩歌探偵フラヌール 高原 英理 河出書房新社

遅刻する食パン少女 田丸 雅智 光文社

妖変未来記 東郷 隆 出版芸術社

祝祭のハングマン 中山 七里 文藝春秋

なまえは語る 新津 きよみ 実業之日本社

君の教室が永遠の眠りにつくまで 鵺野 莉紗 KADOKAWA

食われる国 萩 耿介 中央公論新社

ここが終の住処かもね 久田 恵 潮出版社

わたしのアグアをさがして 深沢 潮 KADOKAWA

シュレーディンガーの少女 松崎 有理 東京創元社

ある愛の寓話 村山 由佳 文藝春秋

中庭のオレンジ 吉田 篤弘 中央公論新社

じゃむパンの日 赤染 晶子 palmbooks

諦念後 小田嶋 隆 亜紀書房

女のイイ顔 田辺 聖子 中央公論新社

積み木シンドローム 森 博嗣 講談社

おつかれ、今日の私。 ジェーン スー マガジンハウス

一日三秋 劉 震雲 早川書房

暗闇の梟 マックス アフォード 論創社

線が血を流すところ ジェスミン ウォード 作品社

グリーン・ロード アン エンライト 白水社

ゴシップ屋の死 M.C.ビートン 文芸社

ノーマル・ピープル サリー ルーニー 早川書房

＊外国の小説＊

＊エッセイ＊



AI 2041 カイフー リー∥他 文藝春秋

今と未来がわかる色彩心理 南 涼子 ナツメ社

私たちは思い込みから逃れられない? 鈴木 敏昭 総合法令出版

マインド・リセット 上阪 徹 三笠書房

運命が変えた世界史 上･下 フランク フェラン 原書房

琉球・沖縄を知る図鑑 田名 真之∥監修 平凡社

日本の家紋とデザイン 濱田 信義∥編 パイインターナショナル

地政学で読みとく「これからの世界」 村山 秀太郎∥監修 世界文化社

天才読書 山崎 良兵 日経BP

ふくもの暦 本間 美加子 マイクロフィッシュ

地球外生命を探る 松井 孝典 山と溪谷社

中国伝統医学 名医・名著小百科 小曽戸 洋 大修館書店

ゆる～く、ととのうこころ漢方 櫻井 大典 ナツメ社

世界の水辺都市への旅 芦川 智∥編 彰国社

段染め糸の刺繡 小西 ゆり 日本文芸社

男のロジカル美容75 荒木 尚子 主婦の友社

使い切れない農地活用読本 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会

100均資本主義 郭 洋春 プレジデント社

関西の私鉄格差 新田 浩之 河出書房新社

空模様の描き方 クメキ 玄光社

70歳からの椅子筋トレ 枝光 聖人 家の光協会

山の今昔物語 工藤 隆雄 天夢人

四季を感じる毎朝音読 寺田 理恵子 さくら舎

やっぱり悩ましい国語辞典 神永 曉 時事通信出版局

作家超サバイバル術! 中山 七里∥他 光文社

短歌のガチャポン 穂村 弘∥編 小学館

＊その他＊



アルゴリズムを考えよう ケイトリン シウ ほるぷ出版

ココ・シャネルのことばと人生 高野 てるみ∥監修 ポプラ社

ルールびっくり事典 こざき ゆう ポプラ社

子どものためのソーシャルスキルブック 藤枝 静暁∥監修 少年写真新聞社

ネズミなんびきでゾウになる? トレイシー ターナー 小学館

ずかん貝のからだ 清水 洋美 技術評論社

そうだったのか!まちのひみつ図鑑 チャイルド本社

作って発見!日本の美術 金子 信久 東京美術

黒ゐ生徒会執行部 にかいどう 青 PHP研究所

エツコさん 昼田 弥子 アリス館

いつか空の下で 堀 直子 汐文社

ガリバーのむすこ マイケル モーパーゴ 小学館

トロリーナとペルラ ドナテッラ ヅィリオット 岩波書店

おにのパンツのそのあとは… 志村 まゆみ 新日本出版社

どうぶつどっちからよんでも たぶんぶた 本村 亜美 絵本館

いつつごうさぎとゆきのもり まつお りかこ 岩崎書店

アグネスさんとわたし ジュリー フレット 岩波書店

どんないえにすみたい? ジョージ メンドーサ 好学社

＊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、お気軽におたずねください。

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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