
生皮 井上 荒野 朝日新聞出版

テウトの創薬 岩木 一麻 KADOKAWA

魍魎回廊 宇佐美 まこと∥他 朝日新聞出版

夏に祈りを 織守 きょうや 東京創元社

七代目銭形平次の嫁なんです 神楽坂 淳 朝日新聞出版

午前0時の身代金 京橋 史織 新潮社

おしゃべりな部屋 川村 元気∥他 中央公論新社

怪談四十九夜 病蛍 黒木 あるじ∥編 竹書房

喜べ、幸いなる魂よ 佐藤 亜紀 KADOKAWA

眼球達磨式 澤 大知 河出書房新社

たとえ世界を敵に回しても 志駕 晃 KADOKAWA

パンとサーカス 島田 雅彦 講談社

ゴールドサンセット 白尾 悠 小学館

大河への道 立川 志の輔∥原作 河出書房新社

世界が青くなったら 武田 綾乃 文藝春秋

致死量の友だち 田辺 青蛙 二見書房

パラレル・フィクショナル 西澤 保彦 祥伝社

泣き虫先生 ねじめ 正一 新日本出版社

月の王 馳 星周 KADOKAWA

ロング・アフタヌーン 葉真中 顕 中央公論新社

細野晴臣 夢十夜 細野 晴臣∥原作 KADOKAWA
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＊日本の小説＊



幻想遊園地 堀川 アサコ 講談社

無月の譜 松浦 寿輝 毎日新聞出版

シェア 真梨 幸子 光文社

永いおあずけ みうら じゅん 新潮社

少年空海アインシュタイン時空を超える 三田 誠広 春陽堂書店

アルツ村 南 杏子 講談社

風の港 村山 早紀 徳間書店

君たちはしかし再び来い 山下 澄人 文藝春秋

焰ノ地 結城 充考 光文社

ついでにジェントルメン 柚木 麻子 文藝春秋

四面の阿修羅 吉田 恭教 南雲堂

お江戸新宿復活控 吉田 雄亮 祥伝社

戦をせんとや生まれけむ 若木 未生 祥伝社

紅の墓標 渡辺 裕之 中央公論新社

人生おろおろ 伊藤 比呂美 光文社

タダキ君、勉強してる? 伊集院 静 集英社

折れない言葉 五木 寛之 毎日新聞出版

月曜日は水玉の犬 恩田 陸 筑摩書房

センス・オブ・何だあ? 三宮 麻由子 福音館書店

ガーナに消えた男 クワイ クァーティ 早川書房

人類対自然 ダイアン クック 白水社

春 アリ スミス 新潮社

最後の大君 スコット フィッツジェラルド 中央公論新社

焦点のビッグ・プラネット H.G.フランシス∥他 早川書房

＊エッセイ＊

＊外国の小説＊



疲れないパソコン仕事大全 大林 ひろこ 技術評論社

スマホで困ったときに開く本 2022-2023 朝日新聞出版

究極 読書の全技術 齋藤 孝 KADOKAWA

定年後の遊び方 赤井 誠生 毎日新聞出版

古代遺跡大図鑑 森谷 公俊∥監修 ニュートンプレス

命のビザ 評伝・杉原千畝 白石 仁章 ミネルヴァ書房

大人の日帰り旅 JTBパブリッシング

刑法的思考のすすめ 仲道 祐樹 大和書房

経営が必ずうまくいく考え方 小宮 一慶 PHP研究所

子どものスマホ問題はルール決めで解決します 石田 勝紀 主婦の友社

となりのハト 柴田 佳秀 山と溪谷社

うちの子が「朝、起きられない」にはワケがある 森下 克也 CCCメディアハウス

裏千家今日庵の茶室建築 茶道資料館∥監修 淡交社

脱ペーパードライバー 森下 えみこ ナツメ社

超図解お金再入門 伊藤 亮太∥監修 PHP研究所

夏の装いかごバッグと帽子 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版

まちどおしくなるごはん まいのおやつ ワニブックス

まいにち食べたいアボカドレシピ 緑川 鮎香 宝島社

忙しママのための炊飯器こどもごはん meeeroom KADOKAWA

簡単DIYでできる花壇と寄せ植え 井上 まゆ美 主婦の友社

極上の鉄道風景写真術 長根 広和 天夢人

Origami Aquarium  山口 真 ナツメ社

動画でわかるいちばんやさしいゴルフの教科書 三野 博孝∥監修 ナツメ社

チェスを初めてやる人の本 小島 慎也∥監修 つちや書店

救命 歌集 犬養 楓 書肆侃侃房

＊その他＊



続ける力(学校では教えてくれない大切なこと37) 鳥居 志帆∥マンガ イラスト 旺文社

未来のハッピースクール計画! 井上 林子 講談社

未来が広がる最新ロボット技術１～3 古田 貴之∥監修 汐文社

保護犬の星フリスビー犬ハカセ 西松 宏 ハート出版

自動販売機・ふくびきをつくろう いしかわ まりこ 汐文社

おばけのアッチあかちゃんはドドン! 角野 栄子 ポプラ社

びっくり図書館(なのだのノダちゃん ６) 如月 かずさ 小峰書店

学校のおばけずかん ハイ! 斉藤 洋 講談社

タヌキの土居くん 富安 陽子 福音館書店

学校の怪談5分間の恐怖 さむらいがいる家 中村 まさみ 金の星社

げたばこかいぎ 村上 しいこ PHP研究所

東京タワーに住む少年 山口 理 国土社

ニッキーとヴィエラ ピーター シス BL出版

くまのピエール イブ スパング オルセン こぐま社

はやくしなさい! 中川 ひろたか 金の星社

たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや みわ 学研教育みらい

はるのにわで 澤口 たまみ 福音館書店

わたしのかぞくみんなのかぞく サラ オレアリー あかね書房

＊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。

蔵書検索ページ

まつばら
電子図書館


