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青山 七恵 わたしの彼氏 書2 美男子大学生、鮎太朗。女たちはみな彼に恋をするけれど、鮎太朗はなぜかいつもふられる側で…。芥川賞作家が恋愛の不思議を温かく綴る。 

阿川 佐和子 婚約のあとで 結婚を迷う波、夫を愛せない優美、愛しているのに結婚しない宙。満たされた条件の中で尚ためらう7人の女性たちを描いた連作結婚小説集。

阿久 悠 詩小説 書2 『青春時代』『時の過ぎゆくままに』『北の宿から』『また逢う日まで』など、時代のフィルムに鮮やかに焼き付けられた流行歌の世界を小説化。

あさの あつこ たまゆら 書2 人里を離れひっそりと暮らす老夫婦の家を訪れた少女。人を殺して山に消えた少年を探すという彼女とともに、夫婦は恐ろしい山に分け入るが…。

飛鳥井 千砂 アシンメトリー 書2 アラサーの朋美は、親友の紗雪が幼なじみの治樹と突然結婚を決めたことにショックを受ける。しかし二人の結婚には隠された秘密があって?

彩瀬 まる くちなし 運命の恋人に出会うと体に花が咲く『花虫』や、別れた不倫相手の左腕とともに暮らす表題作など全7編の短編集。第5回高校生直木賞受賞作。

有川 浩 阪急電車 書2 同じ電車の乗客みなそれぞれに、人生や別れや恋がある。阪急宝塚線の宝塚駅から西宮北口駅までの8駅、往路復路の計16話の連作短編集。

有吉 玉青
たまお

美しき一日の終わり 父が連れてきた少年･秋雨は、美妙より7つ年下の異母弟だった。それから50余年、2人は互いへの思いを秘め、それぞれの人生を歩んでいたが…。

五十嵐 貴久 年下の男の子 書2 広報の仕事一筋に生きてきた37歳の晶子。契約社員の達郎と徹夜でトラブル処理をしているうち、なぜか気が合い…。14歳差の恋はどうなる!?

石田 衣良 眠れぬ真珠 書2 45歳、孤高の女性版画家・咲世子が、17歳も年下のウェイターへの恋に落ちた。大人の女を少女のように無防備にしてしまう、運命の恋を描く。

伊集院 静 志賀越
し が ご え

みち 書2 東京から祇園にやって来た雅彦は、ある寺で美しい少女に出会った。昭和30年代の京都を舞台に、瑞々しい恋を四季の情景とともに描き出す。

市川 拓司 いま、会いにゆきます 最愛の妻を亡くし、息子と二人暮らす巧。一年後、死んだはずの妻が二人の前に現れるが、彼女は記憶を失っていて…。ファンタジー恋愛小説。

一木 けい 9月9日9時9分 高校生でバンコクからの帰国子女･漣が恋をしたのは、近づいてはいけない人だった。二度と戻らない青春と初恋を捧げた彼女の恋の行方は…。

伊藤 たかみ 指輪をはめたい 書2 転んで頭を打った僕は、婚約指輪を誰に渡すつもりだったのか思い出せない。しかも僕は三股をかけていて?! アラサー男子の恋愛成長小説。

絲山 秋子 小松とうさちゃん 書2 さえない52歳の非常勤講師･小松に訪れた、人生最後かもしれない恋。飲み友達の宇佐美に見守られ、小松は彼女との距離を縮めていくが…。

乾 くるみ イニシエーション・ラブ 書2 代打で呼ばれた合コンで、繭子に一目惚れした夕樹。奥手な二人は少しずつ仲を深めていくが…。“必ず二回読みたくなる”恋愛ミステリー。

井上 荒野
あれの

切羽
き り は

へ 書2 小さな島で、養護教師のセイは夫と満ち足りた生活を送っていた――新任教師の石和に会うまでは。宿命の出会いに揺れる男女を繊細に描く。

伊吹 有喜 風待ちのひと 書2 “心の風邪”で休職中の男と、家族を亡くした傷を抱える女。海辺の町で、ふたりは出会った。心にさわやかな風が吹きぬける、愛と再生の物語。

岩井 志麻子 自由恋愛 書2 明子と清子。正反対に見えた二人の人生は、同じ男を愛したことから交わり、少しずつ狂い始める…。大正時代を舞台に、女の恋と自立を描く。

歌野 晶午 ずっとあなたが好きでした バイト先の女子高生との淡い恋、転校生へのときめき、集団自殺の一歩手前で抱いた恋心…。全13編の、一筋縄ではいかない恋愛小説集。

江國 香織 神様のボート 書2 消えたパパを待って、二人は引越しを繰り返す。愛の静かな狂気に囚われた母･葉子と、その傍らで成長していく娘･草子の遥かな旅の物語。

遠藤 彩見 二人がいた食卓 薄味好みの泉と、ファミレス舌の旺介。結婚して半年になる泉は、旺介の体調や食生活を改善しようと奮闘するが、二人の気持ちはすれ違い…。

大崎 善生 パイロットフィッシュ 書2 アダルト雑誌の編集部に勤める山崎のもとに19年ぶりにかかってきた、かつての恋人からの電話とは。第23回吉川英治文学新人賞受賞作。

大島 真寿美 ビターシュガー 書2 市子、まり、奈津は二十年来の付き合いの女友達。ある日市子の所に、まりの元彼・旭が転がり込んできて…。アラフォーの恋愛&友情小説。



小川 洋子 博士の愛した数式 書2 記憶が80分しかもたない元数学者、シングルマザーの家政婦とその10歳の息子。3人が過ごしたかけがえのない日々を、あたたかく描く。

乙川 優三郎 ロゴスの市 書2 昭和55年、大学の文芸サークルで出会った弘之と悠子。35年に渡って心を通わせながらも、すれ違い続けた二人が見出したある愛の形とは…。

恩田 陸 ライオンハート 書2 17世紀のロンドンで、19世紀のシェルブールで、20世紀のパナマで…。時と空間を越え何度も出会う男女の愛を、切なくも温かく描くファンタジー。

か～

加賀 乙彦 湿原　上、下 書2 1960年代後半、人生の大半を獄中で過ごした中年男と、心の病に苦しみ薬物を乱用する女子大生は、運命的に出会う。1983年～新聞連載作。

角田 光代 愛がなんだ 書2 マモルにべた惚れのテルコは、彼を最優先にするあまり、仕事もクビ寸前。でもマモルはテルコのことが好きではなくて…。究極の片思い物語。

片山 恭一 世界の中心で、愛をさけぶ 書2 朔太郎は、入院中のアキが行けなかった修学旅行先のオーストラリアに彼女を連れて行くため奔走する。一世を風靡
ふうび

した青春恋愛小説。

桂 望実 恋愛検定 書2 恋に自信アリな恵理子。恋愛の神様に、“恋愛検定”四級に挑戦するよう命じられるが…。7人の受験者のゆくえを描く恋愛エンターテインメント。

加納 朋子 ささらさや 書2 夫を亡くしたサヤは、生後間もない息子と共に佐々良という街に越してきた。不思議な事件が起こるたび、亡き夫が他人の姿を借りて現れて…。

川上 弘美 ニシノユキヒコの恋と冒険 書2 イケメンで優しいニシノくんは、なぜかいつもふられてばかり。真実の愛を求めたその生涯と失恋遍歴を、彼と関わった10人の女たちが語る。

川上 未映子 すべて真夜中の恋人たち フリー校正者の冬子は、人づきあいが苦手な34歳。そんな彼女はある日、カルチャーセンターで、高校の物理教師だという初老の男性に出会う。

岸 惠子 わりなき恋 書2 ドキュメンタリー作家の笙子と、大企業のトップマネジメント九鬼。69歳と58歳の二人は、過ぎゆく時に抗いながら最後の恋に落ちてゆく。

北村 薫 水に眠る 書2 同僚への秘めた想い、途切れてしまった父娘の愛、義兄妹の許されぬ感情…人の数だけ、愛がある。短編ミステリーの名手が贈る10の短編集。

桐野 夏生 ナニカアル 昭和17年、作家・林芙美子は陸軍報道部の嘱託として南方に渡った。ボルネオ島で、年下の愛人で新聞記者の謙太郎に再会するが…。

窪 美澄
やめるときも、
　　すこやかなるときも 過去のトラウマのせいで毎年12月に声を失う壱春と、困窮する実家を支え、恋とは縁遠い桜子。欠けた心を抱える二人の出会いの行方とは…。

小池 真理子 夏の吐息 6年前に姿を消した恋人を待ち続ける女性のモノローグから成る表題作ほか6編。恋愛小説の妙手が自らの最高傑作と語る珠玉の短編集。

神戸 遙真 恋とポテトと夏休み 受験に失敗した優芽は、鬱々と高校生活を送っていたが、ハンバーガー屋でのバイトが彼女を大きく変えていく。日本児童文芸家協会賞受賞。

越谷 オサム 陽だまりの彼女 かつて『学年有数のバカ』と呼ばれた真緒は、モテ系のできる女へ変貌を遂げていた。彼女が抱えた、とてつもない秘密とは？2013年映画化。

小手鞠 るい ラブ・ストーリーを探しに 書2 芸術村として有名なウッドストック。避暑地としても名高い小さな村の風景とともに、12の恋の物語が描かれる。まるでエッセイのような短編集。

さ～

桜木 紫乃 ホテルローヤル 書2 湿原に建つラブホテル“ホテルローヤル”。経営者夫婦も、従業員も、利用客も、それぞれに問題を抱えていて…。149回直木賞受賞の短編集。

桜庭 一樹 私の男 書2 孤児となった少女･花は、遠縁だという男･淳悟に引き取られた。雪と流氷に閉ざされた町で、“父娘”は二人きりのいびつな愛を作り上げていく。

佐々木 愛 料理なんて愛なんて 料理が下手でフラれた優花。恋のライバルは料理教室の先生だった。“料理は愛情”なら、料理嫌いの優花の愛情は一体どこに!? 反･料理小説。 

佐藤 正午 ５
ご

書2 倦怠期を迎えた史郎と真智子。結婚8年目記念に訪れたバリ島で起こったある出来事をきっかけに、志郎はかつての愛の記憶を取り戻すが…？

佐藤 多佳子 黄色い目の魚 書2 絵を描くのが好きな悟は、美術の授業でデッサンして以来、気がつくとみのり
・ ・ ・

の表情を追っていて…。鎌倉を舞台に描かれる青春小説。

雫井 脩介 クローズド・ノート 書2 前の居住者が置き忘れたノートの束を見つけた香恵。そのノートが開かれた時、彼女の平凡な日常は大きく変わり始める。切なくも温かい物語。

島本 理生 ナラタージュ 書2 大学二年の春、高校時代の恩師からかかってきた電話。泉は、ときめきと同時に、卒業前に打ち明けられた先生の過去の秘密を思い出す。

白石 一文 ほかならぬ人へ 家族の反対を押し切って結婚した妻には、心に思う人がいた。ならば明生が愛するべき真の相手はどこにいるのだろう？恋愛の深淵を描く全3編。

白川 道
とおる

冬の童話 書2 暗い過去を糧に出版界で成功をおさめた聖人と、虚無的に生きるそら
・ ・

。二人は父子ほどの年齢を乗り越え結ばれるが、そこには哀しい奇跡が…。



新堂 冬樹 忘れ雪 書2 傷ついた子犬を拾った少女・深雪は、獣医を目指す桜木に助けられた。７年後の再会を約束して別れた二人だったが…？儚くも美しい純愛物語。

住野 よる 君の膵臓をたべたい 高校生の僕は、病院で拾った『共病文庫』というタイトルの本をきっかけに、クラスメートの山内桜良と交流を持つようになる。2016年ベストセラー。

瀬尾 まいこ
僕らのごはんは
　　　　　　　明日で待ってる 体育祭をきっかけに付き合うことになった葉山と上村。情熱も運命も感じないけど、これは確かに恋だった。読後きっと笑顔になれる恋愛小説。

た、な～

平 安寿子 おじさんとおばさん 50を過ぎ、久しぶりに集まった同窓会で、新たな同級生カップルが誕生。3組の恋の行方は果たして…？ 熟年世代に送る温かい物語。

瀧羽
た き わ

 麻子 うさぎパン 『好き』がふえていくって、しあわせなことなの？新しい学校、年上の友だち、はじめての恋。15歳の優子に降ってきた、小さな優しい奇跡の物語。

田辺 聖子 ジョゼと虎と魚たち 書2 足が悪いためにほとんど外出をしたことがない『ジョゼ』と、大学を出たばかりの共棲みの管理人・恒夫との純愛を描いた表題作を含む短編集。

谷村 志穂 海猫 書2 義弟との愛に身を投じた母。痛みを胸に抱きながらも、恋に目覚めてゆく二人の娘。三世代の女たちの愛を描く、第10回島清
しませ

恋愛文学賞受賞作。

千早 茜 あとかた 結婚直前の不実、不倫、自分の体を傷つけてしまうこと。体と心が触れあった痕跡を遺すためにあがく人間たちの、痛くて優しい6つの連作短編集。

辻 仁成 サヨナライツカ 書2 好青年と評判の豊は、結婚を控えるなか、赴任先のバンコクで謎の美女・沓子と出会い、愛し合う。二人は別れを選択するが、25年後の再会で…。

辻村 深月 子どもたちは夜と遊ぶ　上・下 同じ大学に通う仲間、浅葱と狐塚、月子と恭司。彼らを取り巻く片想いの歯車は、連続殺人事件と絡まり、悲しくも残酷な方向へと狂い始める。

藤堂 志津子 隣室のモーツアルト 書2 食道がんで入院した51歳の多花子。ある日隣室に、15年前に別れた男が入院してきて…。表題作の他、過ぎ行く時と恋愛を描く短編集。

遠野 りりこ マンゴスチンの恋人 書2 幼い頃のトラウマが原因で恋ができない高校生の季里子は、ある日人妻・笙子に出会い…。セクシャルマイノリティの男女の恋を描く全4編を収録。

豊島
としま

 ミホ エバーグリーン 書2 ミュージシャンを夢見るシンと、地味でオタク系女子の綾子。中学の卒業式の日、二人は10年後に夢を叶えて再会することを約束するが…。

中島 京子 やさしい猫 シングルマザーの保育士･ミユキさんが惹かれたのは、年下のスリランカ人･クマさんだった。ミユキの娘の視点から描かれる、号泣必至の物語。

中島 たい子 この人と結婚するかも 書2 小さな美術館で働く私。気になる男性と出会うたび『この人と結婚するかも』と勘違いしては暴走し、反省する日々を送っていたが…。他一編。

中原 みすず 初恋 書2 1968年、あの三億円事件には少女の命がけの想いが刻み込まれていた。白バイ男は女子高生だったという設定で描かれた異色の恋物語。

中村 航 100回泣くこと 書2 求婚を受け、1年間結婚の練習をしようと言ってくれた彼女。愛犬も命を取りとめた。最高の幸せがずっと続くんだと思っていた…。2013年映画化。

中山 可穂 白い薔薇の淵まで 書2 29歳の平凡なOLだった私は、深夜の書店で、話題の女性作家･山野辺塁と運命的に出会う。激しく求め合う二人だが、それは破滅への道だった。

凪良 ゆう 流浪の月 引き取られた家で虐待を受けていた更紗。大学生の文に拾われ、二か月を彼のマンションで過ごすが、ある日文は誘拐犯として逮捕され…。

西 加奈子 白いしるし 書2 傷つくことを恐れて恋愛を遠ざけていた画家の夏目は、ある一枚の絵とその画家･間島に心を奪われてしまう。全身全霊の恋の行方は？

野中 柊 きみの歌が聞きたい 書2 幼なじみの絵梨と美和、そして週一回美和と関係を持っている少年･ミチルは絵梨の元恋人。優しい三角関係の中で生まれた愛と哀しみとは…。

は、ま～

橋本 紡 流れ星が消えないうちに 書2 高校時代に出会った、奈緒子と加地君と巧君。奈緒子の恋人となった加地君は、旅先の事故で亡くなった…。静かな愛と赦しを描く物語。

蓮見 圭一 水曜の朝、午前三時 書2 1970年、万博の夏。45歳の若さで亡くなった女性翻訳家は、娘のために4巻のテープを遺した。そこに語られる失われた恋の思い出とは…。

畑野 智美 夏のバスプール 書2 高一の涼太は、期末試験の朝、仙台からの転校生・久野ちゃんにトマトをぶつけられて遅刻する。彼女の複雑な事情が気になる涼太だが？

林 真理子 アスクレピオスの愛人 書2 WHOのメディカル･オフィサーとして、感染症医療の最前線で働く志帆子の姿は、一人娘や男たちの憧れの的だった。そんな彼女の秘密とは…。

原田 マハ カフーを待ちわびて 『私をお嫁さんにしてください』手紙を送ってきたのは、明青
あきお

が見たこともないような美人だった。沖縄の離島を舞台に描かれる切ない恋物語。



東野 圭吾 夜明けの街で 書2 絶対に不倫なんてしないと思っていた僕なのに…しかも、彼女は15年前の殺人事件の容疑者だった。事件は間もなく時効を迎えようとしていて…。

姫野 カオルコ ツ、イ、ラ、ク 書2 小さな町に暮らす14歳の隼子は、河村先生との激しい恋に“墜落”していく。あの頃を切なさとともに思い出す大人のための純愛小説。

平野 啓一郎 マチネの終わりに クラシックギタリストの蒔野とジャーナリストの洋子は運命的に出会うが、洋子には婚約者がいた。アラフォーの二人の道は再び交わるのか？

平山 瑞穂 忘れないと誓ったぼくがいた 書2 あずさの存在を証明するのはたった数分のビデオテープだけ。世界中の人が忘れても、ぼくだけは忘れないと誓ったのに――。2015年映画化。

藤田 宜永 愛の領分 書2 仕立屋・淳蔵は、旧友に誘われ久しぶりに帰郷する。高瀬の妻・美保子は難病に侵され、心も体も以前の彼女ではなくなっていた。大人の恋物語。

本多 孝好 真夜中の五分前 Side‐A 書2 恋人を6年前に亡くして以来、世界から五分遅れた時間を生きている僕は、かすみという女性と出会う。二年後の二人を描いたSide-Bもあり。

三浦 しをん きみはポラリス 三角関係、同性愛、片想い、禁断の愛…。人は生まれながらにして、恋を恋だと知っている。既存のカタチにとらわれない最強の恋愛小説集。

宮木 あや子 花宵
はなよい

道中 書2 遊女・朝霧は、あと数年で年季を終えて吉原を出て行くはずだった。その男に出会うまでは…。遊女たちの叶わぬ恋を綴った官能純愛絵巻。

宮本 輝 錦繡
きんしゅう

書2 愛し合いながらも離婚した二人。偶然の再会から交わし始めた14通の往復書簡が、10年間の孤独を生きてきた男女の過去を埋めてゆく。

村上 春樹 ノルウェイの森　上、下 書2 ハンブルク空港でビートルズの『ノルウェイの森』を聴きながら、過去を思い出し動揺する『僕』。限りない喪失と再生を描く究極の恋愛小説。

村山 由佳 はつ恋 海辺の町で愛猫と暮らす作家のハナ。二度の離婚を経て人生の後半を迎えた彼女だが、かつて姉弟のように過ごした幼なじみのトキヲに出会い…。

森 絵都 この女 書2 ドヤ街暮らしの礼司は、会社社長から妻の結子の話を小説に書くよう依頼される。震災前夜の神戸と大阪を舞台に繰り広げられる冒険恋愛小説。

盛田 隆二 ありふれた魔法 書2 秋野智之44歳、城南銀行五反田支店次長、妻子あり。人生の予定が狂うほどの恋などするつもりはなかった…。理性では抗えない感情を描く。

森見 登美彦 恋文の技術 書2 大学から遠く離れた実験所に飛ばされた大学院生･守田は、“文通武者修行”と称し、仲間や妹に次々と手紙を書きまくる。彼の真の目的とは？

や、ら、わ～

椰月 美智子 恋愛小説 書2 23歳の美緒には大好きな彼氏がいるのに、ついサスケと関係を持ってしまった。ひとりの女の、未熟で身勝手で鮮やかな恋愛大河叙事小説。

山崎 ナオコーラ 美しい距離 書2 40代で末期がんと診断されたサンドイッチ屋の妻。夫は仕事をしながら病院に通い、妻を見守り続ける…。第23回島清
しませ

恋愛文学賞受賞作。

山崎 マキコ ためらいもイエス 書2 28歳、仕事中毒のOL奈津美は、昇進を前に人生初のモテ期に突入してしまった。愛すべき恋愛音痴のための、可笑しくてやがて切ない恋物語。 

山田 詠美 風味絶佳 書2 70歳の今も真っ赤なカマロを走らせるグランマは、孫の志郎の恋の行方を静かに見守る。肉体労働に携わる男性たちの恋と人生を描く短編集。

山本 文緒 恋愛中毒 書2 これから先の人生、他人を愛しすぎないように――冴えない中年の独身女・水無月に秘められた過去とは？第20回吉川英治文学新人賞受賞作。

山本 幸久 幸福ロケット 書2 クラスで八番目にかわいい(?)小5の香な子
か な こ

と、深夜ラジオばかり聴いているコーモリ。お花茶屋を舞台に織り成す、可笑しくて切ない初恋物語。

唯川 恵 肩ごしの恋人 書2 恋にのめりこめないOLの萌と、その親友で恋愛に積極的なるり子
・ ・ ・

。るり子の三度目の結婚式で、萌は既婚者の祐介と出会い、関係を持つが…。

柚木 麻子 伊藤くんA to E
エー　トゥー　イー

顔はいいけど自意識過剰で無神経、そんな伊藤誠二郎に振り回される5人の女たち。彼女らが恋愛を通して成長していく姿を描く連作集。

吉川 トリコ 余命一年、男をかう 貯金が趣味の唯は、40歳にして余命一年を宣告されるも、妙な安堵感に包まれる。金に困っているホストに70万円をポンと渡したところ…？

吉田 修一 初恋温泉 書2 初恋の女性と結婚した男、不倫中の元同級生、初の外泊を試みる高校生カップル… 。温泉を訪れる5組の男女の心模様を細やかに描く短編集。

吉村 萬壱 臣女
おみおんな

書2 夫の浮気を知った妻の体が巨大化していく。夫は、異形のものへ変わりゆく妻を世間から隠し、懸命に介護を続けるが…。島清
しませ

恋愛文学賞受賞作。

連城 三紀彦 恋文 書2 小さな問題を抱えた夫婦、親子、大叔父と姪…都会の片隅に暮す、大人の男女の様々な“愛のかたち”を描く五編。第91回直木賞受賞。 

渡辺 淳一 愛の流刑地　上、下 書2 落ち目の作家･村尾は、自分のファンだという主婦･冬香と知り合う。二人は激しい恋に落ちるが、愛ゆえに村尾は冬香をその手にかけてしまう。

綿矢 りさ オーラの発表会 海松子
み る こ

は、他人の気持ちを察するのが苦手な大学生。自分を変えようと奮闘するうちに、幼なじみとイケメン会社員からアプローチを受けていて…?


