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009 年に国内で刊行さ
れたライトノベル・ラ

イト文芸の計 1,489 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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偉人や歴史上人物が出てくる作品が知りたい
司書が活躍する作品を探している
コミック化さ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」から引けるライトノベル・ラ
イト文芸の索引。
2009 年に日本で刊行されたライトノベル・ライト文芸 1,489 作品を編纂。

キャラクター・立場＞聖職者
「くじびき勇者さま 9番札 ( 誰が大元帥よ !?)」 清水文化著 ホビージャパン（HJ文庫） 2009年 2月 【異世界・
架空の世界】

「バチカン奇跡調査官 truth 2 ( サタンの裁き )」 藤木稟著 角川書店 2009年 8月 【現代】
「奇蹟審問官アーサー 死蝶天国 (バグズ・ヘブン )」 柄刀一著 講談社（講談社ノベルス） 2009年 4月 【現代】

職業＞司書「ワイルドブーケ 想いを綴る花の名は」 駒尾真子著 一迅社（一迅社文庫アイリス） 2009 年
1月 【異世界・架空の世界】

「空想 /のべりずむ」 藤春都著 ホビージャパン（HJ文庫） 2009年 8月 【現代】
「司書とハサミと短い鉛筆 3」 ゆうきりん著 アスキー・メディアワークス（電撃文庫） 2009年 4月 【現代】

人間関係＞家族
「ドラグーン・デリバリー : 竜の背はまごころを運ぶ」 佐々原史緒著 ホビージャパン（HJ 文庫） 2009 年 7
月 【異世界・架空の世界】

「とらドラ ! 10」 竹宮ゆゆこ著 アスキー・メディアワークス（電撃文庫） 2009年 3月 【現代】
「ナインの契約書 2 (The first day of last days)」 二階堂紘嗣著 メディアファクトリー（MF 文庫 J） 2009 年 2
月 【現代】

アイテム・能力＞スマートフォン・携帯電話
「ほうかごのロケッティア : School escape velocity」 大樹連司著 小学館（ガガガ文庫） 2009年 12月 【現代】
「ほしのこえ」 大場惑著 ;新海誠原作 メディアファクトリー（MF文庫 ダ・ヴィンチ） 2009年 12月 【近未来・
遠未来】

「める@れい」 南雲裕貴著 一迅社（一迅社文庫） 2009年 12月 【現代】

作品情報＞アンソロジー
「女神異聞録デビルサバイバー : アンソロジーノベル vol.2― For game」 海法紀光著 ; 七門著 ; 村田治著 ハー
ヴェスト出版（みのり文庫） 2009年 9月 【現代】

「小説こちら葛飾区亀有公園前派出所」 大沢在昌著 ;石田衣良著 ;今野敏著 ;柴田よしき著 ;京極夏彦著 ;逢坂
剛著 ;東野圭吾著 ;秋本治原作 ;日本推理作家協会監修 集英社（Jump J books） 2009年 9月 【現代】

「大魔王は、世界滅亡の夢を見るか? : ナイトウィザード the 2nd editionアンソロジーノベル―Special story」 
菊池たけしほか著 エンターブレイン（ファミ通文庫） 2009年 10月 【現代】

作品情報＞コミックの小説化・コミカライズ「Flyable heart ― Special story」 岡崎いずみ
著 エンターブレイン（ファミ通文庫） 2009年 7月 【現代】

「Genez 1」 深見真著 富士見書房（富士見ファンタジア文庫） 2009年 5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「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。

テ

用途に応じたライトノベル・ライト文芸を探すことができる
「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！

店
扱
取

テーマ・ジャンルからさがす
ライトノベル・ライト文芸2009

An Index of Young Adult Novels : references by themes and genres Published in 2009

「テーマ・ジャンルからさがす ライトノベル・ライト文芸 2019.7-2019.12①」 

「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 SF 作品 2015-2019」
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