
はぐれんぼう 青山 七恵 講談社

あなたへの挑戦状 阿津川 辰海∥他 講談社

かんむり 彩瀬 まる 幻冬舎

濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川 有栖 KADOKAWA

奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久 光文社

れんげ出合茶屋 泉 ゆたか 双葉社

天下大乱 伊東 潤 朝日新聞出版

水底のスピカ 乾 ルカ 中央公論新社

付き添うひと 岩井 圭也 ポプラ社

切腹屋 岩井 三四二 光文社

ドラゴンズ・タン 宇佐美 まこと 新潮社

君のクイズ 小川 哲 朝日新聞出版

掌に眠る舞台 小川 洋子 集英社

喫茶とまり木で待ち合わせ 沖田 円 実業之日本社

夏の夜明けを待つ僕ら 音 はつき 実業之日本社

悲鳴だけ聞こえない 織守 きょうや 双葉社

煉獄の時 笠井 潔 文藝春秋

我、鉄路を拓かん 梶 よう子 PHP研究所

介護者D 河崎 秋子 朝日新聞出版

ぼくらは、まだ少し期待している 木地 雅映子 中央公論新社

よくがんばりました。 喜多川 泰 サンマーク出版

潮風メニュー 喜多嶋 隆 KADOKAWA
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＊日本の小説＊



夏日狂想 窪 美澄 新潮社

爆弾犯と殺人犯の物語 久保 りこ 双葉社

首取物語 西條 奈加 徳間書店

シャドウワーク 佐野 広実 講談社

クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介 文藝春秋

うさぎの町の殺人 周木 律 実業之日本社

英雄 真保 裕一 朝日新聞出版

うきよの恋花 周防 柳 集英社

イオカステの揺籃 遠田 潤子 中央公論新社

オリンピックを殺す日 堂場 瞬一 文藝春秋

タラニス 内藤 了 KADOKAWA

仕掛島 東川 篤哉 東京創元社

超怖い物件 平山 夢明∥他 講談社

麻阿と豪 諸田 玲子 PHP研究所

厄介な男たち 戌井 昭人 産業編集センター

ひとり遊びぞ我はまされる 川本 三郎 平凡社

お母ちゃんの鬼退治 小手鞠 るい 偕成社

伽羅を焚く 竹西 寛子 青土社

湊かなえのことば結び 湊 かなえ 角川春樹事務所

タワー ペ ミョンフン 河出書房新社

このやさしき大地 ウィリアム ケント クルーガー 早川書房

塩と運命の皇后 ニー ヴォ 集英社

翼っていうのは噓だけど フランチェスカ セラ 早川書房

鏡の迷宮 パリ警視庁怪事件捜査室 エリック フアシエ 早川書房

魔王の島 ジェローム ルブリ 文藝春秋

＊エッセイ＊

＊外国の小説＊



オシント新時代　ルポ・情報戦争 毎日新聞取材班 毎日新聞出版

いつもよりも具体的な本づくりの話を。 北尾 修一 イースト・プレス

すぐに結果を出せるすごい集中力 荘司 雅彦 秀和システム

超ミニマル主義 四角 大輔 ダイヤモンド社

ロシアのなかのソ連 馬場 朝子 現代書館

一冊でわかる北欧史 村井 誠人∥他監修 河出書房新社

本多静六 若者よ、人生に投資せよ 北 康利 実業之日本社

ゼレンスキーの素顔 セルヒー ルデンコ PHP研究所

沖縄県知事 その人生と思想 野添 文彬 新潮社

SDGs用語辞典 小林 亮∥監修 山と溪谷社

悪魔の傾聴 中村 淳彦 飛鳥新社

私らしく、働くということ 主婦の友社∥編 主婦の友社

ジェンダーのとびらを開こう 村田 晶子∥他 大和書房

いずみさん、とっておいてはどうですか 高野 文子∥他 平凡社

日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼 正一 淡交社

数学ガールの物理ノート 波の重ね合わせ 結城 浩 SBクリエイティブ

時計遺伝子 からだの中の「時間」の正体 岡村 均 講談社

「死んだふり」で生きのびる 宮竹 貴久 岩波書店

勝負の店 久住 昌之 光文社

大人のクッキーと焼き菓子 石橋 かおり 主婦の友社

手網でかんたんコーヒー焙煎 岩田 知也 淡交社

観葉植物の文化誌 マイク マウンダー 原書房

ANA苦闘の1000日 高尾 泰朗 日経BP

愛は愛とて何になる あがた 森魚∥他 小学館

世界を変えた100のシンボル 上・下 コリン ソルター 原書房

10秒スピーキング 小西 麻亜耶 三修社

＊その他＊



小学生から知っておきたいザ・外交 １ 佐藤 優∥総監修 文研出版

なぜ?わかった!天体 １～４ 縣 秀彦∥監修 理論社

知りたい!行ってみたい!なぞとき絶景図鑑 増田 明代 講談社

すごすぎる身近な植物の図鑑 鈴木 純 KADOKAWA

出発!乗り物めいろブック やまおか ゆか 金の星社

しゅっぱつ!レゴのくるま 鴨志田 恵∥日本語版訳 ポプラ社

千に染める古の色 久保田 香里 アリス館

雨の日が好きな人 佐藤 まどか 講談社

黒紙の魔術師と白銀の龍 鳥美山 貴子 講談社

なりたいわたし 村上 しいこ フレーベル館

アーマのうそ キャロル ライリー ブリンク 文溪堂

チャンス はてしない戦争をのがれて ユリ シュルヴィッツ 小学館

ケーキのずかん 植田 まほ子 学研プラス

くるまね?でんしゃさ! うちむら たかし クレヨンハウス

ネネット アレクサンドラ ガリバル アンドエト

海に生きる!ウミガメの花子 黒部 ゆみ 偕成社

ねことことり たての ひろし 世界文化ブックス

どこ? ほんのなかのさがしもの 山形 明美 講談社

＊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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