
覇王の轍 相場 英雄 小学館

大江戸奇巌城 芦辺 拓 早川書房

あかあかや明恵 梓澤 要 新潮社

何食わぬきみたちへ 新 胡桃 河出書房新社

大久保家の人びと 井川 香四郎 徳間書店

ケチる貴方 石田 夏穂 講談社

東大に名探偵はいない 市川 憂人∥他 KADOKAWA

ボス/ベイカー 上田 未来 双葉社

がらんどう 大谷 朝子 集英社

標本作家 小川 楽喜 早川書房

元の黙阿弥 奥山 景布子 エイチアンドアイ

鬼の話を聞かせてください 木江 恭 双葉社

ぼくはなにいろ 黒田 小暑 小学館

開墾地 グレゴリー ケズナジャット 講談社

家康の血筋 近衛 龍春 実業之日本社

つぎはぐ、さんかく 菰野 江名 ポプラ社

市松師匠幕末ろまん黒髪 坂井 希久子 幻冬舎

猫にならって 佐川 光晴 実業之日本社

たらしの城 佐々木 功 光文社

松雪先生は空を飛んだ 上・下 白石 一文 KADOKAWA

グレイスレス 鈴木 涼美 文藝春秋

家康さまの薬師 鷹井 伶 潮出版社
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＊日本の小説＊



藍色ちくちく 高森 美由紀 中央公論新社

パレードのシステム 高山 羽根子 講談社

残照 田中 芳樹 祥伝社

答えは市役所3階に 辻堂 ゆめ 光文社

ドールハウスの惨劇 遠坂 八重 祥伝社

浮遊 遠野 遙 河出書房新社

蝙蝠か燕か 西村 賢太 文藝春秋

バスに集う人々 西村 健 実業之日本社

間借り鮨まさよ 原 宏一 双葉社

空襲の樹 三咲 光郎 論創社

よき時を思う 宮本 輝 集英社

あなたの死体を買い取らせてください 村崎 羯諦 小学館

不思議カフェNEKOMIMI 村山 早紀 小学館

どうした、家康 矢野 隆∥他 講談社

きれいな言葉より素直な叫び 新井 見枝香 講談社

ショージ君、85歳。老いてなお、ケシカランことばかり 東海林 さだお 大和書房

今日のミトロジー 中沢 新一 講談社

はやく一人になりたい! 村井 理子 亜紀書房

迷宮遊覧飛行 山尾 悠子 国書刊行会

ニードレス通りの果ての家 カトリオナ ウォード 早川書房 

女たちの沈黙 パット バーカー 早川書房 

インヴェンション・オブ・サウンド チャック パラニューク 早川書房 

彼女はマリウポリからやってきた ナターシャ ヴォーディン 白水社 

ソクチョの冬 エリザ スア デュサパン 早川書房 

白夜に沈む死 上・下 オリヴィエ トリュック 東京創元社 

＊エッセイ＊

＊外国の小説＊



世界のヘンな研究 五十嵐 杏南 中央公論新社

情報洪水時代の歩き方 大野 伸 同文舘出版

思い込みにとらわれない生き方 坂東 眞理子 ポプラ社

はじめての世界神話 蔵持 不三也∥監修 世界文化社

完全読解歎異抄入門 田中 治郎 ビジネス社

世界を変えた100の手紙 上・下 コリン ソルター 原書房

なぜ、日本には碁盤目の土地が多いのか 金田 章裕 日経BP日本経済新聞出版

徳川15代の通信簿 小和田 哲男 大和書房

孫の孫が語る藤原道長 繁田 信一 吉川弘文館

どうすれば争いを止められるのか 上杉 勇司 WAVE出版

ちょい足しことば帳 今井 登茂子 朝日新聞出版

フリーランスがインボイスで損をしない本 原 尚美 日本実業出版社

クラス合唱名曲秘話 教育音楽∥編 音楽之友社

最強に面白い!!プレミアム対数 ニュートンプレス

魔女の森 サンドラ ローレンス グラフィック社

0歳からのおうち矯正 鈴木 設矢 弘文堂

100歳足腰のつくり方 笹原 健太郎 主婦と生活社

90歳、ひとり暮らしの知恵袋 大崎 博子 宝島社

北欧ニット旅 林 ことみ 日本ヴォーグ社

今、作りたいスマホショルダー ブティック社

日本を味わう366日の旬のもの図鑑 暦生活 淡交社

体が整うとっておきのしょうがレシピ 森島 土紀子 ナツメ社

鉄道聖地巡礼 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人

いとをかしき20世紀美術 筧 菜奈子 亜紀書房

ロゴづくりの研究室 かねこ あみ 日貿出版社

すぐに引ける手話ハンドブック モンキー高野 ナツメ社

＊その他＊



ロボットは泣くのか? 佐藤 まどか 講談社

きみがせかいとつながる絵本 1~3 フェリシティ ブルックス 合同出版

「くうき」が僕らを呑みこむ前に 山田 健太 理論社

いちねんせいえほん 高濱 正伸∥監修 日本図書センター

アリのひみつ大図鑑 佐藤 俊幸∥他 国土社

イチからつくるラーメン 奥村 彪生 農山漁村文化協会

なかまカナ? 新井 爽月 フレーベル館

だれもみえない教室で 工藤 純子 講談社

噓吹きパスワード 久米 絵美里 PHP研究所

晴さんのにぎりずし 佐川 芳枝 佼成出版社

あずきの絆 高森 美由紀 岩崎書店

パップという名の犬 ジル ルイス 評論社

あしたの動物園 野坂 悦子 玉川大学出版部

バンバンバンバンバンソウコウ いとう ひろし ポプラ社

エリザとさくらのものがたり 小手鞠 るい 少年写真新聞社

ねこのおふろや くさか みなこ アリス館

とんでやすんでかんがえて… 五味 太郎 偕成社

ぼくはびっくりマーク エイミー クラウス ローゼンタール ひさかたチャイルド

＊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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