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「お話から考える SDGs 絵本・児童文学・紙芝居 2015-2019」

020 年 1 月～ 6 月に国
内で刊行されたライト

ノベル・ライト文芸の計 1,535
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。

発行 ＤＢジャパン　〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1　ニューステイトメナー865デイビー
ジャパン ○ TEL : 03-6304-2431  ○ FAX : 03-6369-3686  ○ http://www.db-japan.co.jp/  ○ E-mail : books@db-japan.co.jp

テーマ・ジャンルからさがす
ライトノベル・ライト文芸2020.1-2020.6

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

異世界転生について書かれた作品を探している
高校生が登場する作品が知りたい
図書館が登場する作品を探している
文化祭や学園祭が題材になった作品が知りたい…
読者の要望を叶える、「テーマ・ジャンル」別のライトノベル・ライト文芸索引。
2020 年 1 月～ 6 月に日本で刊行されたライトノベル・ライト文芸 1,535 作品を編纂。

ストーリー＞異世界転移・召喚
「『収納』は異世界最強です : 正直すまんかったと思ってる」 農民著 アルファポリス 2020年2月【異世界・架空の世界】
「13 番目の転移者、異世界で神を目指す : スキル〈アイテム増殖〉を手に入れた僕は最強装備片手に異世界を満
喫する」 まるせい著 KADOKAWA（ドラゴンノベルス） 2020年 1月 【異世界・架空の世界】

「365 日、君にキセキの弥生桜を」 櫻井千姫著 スターツ出版（スターツ出版文庫） 2020 年 3 月 【異世界・架空
の世界】

場所・建物・施設＞飲食店・居酒屋・カフェ・バー
「おいしいコーヒーのいれ方 Second Season9」 村山由佳著 集英社（JUMP j BOOKS） 2020年 6月 【現代】
「お城を追い出された王女は、庶民の暮らしを満喫する = The princess who has been driven out of the castle 
enjoys the lives of the common people 2」 四馬タ著 双葉社（Mノベルス） 2020年 2月 【異世界・架空の世界】

「カフェオレはエリクサー = CAFÉ AU LAIT IS ELIXIR : 喫茶店の常連客が世界を救う。どうやら私は錬金術師らしい」 
富士とまと著 ツギクル（ツギクルブックス） 2020年 6月 【現代】

学校・学園・学生＞高校・高等専門学校・高校生・高専生
「『外科室』の一途 : むすぶと本。」 野村美月著 KADOKAWA（ファミ通文庫） 2020年 6月 【現代】
「1LDK、そして2JK。 2」 福山陽士著 KADOKAWA（富士見ファンタジア文庫） 2020年 4月 【現代】
「BAMBOO GIRL」 人間六度著 文芸社（文芸社文庫NEO） 2020年 3月 【現代】

文化・芸能・スポーツ＞文化・芸能＞音楽＞バンド・オーケストラ・吹奏楽
「ARGONAVIS from BanG Dream! 目醒めの王者」 ブシロード原作 ; 華南恋小説 集英社（JUMP j BOOKS） 2020
年 6月 【現代】

「楽園ノイズ」 杉井光著 KADOKAWA（電撃文庫） 2020年 5月 【現代】
「処女のまま死ぬやつなんていない、みんな世の中にやられちまうからな」 葵遼太著 新潮社
（新潮文庫 . nex） 2020年 6月【現代】

暮らし・生活＞イベント・行事＞文化祭・学園祭
「たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語 9」 サトウとシオ著 SBクリエイティブ（GA文庫） 
2020年 4月 【異世界・架空の世界】

「ちょっぴりえっちな三姉妹でも、お嫁さんにしてくれますか ? 3」 浅岡旭著 KADOKAWA（富士見ファンタジア文庫） 
2020年 1月 【現代】

「ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか? 5」 望公太著 SBクリエイティブ（GA文庫） 2020年 2月 【現代】

ご当地もの＞神奈川県＞鎌倉市
「鎌倉あやかしシェアハウス」 遠藤遼著 双葉社（双葉文庫） 2020年 2月 【現代】
「鎌倉であやかしの使い走りやってます」 葉嶋ナノハ著 アルファポリス（アルファポリス文庫） 2020年 2月 【現代】
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