
あるじなしとて 天津 佳之 PHP研究所

風を彩る怪物 逸木 裕 祥伝社

サウンド・ポスト 岩城 けい 筑摩書房

ブロッコリー・レボリューション 岡田 利規 新潮社

地図と拳 小川 哲 集英社

たんぽぽ球場の決戦 越谷 オサム 幻冬舎

たこせんと蜻蛉玉 尾崎 英子 光文社

わたしたち 落合 恵子 河出書房新社

怪談小説という名の小説怪談 澤村 伊智 新潮社

おもいでマシン 梶尾 真治 新潮社

明日へのペダル 熊谷 達也 NHK出版

コークスが燃えている 櫻木 みわ 集英社

恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子 毎日新聞出版

セカンドチャンス 篠田 節子 講談社

蒼い水の女 柴田 哲孝 光文社

揚羽の夢 朱川 湊人 光文社

道 白石 一文 小学館

箱庭の巡礼者たち 恒川 光太郎 KADOKAWA

N/A 年森 瑛 文藝春秋

鷹の系譜 堂場 瞬一 講談社

オリーブの実るころ 中島 京子 講談社

殺し屋の息子 永瀬 隼介 中央公論新社
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＊日本の小説＊



あさとほ 新名 智 KADOKAWA

無年金者ちとせの告白 西尾 潤 光文社

夏休みの空欄探し 似鳥 鶏 ポプラ社

さよなら、転生物語 二宮 敦人 TOブックス

姫 花村 萬月 光文社

うまたん 東川 篤哉 PHP研究所

その意図は見えなくて 藤 つかさ 双葉社

短篇七芒星 舞城 王太郎 講談社

夢を喰う男 本城 雅人 幻冬舎

茜さす日に噓を隠して 真下 みこと 講談社

予備校のいちばん長い日 向井 湘吾 小学館

海の教場 吉川 英梨 KADOKAWA

CF 吉村 萬壱 徳間書店

鯉姫婚姻譚 藍銅 ツバメ 新潮社

言葉のおもちゃ箱 伊奈 かっぺい 本の泉社

読書の森で寝転んで 葉室 麟 文藝春秋

今日もごきげんよう 松浦 弥太郎 マガジンハウス

仰天・俳句噺 夢枕 獏 文藝春秋

私と街たち<ほぼ自伝> 吉本 ばなな 河出書房新社

大丈夫な人 カン ファギル 白水社

帰りたい カミーラ シャムジー 白水社

黄金の人工太陽 ジャック キャンベル∥他 東京創元社

夏 アリ スミス 新潮社

レックスが囚われた過去に アビゲイル ディーン 早川書房

血を分けた子ども オクテイヴィア E.バトラー 河出書房新社

＊エッセイ＊

＊外国の小説＊



スマホではじめるビデオ会議 武井 一巳 技術評論社

佐久間象山 源 了圓 吉川弘文館

仕事に役立つ、日本人のための情報の世界史 玉原 輝基 かざひの文庫　

古代の人・ひと・ヒト 三宅 和朗 吉川弘文館

分断された天 スラヴォイ ジジェク Pヴァイン

初めての人のための契約書の実務 牧野 和夫 中央経済社

ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ ヘフェリン 旬報社

日本の絶滅危惧知識 吉川 さやか ベストセラーズ

図説堆積構造の世界 日本堆積学会∥監修 朝倉書店

仕事力が劇的に上がる「脳の習慣」 澤口 俊之 ぱる出版

「家トレ」のきほん 石田 竜生 翔泳社

血糖値を下げる簡単メニュー 井上 修二∥医学監修 成美堂出版

メンタルクリニックの社会学 櫛原 克哉 青土社

自分でできる!人生が変わる緑内障の新常識 平松 類 ライフサイエンス出版

ほんとうの医療現場の話をしよう 高須賀 とき 晶文社

災害とトイレ 日本トイレ協会∥編 柏書房

僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎 直子 青春出版社

新しい香水の教科書 小磯 良江∥監修 マイナビ出版

アクリル毛糸で編む動物モチーフの魔法のタワシ ブティック社

“炒めない”炒めもの 今井 亮 主婦と生活社

オカズデザインの沖縄食堂ごはん オレンジページ

いちじくのお菓子づくり 今井 ようこ∥他 誠文堂新光社

カバノキの文化誌 アンナ ルウィントン 原書房

Z世代に学ぶ超バズテク図鑑 原田 曜平 PHP研究所

渓流釣り+野営術完全教書 丸山 剛 つり人社

創作怪異怪物事典 朝里 樹 笠間書院

＊その他＊



言葉を生きる 池田 晶子 筑摩書房

12歳から始めるあがらない技術 鳥谷 朝代 秀和システム

柳宗悦と美 土田 眞紀 玉川大学出版部

おさほうえほん 高濱 正伸∥監修 日本図書センター

気象予報士の一日 WILLこども知育研究所∥編著 保育社

食品ロスはなぜ減らないの? 小林 富雄 岩波書店

電車の地図帳 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人

ワクワク!かわいい!自由工作大じてん 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

ワニのガルド おーなり 由子 偕成社

ひろしまの満月 中澤 晶子 小峰書店

ぼくは勇者をたすけたい 中松 まるは 童心社

すこしずつの親友 森埜 こみち 講談社

トラからぬすんだ物語 テェ ケラー 評論社

あんまりすてきだったから くどう れいん ほるぷ出版

ひでよーし 丸山 誠司 絵本館

ちびちびパンダ みやにし たつや 金の星社

モナのとり サンドラ ポワロ=シェリフ 新日本出版社

なみのむこうに ブリッタ テッケントラップ BL出版

＊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


