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019 年 7 月～ 12 月に
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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2019.7-2019.12

キャラクター・立場/職業/人間関係/アイテム・能力/作品情報

騎士や剣士が出てくる作品が知りたい
陰陽師や占い師が活躍する作品を探している
恋愛について描かれた作品が知りたい
複数の話が一冊に入った短編集を探している
そんな読者の要望を叶える、「テーマ・ジャンル」から引け s るライトノベル・
ライト文芸の索引。
2019 年 7月～ 12月に日本で刊行されたライトノベル・ライト文芸 1,822 作品を編纂。

キャラクター・立場＞偉人・歴史上人物
「Fate/Apocrypha Vol.1」 TYPE-MOON原作 ; 東出祐一郎著 KADOKAWA（角川文庫） 2019年 9月 【現代】
「Fate/Apocrypha Vol.2」 TYPE-MOON原作 ; 東出祐一郎著 KADOKAWA（角川文庫） 2019年 11月 【現代】
「おとなりの晴明さん 第 5集」 仲町六絵著 KADOKAWA（メディアワークス文庫） 2019年 7月【現代】

職業＞巫女・神子・斎宮
「異世界で身代わり巫女をやらされてます」 山梨ネコ著 アルファポリス（レジーナブックス） 2019
年 10月 【現代 /異世界・架空の世界】
「縁切り神社のふしぎなご縁」 石田空著 一迅社（メゾン文庫） 2019年 8月 【現代】
「銀狼の姫神子 : 天にあらがえ、ひとたびの恋」 西嶋ひかり著 KADOKAWA（角川ビーンズ文庫） 2019 年 11月 
【異世界・架空の世界】

人間関係＞家族＞家庭内トラブル
「異世界温泉であったかどんぶりごはん 1」 渡里あずま著 フロンティアワークス（アリアンローズ） 2019 年 9月 【現
代 /異世界・架空の世界】
「異世界誕生2006」 伊藤ヒロ著 講談社（講談社ラノベ文庫） 2019年 8月 【現代】
「一寸法師と私の殺伐同居生活」 千冬著 新紀元社（ポルタ文庫） 2019年 11月 【現代】

アイテム・能力＞異能力・スキル・レベル・特技
「〈修復〉スキルが万能チート化したので、武器屋でも開こうかと思います 3」 星川銀河著 KADOKAWA（カドカ
ワBOOKS） 2019年 12月 【異世界・架空の世界】
「〈宵闇〉は誘う : 藤神蒼天と地下の女王」 神野オキナ著 LINE（LINE 文庫） 2019年 11月 【現代】
「2409回目の初恋 = 2409th first-love」 西村悠著 LINE（LINE 文庫） 2019年 12月 【現代】

作品情報＞短編集
「5分後に意外な結末ベスト・セレクション」 桃戸ハル編・著 講談社（講談社文庫） 2019年 10月 【現代】
「アサシンズプライド Secret Garden 2」 天城ケイ著 KADOKAWA（富士見ファンタジア文庫） 2019 年 12 月 【異
世界・架空の世界】
「ありふれた職業で世界最強小篇集」 白米良著 オーバーラップ（オーバーラップ文庫） 2019 年 9 月 【現代 / 異
世界・架空の世界】

作品情報＞ゲームの小説化・ゲーム原作
「Re:ゼロから始める異世界生活 21」 長月達平著 KADOKAWA（MF文庫J） 2019年9月 【異世界・架空の世界】
「THE KING OF FANTASY 八神庵の異世界無双 : 月を見るたび思い出せ !」 天河信彦著 ;SNK 監修 KADOKAWA
（ドラゴンノベルス） 2019年 7月 【異世界・架空の世界】
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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「キャ
ラクター・立場 / 職業 / 人間関
係 /アイテム・能力 /作品情報」
を収録。
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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」
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