
海運王山下亀三郎 青山 淳平 潮書房光人新社

名探偵は誰だ 芦辺 拓 光文社

白馬八方尾根殺人事件 梓 林太郎 光文社

ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒 集英社

ルコネサンス 有吉 玉青 集英社

不屈の達磨 安生 正 角川春樹事務所

六法推理 五十嵐 律人 KADOKAWA

闇の余白 石川 智健 光文社

天下を買った女 伊東 潤 KADOKAWA

生者のポエトリー 岩井 圭也 集英社

布武の果て 上田 秀人 集英社

料理道具屋にようこそ 上野 歩 小学館

夢伝い 宇佐美 まこと 集英社

鯰の夫婦 (居酒屋お夏 春夏秋冬５） 岡本 さとる 幻冬舎

さよならに反する現象 乙一 KADOKAWA

醬油と洋食 神楽坂 淳 小学館

ドリフター 梶永 正史 双葉社

これでいくほかないのよ 片岡 義男 亜紀書房

逆転のアリバイ 香納 諒一 光文社

渚の螢火 坂上 泉 双葉社

噓つきは殺人鬼の始まり 佐藤 青南 宝島社

青春とシリアルキラー 佐藤 友哉 ホーム社
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＊日本の小説＊



情熱の砂を踏む女 下村 敦史 徳間書店

剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立 宝島社 

夏が破れる 新庄 耕 小学館

羊毛フェルトの比重 高森 美由紀 産業編集センター

二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ 祥伝社

小さき王たち 第1部 堂場 瞬一 早川書房

咲かせて三升の團十郎 仁志 耕一郎 新潮社

メガバンク起死回生 波多野 聖 幻冬舎

横浜大戦争 川崎・町田編 蜂須賀 敬明 文藝春秋

不可視の網 林 譲治 光文社

放浪大名水野勝成 早見 俊 新潮社

スクイッド荘の殺人 東川 篤哉 光文社

スタッフロール 深緑 野分 文藝春秋

にごりの月に誘われ 本城 雅人 東京創元社

宗歩の角行 谷津 矢車 光文社

端午のとうふ 山本 一力 朝日新聞出版

今日を楽しく生きる 瀬戸内 寂聴 祥伝社

縦横無尽の人間力 宮城谷 昌光 中央公論新社

走る赤 武 甜静//他編 中央公論新社

ある日、僕が死にました イ ギョンヘ KADOKAWA

逃亡テレメトリー マーサ ウェルズ 東京創元社

オシリスの呪いを打ち破れ 上・下 クライブ カッスラー//他 扶桑社

ピラネージ スザンナ クラーク 東京創元社

テュルリュパン レオ ペルッツ 筑摩書房

氷の城 タリアイ ヴェーソス 国書刊行会

＊外国の小説＊

＊エッセイ＊



メタバース 加藤 直人 集英社

不動明王 渡辺 照宏 吉川弘文館

東国と信越 吉村 武彦//他編 KADOKAWA

図説上杉謙信 今福 匡 戎光祥出版

危機の外交 岡本 行夫 新潮社

少年法がよくわかる本 廣瀬 健二 秀和システム

「障害」ある人の「きょうだい」としての私 藤木 和子 岩波書店

外国人労働相談最前線 今野 晴貴//他 岩波書店

かわはら先生の教師入門 川原 茂雄 明石書店

科学のトリセツ 元村 有希子 毎日新聞出版

カニの歌を聴け 竹下 文雄 京都大学学術出版会

50代からの骨粗鬆症対策の献立 オレンジページ

「目」のトリセツ 杉田 美由紀//監修 主婦の友社

イラストでわかる建築施工 井上 国博∥他 ナツメ社

大人時間を味わうたのしいスパイス絵本 武政 三男//総監修 日本文芸社

大人になったら、着たい服　2022春夏 主婦と生活社

商用OK!これ作ったの?と言われる布こもの yasumin 主婦と生活社

47都道府県日本全国地元食図鑑 菅原 佳己 平凡社

剪定「コツ」の教科書 木下 透 講談社

阪和線、紀勢本線 辻 良樹//解説 アルファベータブックス

人生はごちそう 田村 セツコ あさ出版

しあわせの小径 葉 祥明 日本標準

自転車キャンプ大全 田村 浩 技術評論社

日本語名言紀行 中村 明 青土社

英語の階級 新井 潤美 講談社

さっきまでは薔薇だったぼく 最果 タヒ 小学館

＊その他＊



世界を変えた146人の子ども ルーラ ブリッジポート 創元社

ニュース年鑑 2022 池上 彰//監修 ポプラ社

ぺんたと小春のはじめての歳時記 有沢 ゆう希 講談社

自分らしさをつらぬく 星野 恭子//他執筆 あかね書房

ないしょの五日間 岡田 淳 偕成社

スペシャルQトなぼくら 如月 かずさ 講談社

コカチン 佐和 みずえ 静山社

草のふえをならしたら 林原 玉枝 福音館書店

真珠島の神隠し 藤本 ひとみ//原作 講談社

トントンとリッキのかいぞくせん やえがし なおこ 講談社

病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子 講談社

ロウリーのいい子怪談ばなし ジェフ キニー ポプラ社

うろおぼえ一家のパーティー 出口 かずみ 理論社

おんぷちゃんとねこ とよた かずひこ ひさかたチャイルド

うりぼうきょうだいのみつけもの のむら うこ みらいパブリッシング

あげる はらぺこめがね 佼成出版社

おとうとがおおきくなったら ソフィー ラグーナ 徳間書店

きょうりゅうバスでとしょかんへ 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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