
 2014年４月一般展示

（エッセイ・小説）
タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号

大人のための恋愛ドリル 柴門 ふみ/[著] 新潮社 2012.12 914.6/ｻﾌ/2012

恋なんて、少し不幸ぐらいがちょうどいい 唯川 恵/著 大和書房 2004.4 914.6/ﾕｹ

恋の魔法をかけられたら 恋愛対談 唯川 恵/[著] 江国 香織/[ほか
述]

角川春樹事務所 2003.8 914.6/ﾕｹ/2003

シェイクスピアの恋愛学 小田島 雄志/著 新日本出版社 2010.10 932.5/ｵﾕ/2010

詩小説 阿久 悠/著 中央公論新社 2000.1 F/ｱ

最後の恋 阿川 佐和子/著 角田 光代/著 沢
村 凛/著

新潮社 2005.12 F/ｱｻ/2006

Sweet Blue Age 有川 浩/著 角田 光代/著 坂木
司/著

角川書店 2006.2 F/ｱﾋ/2006

クジラの彼 有川 浩/著 角川書店 2007.1 F/ｱﾋ/2007

さくら動物病院 相戸/結衣‖著 宝島社 2013.3 F/ｱﾕ/2013

Love Letter 石田 衣良/著 島村 洋子/著 川端
裕人/著

幻冬舎 2005.12 F/ｲｲ/2006

レッスン 五木寛之の恋愛小説 五木 寛之/著 幻冬舎 2008.9 F/ｲﾋ/2008

年下恋愛 梅田 みか/著 マガジンハウス 2007.5 F/ｳﾐ/2007

守護天使 上村 佑/著 宝島社 2007.4 F/ｳﾕ/2007

ナナイロノコイ 恋愛小説 江国 香織/[ほか著] 角川春樹事務所 2003.9 F/ｴｶ

４月展示リスト：本を読んで、恋をしよう
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号泣する準備はできていた 江国 香織/著 新潮社 2003.11 F/ｴｶ/2005

世界の中心で、愛をさけぶ 片山 恭一/著 小学館 2001.4 F/ｶｷ/2004

愛について、なお語るべきこと 片山 恭一/著 小学館 2012.10 F/ｶｷ/2012

コイノカオリ 角田 光代/[ほか]著 角川書店 2004.12 F/ｶﾐ/2004

12星座の恋物語 角田 光代/著 鏡 リュウジ/著 新潮社 2006.10 F/ｶﾐ/2006

ナニカアル 桐野 夏生/著 新潮社 2010.2 F/ｷﾅ/2010

ラブ・ストーリーを探しに 小手鞠 るい/著 角川学芸出版 2010.4 F/ｺﾙ/2010

泣くほどの恋じゃない 小手鞠 るい/著 原書房 2012.3 F/ｺﾙ/2012

クローズド・ノート 雫井 脩介/著 角川書店 2006.1 F/ｼｼ/2006

純愛小説 篠田 節子/著 角川書店 2007.5 F/ｼｾ/2007

引き出しの中のラブレター Listen to My Heart 新堂 冬樹/著 河出書房新社 2009.9 F/ｼﾌ/2009

ナラタージュ 島本 理生/著 角川書店 2005.2 F/ｼﾘ/2005

スノーホワイト 谷村 志穂/著 光文社 2008.12 F/ﾀｼ/2009

100回泣くこと 中村 航/著 小学館 2005.11 F/ﾅｺ/2005

恋人たち 野中 柊/著 講談社 2008.5 F/ﾉﾋ/2008

流れ星が消えないうちに 橋本 紡/[著] 新潮社 2006.2 F/ﾊﾂ/2006
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@恋愛 match.comではじまる4つのラブストーリー 日向 蓬/著 小手鞠 るい/著 藤本
ひとみ/著

ランダムハウス
講談社

2007.2 F/ﾋﾖ/2007

ダブル・ファンタジー 村山 由佳/著 文芸春秋 2009.1 F/ﾑﾕ/2009

夜は短し歩けよ乙女 森見 登美彦/著 角川書店 2006.11 F/ﾓﾄ/2009

放課後の音符(キイノート) 山田 詠美/著 新潮社 1989.10 F/ﾔ

恋愛中毒 山本 文緒/著 角川書店 1998.11 F/ﾔ

恋愛小説 椰月 美智子/著 講談社 2010.11 F/ﾔﾐ/2010

永遠の途中 唯川 恵/著 光文社 2003.5 F/ﾕｹ

息がとまるほど 唯川 恵/著 文芸春秋 2006.9 F/ﾕｹ/2006

あなたと、どこかへ。 Eight short stories 吉田 修一/著 角田 光代/著 石田
衣良/著

文芸春秋 2005.5 F/ﾖｼ/2005

（その他）
タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号

恋愛に効く絵本 きむら ゆういち/著 宝島社 2006.2 019.5/ｷﾕ/2006

恋愛心理学 斉藤 勇/著 ナツメ社 2005.4 141.6/ｻｲ/2005

「モテる」努力は恥ずかしいか? 石坂 豊干/著 ポプラ社 2005.2 152.1/ｲﾕ/2005

男は火星人女は金星人 すべての悩みを解決する恋愛相談Q&A ジョン・グレイ/著 遠藤 由香里/
共訳 倉田 真木/共訳

ソニー・マガジンズ 2003.6 152.1/ｸｼ/2003
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恋愛力 「モテる人」はここがちがう 斎藤 孝/著 筑摩書房 2005.3 152.1/ｻﾀ/2005

結婚してからも恋の輝きに包まれて幸せに生きる魔法の恋愛術 佐藤 富雄/著 DHC 2005.10 152.1/ｻﾄ/2006

「だれかいい人いない?」といっているあなたへ 岸本 裕紀子/著 講談社 2001.4 152/ｷ

ラヴレターを読む 愛の領分 中村 邦生/編 吉田 加南子/編 大修館書店 2008.12 280.4/ﾅｸ/2008

おばあちゃんの恋文(ラブレター) 74歳から始まる恋もある。215通の
愛の往復書簡

永島 トヨ/著 森岡 道人/著 主婦と生活社 2003.7 289.1/ﾅﾄ/2003

笑顔かがやく日帰り温泉 中部・北陸編 ジエ・エー・エ
フ出版社

2008.12 291.0/ｴ/2008

好かれる技術 好感度を高める、ボディランゲージの教科書。 西松 真子/著 インデックス・
コミュニケー
ションズ

2005.7 336.4/ﾆﾏ/2005

なぜか「好感」をもたれる女性のほんのちょっとした違い 今井 登茂子/著 河出書房新社 2003.4 361.4/ｲﾄ

熟年恋愛革命 恋こそ最高の健康法 小林 照幸/著 文芸春秋 2006.12 367.9/ｺﾃ/2007

若返り!モデルスマイル塾 愛され笑顔をつくる口元エクササイズ 石野 由美子/著 鈴木 章/監修 小学館 2007.6 595/ｲﾕ/2008

日本一心のこもった恋文 9 秋田県二ツ井町/編 恒文社21 2003.4 816.6/ｱ/9

泣ける純愛小説ダイジェスト 有光 隆司/編 若草書房 2005.7 902.3/ｱﾀ/2005

作家たちの愛の書簡 大島 和雄/著 風涛社 2003.5 910.2/ｵｶ/2003

恋に死ぬということ 危うき恋と至上の愛の間に命揺れる時 矢島 裕紀彦/著 青春出版社 2000.10 910/ﾔ
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