
書　名 著 者 出版者 刊行年 資料バーコード

余白の春 瀬戸内寂聴／著 岩波書店 2019 1110906102

野の春 （流転の海 第9部) 宮本輝／著 新潮社 2018 1111005110

この世の春 （上下） 宮部みゆき／著 新潮社 2017 1110742614

完本春の城 石牟礼道子／著 藤原書店 2017 1110738935

春に散る （上下） 沢木耕太郎／著 朝日新聞出版 2017 1110834973

お春 橋本治／著 中央公論新社 2016 1110824685

春や春 森谷 明子／著 光文社 2015 1110548029

春雷 葉室 麟／著 祥伝社 2015 1110422332

雨の裾 古井 由吉／著 講談社 2015 1110548896

春遠からじ 北原 亞以子／著 KADOKAWA 2014 1110386628

春の庭 柴崎 友香／著 文藝春秋 2014 1110386495

春、戻る 瀬尾 まいこ／著 集英社 2014 1110358924

また次の春へ 重松 清／著 扶桑社 2013 1110119698

春風伝 葉室 麟／著 新潮社 2013 1110112198

来春まで (お鳥見女房 [7]) 諸田 玲子／著 新潮社 2013 1110201983

春を背負って 笹本 稜平／著 文藝春秋 2011 1107936740

春から夏、やがて冬 歌野 晶午／著 文藝春秋 2011 1107954875

春告げ坂 安住 洋子／著 新潮社 2011 1108755412

春から夏、やがて冬 歌野 晶午／著 文藝春秋 2011 1107954875

春のとなり 泡坂 妻夫／著 南雲堂 2006 1108501915

春のワルツ （前後編） キム ジヨン／著 TOKIMEKIパブリッシング 2006 1108374693

春のとなり 泡坂 妻夫／著 南雲堂 2006 1108501915

春、バーニーズで 吉田 修一／著 文芸春秋 2004 1108249879

春雷 日満 久／著 郁朋社 2003 1108020627

春の祭典 アレホ・カルペンティエール／著 国書刊行会 2001 1105578296

もどりの春 阿久 悠／著 中央公論新社 2001 1105911067
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春の小説 
令和 3 年３月９日 



春雷 伊集院 静／著 新潮社 1999 1106056094

春の高瀬舟 平岩 弓枝／著 文芸春秋 1998 1106827239

花の下にて春死なむ 北森 鴻／著 講談社 1998 1106852856

尾張春風伝 （上下） 清水 義範／著 幻冬舎 1997 1101717534

プラハの春 春江 一也／著 集英社 1997 1101717401

春までの深い闇 サム・リーヴズ／著 早川書房 1995 1106807637

春の潮 宮城谷 昌光／著 講談社 1991 1100048154

春の水 ツルゲーネフ／作 岩波書店 1991 1102699020

溢れる春 津島 佑子／著 新潮社 1990 1107890707

春の女王 阪田 寛夫／著 福武書店 1990 1100694148

永すぎた春 三島 由紀夫／著 新潮社 1988 1107166744

春灯 宮尾 登美子／著 新潮社 1988 1100048444

春情蛸の足 田辺 聖子／著 講談社 1987 1100105814

春昼・春昼後刻 泉 鏡花／作 岩波書店 1987 1102685821

銀座春灯 山口 洋子／著 文芸春秋 1987 1100564507

春のソナタ ラモン・デル・バリェ=インクラン／著 西和書林 1986 1100247186

春の夢 宮本 輝／著 文芸春秋 1984 1106865320

春雷 立松 和平／著 河出書房新社 1983 1100804283

いつもと同じ春 辻井 喬／著 河出書房新社 1983 1106370347

春琴抄 谷崎 潤一郎／著 新潮社 1981 1107622795

春にして君を離れ アガサ・クリスティー／著 早川書房 1981 1107355834

春の嵐 池波 正太郎／著 新潮社 1979 1100720117

春 島崎 藤村／作 岩波書店 1979 1102687181

春の雪 三島 由紀夫／著 新潮社 1978 1107274068

春の舞踏 三浦 哲郎／著 文芸春秋 1976 1100663952

惜春の館 F.レンゲル／著 展望社 1968 1100819869

春の嵐 ヘッセ／[著] 新潮社 1967 1107461830

暗い春 ヘンリー・ミラー／著 人文書院 1953 1101451852

春の嵐 井上靖／著 創元社 1952 1101450037

蝕める春 菊池 寛／著 向日書館 1949 1105855454

春の夢秋の夢 坪田 譲治／著 新潮社 1949 1101822318

春燈 北条 誠／著 新紀元社 1948 1101821765

春が咲かせた花 石川達三／著 八雲書店 1948 1101486817

瀕死の春 ラヨシユ・ヂラヒ／[著] 新潮社 1946 1101480497

信濃の春 山手 樹一郎／著 大衆文芸社 1943 1100814167

春服 芥川 龍之介／著 春陽堂 1923 1101606208

春の逃げ水 吉田 絃二郎／著 新潮社 　　　　－ 1102819537
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