
怪談物件マヨイガ 蒼月 海里 PHP研究所

急流・富士川殺意の悔恨 梓 林太郎 祥伝社

したいとか、したくないとかの話じゃない 足立 紳 双葉社

石を黙らせて 李 龍徳 講談社

熊本城の罠 城下町奉行日記 井川 香四郎 小学館

金蔵破り(隠密船頭 8) 稲葉 稔 光文社

連鎖犯 生馬 直樹 光文社

我が友、スミス 石田 夏穂 集英社

五つの季節に探偵は 逸木 裕 KADOKAWA

月の光の届く距離 宇佐美 まこと 光文社

マネーの魔術師 ハッカー黒木の告白 榎本 憲男 中央公論新社

浅草ばけもの甘味祓い 6 江本 マシメサ 小学館

クラウドの城 大谷 睦 光文社

うちの旦那が甘ちゃんで 鼠小僧次郎吉編 神楽坂 淳 講談社

駆け落ちの罠(新・木戸番影始末 3) 喜安 幸夫 光文社

Schoolgirl 九段 理江 文藝春秋

朱より赤く 高岡智照尼の生涯　 窪 美澄 小学館

六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條 奈加 PHP研究所

異変ありや(空也十番勝負 6) 佐伯 泰英 文藝春秋

桜(文豪怪談ライバルズ!) 東 雅夫∥編 筑摩書房

少女を埋める 桜庭 一樹 文藝春秋

オン・ザ・プラネット 島口 大樹 講談社
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＊日本の小説＊



クリスタル・カノン(警視庁公安J 7) 鈴峯 紅也 徳間書店

黛家の兄弟 砂原 浩太朗 講談社

おんなの女房 蟬谷 めぐ実 KADOKAWA

枳殻家の末娘 高橋 三千綱 青志社

一輪の花(夜叉萬同心 9) 辻堂 魁 光文社

恋愛の発酵と腐敗について 錦見 映理子 小学館

十津川警部殺意は列車とともに 西村 京太郎 徳間書店

風が吹く(めおと相談屋奮闘記 6) 野口 卓 集英社

鵺退治の宴(闇御庭番 9)　　 早見 俊 光文社

空にピース 藤岡 陽子 幻冬舎

ヒカリ文集 松浦 理英子 講談社

桜風堂夢ものがたり 村山 早紀 PHP研究所

おネコさま御一行(れんげ荘物語 6) 群 ようこ 角川春樹事務所

夜のお茶漬け(食堂のおばちゃん 11) 山口 恵以子 角川春樹事務所

失われた未来を求めて 木澤 佐登志 大和書房

一期一会の人びと 五木 寛之 中央公論新社

スモモの木の啓示 ショクーフェ アーザル 白水社

カトリアナ デイビッド・バルフォアの冒険 続 R.L.スティーブンソン 平凡社

土のひとがた ジェイムズ ブランチ キャベル 国書刊行会

名探偵と海の悪魔 スチュアート タートン 文藝春秋

ミクロコスミ クラウディオ マグリス 共和国

創られた心 ＡＩロボットＳＦ傑作選 ケン リュウ∥他 東京創元社

修道女フィデルマの采配 ピーター トレメイン 東京創元社

アントワネット ロベルト ヴェラーヘン 集英社

異常 エルヴェ ル テリエ 早川書房

＊エッセイ＊

＊外国の小説＊



まちライブラリーのたまてばこ 砂生 絵里奈∥編 郵研社

ハイデガー 世界内存在を生きる 高井 ゆと里 講談社

図説世界の水中遺跡 木村 淳∥他編 グラフィック社

暗殺から読む世界史 ジョン ウイッティントン 東京堂出版

世界は縮まれり 西村天囚『欧米遊覧記』を読む 湯浅 邦弘 KADOKAWA

水納島再訪 橋本 倫史 講談社

ボランティアと有償ボランティア 安立 清史 弦書房

図解でわかる14歳からの自然災害と防災 社会応援ネットワーク 太田出版

エリンとみどり ジェンダーと新しい家族の形 エリン マクレディ∥他 天夢人

子どもが不登校になっちゃった! ラン すばる舎

都会で撮る星の軌跡の撮影術 紀平 拓男 技術評論社

歴史を進めた植物の姿 植物とヒトの共進化史 河野 智謙 グラフィック社

先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています? 小林 朋道 築地書館

アリたちの美しい建築 ウォルター R.チンケル 青土社

巨人機の時代 渡辺 信吾 大日本絵画

ちりめんで作るかんたん、かわいい、つるし飾り 矢島 佳津美 ブティック社

物語のような動物刺繡植物刺繡 mmm embroidery グラフィック社

発酵美人になりませう。 真藤 舞衣子 宝島社

おいしい子育て 平野 レミ ポプラ社

昭和・東京・食べある記 森 まゆみ 朝日新聞出版

ユウリさんの電車とバスででかけよう 読書工房∥編 国土社

誰でも30分で絵が描けるようになる本 マーク キスラー 東洋経済新報社

ちいさい世界づくり Hanabira工房 ワニブックス

終盤戦を制する次の一手 羽生 善治∥監修 日本将棋連盟

SFが読みたい! 2022年版 SFマガジン編集部∥編 早川書房

日本文学の見取り図 宮崎駿から古事記まで 千葉 一幹∥編 ミネルヴァ書房

＊その他＊



絵でわかる10才からのAI入門 森川 幸人 ジャムハウス

いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道 1 新城 俊昭∥監修 汐文社

明日香さんは負けない 人や国の不平等をなくそう 福田 隆浩 講談社

やさしくわかる小学生の理科図鑑 水上 郁子 成美堂出版

マンガでわかる!地球環境とSDGs 1～5 高月 紘∥監修 学研プラス

食品ロス「もったいない」をみんなで考える 1 あかね書房

3分間サバイバル 生還せよ!自然災害の脅威 粟生 こずえ あかね書房

1ねん1くみの女王さま 2 いとう みく 学研プラス

クーちゃんとぎんがみちゃん ふたりの春夏秋冬 北川 佳奈 岩崎書店

世界は「 」で沈んでいく 櫻 いいよ PHP研究所

荒野にヒバリをさがして アンソニー マゴーワン 徳間書店

6年1組黒魔女さんが通る!! 16 石崎 洋司 講談社

わたしがテピンギー 中脇 初枝∥再話 偕成社

なかよしの犬はどこ? エミリー サットン 徳間書店

出動せよ!世界の緊急車両図鑑 サイモン タイラー あすなろ書房

野ばらの村のひみつのへや ジル バークレム 出版ワークス

こぐまのともだちはどこ? ペトル ホラチェック あすなろ書房

いちといちで てあそびうたえほん もぎ あきこ 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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