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049ハ 爆笑母ちゃんカンベンしてくれ 鉄人社

104コ 愛の哲学、孤独の哲学 アンドレ・コント＝スポンヴィル 紀伊国屋書店

B131キ 老年について　友情について キケロー 講談社

141ウ 男女の魂の心理学 ジョン・ウェルウッド 日本教文社

145ヘ 性倒錯者　だれもが秘める愛の逸脱 ジェシー・ベリング 化学同人

146イ ラブという薬 いとう　せいこう リトルモア

146ホ ナルシシズム　自分を愛するって悪いこと？ 細井　啓子 サイエンス社

152キ 愛とためらいの哲学 岸見　一郎 ＰＨＰ研究所

152ホ ブラック彼氏 堀井　亜生 毎日新聞出版

158セ 世界の学者が語る「愛」 レオ・ボルマンス 西村書店

158タ 愛の論理学 高橋　昌一郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

U159キ 北野家の躾と家族愛 北野　大 第三企画出版

183セ 寂聴観音経　愛とは 瀬戸内　寂聴 中央公論社

198ア しあわせを見つけるマザー・テレサ２６の愛の言葉 アグネス・チャン 主婦と生活社

J367サ 大学で大人気の先生が語る〈恋愛〉と〈結婚〉の人間学 佐藤　剛史 岩波書店

J367ヒ ふたりのママから、きみたちへ 東　小雪 イースト・プレス

367.3シ 定年後に夫婦仲良く暮らすコツ 清水　義範 ベストセラーズ
367.3ロ ６０歳のラブレターセレクション 日本放送出版協会 日本放送出版協会

367.9ウ 恋愛しない若者たち 牛窪　恵 ディスカヴァー・トゥエンティワン

367.9カ 婚外恋愛 亀山　早苗 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

367.9コ 究極の愛について語るときに僕たちの語ること コエヌマ　カズユキ 青月社

369.2ノ 聴導犬のなみだ 野中　圭一郎 プレジデント社

369.2ヘ べてるの家の恋愛大研究 浦河べてるの家 大月書店

384ス 恋愛制度、束縛の２５００年史 鈴木　隆美 光文社

491.4ヤ 性と愛の脳科学 ラリー・ヤング 中央公論新社
645ア ああ、犬よ！　作家と犬をめぐる２８話 キノブックス編集部 キノブックス
645ホ ロスト・キャット　愛と絶望とＧＰＳの物語 キャロライン・ポール 講談社
645モ 君と一緒に生きよう 森　絵都 毎日新聞社
708イ 池田満寿夫愛のありか 池田　満寿夫 二玄社
726イ ラブレター いわさき　ちひろ 講談社
726ソ おじいちゃんの絵手紙 ヘンリー・ソーンヒル卿 講談社
726ヘ 永遠の恋人たち　ペイネ画集 レイモン・ペイネ 講談社
746フ 家族を撮る。 藤本　陽子 マイルスタッフ
748ア 幸福写真 荒木　経惟 ポプラ社

767ヒ ピアフ愛の手紙 エディット・ピアフ 平凡社
816ム 大切なあの人へラブレターを書こう！ むらかみ　かずこ 原書房
902オ 親と子の愛と憎しみと 歴史と文学の会 勉誠出版
908コ 恋しくて　Ｔｅｎ　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｌｏｖｅ　Ｓｔｏｒｉｅｓ 村上　春樹 中央公論新社
908レ 恋愛詩集 小池　昌代 ＮＨＫ出版

J911ハ 恋の歌、恋の物語　日本古典を読む楽しみ 林　望 岩波書店
911.1ハ 日本の恋の歌　貴公子たちの恋 馬場　あき子 角川学芸出版
911.5オ おかあさん、あのね 吉野　弘 大和書房
911.5コ こっちむいて、おかあさん 吉野　弘 大和書房
911.5サ きみがすき 桜井　信夫 ポプラ社
911.5タ 智恵子抄 高村　光太郎 日本図書センター
911.5タ 愛の詩集 谷　郁雄 飛鳥新社
911.5タ 愛について 谷川　俊太郎 港の人

911.5ハ 子どもへの恋文 灰谷　健次郎 大月書店
913イ 西鶴が語る江戸のラブストーリー 〔井原　西鶴 ぺりかん社
914ア ソボちゃん　いちばん好きな人のこと 有吉　玉青 平凡社
914オ おかあさん　私をささえた母の言葉 毎日新聞大阪本社学芸部 大和書房
914キ 愛さずにいられない　北村薫のエッセイ 北村　薫 新潮社
914キ あらしのよるに－恋愛論－ きむら　ゆういち 講談社
914チ 父へ母へ。１００万回の「ありがとう」 『ＰＨＰ』編集部 ＰＨＰ研究所
914ユ 恋愛日和 唯川　恵 小学館
914ラ ラヴレターズ 文藝春秋 文藝春秋

B914ワ 愛の言葉　１９７０－２０１４ 渡辺　淳一 文藝春秋
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916ス されど愛しきお妻様 鈴木　大介 講談社
916ナ 僕が夫に出会うまで 七崎　良輔 文藝春秋
917タ 愛に生きる言葉 太宰　治 青志社
929オ ラブレター オ　スヨン 徳間書店
930ヘ 愛がためされるとき ジョン・ベイリー 朝日新聞社
933ウ ビッグフィッシュ　父と息子のものがたり ダニエル・ウォレス 河出書房新社
933エ 愛トスカーナ　エリアーナの物語 リチャード・ポール・エヴァンズ 集英社
933チ さよなら、愛しい人 レイモンド・チャンドラー 早川書房
933フ 猫のパジャマ レイ・ブラッドベリ 河出書房新社

B933ヘ 変愛小説集 アリ・スミス 講談社
933ヘ 恋人たちのいる風景　Ｏ・ヘンリーラブ・ストーリーズ Ｏ．ヘンリー 洋泉社
933マ ヘミングウェイの妻 ポーラ・マクレイン 新潮社
933レ レズビアン短編小説集　女たちの時間 Ｖ．ウルフ 平凡社
933レ あたしの一生　猫のダルシーの贈り物 ディー・レディー 飛鳥新社

B944ヘ 愛することができる人は幸せだ ヘルマン・ヘッセ 草思社
949ハ おばあちゃんのごめんねリスト フレドリック・バックマン 早川書房
950ア デュラス，あなたは僕を（本当に）愛していたのですか　 ヤン・アンドレア 河出書房新社
950ス 愛について　プルースト、デュラスと 鈴村　和成 紀伊国屋書店

J953サ 悲しみよこんにちは　改版 サガン 新潮社
J953ソ 猫の楽園　ゾラ　ショートセレクション エミール・ゾラ 理論社
953フ マノン アベ・プレヴォ 新書館

B973テ クオーレ デ・アミーチス 岩波書店
J983ト 初恋 トゥルゲーネフ 光文社
Fオ ロゴスの市 乙川　優三郎 徳間書店
BFコ 恋の聖地 原田　マハ 新潮社
Fコ 恋のトビラ 石田　衣良 集英社
Fサ 銀河食堂の夜 さだ　まさし 幻冬舎
Fサ 月の満ち欠け 佐藤　正午 岩波書店
Fシ たんぽぽ団地 重松　清 新潮社
Fシ 家族のあしあと 椎名　誠 集英社
Fシ ステップ 重松　清 中央公論新社
Fタ Ｂランクの恋人 平　安寿子 実業之日本社
Fタ めぐり逢いサンドイッチ 谷　瑞恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Fタ あなたがパラダイス 平　安寿子 朝日新聞社
Fツ 家族シアター 辻村　深月 講談社
Fノ その向こう側 野中　柊 光文社
Fハ サロメ 原田　マハ 文藝春秋
BFヒ 秘密 東野　圭吾 文芸春秋
Fフ 風の向こうへ駆け抜けろ 古内　一絵 小学館
Fヘ 変愛小説集　日本作家編 岸本　佐知子 講談社
Fム とおくはなれてそばにいて 村上　竜 ベストセラーズ
Fヨ 吉本ばなな自選選集　２　ラブ 吉本　ばなな 新潮社
Fレ 恋愛小説 川上　弘美 新潮社
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