
 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社図書館流通センター   広報部  TEL：03-3943-7015 

リリース 

 
令和 2 年（2020 年）3 月 9 日 

 

 

 

 

株式会社図書館流通センター（代表：細川博史 東京都文京区 以下 TRC）が提供する電子図書

館サービスでは、このたびの新型コロナウイルス感染拡大の影響による公共図書館の臨時休館、小中

学校、高等学校、特別支援学校の臨時休校などの事態を受け、各社協力のもと TRC 電子図書館サー

ビス（※）を導入している図書館について、期間限定で特定のコンテンツを無償で提供します。 

※TRC 電子図書館サービス「ＬｉｂｒａｒｉＥ ＆ ＴＲＣ－ＤＬ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンテンツ無償提供期間  

  2020 年 3 月 9 日（月）～2020 年 4 月 5 日（日）予定 

  

コンテンツ提供方法 

TRC 電子図書館サービス既導入館のサイトに、コンテンツ追加登録 

  

提供コンテンツタイトル・出版社（敬称略） 

出版社各社をはじめ、日本電子図書館サービス、大日本印刷、モバイルブック・ジェーピー協力のもと、

下記のコンテンツを提供いたします。 

 「角川つばさ文庫」ほか 100 タイトル（KADOKAWA） 

「Hir@gana Times」2018 年、2019 年刊行の 24 冊（ヤック企画） 

保健指導者のための「子どもの感染症と予防接種の手引き」第 4 版（母子保健事業団） 

※準備出来次第配信予定 

「小学生のための英検 5 級合格単語 600」ほか語学系学習参考書 22 タイトル（J リサーチ出版） 

※提供タイトルは、変更または追加される場合があります。 

コンテンツのライセンス形態 

ログイン後、読み放題（マルチライセンス） 

国内導入実績 No.1のＴＲＣ電子図書館サービス 

導入館に対しコンテンツを無償提供＜期間限定＞ 

TRC 電子図書館「LibrariE & TRC-DL」画面イメージと提供コンテンツ例 
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 KADOKAWA 提供コンテンツ（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  電子図書館サービスＬｉｂｒａｒｉＥ ＆ ＴＲＣ－ＤＬについて  

TRC の電子図書館事業は、2011 年 1 月に 1 号館として導入した堺市立図書館（大阪府）以降、2020

年 3 月現在で 78 自治体（275 館）の公共図書館に導入されている【国内導入実績 No.1】(TRC 調べ)の

電子図書館サービスです。さらに 2016 年 10 月には新刊小説やライトノベル、話題の実用書などのタ

イトルを持つ㈱日本電子図書館サービスと資本提携し、2020 年 3 月現在で約 80,000 タイトル（青空文

庫除く）が提供可能となっています。2018 年 10 月にスイスのビブリオテカ社と提携し、同社の 150

万タイトルを超える洋書の電子書籍を全国の公共図書館、学校図書館に提供することができるようにな

りました。 

また「障害者差別解消法」を踏まえ、2019 年 4 月には Web アクセシビリティを強化し、総務省推奨

ガイドラインＪＩＳ規格「JIS X 8341-3:2016」適合レベル「AA」に準拠しました。2019 年 6 月に成

立・施行された「読書バリアフリー法」にも TRC の電子図書館システムは高い親和性があります。 

 今後も TRC では、電子図書館サービス「ＬｉｂｒａｒｉＥ ＆ ＴＲＣ－ＤＬ」がさらなる多文化

共生や障害者支援の助力になるよう、機能開発やさまざまなコンテンツの搭載に注力していきます。 

 

株式会社図書館流通センターについて 

住  所 〒112-8632 東京都文京区大塚三丁目 1 番 1 号 

設  立 1979 年 12 月 20 日  代表取締役社長 細川 博史 

事業内容 図書館総合支援業務、書誌データベース（TRC MARC）作成・販売、図書館向け装備付図書

等の販売、図書館運営業務（業務委託・指定管理者等による図書館の運営・管理）と、データベースか

ら物流、図書館運営までワンストップで図書館総合支援を行っています。TRC は今後も電子図書館サー

ビスをはじめとする図書館向け事業に注力し、「知のインフラ」としての図書館のさらなる発展に貢献

していきます。 

少女ポリアンナ　（角川つばさ文庫）

南総里見八犬伝

名探偵シャーロック・ホームズ　赤毛連盟　まだらのひも

名探偵シャーロック・ホームズ　緋色の研究

名探偵シャーロック・ホームズ　四つの署名

星の王子さま　（角川つばさ文庫）

新訳　若草物語 Ｌ・Ｍ・オルコット

新訳　オズの魔法使い

ぼくらの心霊スポット１　うわさの幽霊屋敷

ぼくらの心霊スポット２　真夏の悪夢

ぼくらの心霊スポット３　首つりツリーのなぞ

トム・ソーヤーの冒険

アルプスの少女ハイジ

長ぐつをはいた猫

トンデモ探偵団　作戦（１）　学校の迷路とかくされた金貨

トンデモ探偵団　作戦（２）　不良中学生をやっつけろ！

トンデモ探偵団　作戦（３）　じどう会選挙大作戦！

シートン動物記　サンドヒルの雄ジカ　ほか

シートン動物記　クラッグ　クートネーの雄ヒツジ　ほか

クリスマス・キャロル

小公子セドリック

小公女セーラ

秘密の花園

ラスト　ラン　（角川つばさ文庫）

宮沢賢治童話集　注文の多い料理店　セロひきのゴーシュ

電池が切れるまで

どうぶつと魔法の街　不思議なお姫様、来る！

源氏物語　時の姫君　いつか、めぐりあうまで

あさひやま動物記（１）　オオカミの森とホッキョクグマ＠旭山動物園

リンカーン　アメリカを変えた大統領

恋する新選組（１）

恋する新選組（２）

恋する新選組（３）

坊っちゃん（角川つばさ文庫）

兎の眼　（角川つばさ文庫）

こちらパーティー編集部っ!(2)　へっぽこ編集部VSエリート新聞部!?

こちらパーティー編集部っ!(3)　合宿はキケンがいっぱい!!

飛べ！　ぼくらの海賊船

飛べ！　ぼくらの海賊船　（２）

ちえりとチェリー

ぼくは戦場カメラマン

あさひやま動物記（２）　カバのカップルと夢みるゾウの群れ

怪談　日本のこわい話

ごんぎつね・てぶくろを買いに

こちらパーティー編集部っ！ 告白は増刊号のはじまり！！

こちらパーティー編集部っ！　王子にナイショで会報作り!? 

こちらパーティー編集部っ!(1)　ひよっこ編集長とイジワル王子

時をかける少女　（角川つばさ文庫）

緑魔の町

聖クロス女学院物語（１）　ようこそ、神秘倶楽部へ！

Ｌ・フランク・ボーム

あさの　あつこ

あさの　あつこ

あさの　あつこ

エレナ・ポーター

シートン

ディケンズ

バーネット

バーネット

バーネット

マーク・トウェイン

こぐれ　京

コナン・ドイル

コナン・ドイル

コナン・ドイル

サン・テグジュペリ

シートン

越水　利江子

越水　利江子

越水　利江子

夏目　漱石

灰谷　健次郎

角野　栄子

ヨハンナ・シュピリ

伊豆　平成

依田　逸夫

依田　逸夫

依田　逸夫

越水　利江子

小泉　八雲

新美　南吉

深海　ゆずは

深海　ゆずは

深海　ゆずは

深海　ゆずは

宮沢　賢治

宮本　雅史

高瀬　美恵

紫式部

小菅　正夫

小菅　正夫

筒井　康隆

南部　くまこ

深海　ゆずは

鷹見　一幸

鷹見　一幸

中村　誠

渡部　陽一

筒井　康隆

聖クロス女学院物語（２）　ひみつの鍵とティンカーベル

なでしこ物語　「一生懸命」はかっこいい！

夢見るアイドル（１）

魔界王子レオン　なぞの壁画と魔法使いの弟子

文鳥・夢十夜・永日小品

南部　くまこ

大江戸神龍伝バサラ！　（１）龍、覚醒せり。 楠木　誠一郎

大江戸神龍伝バサラ！　（２）龍、囚われり。 楠木　誠一郎

大江戸神龍伝バサラ！　（３）龍、飛翔せり。 楠木　誠一郎

牧野　節子

夢見るアイドル（２） 牧野　節子

夢見るアイドル（３） 牧野　節子

魔界王子レオン　猫色の月と歌えないウサギ 友野　詳

波野　りさ

学園シェフのきらめきレシピ　(1)友情の隠し味ハンバーグ 芳野　詩子

学園シェフのきらめきレシピ　(2)3つの味の魔法パスタ 芳野　詩子

ガンバト!　ガンガン水鉄砲バトル!! 豊田　巧

夏目　漱石

硝子戸の中 夏目　漱石

舞踏会・蜜柑 芥川　龍之介

杜子春・南京の基督 芥川　龍之介

友野　詳

草枕・二百十日 夏目　漱石

彼岸過迄 夏目　漱石

行人 夏目　漱石

インドラの網 宮沢　賢治

風立ちぬ・美しい村・麦藁帽子 堀　辰雄

晩年 太宰　治

藪の中・将軍 芥川　龍之介

セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治

風の又三郎 宮沢　賢治

ヴィヨンの妻 太宰　治

幻魔大戦　１　幻魔宇宙 平井　和正

幻魔大戦　２　超戦士 平井　和正

女生徒 太宰　治

ろまん燈籠 太宰　治

斜陽 太宰　治

平井　和正

幻魔大戦　６　悪霊教団 平井　和正

幻魔大戦　７　浄化の時代 平井　和正

幻魔大戦　８　集結の時 平井　和正

幻魔大戦　３　最初の戦闘 平井　和正

幻魔大戦　４　救世主への道 平井　和正

幻魔大戦　５　巡り逢い 平井　和正

■無償提供作品一覧

幻魔大戦　１８　ハルマゲドン幻視 平井　和正

幻魔大戦　１９　暗黒の奇蹟 平井　和正

幻魔大戦　２０　光芒の宇宙 平井　和正

幻魔大戦　１５　幻魔の標的 平井　和正

幻魔大戦　１６　光の記憶 平井　和正

幻魔大戦　１７　光のネットワーク 平井　和正

幻魔大戦　１２　大変動への道 平井　和正

幻魔大戦　１３　魔王の誕生 平井　和正

幻魔大戦　１４　幻魔との接触 平井　和正

幻魔大戦　９　青い暗黒 平井　和正

幻魔大戦　１０　超能力戦争 平井　和正

幻魔大戦　１１　闇の波動


