
 

 

 

 

  

 

２月といえば、そう！
今回はこの季節にぴったりな恋愛小説を４冊
紹介します。⽢酸っぱい恋や不思議な恋など、
読書を通してさまざまな恋愛を楽しむことがで
きます。本でしか味わえない世界をぜひお楽し
みください。図書館でお待ちしています！
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 異種間恋愛、時空を超えた恋愛、ある部位との恋愛など、現実では
ありえない恋愛をテーマにした短編集です。
 少年と少女は運命の恋に落ちた。しかし、ふたりの恋は時間という
壁に隔てられていた――。場所によって時間の流れが異なる世界の切
ない物語
 
わたしの一生は幸福でした。
(幸福ですって？
ごらんなさい。カムロミは永遠に私
よ。 

 朔太郎とアキが出会ったのは中学２年生の時。同じ学級委員の立場
で仲良くなっていき高校に入るころに２人は恋に落ちる。フ
キスや２人きりの無人島、思春期らしい哲学的な話などが描かれてい
く。しかし、アキがある日発病し、２人でその病気と闘っていくこと
になり……。
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朔太郎とアキが出会ったのは中学２年生の時。同じ学級委員の立場
で仲良くなっていき高校に入るころに２人は恋に落ちる。フ
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好きになること以上に、みんなの役に立つことがあるとは思えな
いけどな。 
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これとは対照的に欧米諸国やインド、ベ

が一般的で、お花やカード、アクセサリーが定番となっています。恋人同士だけではなく家族

や親しい人との間でもプレゼントやカードを贈りあうこともあるようです。世
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