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緒言－ OIE（国際獣疫事務局）とは－　杉浦勝明　1-7
OIE 研究所ネットワーク　杉浦勝明　1-11
OIE 国際基準および疾病ステータス認定の概要と最近の動き　沖田

賢治　1-17

国際獣疫事務局（OIE）アジア太平洋地域事務所の活動　下平乙夫
　1-23

OIE の大学教育への貢献　石橋朋子　1-27

No.2　真菌症を理解する
緒言　長谷川篤彦　2-87
真菌症の問題点－臨床に役立つ真菌の基礎－　長谷川篤彦　2-89
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真菌感染症の症状　村井　妙　2-95
真菌症診断のための検査　加納　塁　2-100
抗真菌剤の現状　中村遊香　2-105
エキゾチックペットの新興・再興真菌症　佐野文子　2-109

No.3　症例からみた真菌症
呼吸器疾患　犬の真菌症　兼島　孝　3-167
皮膚疾患　天疱瘡様症状を呈した犬の真菌症　関口麻衣子　3-173
皮膚疾患　猫の菌腫　加納　塁　3-177
皮膚疾患　犬のマラセチア関連皮膚疾患　永田雅彦　3-181
皮膚疾患　猫のスポロトリコーシス　中村遊香　3-187
皮膚疾患　猫のクリプトコックス症　加納　塁　3-191
Fusarium 属菌種（Fusarium solani complex）によるマナティの皮

膚感染症　佐野文子，柳澤牧央，安里　歩，植田啓一　3-194

No.4　人と動物の共通感染症最前線  10
緒言　林谷秀樹　4-248
バイオセーフティ・バイオセキュリティの考え方　伊木繁雄　

4-249
レプトスピラ症の現状　小泉信夫，大西　真　4-252
人獣共通寄生虫症：人の症例　大西健児　4-255
愛玩用輸入小型哺乳動物における Salmonella の分離　三村有里恵，

菅沼琴世，畑中律敏，岡谷友三アレシャンドレ，宇根有美，田向
健一，加藤行男　4-258

リスザルにおける Pasteurella multocida 莢膜型 F 型による甚急性
パスツレラ症の 1 例　森口真理子，伊東隆臣，加藤行男，岡谷
友三アレシャンドレ，宇根有美　4-260

日本のげっ歯類におけるハンタウイルス感染の血清疫学調査とエゾ
ヤチネズミが保有する Hokkaido ウイルスの分離　苅和宏明，尾
崎由佳，真田崇弘，池中良徳，石塚真由美，坪田敏男，好井健太
朗，吉松組子，有川二郎，高島郁夫　4-262

沖縄のマングース糞便より検出された E 型肝炎ウイルスゲノム　
佐藤　豪，木内政宏，近藤　直，壁谷英則，丸山総一，小倉　剛，
遠矢幸伸　4-265

人獣共通感染症の立場からみた環境菌 Microsphaeropsis arundinis
による猫の皮膚潰瘍の 1 症例　竹島　梓，安里　歩，仲里安朝，
村田佳輝，森　俊士，佐野文子　4-267

サル類における重症例を含む美麗食道虫症の集団発生　山中寛子，
東由季子，若林　伸，平　健介，堀　浩，宇根有美　4-270

傷病鳥獣救護の一環として動物病院に搬入されたタヌキに認められ
た人と動物に共通の寄生虫　中村有加里，林屋早苗，林屋牧男，
深瀬　徹　4-272

東京都およびその近郊の地域の路上にて採取した犬の糞便からの寄
生虫の検出　深瀬　徹　4-274

No.5　日本乳房炎研究会 Presents 
日本における乳房炎研究の再構築元年 !

緒言   これからの日本の乳房炎防除の展望　河合一洋，林　智人　
5-328

マイコプラズマ感染症の現状と課題　樋口豪紀　5-329
関東地区における乳質の課題と取り組み　三浦道三郎　5-337
愛媛県における乳質の課題と取組み　久枝啓一，輿石智子，三宅　

肇，上甲正志　5-341
熊本県の乳質改善に向けた取り組み　小池泰隆，村上　聡，奥村　

洋，菊川良男，西本直徳，上池誠司　5-345

No.6　農場から食肉・食鳥肉処理までの衛生管理を考える
　－ HACCP とバイオセキュリティ強化資材－

　竹原一明　5-409

No.7　コアカリキュラム後の獣医学教育改善の手法
緒言　尾﨑　博　7-488
獣医学共用試験（vetCBT）の実施と予想される効果・影響　杉山

　誠　7-490
共用試験（CBT）の管理システム　杉浦勝明　7-492
獣医学オスキー（vetOSCE）　北川　均　7-494
獣医学共通テキスト刊行事業　橋本善春　7-496
参加型臨床実習　稲葉　睦　7-499
獣医学教育における ICT 活用　芳賀　猛，上間亜希子　7-501
2 つの共同獣医学部における遠隔講義の実際　佐藤晃一　7-504
アドバンス共同実習　杉浦勝明，小森成一　7-506
スキルラボ実習　上間亜希子，芳賀　猛　7-509

No.8　特殊検査を使いこなす
緒言 －スクリーニング検査から特殊検査へ－　石田卓夫　8-569
よく使われる特殊検査　石田卓夫　8-575
遺伝子検査　植松洋介　8-583
血中脂質代謝解析　荒井延明　8-591
食物アレルギーのためのリンパ球検査　増田健一　8-597

No.9　動物レトロウイルス感染症を知る
緒言　宮沢孝幸，明里宏文　9-649
鶏白血病ウイルスフリーの原原種鶏の作出　塚本健司　9-651
わが国における山羊関節炎・脳脊髄炎の研究成果―診断から清浄化

対策まで―　小西美佐子　9-657
レトロウイルス感染による羊・山羊の呼吸器腫瘍発症メカニズム　

前田直良，Marcelo De las HERAS，猪島康雄　9-662
牛白血病ウイルスによる白血病発症機構に関する最近の知見　岡崎

克則　9-667
日本における馬伝染性貧血病研究の歴史と研究成果の紹介　泉對　

博　9-672
猫白血病ウイルスとコアラレトロウイルスの類似性　宮沢孝幸　

9-677

No.10　認定医・専門医へのアプローチ
緒言　石田卓夫　10-729
米国獣医学専門医への道のり　小林哲也　10-731
アジアにおける獣医内科学分野の専門医制度－これまでの道のりと

今後の方向性－　辻本　元　10-735
アジアにおける獣医皮膚科学専門医制度の道程　岩﨑利郎　

10-741
アジア獣医眼科専門医の概要　齋藤陽彦　10-745
国内の主な認定医・専門医ガイド　10-753

No.11　動物園における希少動物の繁殖と生殖補助技術　前編
緒言－動物園における希少動物の繁殖－　楠田哲士　11-808
・コラム　JAZA による野生生物保全の取り組み　堀　秀正　11-810
ゾウの飼育下繁殖の現状と課題　楠田哲士，乙津和歌，川上茂久　
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11-812
・コラム　東山動物園におけるアジアゾウの繁殖　茶谷公一，佐藤康

弘　11-818
・コラム　とべ動物園におけるアフリカゾウの繁殖　椎名　脩　

11-820
国内のキリン個体群の状況と亜種問題　細田孝久　11-822
・コラム　キリンの繁殖と授乳行動　髙木直子　11-826
ゴリラの国内飼育個体群維持を目的とした海外からの導入事例とそ

の成果　今西鉄也，澁谷　康　11-828
・コラム　国内ゴリラの繁殖技術・繁殖協力と人工哺育個体へのゴリ

ラ教育　長尾充徳　11-832
ホッキョクグマ共同繁殖プロジェクトにおける繁殖成功例　萩野涼

子，田口清太郎　11-834
・コラム　ホッキョクグマ共同繁殖プロジェクト　佐橋智弘　11-838
国際的な共同繁殖計画により成功したスマトラトラの繁殖　釜谷大

輔，阿部敏計，橋本　渉　11-840

No.12　獣医療における放射線学を考える
緒言－獣医療従事者としての獣医師の診療の質が問われる時代－　

夏堀雅宏　12-888
放射線学教育の現場から－難しい放射線学を理解するには－ 　和

田成一　12-893
獣医療現場での放射線防護のポイント－放射線のリスクと獣医師・

看護師の被ばくを防ぐ方法－　柿崎竹彦　12-898
福島第一原子力発電所事故の産業動物への影響－牛体内の放射性セ

シウム汚染とその除去－　伊藤伸彦　12-903
低線量放射線影響とバイスタンダー効果－放射線が当たった細胞か

ら当たっていない細胞への情報伝達－　小林泰彦　12-909
医学・獣医学分野における核医学の利用　永井裕司　12-914

§原　著
ブロイラー農場における Campylobacter jejuni およびサルモネラ属

菌の侵入経路調査　村上真理子，佐々木貴正，丸山賀子，遠山一
郎，春名美香，伊藤和夫　2-117

Loop-Mediated Isothermal Amplification 法とポリエチレンイミン
添加の組み合わせによるサルモネラの目視検出法　早瀬理恵，樋
渡佐知子，嶋田圭一　3-201

食鳥処理場におけるサルモネラの汚染状況　春名美香，佐々木貴正，
村上真理子，浅井鉄夫，伊藤和夫，山田友紀　5-351

地鶏群におけるカンピロバクター，サルモネラおよび Listeria 
monocytogenes の保有状況　佐々木貴正，辻山弥生，春名美香，
村上真理子，吉田信一郎，伊藤和夫，山田友紀子　7-513

Multiplex qPCR による食鳥肉カンピロバクターの迅速検出法の検
討　武藤由紀子，池田和規，後藤千恵子，笹崎圭子，梅田てるみ，
徳田晴美，酒井敬介，横溝力男　10-761

§短　報
伴侶動物由来細菌へのフルオロキノロン剤曝露による耐性菌出現リ

スク　臼井　優，佐藤豊孝，大久保寅彦，田村　豊　4-279
持続血糖測定装置を用いたビーグル犬における経口糖負荷試験　長

久保大，難波俊彦，梶　典幸，高橋空朗，白井明志，浅井史敏　
8-603

§症例報告
子牛の前腕骨々折に対してロッキング・コンプレッション・プレー

ト固定術を用いた1症例　上林義範，都築  直，徐  鍾筆，山家崇史，
田邉貴史，内山裕貴，大津満人，福中守人，佐々木直樹　1-31

髄外膿瘍により片側性顔面神経麻痺と中枢性前庭障害を呈したホ
ルスタイン種育成牛の 1 症例　角田浩之，杉本和也，田川道
人，千葉史織，吉本　薫，松本高太郎，古林与志安，猪熊　壽　
1-35

狂犬病ワクチン接種後に起立困難になった犬の 1 例　泉　憲明，
望月一飛　3-207

肝臓微小血管異形成が疑われたホルスタイン種子牛における肝性脳
症の１症例　前野和利，坂本礼央，駒形　真，千葉史織，池川晃
世，松本高太郎，古林与志安，猪熊　壽　5-357

育成牛の下顎骨骨折に対してロッキング・コンプレッション・プレー
ト固定術を用いた１症例　徐鐘筆，都築　直，田邉貴文，山家祟
史，内山裕貴，上林義範，福中守人，佐々木直樹　6-423

Clostridium septicum による豚の悪性水腫の集団発生例　神田　章，
青木一郎，安藤順一，矢彦沢小百合，宮崎正彦　8-609

脳幹部膿瘍により斜頸と斜視を呈したホルスタイン種子牛の 1 症
例　猪熊　壽，山木博巳，千葉史織，小山憲司，古林与志安　
9-683

胆嚢粘液嚢腫に対して胆嚢切除を行った犬 30 例の臨床病理学的所
見と予後　衛藤展功，赤澤明彦，西森裕一，徳田圭仁，早川陽子，
中村和弘，鈴木陽彦，相良鮎美，手塚あさみ，森　啓太，白石陽
造　9-687

口腔内悪性黒色腫に対して減容積手術およびフィロコキシブによる
治療を行った犬の 2 例　伊藤有美，酒井 洋一　10-765

形成外科と多血小板血漿（PRP）ゲルの併用法を実施した広範囲
皮膚欠損の 3 症例　楢木佑将，古上裕嗣，大下のえ，永山賢二，
麹谷全弘，水本盛彦，森本　修，坂本　綾，中津卓也，岸上義弘
　11-847

§事例報告
ニホンミツバチにおけるアカリンダニ症の発生事例　杉本みのり，

宮坂光徳，平澤康伸　2-123
搾乳実態調査から明らかになった乳質に与える管理要因の影響　西 

淳子，山田徹夫　5-361
角結膜炎発症牛から分離された Moraxella bovoculi　加茂前優花，

小島温子，浦本京也　6-419
雄猫の尿道閉塞の解除処置における状況調査　小原公成，高柳直哉，

平岩和通，河合正治　7-519
肺血栓症を認めた牛の敗血症　内田美枝，阿久津喜規　8-605
管内の一酪農場における農場 HACCP 認証取得の取組み　万年（河

村）恵美子，赤松裕久，永田浩章　11-843
黒毛和種子牛に発生したアスペルギルス症の 1 例　滝澤  亮，武石

秀一　12-919

§講　座
第 9 回日本獣医内科学アカデミー学術大会「研究発表」JVM 賞受賞研究「イヌ

組織球性肉腫細胞における EMR4 の機能解析およびシグナル探
索」　坪井誠也，井手鉄哉，渡邊　学，内田和幸，菅野純夫，中
山裕之　10-757
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§文献紹介（書評）
獣医衛生学 第 2 版　濵岡隆文　1-67
Snall Animal Toxicology 3rd ed.　竹村直行　2-143
Muller & Kirk's Small Animal Dermatology 7th ed.　永田雅彦　

2-143
Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology 5th ed.　

加藤　元　2-144
Handbook of Veterinary Anesthesia 5th ed.　西村亮平　3-231
Slatter's  Fundamentals of Veterinary  Ophthalmology, 5th ed.　太

田充治　3-231
Small Animal Soft Tissue Surgery　西村亮平　4-311
Emergency Procedures for the Small Animal  Veterinarian  3rd ed.

竹村直行　4-311
Behavior Problems Dog & Cat, 3rd ed.　入交眞巳　4-312
獣医学・応用動物科学系学生のための 野生動物学　山﨑晃司 

5-391
Veterinary Dentistry for the General Practitioner 2nd ed.　藤田桂一

6-467
Equine Applied and Clinical Nutrition Health, Welfare and 

Performance　樋口　徹　6-467
Equine Behavior  A Guide for Veterinarians and Equine Scientists 

2nd ed.　楠瀬　良　7-547
Equine Medicine, Surgery and Reproduction 2nd ed.　田口　清 

7-547
Clinical Procedures in Small Animal Veterinary Practice　竹村直行

7-548
動物病理学総論 第 3 版　後藤直彰　8-634
McCurnin's Clinical Textbook for Veterinary Technicians 8th ed.　

山根義久　8-634
Small Animal Medical Differential Diagnosis 2nd ed.　長谷川篤彦 

9-710
Lavin's Radiography for Veterinary Technicians 5th ed. 　山田一孝

9-710
Clinical Veterinary Language　長谷川篤彦　9-711
The Athletic Horse Principles and Practice of Equine Sports 

Medicine 2nd ed. 　佐々木直樹　9-711
Canine and Feline Infectious Diseases　望月雅美　10-786
Veterinary Neuroanatomy － A Clinical Approach　長谷川大輔 

10-786
Veterinary Anaesthesia 11th ed.　西村亮平　11-871
Manual of Clinical Behavioral Medicine for Dogs and Cats　菊水健

史　11-871
Equine Locomotion 2nd ed.　田口　清　11-872

§資　料
ポルトガル・リスボンで開催された世界牛病学会（WBC2012）か

ら　永幡　肇　4-283
ノロウイルス，インフルエンザの脅威に勝つ－ウイルスを秒殺，細

菌，真菌も分殺－　加藤　元　5-369
犬の免疫介在性関節炎 66 例の臨床的特徴と予後　伊東輝夫，西　

敦子，椎　宏樹　6-430
特定非営利活動法人 いわて野生生物疾病研究センター設立　原澤

　亮　6-433

WSAVA（世界小動物獣医師会年次大会）を堪能　ニュージーラン
ドってどんな国？　清水邦一，清水宏子　6-434

第 17 回アジア獣医師会連合（FAVA）大会参加記　中村有加里，
深瀬　徹　7-525

§論　壇
説明に使う獣医療用語の選び方　宮崎良雄　4-276
説明文書をわかりやすくするための工夫　宮崎良雄　5-366
飼い主への説明文書－要約集－　宮崎良雄　6-427
獣医療と確率　宮崎良雄　7-523
獣医療文書の文字の大きさ　宮崎良雄　10-769
説明文書に対する飼い主の反応　宮崎良雄　12-924

§連　載

人と家畜のエピソード　池谷和信

Episode 13　キンシャサの豚　4-245
Episode 14　ウガンダの豚と人　5-325
Episode 15　アマゾンの豚　6-405
Episode 16　アマゾンでサルを飼う　7-485
Episode 17　アマゾンの森とペッカリー　8-565
Episode 18　ベトナムの森と野鶏　9-645
Episode 19　タイの森とイノシシ　10-725
Episode 20　アンデスのアルパカ　11-805
Episode 21　アンデスのリャマ　12-885

世界の動物薬市場の動向　秦　敦朗

（120）2012 年 7 月と 8 月に発売または開発された動物用製品
　1-5
（121）2012 年 8 月と 9 月に発売または開発された動物用製品　

2-85
（122）2012 年 9 月と 10 月に発売または開発された動物用製品
　3-165
（123）2012 年 10 月と 11 月に発売または開発された動物用製品

4-246
（124）2012 年 11 月と 12 月に発売または開発された動物用製品

5-326
（125）2012 年 12 月と 2013 年 1 月に発売または開発された動物

用製品　6-406
（126）2013 年 1 月と 2 月に発売または開発された動物用製品　

7-486
（127）2013 年 2 月と 3 月に発売または開発された動物用製品　

8-566
（128）2013 年 3 月と 4 月に発売または開発された動物用製品　

9-646
（129）2013 年 4 月と 5 月に発売または開発された動物用製品　

10-726
（130）2013 年 5 月に発売または開発された動物用製品　11-806
（131）2013 年 6 月に発売または開発された動物用製品　12-886

症例シリーズ　What Is Your Treatment ?　加藤　元

（52）1-40
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（53）4-288
（54）6-445
（55）8-613

小動物の画像診断

（89）犬の末梢性動静脈瘻　畑　岳史，茅沼秀樹　1-47
（90）肝臓のターゲットサイン　土持　渉，茅沼秀樹　2-131
（91）犬の急性後躯麻痺　魚谷祐介，茅沼秀樹　3-214
（92）レッグペルテス病　守下　建，茅沼秀樹　4-296
（93）犬のクモ膜嚢胞　茅沼秀樹　5-372
（94）犬の椎間円板嚢胞　佐竹恵理子，茅沼秀樹　6-442
（95）猫の外傷性肘関節脱臼　畑　岳史，茅沼秀樹　7-534
（96）尿管断裂　魚谷祐介，茅沼秀樹　8-619
（97）肥大性骨異栄養症　土持　渉，茅沼秀樹　9-694
（98）犬の鼻腔内腫瘍　菅原優子，茅沼秀樹　10-775
（99）猫の大腿骨頭すべり症　芹澤昇吾，茅沼秀樹　11-852
（100）犬の脊柱管内骨髄脂肪腫　木下淳一，茅沼秀樹　12-927

小動物の感染症ノート　望月雅美

（25）フェレットのウイルス感染症 　1-51
（26）犬と猫，およびアルボウイルス感染症　2-127
（27）犬のコロナウイルス感染症　3-210
（28）猫のポックスウイルス感染症 　4-299
（29）犬と猫，咬傷感染症 　5-375
（30）猫伝染性腹膜炎１：病因，疫学，発症機序，免疫　6-451
（31）猫伝染性腹膜炎 2：症状，診断，治療，予防　7-531
（32）犬と猫のその他の感染症１：ボルナ病とオーエスキー病　

8-630
（33）犬と猫のその他の感染症 2　9-691
（34）犬と猫，動物由来感染症　10-771
（35）犬のワクチンと予防接種　11-855
（36）猫のワクチンと予防接種　12-933

Voice from the earth　金成かほる

（33）リュウキュウヤマガメ－日本初のワシントン条約への提案－
1-56

（34）愛らしいアジアの草食獣　サイガ 　3-216
（35）野生動植物のための国際条約，ワシントン条約　第 16 回締

約国会議の行方は？ 　5-382
（36）野生生物は誰のもの？ユニークな事例：日本のマツタケ 　

7-536
（37）野生生物の保全と人々の暮らし　フィリピンの事例：マニラ

湾とセブ島 　9-697
（38）ニシインドコサイチョウ Malabar Grey Hornbill  Ocyceros 

griseus －インド西ガーツ地域固有の鳥－　11-860

犬と猫のあんな病気こんな病気　後藤直彰

（229）細胞診Ⅱ　1-58
（230）ウサギの腎芽腫（腎芽細胞腫）2-134
（231）細胞診Ⅲ 　3-218

（232）猫の基底細胞腫様新生物 　4-302
（233）細胞診Ⅳ 　5-384
（234）（新版）犬ジステンパー 　6-460
（235）細胞診Ⅴ 　7-538
（236）結合組織 　8-624
（237）細胞診Ⅵ　9-700
（238）再生　10-780
（239）細胞診Ⅶ　11-862
（240）実験病理学　12-936

いきもの散歩道－動物行動学からみた生物の世界－　菊水健史

（114）被災地福島で遺棄された犬に見られる継続的な精神的スト
レス状態　1-60

（115）Frans deWaal 再会　2-136
（116）僕たち，みな仲間－チンパンジーの公平性－　3-220
（117）チンパンジーの知性再考　4-304
（118）犬の進化，オオカミとわかれた道　5-386
（119）あかちゃんは抱っこされて揺れると静かに落ち着く !?　

6-462
（120）ミミクリの社会機能　7-540
（121）雄から雌への貢物　8-626
（122）ハダカデバネズミは裸で出っ歯だけど長生き　9-702
（123）哺乳類の一夫一妻制はなぜ成り立ったのか？　10-782
（124）一緒にいることの神経科学－オキシトシンは結びつきを強

める報酬物質－　11-864
（125）プラセボという特効薬　12-938

JVM あんなペット・こんなペット　深瀬　徹

（186）ヒラタヘビクビガメ　1-62
（187）マタマタ　7-542
（188）アカヘリエンマゴミムシ　11-866
（189）Ophisaurus 属アシナシトカゲ　12-940

薬話　深瀬　徹

（9）2013 年の犬糸状虫症予防薬 1　2-138
（10）2013 年の犬糸状虫症予防薬 2　3-225
（11）重症熱性血小板減少症候群とマダニ駆除薬 1　4-306
（12）重症熱性血小板減少症候群とマダニ駆除薬 2　5-379
（13）重症熱性血小板減少症候群とマダニ駆除薬 3　6-455

いま，この人に会いたい！獣医界の巨人と奇人を尋ねて 

深瀬　徹
（1）林屋動物診療室　林屋牧男先生　その 1　8-628
（2）林屋動物診療室　林屋牧男先生　その 2　9-706
（3）茶屋ヶ坂動物病院　金本　勇先生　10-787

新小動物・細胞診シリーズ　石田卓夫

（152）犬の脾腫　1-64
（153）猫の胸水　2-140
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（154）猫の腸管の肥厚　3-222
（155）犬の乳腺部の発赤腫脹　4-308
（156）猫の胸水　5-388
（157）雄犬の乳腺部の腫瘤　6-464
（158）猫の前肢跛行　7-544
（159）犬の脾腫　9-704
（160）犬の乳腺部腫瘤　10-784
（161）犬の末梢血および骨髄の細胞　11-868
（162）猫の下顎の腫脹　12-942

Easy English for Vets

（235）1-66
（236）2-142
（237）3-224
（238）4-310
（239）5-390
（240）6-466
（241）7-546
（242）8-633
（243）9-709
（244）10-793
（245）11-870
（246）12-944

こよみ（カレンダー）　深瀬　徹

1月のカレンダー　「今月の星座　やぎ座　Capricornus，Capricorn」
1-4

2 月のカレンダー　「今月の星座　みずがめ座　Aquarius」　2-84
3 月のカレンダー　「今月の星座　うお座　Pisces」　3-164
4 月のカレンダー　「今月の星座　おひつじ座　Aries」　4-244
5 月のカレンダー　「今月の星座　おうし座　Taurus」　5-324

6 月のカレンダー　「今月の星座　ふたご座　Gemini」　6-404
7 月のカレンダー　「今月の星座　かに座　Cancer」　7-484
8 月のカレンダー　「今月の星座　しし座　Leor」　8-564
9 月のカレンダー　「今月の星座　乙女座   Virgo」　9-644
10 月のカレンダー　「今月の星座　天秤座　Libra」　10-724
11 月のカレンダー　「今月の星座　さそり座　Scorpius，Scorpio」

　11-804
12 月のカレンダー　「今月の星座　いて座　Sagittarius」　12-884

 
くにかず & ひろこの ほっとひといき　フォトポエム（表3掲載）
　清水邦一，清水宏子　写真・光川十洋

1 月のフォトポエム「恋」　1- 表 3
2 月のフォトポエム「結びつき」　2- 表 3
3 月のフォトポエム「車窓の風景」　3- 表 3
4 月のフォトポエム「雲隠れ」　4- 表 3
5 月のフォトポエム「虹」　5- 表 3
6 月のフォトポエム「自由に歩く」　6- 表 3
7 月のフォトポエム「風」　7- 表 3
8 月のフォトポエム「達成感」　8- 表 3
9 月のフォトポエム「今の自分」　9- 表 3
10 月のフォトポエム「もうひとつの教科書」　10- 表 3
11 月のフォトポエム「ゆるりっち」　11- 表 3
12 月のフォトポエム「恋人もそうだけど ?!」　12- 表 3

§その他
語録　中西友子，横井愼一，山根義久　1-68
語録　鈴木伸洋，黒川　知，山﨑　薫　2-145
Q&A　亘 敏広　2-146
語録　佐良直美，細井戸大成，五十君靜信，川原井麻子　4-313
訃報　中村經紀先生　逝去　4-316
語録　酒井健夫，宮沢孝幸　5-392
訃報　五十嵐幸男先生　逝去　11-875


