
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 資料番号

恋愛

男女がうまくいく心理学辞典
齊藤 勇／監修、
朝日新聞出版／
編著

朝日新聞出版 2020.2 141.62/ｻｲ20/ 0015168628

モダンラブさまざまな愛のかたち　ニューヨーク・タイ
ムズ掲載の本当にあった21の物語

ダニエル・ジョー
ンズ／編、桑原
洋子／訳

河出書房新社 2021.3 152.1/ｼﾖ21/ 0015758113

キングオブデート　あなたのデートが面白いほどうま
くいく

ジョニー／著 評言社 2021.9 152.1/ｼﾖ21/ 0015948433

恋に不器用でも愛される!3分朝ノート 西原 愛香／著 KADOKAWA 2020.11 152.1/ﾆｼ21/ 0015793565

北欧に学ぶ好きな人ができたら、どうする?
アンネッテ・ヘア
ツォーク／著、カトリー
ネ・クランテ／イラスト

晶文社 2019.9 152.1/ﾍｱ19/ 0015043722

ふたりのきほん100 松浦 弥太郎／著 光文社 2021.4 152.1/ﾏﾂ21/ 0015801111

占い・運気アップ

お金と愛をつれてくる虹色鳳凰の招き方・もてなし方
龍羽ワタナベ／
著

PHP研究所 2019.12 148/ﾘﾕ20/ 0015186984

相性で運命が変わる福寿縁うらない 中園 ミホ／著 マガジンハウス 2021.9 148/ﾅｶ21/ 0015858426

たった5秒!手のひらを見るだけで運命の男性が分か
る

佐藤 香／著
みらいパブリッ
シング

2017.10 148.14/ｻﾄ18/ 0014470686

ゲッターズ飯田の運命の人の増やし方
ゲッターズ飯田／
著

朝日新聞出版 2019.12 148.9/ｹﾂ20/ 0015146806

運命のパートナーを引き寄せたいならノートの神さま
にお願いしなさい

丸井 章夫／著 すばる舎 2018.8 148.9/ﾏﾙ18/ 0014705073

発見・運命の赤い糸 藤井 政志／著 文芸社 2020.4 B148/ﾌｼ21/ 0015671993

映画

恋愛映画小史 佐藤 忠男／著 中日映画社 2017.7 778.04/ｻﾄ17/ 0013925037

新しい出会いなんて期待できないんだから、誰かの
恋観てリハビリするしかない

ジェーン・スー、
高橋 芳朗／著

ポプラ社 2021.12 778.04/ｼｴ21/ 0015967920

デートで初めて行った映画は何ですか?
柴田 こずえ／取
材・文

岩崎書店 2018.7 778.04/ｼﾊ18/ 0014487540

おしゃれも人生も映画から
地曳 いく子、立
田 敦子／著

中央公論新社 2018.9 778.04/ｼﾋ18/ 0014715213

みんなの恋愛映画100選
長場 雄／絵、山
瀬 まゆみ／文

オークラ出版 2018.2 778.04/ﾅｶ18/ 0014370530

あなたの恋がでてくる映画 二村 ヒトシ／著 スモール出版 2019.10 778.2/ﾆﾑ19/ 0015058886

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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詩歌

いにしえの恋歌　和歌と漢詩の世界 彭 丹／著 筑摩書房 2018.10 911.102/ﾎｳ18/ 0014721021

日本の恋の歌　貴公子たちの恋 馬場 あき子／著 角川学芸出版 2013.3 911.104/ﾊﾊ13/ 0011801370

恋に生きる万葉歌人　高雅な歌から官能的な歌まで 加納 邦光／著
ブイツーソ
リューション

2020.9 911.125/ｶﾉ21/ 0015929821

恋歌　王朝の貴族たち 小林 一彦／著 さくら舎 2018.9 911.13/ｺﾊ18/ 0014515266

ときめく心　中学生の相聞歌 桔梗 亜紀／著 水曜社 2020.12 911.16/ｷｷ20/ 0015673767

鼓動のうた　愛と命の名歌集 東 直子／著 毎日新聞社 2014.5 911.16/ﾋｶ14/ 0012601084

恋愛小説（日本）

三度目の恋 川上 弘美／著 中央公論新社 2020.9 F19-47/ｻﾝ20/ 0015580178

最後は会ってさよならをしよう 神田 澪／著 KADOKAWA 2021.1 F19-203/ｻｲ21/ 0015728371

ラストは初めから決まっていた 小手鞠 るい／著 ポプラ社 2021.1 F29-25/ﾗｽ21/ 0015719040

アスク・ミー・ホワイ 古市 憲寿／著 マガジンハウス 2020.8 F73-74/ｱｽ20/ 0015570039

累々 松井 玲奈／著 集英社 2021.1 F78-198/ﾙｲ21/ 0015728470

恋愛仮免中
奥田 英朗、窪 美
澄／著

文藝春秋 2017.5 B913.68/ﾚﾝ17/ 0013931449

恋愛小説（海外）

中国が愛を知ったころ　張愛玲短篇選
張 愛玲／[著]、
濱田 麻矢／訳

岩波書店 2017.10 923.7/ﾁﾔ18/ 0014157689

運命と復讐
ローレン・グロフ
／著、光野 多惠
子／訳

新潮社 2017.9 933.7/ｸﾛ17/ 0014109730

スウィートビター
ステファニー・ダ
ンラー／著、吉嶺
英美／訳

TAC株式会社
出版事業部

2018.10 933.7/ﾀﾝ18/ 0014722581

夜のふたりの魂
ケント・ハルフ／
著、橋本 あゆみ
／訳

河出書房新社 2018.10 933.7/ﾊﾙ18/ 0014722573

二人
イレーヌ・ネミロフ
スキー／著、芝
盛行／訳

未知谷 2021.7 953.7/ﾈﾐ21/ 0015865900

エッセイ

女と男の絶妙な話。 伊集院 静／著 文藝春秋 2019.5 914.6/ｲｼ19/ 0014919658

365日24時間一緒にいる私たちが仲良しの理由 とったび／著 KADOKAWA 2021.3 914.6/ﾄﾂ21/ 0015682149

口説き文句は決めている 夏生 さえり／著 クラーケン 2017.8 914.6/ﾅﾂ17/ 0014191217

男と女の理不尽な愉しみ
林 真理子、壇 蜜
／著

集英社 2017.11 914.6/ﾊﾔ17/ 0014168538

出会って別れて、なぜ悪い? 松尾 スズキ／著 朝日新聞出版 2018.10 914.6/ﾏﾂ18/ 0014717847

あなたの夫は素晴らしい人だと叫びたくなる 渡辺 千穂／著 マガジンハウス 2017.6 914.6/ﾜﾀ17/ 0014077150
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