
日本の小説

スウィートスウィートバスルーム 碧色ボタン／著 マガジンハウス 2007 913.6 アオイ

クジラの彼 有川　浩／著 角川書店 2007 913.6 アリカ

阪急電車 有川　浩／著 幻冬舎 2008 913.6 アリカ

ラブコメ今昔 有川　浩／著 角川書店 2008 913.6 アリカ

植物図鑑 有川　浩／著 角川書店 2009 913.6 アリカ

ストーリー・セラー 有川　浩／著 新潮社 2010 913.6 アリカ

Ｆｏｒ　Ｙｏｕ 五十嵐　貴久／著 祥伝社 2008 913.6 イガラ

年下の男の子 五十嵐　貴久／著 実業之日本社 2008 913.6 イガラ

YOU ! 五十嵐　貴久／著 双葉社 2010 913.6 イガラ

いま、会いにゆきます 市川　拓司／著 小学館 2003 913.6 イチカ

そのときは彼によろしく　（小学館文庫） 市川　拓司／著 小学館 2007 B 913.6 イチカ

野菊の墓　（改版） 伊藤　左千夫／著 新潮社 1979 B 913.6 イトウ

イニシエーション・ラブ　 乾　くるみ／著 原書房 2004 913.6 イヌイ

風待ちのひと 伊吹　有喜／著 ポプラ社 2009 913.6 イブキ

冷静と情熱のあいだ 江国　香織／著　辻　仁成／著 角川書店 2001 913.6 エクニ

東京タワー　（新潮文庫） 江国　香織／著 新潮社 2006 B 913.6 エクニ

スノーフレーク 大崎　梢／著 角川書店 2009 913.6 オオサ

アジアンタムブルー 大崎　善生／著 角川書店 2002 913.6 オオサ

ランプコントロール 大崎　善生／著 中央公論新社 2010 913.6 オオサ

薬指の標本 小川洋子／著 新潮社 1994 913.6 オ

きみがいた時間ぼくのいく時間　タイムトラベル・ロマンスの奇跡 梶尾　真治／著 朝日ソノラマ 2006 913.6 カジオ

センセイの鞄 川上　弘美／著 平凡社 2001 913.6 カワカ

真鶴 川上　弘美／著 文芸春秋 2006 913.6 カワカ

風花 川上　弘美／著 集英社 2008 913.6 カワカ

千羽鶴 川端　康成／著 新潮社 1985 B  913.6 カワバ

伊豆の踊り子 川端　康成／著 新潮社 2003 B  913.6 カワバ

瞬 河原　れん／著 幻冬舎 2007 913.6 カワハ

ラブ・ケミストリー 喜多　喜久／著 宝島社 2011 913.6 キタ

かわいいカノン 季東　将司／著 徳間書店 2008 913.6 キトウ

恋　（ハヤカワ・ミステリワールド） 小池　真理子／著 早川書房 1995 913.6 コ

何度でも君に温かいココアを 小瀬木　麻美／著 ポプラ社 2009 913.6 コセキ

年下の彼 小手鞠　るい／著 河出書房新社 2010 913.6 コデマ

しゃべれどもしゃべれども（新潮文庫） 佐藤　多佳子／著 新潮社 2000 B  913.6 サトウ

クローズド・ノート 雫井　脩介／著 角川書店 2006 913.6 シズク

雪舞い 芝木好子／著 新潮社 1987 913.6 シ

ナラタージュ 島本　理生／著 角川書店 2005 913.6 シマモ

赤い糸 蘇部　健一／著 早川書房 2009 913.6 ソブ

左京区七夕通東入ル 滝羽　麻子／著 小学館 2009 913.6 タキワ

はれのち、ブーケ 滝羽　麻子／著 実業之日本社 2010 913.6 タキワ

春琴抄　（ちくま日本文学全集　７　） 谷崎　潤一郎／著 筑摩書房 1991 918.6 チクマ

海猫 谷村　志穂／著 新潮社 2002 913.6 タニム

スノーホワイト 谷村　志穂／著 光文社 2008 913.6 タニム

夏の光 田村　優之／著 ポプラ社 2007 913.6 タムラ

月の虹 田村　優之／著 日本経済新聞出 2010 913.6 タムラ

サヨナライツカ 辻　仁成／著 世界文化社 2001 913.6 ツジ

Ｂ・・・ 文庫
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書　　　　　　　名

＊＊インターネットから本の予約ができます！＊＊

出 版 社作　家　名 請 求 記 号

今回は、図書館員がおすすめする恋愛小説を紹介します。 
心が温かくなるような作品、切なくなるような作品、様々な恋愛があります。        

どうぞ、その世界を楽しんでください！ 
 

＊＊ここで紹介している本は、すべてかもめ図書館で所蔵している本です。＊＊ 
＊＊貸出中のときは予約することもできます。＊＊ 
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出版年書　　　　　　　名 出 版 社作　家　名 請 求 記 号

時をかける少女　（筒井康隆全集　４） 筒井　康隆／著 新潮社 1983 918.6 ツツイ

百瀬、こっちを向いて。 中田　永一／著 祥伝社 2008 ＹＡ  913.6 ナカタ

吉祥寺の朝日奈くん 中田　永一／著 祥伝社 2009 913.6 ナカタ

僕の好きな人が、よく眠れますように 中村　航／著 角川書店 2008 913.6 ナカム

１０１回目のプロポーズ 野島　伸司／原作 太田出版 1991 913.6 ノ

高校教師　もうひとつの繭の物語 野島　伸司／原作 青春出版社 1993 913.6 ノ

恋人たち 野中　柊／著 講談社 2008 913.6 ノナカ

流れ星が消えないうちに 橋本　紡／著 新潮社 2006 913.6 ハシモ

いのちなりけり 葉室　麟／著 文芸春秋 2008 913.6 ハムロ

六条御息所源氏がたり　１・２ 林　真理子／著 小学館 2010～2011 913.6 ハヤシ

カフーを待ちわびて 原田　マハ／著 宝島社 2006 913.6 ハラダ

わたしの恋人 藤野　恵美／著 講談社 2010 913.6 フジノ

雨恋 松尾　由美／著 新潮社 2005 913.6 マツオ

九月の恋と出会うまで 松尾　由美／著 新潮社 2007 913.6 マツオ

きみはポラリス 三浦　しおん／著 新潮社 2007 913.6 ミウラ

恋空　切ナイ恋物語　上・下 美嘉／著 スターツ出版 2006 913.6 ミカ

金閣寺 三島　由紀夫／著 新潮社 1990 913.6 ミ

潮騒 三島　由紀夫／著 新潮社 1990 913.6 ミ

春の雪　（豊饒の海） 三島　由紀夫／著 新潮社 1990 913.6 ミ

五番町夕霧楼（昭和文学全集　２５） 水上　勉／著 小学館 1988 918.6 シヨウ

スコーレＮｏ．４ 宮下　奈都／著 光文社 2007 913.6 ミヤシ

花の降る午後　（角川文庫　み６－４） 宮本　輝／著 角川書店 1991 B  913.6 ミ

ノルウェイの森　上・下 村上　春樹／著 講談社 1987 913.6 ムラカ

天使の卵（エンジェルス・エッグ） 村山　由佳／著 集英社 1994 ＹＡ 913.6 ムラヤ

天使の梯子 村山　由佳／著 集英社 2004 ＹＡ 913.6 ムラヤ

ヘヴンリー・ブルー　「天使の卵」アナザーストーリー 村山　由佳／著 集英社 2006 913.6 ムラヤ

夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦／著 角川書店 2006 913.6 モリミ

恋文の技術 森見　登美彦／著 ポプラ社 2009 913.6 モリミ

わたしの、好きな人 八束　澄子／著 講談社 2006 913.6 ヤツカ

Ａ２Ｚ（エイ・トゥ・ズィ） 山田　詠美／著 講談社 2000 913.6 ヤマダ

柳橋物語・むかしも今も（新潮文庫） 山本　周五郎／著 新潮社 1987 B  913.6 ヤマモ

恋愛中毒 山本　文緒／著 角川書店 1998 913.6 ヤマモ

シングルベル 山本　幸久／著 朝日新聞出版 2009 913.6 ヤマモ

夜明け前に会いたい　（新潮文庫） 唯川　恵／著 新潮社 2000 B  913.6 ユイカ

肩ごしの恋人 唯川　恵／著 マガジンハウス 2001 913.6 ユイカ

瑠璃でもなく、玻璃でもなく 唯川　恵／著 集英社 2008 913.6 ユイカ

７月２４日通り 吉田　修一／著 新潮社 2004 913.6 ヨシダ

９９通のラブレター 吉野　万理子／著 ＰＨＰ研究所 2010 913.6 ヨシノ

キッチン 吉本　ばなな／著 福武書店 1988 913.6 ヨ

ハゴロモ よしもと　ばなな／著 新潮社 2003 913.6 ヨシモ

デッドエンドの思い出 よしもと　ばなな／著 文芸春秋 2003 913.6 ヨシモ

ずっと、ずっと、あなたのそばに　映画「いま、会いにゆきます」－澪の物語　 若月　かおり／著 小学館 2004 B  913.6 ワカツ

失楽園　上・下 渡辺　淳一／著 講談社 1997 913.6 ワ

愛の流刑地　上・下 渡辺　淳一／著 幻冬舎 2006 913.6 ワタナ

孤舟 渡辺　淳一／著 集英社 2010 913.6 ワタナ

源氏物語 紫式部／著　瀬戸内　寂聴／訳 講談社 1996～1998 913.3 ムラサ

海外の小説

青春のオフサイド　（Ｗｅｓｔａｌｌ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ） ロバート・ウェストール／著 徳間書店 2005 ＹＡ  933 ウエス

マディソン郡の橋 ロバート・ジェームズ・ウオラー／著 文藝春秋 1993 933 ウオラ

パリの恋人　上･下 キム　ウンスク／脚本 竹書房 2005 929.1 キム

プリンセス・ダイアリー メグ・キャボット／著 河出書房新社 2002 ＹＡ  933 キヤボ

赤と黒（河出世界文学全集　第４巻）　 スタンダール／著 河出書房新社 1989 908 カワデ

ロミオとジュリエット（世界古典文学全集　第４１巻　シェイクスピア　１） シェイクスピア／著 筑摩書房 1964 908 セカイ

きみに読む物語 ニコラス・スパークス／著 アーティストハウスパブリッシャーズ 2004 933 スパク

嵐が丘（河出世界文学全集　第８巻） エミリー・ブロンテ／著 河出書房新社 1989 908 カワデ

ジェイン・エア（河出世界文学全集　第８巻） シャーロット・ブロンテ／著 河出書房新社 1989 908 カワデ

動かないで マルガレート・マッツァン／著 草思社 2003 973 マツツ

風と共に去りぬ マーガレット・ミッチェル／著 新潮社 1993 933 ミツチ

フランバーズ屋敷の人びと　１～５ Ｋ．Ｍ．ペイトン／著 岩波書店 2009 児  B  933 ペイト

　ＹＡ・・・　 ヤングアダルト

Ｂ・・・ 文庫

児・・・ 児童


