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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 2019.7-2019.12②

「テーマ・ジャンルからさがす児童文学 2005」

011 年に国内で刊行さ
れたライトノベル・ラ

イト文芸の計 1,910 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2011

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

コメディ要素がある作品を探している
好きな本に似たジャンルの作品が知りたい
バンドやオーケストラについて書かれた作品を探している
鎌倉市が舞台になった作品が知りたい…
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。
2011 年に日本で刊行されたライトノベル・ライト文芸 1,910 作品を編纂。

ストーリー＞転生・転移・よみがえり・リプレイ
「Are you Alice? : 君に捧ぐ世界 限定版」 諸口正巳著 ; 二宮愛原作・シナリオ 一迅社（一迅社文庫アイリス） 
2011年 8月 【異世界・架空の世界】

「アウトブレイク・カンパニー萌える侵略者 1」 榊一郎著 講談社（講談社ラノベ文庫） 2011年 12
月 【異世界・架空の世界】

「おまえなんぞに娘はやれん」 丸山英人著 アスキー・メディアワークス（電撃文庫） 2011年 1月 【現代】

乗り物＞電車・新幹線・機関車・地下鉄
「GOSICK 6 ( 仮面舞踏会の夜 )」 桜庭一樹著 角川書店（角川ビーンズ文庫） 2011年 11月 【歴史・時代】
「はぐれ勇者の鬼畜美学 (エステティカ ) 6」 上栖綴人著 ホビージャパン（HJ文庫） 2011年 8月 【現代】
「金星特急 4」 嬉野君著 新書館（新書館ウィングス文庫 . Wings novel） 2011年 6月 【現代】

自然・環境＞海・川
「Re: 俺のケータイなんてかわいくない ! 2」 神尾丈治著 一迅社（一迅社文庫） 2011年 7月 【現代】
「おとーさんといっしょ ! 3 ( キミの帰る場所 )」 中谷栄太著 ソフトバンククリエイティブ（GA 文庫）2011
年 11月 【異世界・架空の世界】

「かんなぎ家へようこそ ! 2」 冬木冬樹著 ソフトバンククリエイティブ（GA文庫） 2011年 2月 【現代】

場所・建物・施設＞飲食店・居酒屋・カフェ・バー
「黄金坂ハーフウェイズ」 加藤実秋著 角川書店 2011年 6月 【現代】
「宮廷詩人に捧げる一皿 : 運命の包子」 椎名鳴葉著 集英社（コバルト文庫） 2011年8月 【異世界・架空の世界】
「左近の桜」 長野まゆみ著 角川書店（角川文庫） 2011年 7月 【現代】

文化・芸能・スポーツ＞スポーツ＞野球
「〇×△べーす 1 ( ねっとりぐちゃぐちゃセルロイド )」 月本一著 エンターブレイン（ファミ通文庫） 2011
年 2月 【現代】

「あねもね☆ろわいやる 4」 本田透著 集英社（集英社スーパーダッシュ文庫） 2011年 9月 【現代】
「ひゃくはち」 早見和真著 集英社（集英社文庫） 2011年 6月 【現代】

暮らし・生活＞イベント・行事＞旅行
「あねもね☆ろわいやる 4」 本田透著 集英社（集英社スーパーダッシュ文庫） 2011年 9月 【現代】
「アンチリテラルの数秘術師 ( アルケニスト ) 3」 兎月山羊著 アスキー・メディアワークス（電撃文庫） 
2011年 9月 【近未来・遠未来】
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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。
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●2021年刊A5・492頁 ( 本体 25,000 円＋税 ) ISBN978-4-86140-162-6

●2021年刊A5・590頁 ( 本体 25,000 円＋税 ) ISBN978-4-86140-163-3

●2021年刊 A5・472頁 ( 本体 22,000 円＋税 ) ISBN978-4-86140-166-4
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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」


