
「テーマ・ジャンルからさがす ライトノベル・ライト文芸 2013.1-2013.6①

「テーマ・ジャンルからさがす ライトノベル・ライト文芸 2013.1-2013.6②

「テーマ・ジャンルからさがす児童文学 2008」

012 年に国内で刊行さ
れたライトノベル・ラ

イト文芸の計 2,077 冊を採録。
テーマ･ジャンル･作品情報など
からライトノベル・ライト文芸
を探せる図書館のレファレンス
ツール。
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テーマ・ジャンルからさがす
ライトノベル・ライト文芸2012

用途に沿ったライトノベル・ライト文芸が探せると好評！
「テーマ・ジャンルからさがす ライトノベル・ライト文芸」

シリーズ！

ストーリー / 乗り物 / 自然・環境 / 場所・建物・施設 / 学校・学園・学生 /
文化・芸能・スポーツ / 暮らし・生活 / ご当地もの

冒険や旅がテーマになった作品を探している
好きな本に似たジャンルの作品が知りたい
演劇やミュージカルについて描かれた作品を探している
寺や神社が登場する作品が知りたい…
そんな読者の要望を叶える、「テーマ・ジャンル」から引けるライトノベル・ラ
イト文芸の索引。
2012 年に日本で刊行されたライトノベル・ライト文芸 2,077 作品を編纂。

ストーリー＞SF
「BEATLESS」 長谷敏司著 角川書店 2012年 10月 【近未来・遠未来】
「RDG : レッドデータガール 4 ( 世界遺産の少女 )」 荻原規子著 角川書店（角川文庫） 2012 年 12 月 【現代】 
「ROBOTICS;NOTES 1」 5pb. 原作 ;長野一郎著 富士見書房（富士見DRAGON BOOK） 2012年 10月 【近未来・
遠未来】

乗り物＞船・潜水艦
「0 能者 ( れいのうしゃ ) ミナト 4」 葉山透著 アスキー・メディアワークス（メディアワークス文庫）2012
年 7月 【現代】

「G.L 3 ( 転入生が来て豪華客船で水着になったら遭難したので、とりあえず二人きりで無人島バカンスをし
てみた !)」 長野聖樹著 集英社（集英社スーパーダッシュ文庫） 2012年 10月 【現代】

「ONE PIECE FILM Z」 尾田栄一郎著;浜崎達也著 集英社（JUMP J BOOKS） 2012年12月【異世界・架空の世界】

自然・環境＞季節＞夏
「そよかぜキャットナップ」 靖子靖史著 講談社（講談社BOX. POWERS） 2012年 4月 【現代】
「ぼくと猫と満月の夜」 松尾由美著 ポプラ社（ポプラ文庫ピュアフル） 2012年 5月 【現代】
「黒― ホラーアンソロジー ; 2」 日日日ほか著 エンターブレイン（ファミ通文庫） 2012年 9月 【現代】

場所・建物・施設＞修道院・教会
「バチカン奇跡調査官 : ラプラスの悪魔」 藤木稟著 角川書店（角川ホラー文庫） 2012年 5月【現代】
「ヘルカム ! 4 ( 誰が為に地獄 ( おまえ ) は微笑む ?)」 八奈川景晶著 富士見書房（富士見ファンタジア文庫） 
2012年 3月 【異世界・架空の世界】

「好敵手 ( ライバル ) オンリーワン 1」 至道流星著 講談社（講談社ラノベ文庫） 2012年 2月 【現代】

文化・芸能・スポーツ＞スポーツ＞水泳
「さくら、咲きました。 : Last Springtime of Life」 加納京太著 一二三書房（桜ノ杜ぶんこ） 2012年10月 【現代】
「願いがかなうふしぎな日記」 本田有明著 PHP研究所 2012年 8月 【現代】
「競泳戦隊ミズギーズ」 舞阪洸著 小学館（ガガガ文庫） 2012年 1月 【現代】

ご当地もの＞神奈川県＞鎌倉市
「ビブリア古書堂の事件手帖 3 ( 栞子さんと消えない絆 )」 三上延著 アスキー・メディアワークス（メディ
アワークス文庫） 2012年 6月 【現代】

「乙女の花束」 折原みと著 ポプラ社（ポプラ文庫ピュアフル） 2012年 7月 【現代】
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ーマ・ジャンルは「ス
トーリー」「乗り物」「自

然・環境」「場所・建物・施設」「学
校・学園・学生」「文化・芸能・
スポーツ」「暮らし・生活」「ご
当地もの」「キャラクター・立場」
「職業」「人間関係」「アイテム・
能力」「作品情報」の 13 項目に
大分類。その中で、本書は「ストー
リー/乗り物/自然・環境/場所・
建物・施設 / 学校・学園・学生
/文化・芸能・スポーツ /暮らし・
生活 /ご当地もの」を収録。

テ

●
既
刊

●2020年刊A5・306頁 ( 本体 22,000 円＋税 ) ISBN978-4-86140-140-4

●2020年刊A5・366頁 ( 本体 22,000 円＋税 ) ISBN978-4-86140-141-1

●2020年刊 A5・478頁（本体 22,000 円＋税）ISBN978-4-86140-136-7
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キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 /
アイテム・能力 / 作品情報」


