
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
002.7 ｼﾓ
Z 002.7 ﾚｼ
007.1
007.6
Z 010.2 ﾀｶ
019.9
021.4 ｷﾀ
081.6 ﾖｼ 29

（哲学・思想）
Z 104 ﾀｹ
Z 134.6 ｳﾒ
135.4 ﾋﾗ
135.5 ﾃﾘ
135.5 ﾌｺ

159 ｺｳ

160 ｼﾏ
162.2 ｼﾖ
175.5 ｱﾗ
X 198.1 ﾓﾘ

（歴史・紀行）
Z 233.9 ｷﾀ
238.9
291
291
291
291 ｱﾐ

（伝記）
Z 289.1 ﾄｸ
289.3 ﾊﾝ

（社会科学）
304 22-1

Z 311.2 ﾏｷ
312.1 ｲｹ
316.4 ﾊﾜ
Z 316.4 ﾌｸ
Z 319.1
Z 319.1 ｼﾛ
Z 319.1 ﾀﾆ
Z 319.2 ﾌｸ
Z 319.3 ｺｲ
Z 323.1 ｵｸ
324.6
Z 324.7 ｶﾐ

（経済）
330 ｲｹ

332.1 ｶﾗ

神山　敏夫 歴史から学ぶ相続の考え方 集英社

池上　彰 経済のことよくわからないまま社会人になった人へ ダイヤモンド社

唐鎌　大輔 「強い円」はどこへ行ったのか 日経BP日本経済新
聞出版

荒　勝俊 江戸狛犬図鑑 さくら舎
森安　達也 東方キリスト教の世界 筑摩書房

北野　充 アイルランド現代史 中央公論新社

スティーブン・R.コ
ヴィー 完訳7つの習慣 FCEパブリッシング

キングベアー出版

島崎　晋 世界の宗教 新星出版社
イアン・ジョンソン 信仰の現代中国 白水社

平井　靖史 世界は時間でできている 青土社
ジャック・デリダ 生死 白水社
ミシェル・フーコー 狂気・言語・文学 法政大学出版局

吉本　隆明 吉本隆明全集　29 晶文社

竹田　青嗣 新・哲学入門 講談社
梅田　孝太 ショーペンハウアー 講談社

日貿出版社
高山　正也 図書館の日本文化史 筑摩書房
柏書房編集部 絶版本 柏書房
北尾　修一 いつもよりも具体的な本づくりの話を。 イースト・プレス

牧野　雅彦 ハンナ・アレント 講談社
池上　彰 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ ダイヤモンド社
カーラ・パワー 普通の若者がなぜテロリストになったのか 原書房
福田　充 政治と暴力 PHP研究所
柳澤　協二 非戦の安全保障論 集英社

谷口　智彦 安倍総理のスピーチ 文藝春秋
福島　香織 台湾に何が起きているのか PHP研究所
小泉　悠 ウクライナ戦争の200日 文藝春秋
奥野　修司 皇室財産 文藝春秋
赤沼　康弘 成年後見の法律相談 学陽書房

京都　'23-'24年版 朝日新聞出版
るるぶ横浜鎌倉　'23 JTBパブリッシング

河合　敦 徳川家康と9つの危機 PHP研究所
ポーラ・バートリー 女性参政権運動家エメリン・パンクハースト 彩流社

朝日新聞論説委員室 天声人語　2022年1月-6月 朝日新聞出版

城山　英巳 日中百年戦争 文藝春秋

るるぶ伊豆箱根　'23 JTBパブリッシング

網野　皓之 アイヌ語で考える縄文地名 花伝社

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2022年 10月 4日号　No.1

○ 一般書 ○

下地　寛也 考える人のメモの技術 ダイヤモンド社
レジー ファスト教養 集英社
大澤　真幸 私たちはAIを信頼できるか 文藝春秋
日貿出版社 ピクセルアート上達コレクション

村井　誠人 一冊でわかる北欧史 河出書房新社

<表記について> Ｚ＝新書、 Ｒ＝参考図書（禁帯出）、 Ｋ＝郷土資料、 Ｘ＝文庫

P.1



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

Z 334.3 ﾌﾘ
335 ﾏﾂ
335.4 ｲｹ
336 ｷﾕ

366.4 ﾉｸ

367.1 ｶﾝ
367.6 ﾐｽ
367.7 ﾖｼ
368.6 ﾌｸ
369.2
369.2 ｲﾉ
369.3

369.3 ﾏﾂ

（教育・文化）
371.4 ﾖﾈ
376.8 ｷﾑ
376.8 ﾔｽ
379.9
383.8 ｸﾘ
386.9 ﾄｷ
Z 388.1

（自然科学）
417 ﾊﾙ
451.2 ﾓﾘ
454.9 ﾏﾂ
470.4 ﾄﾛ
481.7 ﾐﾔ

（医学）
491.3 ﾊﾝ
492.7 ｼﾐ
493.1 ｺﾊ
493.7 ｶﾜ 2
Z 493.7 ﾀｹ
493.7 ﾊｲ

493.8

493.9 2

494.7 ｸﾏ

495.4 ﾃｲ

495.5
498.3 ｺﾊ
498.6 ｵｸ
499.1 ﾋﾗ

（技術）
507.2
Z 519 ﾌﾏ
519 ﾓﾄ
524 ｱｸ
526
534.6 ﾆｼ
538.6 ﾁﾔ
547.4 ﾖｺ

西野　悠司 ものがたり「配管の歴史」 日本工業出版(発売)

チャーリィ古庄 世界の魔改造旅客機 イカロス出版
横田　一輝 サーバーのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる本 技術評論社

ティモシー・モートン ヒューマンカインド 岩波書店
ロマ・アグラワル 世界を変えた建築構造の物語 草思社
中村　陽一 21.5世紀の社会と空間のデザイン 誠文堂新光社

平地　治美 漢方薬剤師が教える薬のキホン 日貿出版社

渡辺　弘司 図解最新知的財産権のしくみと手続きがわかる事典 三修社
夫馬　賢治 ネイチャー資本主義 PHP研究所

SARAH BREWER みえる生命誕生 南江堂
小林　弘幸 図解眠れなくなるほど面白い自律神経の話 日本文芸社
奥田　研爾 新パンデミックは必ず人類を襲う 日刊現代

斗鬼　正一 日本人が知らない世界の祝祭日事典 淡交社
文藝春秋 水木しげるロード全妖怪図鑑 文藝春秋

ジェニファー・ハイズ うつは運動で消える ダイヤモンド社

清水　ろっかん 7つの長生き整体 主婦と生活社
木場　克己 一生元気に歩ける!転ばぬ先の体幹バランス NHK出版

ジューディア・パール 因果推論の科学 文藝春秋
森田　正光 気象予報士という生き方 イースト・プレス

松本　穂高 なぜ、その地形は生まれたのか? 日本実業出版社

安田　祐輔 未来が変わる勉強法 KADOKAWA
大迫　ちあき さんすうができる子になる遊びワーク 朝日新聞出版
ポール・クリスタル <図説>お菓子の文化誌百科 原書房

松永　りえ もしもに役立つ、いつものモノ選び エムディエヌコーポ
レーション

米澤　好史 愛着障害は何歳からでも必ず修復できる 合同出版
木村　誠 ワンランク上の大学攻略法 朝日新聞出版

牛越　博文 介活入門 講談社
井上　修一 特養入居者家族が抱く迷いと家族支援 生活書院
河北新報社編集局 復興を生きる 岩波書店

水谷　修 もうすぐ死に逝く私からいまを生きる君たちへ 鳳書院
吉永　みち子 老いを楽しく手なずけよう 中央公論新社
福井　裕輝 子どもへの性暴力は防げる! 時事通信出版局

レスリー・カーン フェミニスト・シティ 晶文社

野口　悠紀雄 どうすれば日本人の賃金は上がるのか 日経BP日本経済新
聞出版

松尾　剛行 キャリアデザインのための企業法務入門 有斐閣

サラ・ディングル ドナーで生まれた子どもたち 日経ナショナルジオ
グラフィック

遠藤　英俊 マンガでわかる!認知症の人が見ている世界　2 文響社
竹中　晃二 ヤング中高年 集英社

NHKスペシャル「人
体」取材班 人体vsウイルス 医学書院

川上　ちひろ 発達障害のある女の子・女性の支援　続 金子書房

熊井　司
外反母趾痛み・変形自力で克服!足の名医が教える最
新1分体操大全 文響社

ジョナサン・ドローリ 世界の植物をめぐる80の物語 柏書房
宮竹　貴久 「死んだふり」で生きのびる 岩波書店

アンデシュ・ハンセン 運動脳 サンマーク出版

メアリー・C.ブリントン 縛られる日本人 中央公論新社

邱　強 MIT博士のミスを減らす秘訣 文響社
池上　彰 会社のことよくわからないまま社会人になった人へ ダイヤモンド社

P.2



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

584.7 ﾔｷ
589.2 ﾕｳ

（家政）
590
590 34
593.3
593.3
593.3 ｻｶ
593.8 ｽﾅ

594 ﾎﾝ

595.4 ｲｸ

595.5 ﾖｼ

596 ｺﾝ
596 ｻｲ
596 ﾊﾙ
596.04 ｵｵ
596.21 ﾏﾂ
596.38 ﾏﾝ
596.63 ﾖｼ
596.65 ｲﾏ
596.65 ｶﾄ
596.7 ｲﾜ

596.9

597.5
599.3

（産業）
627.1
629.7
645.6 ﾑﾗ
649 ﾅｶ
673.3 ｶｶ

674.3

674.3

675 ﾏﾂ
Z 686.2 ﾉﾀ
699.3 ﾋﾛ

（芸術・美術）
Z 702 ﾀｷ
Z 706.7 ｼｲ
712.1 ﾋﾗ
721.3 ﾐﾔ

（スポーツ・諸芸）
778 ﾅｲ
Z 779.1 ﾀﾁ
779.1 ﾊﾅ
783.1
788.2 ｽｽ

（言語）
801.7 ｺﾔ

804 ﾀｶ

鈴木　健三 燃える闘魂ラストスタンド 主婦の友社

宮島　新一 等伯がみえてきた 北國新聞社

内藤　誠 映画の不良性感度 小学館
橘　蓮二 落語の凄さ PHP研究所

小山　亘 翻訳とはなにか 三元社

高野　秀行 語学の天才まで1億光年 集英社インターナ
ショナル

塙　宣之 ぼやいて、聞いて。 左右社
チームリアル Another REAL 集英社

瀧口　美香 キリスト教美術史 中央公論新社
施井　泰平 新しいアートのかたち 平凡社
平櫛　田中 平櫛田中回顧談 中央公論新社

松下　東子 日本の消費者はどう変わったか 東洋経済新報社

野田　隆 にっぽんの鉄道150年 平凡社
弘中　綾香 アンクールな人生 KADOKAWA

小池　澄子 すぐでき&作りおきおいしい幼児食250品 学研プラス

パイインターナショ
ナル

発信する・共感を呼ぶWeb & SNS時代のブラン
ディングデザイン

パイインターナショ
ナル

パイインターナショ
ナル 小さなベーカリー&焼き菓子店のデザイン パイインターナショ

ナル

香川　希理 カスハラ対策実務マニュアル 日本加除出版

渡辺　均 手軽にふやせるさし木・株分け・とり木・つぎ木・種まき ブティック社
DIYの庭づくり ブティック社

中山　裕之 獣医師を目指す君たちへ 東京大学出版会
村山　二朗 相棒は秋田犬 カンゼン

岩田　知也 手網でかんたんコーヒー焙煎 淡交社
日本の手仕事・暮ら
しの道具店cotogoto 台所道具 翔泳社

スッキリ暮らす100の方法 日経BP

吉永　麻衣子 パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ KADOKAWA
今井　ようこ 柿のお菓子づくり 誠文堂新光社
加藤　里名 マドレーヌとフィナンシェの実験室 誠文堂新光社

大迫知信&おばあ おばあめし 清流出版
松本　有美 ゆーママのあこがれ和食 家の光協会
萬田　康文 しみじみパスタ帖 誠文堂新光社

近藤　幸子 やめレシピ 主婦と生活社
齋藤　菜々子 体にいい食材帳 主婦と生活社
はるあん はるあんのカンタン絶品献立 宝島社

暮らしのおへそ　Vol.34 主婦と生活社

伊熊　奈美 脱白髪染めのはじめかた グラフィック社

吉川　景都
メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全
部聞いてみた

ダイヤモンド社

グラフィック社編集部 アップサイクル・ノート グラフィック社
ボトムス全書 ブティック社

坂内　鏡子 アレンジで叶うわたしらしい服 日本ヴォーグ社

すなお 楽しくなる着付け100のコツ KADOKAWA
bon bon cherry
ハイジ 「ハンドメイド」で稼ぎたくなったら読む本 フォレスト出版

八木　健治 羊皮紙の世界 岩波書店
結城　アンナ アンナ流大人の心地よい装い 宝島社

わたしがご機嫌でいられる家事 扶桑社

P.3



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

807 ﾖｺ
810.4 ﾔﾏ

（文学）
910.2 ｵｵ
910.2 ｾﾄ
911.3 ｱﾗ

911.4

911.4

911.4 12

923.7 ｲｴ
929.1 ﾐﾝ
933.7 ｳｴ
933.7 ｸﾂ
953.7 ﾖｼ
973 ｱﾙ

980.2

（日本の小説）
F ｲ
F ｲｶ
F ｲｹ
F ｲｼ
F ｲｼ
F ｲﾜ
F ｲﾜ
F ｵｶ
F ｵｸ
F ｵﾘ
F ｺﾝ
F ｻｲ
F ｻﾄ
F ｻﾄ
F ｻﾊ
F ｼｽ
F ｼﾐ
F ｼﾝ
F ﾄｳ
F ﾄｵ
F ﾅﾝ
F ﾆｼ
F ﾆﾀ
F ﾊﾀ
F ﾋﾗ
F ﾏﾂ
F ﾐｽ
F ﾐﾁ 2
F ﾕｳ

（小説 文庫）
X 918.6
X 918.6
X 933.7 ｷﾝ
X 933.7 ﾋﾄ

中島　要 はなごよみ PHP研究所
T.キングフィッシャー パン焼き魔法のモーナ、街を救う 早川書房
M.C.ビートン アガサ・レーズンの奇妙なクリスマス 原書房

結城　真一郎 #真相をお話しします 新潮社

辻村　深月 あなたの涙は蜜の味 PHP研究所

松井　今朝子 愚者の階梯 集英社
水島　かおり 帰ってきたお父ちゃん 講談社
道尾　秀介 いけない　2 文藝春秋

似鳥　鶏 小説の小説 KADOKAWA
畑野　智美 若葉荘の暮らし 小学館
平岡　陽明 素数とバレーボール 講談社

遠田　潤子 イオカステの揺籃 中央公論新社
南原　詠 ストロベリー戦争 宝島社
西尾　維新 怪盗フラヌールの巡回 講談社

清水　裕貴 花盛りの椅子 集英社
真保　裕一 英雄 朝日新聞出版
堂場　瞬一 オリンピックを殺す日 文藝春秋

佐藤　青南 犬を盗む 実業之日本社
佐原　ひかり 人間みたいに生きている 朝日新聞出版
雫井　脩介 クロコダイル・ティアーズ 文藝春秋

双葉社
今野　敏 マル暴ディーヴァ 実業之日本社
西條　奈加 首取物語 徳間書店
佐藤　洋二郎 Y字橋 鳥影社

織守　きょうや 悲鳴だけ聞こえない

五十嵐　貴久 奇跡を蒔くひと 光文社

小川　洋子 掌に眠る舞台 集英社
奥本　大三郎 箱の中の羊 教育評論社

石田　衣良 ペットショップ無惨 文藝春秋
岩井　三四二 切腹屋 光文社
岩井　圭也 付き添うひと ポプラ社

池井戸　潤 ハヤブサ消防団 集英社
石持　浅海 高島太一を殺したい五人 光文社

ヴィオラ・アルドーネ 「幸せの列車」に乗せられた少年 河出書房新社
ポスト・ソヴィエト文
学研究会 現代ロシア文学入門 東洋書店新社

李　良枝 李良枝セレクション 白水社

ヘンリー・ウェイド ヨーク公階段の謎 論創社
ダイアン・クック 静寂の荒野 早川書房
吉川　一義 絵画で読む『失われた時を求めて』 中央公論新社

ミン　ジヒョン 僕の狂ったフェミ彼女 イースト・プレス

嵐山　光三郎 超訳芭蕉百句 筑摩書房
日本財団遺贈寄付
サポートセンター ゆいごん川柳 イースト・プレス
みやぎシルバーネッ
ト 超シルバー川柳　笑顔がいっぱい編 河出書房新社
全国有料老人ホー
ム協会 シルバー川柳　12 ポプラ社

野崎　歓 無垢の歌 生きのびるブックス

寂聴さんを偲ぶ会 書いた、愛した、祈った-ありがとう、瀬戸内寂聴さん 宝島社

閻　連科 太陽が死んだ日 河出書房新社

横瀬　和治 ことばが世界をひらく 学而図書
山口　謠司 [あ] 中央公論新社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

X 933.7 ﾎﾛ

X 943.7 ｼｴ
X F ｲｶ 2
X F ｲｹ 5
X F ｴﾓ 7
X F ｶﾏ 7
X F ｻｻ
X F ｻｻ 5
X F ｻｻ 6
X F ｻｻ 7
X F ｼﾗ 1
X F ｽｽ 8
X F ﾀｶ
X F ﾁﾉ
X F ﾂｼ
X F ﾄｳ 4
X F ﾄﾊ
X F ﾅｶ
X F ﾅｶ 13
X F ﾅｶ 4
X F ﾉｸ
X F ﾊﾏ
X F ﾋﾛ
X F ﾌｼ 23
X F ﾏﾕ
X F ﾔﾏ 2

（日本のエッセイ）
E ｲｹ
E ﾄﾔ
E ﾔﾏ

（ふるさと資料）　※ふるさとコーナーでは、郷土資料の他に城関係・魚関係の本も置いています。
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（哲学）
15

（歴史）
20 ｵ
29 23

（社会）
33 ﾔ

（科学・生物・からだ）
40 ｵ
45 ﾏ

（技術）
46 ﾊ 4

小田中　直樹 歴史学のトリセツ 筑摩書房
見て、学んで、力がつく!こども日本地図　2023年版 永岡書店

山本　甲士 迷犬マジック　2 双葉社

池田　清彦 40歳からは自由に生きる 講談社

齋藤　孝 こどもドラッカーのことば 日本図書センター

廣嶋　玲子 千吉と双子、修業をする 東京創元社
藤木　稟 バチカン奇跡調査官　[23] KADOKAWA
眉村　卓 仕事ください 竹書房

中岡　潤一郎 伝説の隠密　4 コスミック出版
野口　卓 とんとん拍子 集英社
濱　嘉之 プライド 警官の宿命 講談社

鳥羽　亮 鬼剣逆襲 祥伝社
中島　久枝 菊花ひらく 光文社
永井　義男 秘剣の名医　13 コスミック出版

千野　隆司 神無の恋風 双葉社
辻堂　魁 山桜花 講談社
藤堂　房良 鬼同心と不滅の剣　[4] コスミック出版

白川　紺子 朱華姫の御召人　上 集英社
鈴木　英治 突きの鬼一　[8] 小学館
高嶋　哲夫 落葉 幻冬舎

佐々木　裕一 浪人若さま新見左近　5 双葉社
佐々木　裕一 浪人若さま新見左近　6 双葉社
佐々木　裕一 浪人若さま新見左近　7 双葉社

江本　マシメサ 浅草ばけもの甘味祓い　[7] 小学館
鎌池　和馬 創約とある魔術の禁書目録　7 KADOKAWA
佐々木　裕一 姉妹の絆 講談社

東京創元社

K.H.シェール コマンザタラの冒険 早川書房
井川　香四郎 逢魔が時三郎　[2] コスミック出版
池永　陽 珈琲屋の人々　[5] 双葉社

尾嶋　好美 本当はおもしろい中学入試の理科 大和書房
増田　明代 知りたい!行ってみたい!なぞとき絶景図鑑 講談社

パク　ソンイ ドクターエッグ　4 朝日新聞出版

山本　和博 大都市はどうやってできるのか 筑摩書房

☆ 児童書 ☆

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2022年 10月 4日号　No.2

美濃部研究会 美濃部研究会憲法講演会講演録 美濃部研究会

外山　滋比古 本物のおとな論 中央公論新社
ヤマザキ　マリ 歩きながら考える 中央公論新社

アンソニー・ホロ
ヴィッツ 殺しへのライン
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

55 ﾔ

（産業）
64

（芸術・しゅみ）
79 ｶ

（日本のよみもの）
91
91 ｵ
91 ｻ
91 ﾀ
91 ﾀ 2
91 ﾀ 3
91 ﾆ
91 ﾋ 17
91 ﾋ 18
91 ﾌ
91 ﾐ

（外国のよみもの）
93 ﾛ 3

94 ﾘ

99

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｲ
PN ｶ
PN ｶ
PN ｶ
PN ｶ
PN ｶ
PN ｷ　39
PN ｺ
PN ｻ
PN ｼ
PN ﾌ
PN ﾎ
PN ﾏ
PN ﾓ
PN ﾘ
PN ﾘ
PNC 3
PNC 5
PNC 7
PNC 7
PNC ｷ

（外国のえほん）
PG ｱ
PG ｲ
PG ｶ

PG ﾍ

PGC 7

エイミー・ジューン・
ベイツ おおきいかさ 化学同人
トレーシー・ニューマン イツァーク 音楽之友社

エイドリアン・アダムズ まよなかの魔女たち 徳間書店
メリッサ・イワイ きょうはふっくらにくまんのひ 偕成社
ヴァージニア・カール とびらのむこうにドラゴンなんびき? 徳間書店

姫野　よしかず ポケモンをさがせ!あたらしいぼうけん 小学館
原　裕朗 ベストセレクション大迷路　竜の巻 ポプラ社
わたなべ　あや てあらイーモうがイーモ ひかりのくに

りとう　ようい たすけてー 金の星社
服部　美法 おふくさんの12かげつ 大日本図書
中野　明美 もぐもぐがじがじ 福音館書店

まつした　さゆり まねっこどきっ!おばけ ほるぷ出版
もとやす　けいじ リスタクシー 佼成出版社
りとう　ようい いってらっしゃーい 金の星社

柴田　ケイコ パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち KADOKAWA
ふくざわ　ゆみこ モモンガのはいたつやさん もりのいたずらっこ 文溪堂
穂高　順也 よるのやおやさん 文溪堂

苅田　澄子 ふしぎなひきだし 金の星社

こばやし　えみこ おいちにのだーるまさん 福音館書店
砂糖　ゆき ぱっかーん! エンブックス

かわしま　えつこ ひみつのえんそく 童心社
桂　文我 めがねどろぼう BL出版
片山　健 ぴーぴーばっくしまーす 福音館書店

あさの　ますみ ヨルとよる 教育画劇
飯野　和好 ぼくとお山と羊のセーター 偕成社
かこ　さとし どろぼうがっこう 偕成社

アビー・ロングスタッフ ひみつの地下図書館　3 ほるぷ出版
アレクサンダー・リー
スケ ブロッケンの森のちっちゃな魔女 静山社

百々　佑利子 星ぼしでめぐるギリシア神話 岩波書店

廣嶋　玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　18 偕成社
藤本　ともひこ どたばたへなちょこ探偵団 文研出版
三木　卓 お月さまになりたい 偕成社

三輪　恭嗣 はじめてのハムスターそだてかたブック 西東社

香川　元太郎 難攻不落の迷路 PHP研究所

廣嶋　玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　17 偕成社

山本　省三 もしも深海でくらしたら WAVE出版

ぎぼ　りつこ しずくちゃん　39 岩崎書店

PHP研究所 ラストで君は「まさか!」と言う　奇妙なプレゼント PHP研究所
落合　由佳 こはなへようこそ! PHP研究所
櫻井　とりお 図書室の奥は恋する?相談室 PHP研究所
高瀬　美恵 星のカービィ　ディスカバリー絶島の夢をうちくだけ!編 KADOKAWA
高畠　じゅん子 ウサギのトリン　[2] 小峰書店
高畠　じゅん子 ウサギのトリン　[3] 小峰書店
仁科　幸子 おなかをすかせたドラゴンとためいきゼリー あすなろ書房
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