
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（3月分)
※このリストの中には、新刊用本棚にない本もあります。

　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　０００  総記　＊

Word & Excel困った!&便利技356　　（できるポケット） 井上 香緒里／著 インプレス 007.6/ｲ/

今すぐ使えるかんたんPowerPoint 2019　　（Imasugu Tsukaeru Kantan Series） 技術評論社編集部／著 技術評論社 007.6/ｷﾞ/

できるExcel 2019 小舘 由典／著 インプレス 007.6/ｺ/

かんたんパソコン入門 丹羽 信夫／著 技術評論社 007.6/ﾆ/

パソコンで困ったときに開く本　2020　　（Paso ASAHI ORIGINAL） 朝日新聞出版 007.6/ﾊﾟ/

今すぐ使えるかんたんExcel関数　　（Imasugu Tsukaeru Kantan Series） 日花 弘子／著 技術評論社 007.6/ﾋ/

PowerPoint資料作成プロフェッショナルの大原則 松上 純一郎／著 技術評論社 007.6/ﾏ/

はじめてのExcel 2019　　（BASIC MASTER SERIES） 村松 茂／著 秀和システム 007.6/ﾑ/

　＊　１００  哲学　＊

急に具合が悪くなる 宮野 真生子／著 晶文社 114.2/ﾐ/

子育てに苦しむ母との心理臨床 大河原 美以／著 日本評論社 146.8/ｵ/

それはあなたが望んだことですか 河野 貴代美／編著 三一書房 146.8/ｶ/

女性の生きづらさ 信田 さよ子／編 日本評論社 146/ﾉ/

“心に余裕がある女性”の仕事のルール　　（DO BOOKS） 大嶋 博子／著 同文舘出版 159.4/ｵ/

「やめ主婦」はじめました! 大野 清美／著 言視舎 159.6/ｵ/

インディペンデント 中島 侑子／著 評言社 159.6/ﾅ/

「自分」を生きる 坂東 眞理子／著 あさ出版 159.6/ﾊﾞ/

70代からの「女の輝き」「男の品格」 坂東 眞理子／著 宝島社 159.7/ﾊﾞ/

令和の主役はあなたです! 蓑宮 武夫／著 PHP研究所 159/ﾐ/

　＊　２００  歴史　＊

るるぶお伊勢まいり　[2019]　　（るるぶ情報版 近畿） JTBパブリッシング 219.5/ﾙ/19

皇后になるということ 榊原 千鶴／著 三弥井書店 288.4/ｻ/

スイス　　（地球の歩き方GEM STONE） ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/58

アフタヌーンティーで旅するイギリス　　（地球の歩き方GEM STONE） 新宅 久起／著・編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/68

地球の歩き方aruco　1   　 パリ 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/1

地球の歩き方aruco　2　　ソウル 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/2

地球の歩き方aruco　4　　トルコ 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/4

地球の歩き方aruco　5　　インド 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/5

地球の歩き方aruco　6　　ロンドン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/6

地球の歩き方aruco　9　　ニューヨーク 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/9

地球の歩き方aruco　10　ホーチミン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/10



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

地球の歩き方aruco　11　ホノルル 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/11

地球の歩き方aruco　12　バリ島 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/12

地球の歩き方aruco　13　上海 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/13

地球の歩き方aruco　14　モロッコ 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/14

地球の歩き方aruco　15　チェコ 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/15

地球の歩き方aruco　17　ウィーン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/17

地球の歩き方aruco　18　イタリア 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/18

地球の歩き方aruco　19　スリランカ 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/19

地球の歩き方aruco　20　クロアチア 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/20

地球の歩き方aruco　21　スペイン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/21

地球の歩き方aruco　23　バンコク 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/23

地球の歩き方aruco　24　グアム 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/24

地球の歩き方aruco　26　フィンランド 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/26

地球の歩き方aruco　27　アンコール・ワット 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/27

地球の歩き方aruco　33　サイパン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/33

地球の歩き方aruco　34　セブ 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/34

地球の歩き方aruco　35　ロスアンゼルス 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/35

地球の歩き方aruco　36　フランス 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/36

地球の歩き方aruco　37　ポルトガル 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/37

地球の歩き方aruco　38　ダナンホイアン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/38

札幌　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.1/ｻ/

知床・阿寒　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.1/ｼ/

函館　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.1/ﾊ/

富良野・美瑛　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.1/ﾌ/

青森・函館　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.2/ｱ/

仙台　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.2/ｾ/

鎌倉　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.3/ｶ/

東京　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.3/ﾄ/

東京さんぽ　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.3/ﾄ/

日光・栃木・益子　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.3/ﾆ/

横浜　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.3/ﾖ/

金沢　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.4/ｶ/

安曇野・松本　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.5/ｱ/

伊勢志摩　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.5/ｲ/

伊豆　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.5/ｲ/

小布施・長野　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.5/ｵ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

清里・八ケ岳・南アルプス（ことりっぷ） 昭文社 291.5/ｷ/

飛騨高山・白川郷　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.5/ﾋ/

歩きたくなる街京都だより（ことりっぷムック） 昭文社 291.6/ｱ/

海の京都　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.6/ｳ/

大阪　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.6/ｵ/

京都　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.6/ｷ/

神戸　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.6/ｺ/

奈良・飛鳥　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.6/ﾅ/

倉敷・尾道・瀬戸内の島　（ことりっぷ） 昭文社 291.7/ｸ/

鳥取　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.7/ﾄ/

萩・津和野・下関・門司港（ことりっぷ） 昭文社 291.7/ﾊ/

広島・宮島　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.7/ﾋ/

松江・出雲　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.7/ﾏ/

高知　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.8/ｺ/

有田・唐津　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.9/ｱ/

沖縄　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.9/ｵ/

沖縄さんぽ　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.9/ｵ/

大分　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.9/ｵ/

長崎　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.9/ﾅ/

福岡　　　　　　　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.9/ﾌ/

屋久島・鹿児島・霧島　　（ことりっぷ） 昭文社 291.9/ﾔ/

由布院・黒川温泉　　　　（ことりっぷ） 昭文社 291.9/ﾕ/

秋田　'21　           　（まっぷるマガジン 東北） 昭文社 291.2/ｱ/21

岩手　'20　　　　　　　 （まっぷるマガジン 東北） 昭文社 291.2/ｲ/20

横浜　'21　　           （まっぷるマガジン 関東） 昭文社 291.3/ﾖ/21

伊豆　'21　           　（まっぷるマガジン 東海） 昭文社 291.5/ｲ/21

京都　'21　　           （まっぷるマガジン 関西） 昭文社 291.6/ｷ/21

山口・萩・下関　'20　　 （まっぷるマガジン 中国） 昭文社 291.7/ﾔ/20

石垣・宮古 竹富島・西表島　'21　　（まっぷるマガジン 沖縄） 昭文社 291.9/ｲ/21

沖縄ちゅら海ドライブ　'21（まっぷるマガジン 沖縄） 昭文社 291.9/ｵ/21

九州　'21　           　（まっぷるマガジン 九州） 昭文社 291.9/ｷ/21

熊本・阿蘇　'20　　　　 （まっぷるマガジン 九州） 昭文社 291.9/ｸ/20

日帰り温泉　 [2019]　　　（まっぷるマガジン 九州） 昭文社 291.9/ﾋ/19

福岡 博多・天神　'20　　（まっぷるマガジン 九州） 昭文社 291.9/ﾌ/20

宮崎 高千穂　'20　　　　（まっぷるマガジン 九州） 昭文社 291.9/ﾐ/20

るるぶ小笠原伊豆諸島　[2018]　　（るるぶ情報版 関東） JTBパブリッシング 291.3/ﾙ/18

るるぶ温泉&宿九州　[2019]　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/19



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

るるぶ愛媛　'20　　（るるぶ情報版 四国） JTBパブリッシング 291.8/ﾙ/20

るるぶ横浜鎌倉　'20　　（るるぶ情報版 関東） JTBパブリッシング 291.3/ﾙ/20

るるぶ佐賀呼子唐津有田嬉野　[2020]　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/20

るるぶ四国八十八カ所　[2020]　　（るるぶ情報版 四国） JTBパブリッシング 291.8/ﾙ/20

るるぶ神戸　'20　　（るるぶ情報版 近畿） JTBパブリッシング 291.6/ﾙ/20

るるぶ青森　'20　　（るるぶ情報版 東北） JTBパブリッシング 291.2/ﾙ/20

るるぶ長崎　'20　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/20

るるぶ富士山富士五湖御殿場富士宮　'20　　（るるぶ情報版 中部） JTBパブリッシング 291.5/ﾙ/20

るるぶ名古屋　'20　　（るるぶ情報版 中部） JTBパブリッシング 291.5/ﾙ/20

るるぶこどもとあそぼ!九州　'21　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/21

るるぶドライブ九州ベストコース　'21　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/21

るるぶ河口湖山中湖富士山麓御殿場　'21　　（るるぶ情報版 中部） JTBパブリッシング 291.5/ﾙ/21

るるぶ岩手　'21　　（るるぶ情報版 東北） JTBパブリッシング 291.2/ﾙ/21

るるぶ京都　'21　　（るるぶ情報版 近畿） JTBパブリッシング 291.6/ﾙ/21

るるぶ金沢能登加賀温泉郷　'21　　（るるぶ情報版 中部） JTBパブリッシング 291.4/ﾙ/21

るるぶ高知四万十　'21　（るるぶ情報版 四国） JTBパブリッシング 291.8/ﾙ/21

るるぶ山口萩下関　'21　（るるぶ情報版 中国） JTBパブリッシング 291.7/ﾙ/21

るるぶ石垣宮古竹富島西表島　'21　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/21

るるぶ草津伊香保水上四万　'21　　（るるぶ情報版 関東） JTBパブリッシング 291.3/ﾙ/21

るるぶ大分別府　'21　　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/21

るるぶ東京　'21　　 （るるぶ情報版 関東） JTBパブリッシング 291.3/ﾙ/21

るるぶ奈良　'21　　 （るるぶ情報版 近畿） JTBパブリッシング 291.6/ﾙ/21

るるぶ五島列島奄美　（るるぶ情報版 九州） JTBパブリッシング 291.9/ﾙ/

　＊　３００  社会科学　＊

子ども・親・男女の法律実務 高取 由弥子／編集代表 日本加除出版 320.4/ﾀ/

弁護士さんとにかく分かりやすく離婚について教えてください! 権田 典之／著 彩図社 324.6/ｺﾞ/

「幸せ」をつかむ戦略 富永 朋信／聞く人 日経BP 331/ｼ/

SDGs白書　2019 慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ／編 インプレスR&D 333.8/ｹ/19

人は、なぜ他人を許せないのか? 中野 信子／著 アスコム 361.4/ﾅ/

少子高齢社会総合統計年報　2020 三冬社 365.5/ｼ/20

これが私の生きる道! 世界文化社 366.3/ｺ/

上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください! 上野 千鶴子／著 大和書房 367.1/ｳ/

マスコミ・セクハラ白書 WiMN／編著 文藝春秋 367.2/ｳ/

セクハラ・最後の人権課題 櫛田 眞澄／著 ドメス出版 367.2/ｸ/

女子の選択 橘木 俊詔／著 東洋経済新報社 367.2/ﾀ/

インドの女性と障害　　（世界人権問題叢書） アーシャ・ハンズ／編 明石書店 367.2/ﾊ/

舌を抜かれる女たち メアリー・ビアード／著 晶文社 367.2/ﾋﾞ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

妻の就労で夫婦関係はいかに変化するのか　　（現代社会政策のフロンティア） 三具 淳子／著 ミネルヴァ書房 367.3/ｻ/

男らしさの終焉 グレイソン・ペリー／著 フィルムアート社 367.5/ﾍﾟ/

ばぁばニッポン　　（主婦の友生活シリーズ） 主婦の友社 367.7/ﾊﾞ/

50代からの人間関係 水島 広子／著 PHP研究所 367.7/ﾐ/

ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤 まめた／著 新日本出版社 367.9/ｴ/

知らないでは済まされない!LGBT実務対応Q&A 帯刀 康一／編著 民事法研究会 367.9/ﾀ/

女の子って魔法だよね 西原 さつき／著 厚有出版 367.9/ﾆ/

LGBTヒストリーブック ジェローム・ポーレン／著 サウザンブックス社 367.9/ﾎﾟ/

あなたのスマホがとにかく危ない 佐々木 成三／著 祥伝社 368.6/ｻ/

痴漢とはなにか 牧野 雅子／著 エトセトラブックス 368.6/ﾏ/

　＊　４００  自然科学　＊

わたしは漢方美人　　（集英社クリエイティブコミックス） 遠野 かず実／著 集英社クリエイティブ 490.9/ﾄ/1

わたしは漢方美人　2　　（集英社クリエイティブコミックス） 遠野 かず実／著 集英社クリエイティブ 490.9/ﾄ/2

わたしは漢方美人　3　　（集英社クリエイティブコミックス） 遠野 かず実／著 集英社クリエイティブ 490.9/ﾄ/3

つらい更年期障害をしっかり乗り越える方法 対馬 ルリ子／著 ナショナル出版 495.1/ﾂ/

ホルモンにふりまわされない私になる! 伊藤 裕／監修 西東社 495/ﾎ/

“空腹”が健康をつくる 三浦 直樹／著 ナツメ社 498.5/ﾐ/

女性の死に方 西尾 元／著 双葉社 498.9/ﾆ/

　＊　５００  技術　＊

メルカリ&LINE&Instagram & Facebook & Twitter基本+活用ワザ　　（できるfit） 田口 和裕／著 インプレス 547.4/ﾀ/

今すぐ使えるかんたんWord 2019　　（Imasugu Tsukaeru Kantan Series） 技術評論社編集部／著 技術評論社 582.3/ｷﾞ/

できるWord 2019 田中 亘／著 インプレス 582.3/ﾀ/

はじめてのWord 2019　　（BASIC MASTER SERIES） 吉岡 豊／著 秀和システム 582.3/ﾖ/

オトナ女子の暮らしレシピ namytone／著 インプレス 590/ﾅ/

超カンタン!手づくりの通園・通学グッズ 寺西 恵里子／著 朝日新聞出版 594/ﾃ/

母がはじまった むぴー／著 PHPエディターズ・グループ 599/ﾑ/

　＊　６００  産業　＊

わがまちに「東京ガールズコレクション」が!? 北九州市／著 第一法規 601.1/ﾜ/

あの日を刻むマイク 武井 照子／著 集英社 699.3/ﾀ/

　＊　７００  芸術　＊

傘寿まり子　11　　（KCDX BE LOVE） おざわ ゆき／著 講談社 726.1/ｵ/11

わたしを支えるもの 益田 ミリ／著 幻冬舎 726.1/ﾏ/

マンガでわかる落語 春風亭 昇吉／著 誠文堂新光社 779.1/ｼ/

夢をかなえる力 浅田 真央／著 新書館 784.6/ｱ/

　＊　９００  文学　＊

孤独も板につきまして あたそ／著 大和出版 914.6/ｱ/

こころの深呼吸 海原 純子／著 婦人之友社 914.6/ｳ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

草むらにハイヒール 小倉 千加子／著 いそっぷ社 914.6/ｵ/

これでもいいのだ ジェーン・スー／著 中央公論新社 914.6/ｼﾞ/

「群れない」生き方 曾野 綾子／著 河出書房新社 914.6/ｿ/

おでかけは最高のリハビリ! たかはた ゆきこ／[著] 雷鳥社 916/ﾀ/

　＊　Ｆ  小説　＊

猫君 畠中 恵／著 集英社 F/ﾊ/

おっぱいエール 本山 聖子／著 光文社 F/ﾓ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

愛　　（講談社現代新書） 苫野 一徳／著 講談社 G158/ﾄ/

フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか　　（ポプラ新書） 堀内 都喜子／著 ポプラ社 G366.7/ﾎ/

証言貧困女子　　                （宝島社新書） 中村 淳彦／監修 宝島社 G367.2/ｼ/

未婚中年ひとりぼっち社会　　（イースト新書） 能勢 桂介／著 イースト・プレス G367.4/ﾉ/

中高年ひきこもり　         　 （幻冬舎新書） 斎藤 環／著 幻冬舎 G367.7/ｻ/

中高年がひきこもる理由　　（青春新書INTELLIGENCE） 桝田 智彦／著 青春出版社 G367.7/ﾏ/

ケーキの切れない非行少年たち　（新潮新書） 宮口 幸治／著 新潮社 G368.7/ﾐ/

　＊　児童書　＊

明智光秀　  　（小学館版学習まんが人物館） 小和田 哲男／監修 小学館 289/ｱ/

安藤百福　 　 （小学館版学習まんが人物館） 田中 顕／まんが 小学館 289/ｱ/

大久保利通　  （小学館版学習まんが人物館） 落合 弘樹／監修 小学館 289/ｵ/

金栗四三　  　（小学館版学習まんが人物館） 大谷 じろう／まんが 小学館 289/ｶ/

嘉納治五郎　  （小学館版学習まんが人物館） 真田 久／監修 小学館 289/ｶ/

木戸孝允<桂小五郎>　　（小学館版学習まんが人物館） 落合 弘樹／監修 小学館 289/ｷ/

清少納言と紫式部　　（小学館版学習まんが人物館） 福家 俊幸／監修 小学館 289/ｾ/

伊達政宗　  　（小学館版学習まんが人物館） 高枝 景水／まんが 小学館 289/ﾀﾞ/

エメリン・パンクハースト　　（コミック版世界の伝記） 瑞樹 奈穂／漫画 ポプラ社 289/ﾊﾟ/

ネルソン・マンデラ　　（小学館版学習まんが人物館） 新井 淳也／まんが 小学館 289/ﾏ/

女の子、はじめます。　　（入門百科+） 北村 邦夫／著・監修 小学館 367/ｷ/

ざんねんないきもの事典　もっと 今泉 忠明／監修 高橋書店 480/ｻﾞ/4

夢のズッコケ修学旅行　　（新・こども文学館 [ズッコケ三人組シリーズ]） 那須 正幹／作 ポプラ社 913/ﾅ/

ズッコケ三人組対怪盗X　　（新・こども文学館 [ズッコケ三人組シリーズ]） 那須 正幹／作 ポプラ社 913/ﾅ/

ズッコケ三人組のミステリーツアー　　（新・こども文学館 [ズッコケ三人組シリーズ]） 那須 正幹／作 ポプラ社 913/ﾅ/

ズッコケ宇宙大旅行　　（こども文学館） 那須 正幹／作 ポプラ社 913/ﾅ/

大当たりズッコケ占い百科　　（新・こども文学館 [ズッコケ三人組シリーズ]） 那須 正幹／作 ポプラ社 913/ﾅ/

ズッコケ三人組のダイエット講座　　（新・こども文学館 [ズッコケ三人組シリーズ]） 那須 正幹／作 ポプラ社 913/ﾅ/

ズッコケ三人組ハワイに行く　　（新・こども文学館 [ズッコケ三人組シリーズ]） 那須 正幹／作 ポプラ社 913/ﾅ/

ズッコケ脅威の大震災　　（新・こども文学館 [ズッコケ三人組シリーズ]） 那須 正幹／作 ポプラ社 913/ﾅ/

　＊　絵本　＊



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

くじらすくい 水凪 紅美子／作 BL出版 E/ｸ/

たかくとびたて女の子 ラケル・ディアス・レゲーラ／作 汐文社 E/ﾀ/

ちいさなフェミニスト宣言 デルフィーヌ・ボーヴォワ／文 現代書館 E/ﾁ/

ぴのちゃんとさむさむねこ 松丘 コウ／作・絵 BL出版 E/ﾋﾟ/

ムーミン谷のなかまたち　　（徳間ムーミンアニメ絵本） トーベ・ヤンソン／原案 徳間書店 E/ﾑ/


