
夜想交叉路 青山 繁晴 扶桑社

思い出リバイバル 彩坂 美月 講談社

PD検察の犬たち 荒木 源 小学館

ジャクソンひとり 安堂 ホセ 河出書房新社

この世の喜びよ 井戸川 射子 講談社

地羊鬼の孤独 大島 清昭 光文社

犬小屋アットホーム! 大山 淳子 U-NEXT

グッドナイト 折原 一 光文社

祝宴 温 又柔 新潮社

息をつめて 桂 望実 光文社

バッド・コップ・スクワッド 木内 一裕 講談社

秋雨物語 貴志 祐介 KADOKAWA

水　本の小説 北村 薫 新潮社

御家の大事 近衛 龍春 新潮社

分岐駅まほろし 清水 晴木 実業之日本社

貸本屋おせん 高瀬 乃一 文藝春秋

芦屋山手お道具迎賓館 高殿 円 淡交社

噓つきなふたり 武田 綾乃 KADOKAWA

虹の涯 戸田 義長 東京創元社

南洋のエレアル 中路 啓太 中央公論新社

ゴッホの犬と耳とひまわり 長野 まゆみ 講談社

斜陽の国のルスダン 並木 陽 星海社
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＊日本の小説＊



世はすべて美しい織物 成田 名璃子 新潮社

そして、よみがえる世界。 西式 豊 早川書房

十二月の辞書 早瀬 耕 小学館

ビューティフルからビューティフルへ 日比野 コレコ 河出書房新社

青木きららのちょっとした冒険 藤野 可織 講談社

ギフテッド 藤野 恵美 光文社

最後のひと 松井 久子 中央公論新社

バタフライ・エフェクト 松嶋 智左 小学館

タングル 真山 仁 小学館

みみそぎ 三津田 信三 KADOKAWA

私のことだま漂流記 山田 詠美 講談社

首ざむらい　世にも快奇な江戸物語 由原 かのん 文藝春秋

東京彰義伝 吉森 大祐 講談社

カラスは言った 渡辺 優 中央公論新社

湯あがりみたいに、ホッとして 塩谷 歩波 双葉社

キリンに雷が落ちてどうする 品田 遊 朝日新聞出版

まるい三角関係　三者三様おしゃべり三昧 清水 ミチコ 中央公論新社

こりずにわるい食べもの 千早 茜 ホーム社

長生きは老化のもと 土屋 賢二 文藝春秋

ペストの夜 上・下 オルハン パムク 早川書房

反乱者 ジーナ アポストル 白水社

惑う星 リチャード パワーズ 新潮社

時ありて イアン マクドナルド 早川書房

セルリアンブルー海が見える家 上・下 T.J.クルーン オークラ出版

ペインフル・ピアノ 上・下 サラ パレツキー 早川書房

＊外国の小説＊

＊エッセイ＊



「すぐやる人」のビジネス手帳術 伊庭 正康 ナツメ社

ザ・メタバース マシュー ボール 飛鳥新社

マンガでわかる日本の神様 平藤 喜久子∥監修 池田書店

一気読み世界史 出口 治明 日経BP

古代エジプトの日常生活 ドナルド P.ライアン 原書房

日本の凄い神木 本田 不二雄 地球の歩き方

好かれる人の神対応嫌われる人の塩対応 大野 萌子 幻冬舎

コード・ブレーカー 上・下 ウォルター アイザックソン 文藝春秋

魚は数をかぞえられるか? ブライアン バターワース 講談社

猫の日本史 渋谷 申博 出版芸術社

作ろう!フライドチキンの骨格標本 志賀 健司 緑書房

自分で押せるツボ 柳本 真弓 ナツメ社

70歳80歳を笑顔で超える生き方 和田 秀樹 さくら舎

キラリさんの病気やケガのときはどうするの? 読書工房∥編 国土社

身近な素材でつくるかんたん養生酒 植木 もも子 PHP研究所

小さな家のすごい工夫 エクスナレッジ

ブラックアウト 井伊 重之 ビジネス社

月14万円の年金で夫婦が生活している術 中町 敏矢 ぱる出版

かぎ針編み刺しゅう糸で編むミニチュア鳥図鑑 アップルミンツ

やる気1%ごはん まるみキッチン KADOKAWA

毎日おにぎり365日 日々おにぎり ゆこ 自由国民社

あの人にイライラするのは、部屋のせい。 米田 まりな PHP研究所

世界を変えた10のトマト ウィリアム アレキサンダー 青土社

筆ペンでかわいいイラストが描ける本 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版

<メンタルモンスター>になる。 長友 佑都 幻冬舎

品格を磨く言葉遣い 宝島社

＊その他＊



正解のない問題集 池上 彰∥監修 Gakken

そうだったのか!国の名前由来ずかん 西村 まさゆき ほるぷ出版

12歳までに身につけたい科学の超きほん 左巻 健男∥監修 朝日新聞出版

野鳥のレストラン 森下 英美子 少年写真新聞社

大きな大きな大きな足あと ロブ シアーズ∥他 創元社

かいけつゾロリのおやじギャグ&なぞなぞ大じてん 原 ゆたか∥原作 ポプラ社

かがみのなかのボクとぼく あんず ゆき 文研出版

やくやもしおの百人一首 久保田 香里 くもん出版

鈴の音が聞こえる 辻 みゆき 講談社

2番めにすき 吉野 万理子 くもん出版

ダーウィンのドラゴン リンゼイ ガルビン 小学館

明日の国 パム ムニョス ライアン 静山社

おうちすいえいたいかい 二宮 由紀子 文研出版

せかいいちのモンスター 新井 洋行 ほるぷ出版

かえりみちとっとこ ひろまつ ゆきこ 岩崎書店

すきなものがちがうけど リンダ アシュマン ほるぷ出版

この本はよまれるのがきらい ダビット サンデン すばる舎

おせちのみんなあつまって! 真珠 まりこ 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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