
幾千年の声を聞く 青羽 悠 中央公論新社

松本-日本平殺人連鎖 梓 林太郎 徳間書店

ULTIMATE EDITION 阿部 和重 河出書房新社

容疑者は何も知らない 天野 節子 幻冬舎

まあたらしい一日 いしい しんじ BL出版

絶筆 石原 慎太郎 文藝春秋

光のとこにいてね 一穂 ミチ 文藝春秋

小説家の一日 井上 荒野 文藝春秋

クロノス・ジョウンターの黎明 梶尾 真治 徳間書店

鎌倉残影 朝井 まかて∥他 KADOKAWA

家康と信康 岳 真也 河出書房新社

カサンドラのティータイム 櫻木 みわ 朝日新聞出版

闇の聖域 佐々木 譲 KADOKAWA

ばくうどの悪夢 澤村 伊智 KADOKAWA

憐憫 島本 理生 朝日新聞出版

Jミステリー 2022FALL 光文社文庫編集部∥編 光文社

プリテンド・ファーザー 白岩 玄 集英社

歳時記夢幻舞台24の旅 高樹 のぶ子 潮出版社

過怠 谷村 志穂 光文社

春いちばん 玉岡 かおる 家の光協会

太陽諸島 多和田 葉子 講談社

十三夜の焰 月村 了衛 集英社
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＊日本の小説＊



君といた日の続き 辻堂 ゆめ 新潮社

鉄道小説 乗代 雄介∥他 交通新聞社

もう一つの白虎隊 寺沢 秀明 論創社

家族 中島 要∥他 朝日新聞出版

特殊清掃人 中山 七里 朝日新聞出版

プロトコル・オブ・ヒューマニティ 長谷 敏司 早川書房

第二開国 藤井 太洋 KADOKAWA

アオハルリセット 丸井 とまと スターツ出版

やっかいな食卓 御木本 あかり 小学館

女の敵には向かない職業 水生 大海 光文社

モノガタリは終わらない モノガタリプロジェクト∥編 集英社

不知火判事の比類なき被告人質問 矢樹 純 双葉社

死してなお 矢月 秀作 文藝春秋

サブスクの子と呼ばれて 山田 悠介 河出書房新社

湖上の空 今村 翔吾 小学館

皆川博子随筆精華 3 皆川 博子 河出書房新社

とりあえずお湯わかせ 柚木 麻子 NHK出版

言葉を植えた人 若松 英輔 亜紀書房

文城 余 華 中央公論新社

普通のノウル イ ヒヨン 評論社

秘密にしていたこと セレステ イング アストラハウス

ブラック・ワスプ出動指令 上･下 トム クランシー∥他 扶桑社

フローリングのお手入れ法 ウィル ワイルズ 東京創元社

野原 ローベルト ゼーターラー 新潮社

京都に咲く一輪の薔薇 ミュリエル バルベリ 早川書房

＊外国の小説＊

＊エッセイ＊



Web系フリーランス働き方超大全 デイトラ KADOKAWA

闘う図書館 豊田 恭子 筑摩書房

人生が変わる大人の独学記憶術 池田 義博 KADOKAWA

あなたのまわりの「高齢さん」の本 佐藤 眞一 主婦と生活社

怖い部屋の話 田中 俊行∥監修 宝島社

YOUR TIME 鈴木 祐 河出書房新社

歴史を拓いた明治のドレス 吉原 康和 G.B.

18歳からの投資信託の教科書 横山 光昭 総合法令出版

孤独と居場所の社会学 阿比留 久美 大和書房

先生に知ってほしい家庭のサイン 五十嵐 哲也∥他編著 少年写真新聞社

中学生のおうちノート術 みおりん 実務教育出版

村八分 礫川 全次 河出書房新社

数字にだまされない本 深沢 真太郎 日経BP日本経済新聞出版

美しいインクルージョンの鉱物図鑑 atelier Ruchi∥編 エクスナレッジ

絶滅してない! 宗像 充 旬報社

即効!耳ほぐし 松岡 佳余子 河出書房新社

筋肉と美容のミカタたんぱく質大全 河谷 彰子∥監修 成美堂出版

天守 芸術建築の本質と歴史 三浦 正幸 吉川弘文館

新大人の普段着 秋冬編 金子 敦子 主婦と生活社

太い糸と針で編むニット 日本ヴォーグ社

小鍋仕立ての絶品鍋 小林 まさみ 成美堂出版

短いのに感じがいいメールが悩まず書ける本 亀井 ゆかり 日本実業出版社

「おいしい」を経済に変えた男たち 加藤 一隆 TAC株式会社出版事業部

はじめまして農民美術 宮村 真一∥他監修 グラフィック社

ホンダF1復活した最速のDNA NHK取材班 幻冬舎

書く力 鷲巣 力 集英社

＊その他＊



10歳から読める・わかるいちばんやさしい刑法 和田 俊憲 東京書店

目で見るSDGs時代の生物多様性 ジェス フレンチ さ・え・ら書房

タンポポのたんけん おくやま ひさし 少年写真新聞社

睡眠の大研究 櫻井 武∥監修 PHP研究所

保護ねこ活動ねこかつ! 高橋 うらら 岩崎書店

作って発見!西洋の美術 音 ゆみ子 東京美術

ひみつの犬 岩瀬 成子 岩崎書店

ぐうたら魔女ホーライ来る! 柏葉 幸子 理論社

星空としょかんのジュリエット 小手鞠 るい 小峰書店

クイズ研究会チームスリー まはら 三桃 金の星社

名探偵ポアロ ポアロのクリスマス アガサ クリスティー 早川書房

スノーマン マイケル モーパーゴ 評論社

ロザリーのひみつ指令 ティモテ ド フォンベル あかね書房

ふゆのコートをつくりに 石井 睦美 ブロンズ新社

ちいさいフクロウとクリスマスツリー ジョナ ウィンター 鈴木出版

ポッポーきかんしゃゆきさんぽ とよた かずひこ アリス館

だじゃれむかしむかし 長谷川 義史 理論社

きょうりゅうバスでがっこうへ リウ スーユエン 世界文化ブックス

＊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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