
いつもの木曜日 青山 美智子 宝島社

三世代探偵団 ４ 赤川 次郎 KADOKAWA

乱鴉の空 (弥勒シリーズ １１) あさの あつこ 光文社

此の世の果ての殺人 荒木 あかね 講談社

祈りも涙も忘れていた 伊兼 源太郎 早川書房

与太郎侍 井川 香四郎 集英社

月の三相 石沢 麻依 講談社

サイレント・ウィッチ ４ 依空 まつり KADOKAWA

祝祭の子 逸木 裕 双葉社

浪人奉行 13ノ巻 稲葉 稔 双葉社

赤虫村の怪談 大島 清昭 東京創元社

ループ・オブ・ザ・コード 荻堂 顕 新潮社

果し合い (若鷹武芸帖 10) 岡本 さとる 光文社

僕が君の名前を呼ぶから 乙野 四方字 早川書房

夜がうたた寝してる間に 君嶋 彼方 KADOKAWA

孤立宇宙 熊谷 達也 講談社

フィールダー 古谷田 奈月 集英社

裂けた明日 佐々木 譲 新潮社

素晴らしき国 小路 幸也 角川春樹事務所

競争の番人 ２ 新川 帆立 講談社

あきない世傳金と銀 １３ 高田 郁 角川春樹事務所

ヘルンとセツ 田渕 久美子 NHK出版
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＊日本の小説＊



誤ちの絆 警視庁総合支援課 堂場 瞬一 講談社

呪街 (警視庁異能処理ミカヅチ班 ２) 内藤 了 講談社

越境刑事 中山 七里 PHP研究所

レッドゾーン 夏川 草介 小学館

家裁調査官・庵原かのん 乃南 アサ 新潮社

狼と羊皮紙 8 支倉 凍砂 KADOKAWA

新!店長がバカすぎて 早見 和真 角川春樹事務所

知られざる敵 (古来稀なる大目付 ６) 藤 水名子 二見書房

朴念仁 (新・秋山久蔵御用控 １４) 藤井 邦夫 文藝春秋

事件は終わった 降田 天 集英社

あの子とQ 万城目 学 新潮社

晴明変生 森谷 明子 角川春樹事務所

死桜(D1警視庁暗殺部 ５) 矢月 秀作 祥伝社

花人始末 ３ 和田 はつ子 幻冬舎

ベスト・エッセイ 2022 日本文藝家協会∥編 光村図書出版

小さなひとり暮らしのものがたり みつはし ちかこ 興陽館

透明な膜を隔てながら 李 琴峰 早川書房

忘れたとは言わせない トーヴェ アルステルダール KADOKAWA

かくて彼女はヘレンとなった キャロライン B.クーニー 早川書房

光を灯す男たち エマ ストーネクス 新潮社

台北野球倶楽部の殺人 唐 嘉邦 文藝春秋

アポロ18号の殺人 上・下 クリス ハドフィールド 早川書房

子供が王様 デルフィーヌ ド ヴィガン 東京創元社

奪還 上・下 リー チャイルド 講談社

魔術師の匣 上・下 カミラ レックバリ 文藝春秋

＊外国の小説＊

＊エッセイ＊



最新Web3とメタバースがよ～くわかる本 長橋 賢吾 秀和システム

SNS別最新著作権入門 井上 拓 誠文堂新光社

「捨てる」思考法 出口 治明 毎日新聞出版

流れが見えてくる宗教史図鑑 中村 圭志∥監修 ナツメ社

ザ・ナイン ナチスと闘った9人の女たち グウェン ストラウス 河出書房新社

数奇な航海 川井 龍介 旬報社

プチプラで「地震に強い部屋づくり」 辻 直美 扶桑社

独学の教室 読書猿∥他 集英社インターナショナル

犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉 出口 保行 SBクリエイティブ

撤退戦 齋藤 達志 中央公論新社

かこさとし科学絵本の世界 藤嶋 昭 学研プラス

へんてこな生き物 川端 裕人 中央公論新社

脳大図鑑 河西 春郎∥他監修 ニュートンプレス

キラキラした80歳になりたい 木村 盛世 かや書房

タオルで楽々!カラダほぐれる!健康PARTY体操 村山 敏夫 主婦の友社

建築を巡る旅。 マガジンハウス

茅木真知子のソーイング作ってみたい12の服 茅木 真知子 文化学園文化出版局

農家が教えるわくわくマメつくり 農文協∥編 農山漁村文化協会

地球に描こう!GPSアート Yassan 技術評論社

旅のネコと神社のクスノキ 池澤 夏樹 スイッチ・パブリッシング

陶芸の美 小林 真理 芸術新聞社

マヤコ一〇一歳　元気な心とからだを保つコツ 室井 摩耶子 小学館

考えるバスケットボール次のプレーは? 中川 直之 イースト・プレス

小論文これだけ! 法・政治超基礎編 樋口 裕一 東洋経済新報社

はじめてのハングル入門帖 YUKIKAWA KADOKAWA

怖い家 沖田 瑞穂 原書房

＊その他＊



アントナン・カレーム 十常 アキ ポプラ社

今西錦司と自然 斎藤 清明 玉川大学出版部

ふじさんにっぽんいち! ひさかたチャイルド

みんなが知りたい!単位のすべて　 「単位のすべて」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ

捨て犬・未来ときらら、イノシシにであう! 今西 乃子 岩崎書店

世界遺産を救え! レオ ホプキンソン 創元社

じいちゃんの島は宝島 漆原 智良 フレーベル館

太陽と月 はらだ みずき 小学館

ガリレオの事件簿 東野 圭吾 文藝春秋

ソクラてすのすけ 藤谷 治 河出書房新社

父さんのゾウ ピーター カーナバス 文研出版

ふっと… 内田 麟太郎 BL出版

ナマコのばあちゃん こしだ ミカ 偕成社

からっぽのにくまん まつなが もえ 白泉社

ママってすごーい! クリス ホートン BL出版

わすれないでね ジーン ウィリス 小学館

麦畑のみはりばん ベス フェリー 化学同人

キーウの月 ジャンニ ロダーリ 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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