
TRC-DL貸出ランキングベスト２００（２０１８年度）

順位 資料名 著者名 出版社

1 うえへまいりまぁす （うごくえほんチルビー） 長谷川 義史 作,絵,声の出演 モーニング
2 魔法のかたづけ・収納術 小松 易 著 PHP研究所
3 どうぞのいす （うごくえほんチルビー） 香山 美子 作 モーニング
4 朝ごはんのアイデア365日 森田 佐和子 著 誠文堂新光社
5 そらとぶパン （うごくえほんチルビー） 深見 春夫 作,絵 モーニング
6 マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド 福西 勇夫 著 法研
7 999ひきのきょうだい （うごくえほんチルビー） 木村 研 文 モーニング
8 す～べりだい 電子書籍版 （PHP電子） 鈴木 のりたけ 作・絵 PHP研究所
9 いちにちぶんぼうぐ 電子書籍版 （PHP電子） ふくべ あきひろ さく PHP研究所

10 マンガでわかる大人のADHDコントロールガイド 福西 勇夫 著 法研
11 一人前になるための家事の図鑑 家事の図鑑の会 編 岩崎書店
12 からだにおいしい缶詰レシピ 今泉 マユ子 著 法研
13 感情をコントロールする力 和田 秀樹 著 PHP研究所
14 冷凍しておくと、便利なおかず （忙しい人の、便利シリーズ） ベターホーム協会 編集 ベターホーム出版局
15 朝ごはんBEST200 （エイムック） 枻出版社
16 目からウロコのお掃除の裏ワザ 沖 幸子 著 PHP研究所
17 日本の歴史 1 日本の始まり 旧石器時代～奈良時代 （朝日小学生新聞の学習まんが） つぼい こう 著 朝日学生新聞社
18 ぶららんこ 電子書籍版 （PHP電子） 鈴木 のりたけ 作・絵 PHP研究所
19 ふせんの技100 （エイムック） 舘神 龍彦 著 枻出版社
20 コレ英語で言ってみよう! ROUND1-3 岩村 圭南 作 アルク
21 お弁当がすぐできる、便利なおかず （忙しい人の、便利シリーズ） ベターホーム協会 編集 ベターホーム出版局
22 TOEICテスト新形式問題やり込みドリル ヒロ前田 著 アルク
23 作っておくと、便利なおかず （忙しい人の、便利シリーズ） ベターホーム協会 編集 ベターホーム出版局
24 言い訳してる場合か! 坂東 眞理子 著 法研
25 カラダにおいしい健康みそ汁レシピ 電子書籍版 赤堀 博美 著 誠文堂新光社
26 時間とお金にゆとりができる「小さな家」 電子書籍版 尾崎 友吏子 著 誠文堂新光社
27 るるぶ東京 '18 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
28 暮らし上手の時間割 （エイムック） 枻出版社
29 かんたん仕込みで帰ったらすぐごはん （エイムック） みない きぬこ 著 枻出版社
30 羽生善治の将棋入門 羽生 善治 著 誠文堂新光社
31 クイズ大人の日本史221 電子書籍版 日本博学倶楽部 著 PHP研究所
32 うらしまたろう （英語でよもう!はじめてのめいさく） いもと ようこ 文・絵 岩崎書店
33 老いてほどほど、二人暮らし 電子書籍版 （PHP文庫） 中村 メイコ 著 PHP研究所
34 はなさかじいさん （英語でよもう!はじめてのめいさく） いもと ようこ 文・絵 岩崎書店
35 大人のプチ教養303 電子書籍版 （PHP文庫） 大疑問研究会 著 PHP研究所
36 イヤな気分をパッと手放す「自分思考」のすすめ 電子書籍版 玉川 真里 著 誠文堂新光社
37 あかずきん （英語でよもう!はじめてのめいさく） いもと ようこ 文・絵 岩崎書店
38 ちびくろ・さんぼ （うごくえほんチルビー） ヘレン・バンナーマン 文 モーニング
39 ドリル式アメリカの小学校教科書で英語力をきたえる ジェニファー・キャントウェル 著 朝日出版社
40 マンガでわかるまるごと栄養図鑑 電子書籍版 代居 真知子 著 誠文堂新光社
41 シンプルに片づけて毎日スッキリ心地よく暮らす 金子 由紀子 著 すばる舎
42 暮らしのコツ事典444 電子書籍版 日本博学倶楽部 著 PHP研究所
43 ぴっけやまのおならくらべ （うごくえほんチルビー） かさい まり 文,声の出演 モーニング
44 日本語と英語が学べるこどもの絵本ずかん （ブティック・ムック） 松田 学 イラスト ブティック社
45 るるぶ九州 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
46 おむすびころりん （英語でよもう!はじめてのめいさく） いもと ようこ 文・絵 岩崎書店
47 女子も食べたい男子めし （100 SERIES） 100シリーズ出版プロジェクト
48 整理HACKS! 小山 龍介 著 東洋経済新報社
49 ボケない暮らし30カ条 朝田 隆 著 法研
50 ときめく猫図鑑 （Book for discovery） 今泉 忠明 監修 山と溪谷社
51 暮らしを愉しむお片づけ 小林 夕里子 著 すばる舎
52 週末90分で作れる!1週間分おかず （エイムック） 新田 亜素美 著 枻出版社
53 ストレスをすっきり消し去る71の技術 電子版 加藤 史子 著 東洋経済新報社
54 うたおうなっとうね～ばねば 森のえほん館編集部 作 アイフリークモバイル
55 投資本の著者に聞く!勝つための投資法 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
56 おうちごはん300 （エイムック） 枻出版社
57 るるぶ京都 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
58 漫画で楽しく歌を味わう百人一首 改訂版 （ブティック・ムック） 吉海 直人 監修 ブティック社
59 すぐに役立つ「生活」ワザあり事典 電子書籍版 快適生活研究会 著 PHP研究所
60 ひとり暮らしな日々。 たかぎ なおこ 著 主婦と生活社
61 すっぽんぽんのすけ （うごくえほんチルビー） もとした いづみ 作,声の出演 モーニング
62 コーヒーの学校 （エイムック） 枻出版社
63 仕事休んでうつ地獄に行ってきた 丸岡 いずみ 著 主婦と生活社
64 大人の“かくれ発達障害”が増えている 岩橋 和彦 著 法研
65 星の王子さま （平凡社ライブラリー） サン=テグジュペリ 著 平凡社
66 聞かれても答えられないモノの名前 電子書籍版 日本博学倶楽部 著 PHP研究所
67 材料使いきり、便利なおかず （忙しい人の、便利シリーズ） ベターホーム協会 編集 ベターホーム出版局
68 10ぴきのかえるのおしょうがつ 電子書籍版 （PHP電子） 間所 ひさこ さく PHP研究所
69 ランドセルのはるやすみ 電子書籍版 （PHP電子） 村上 しいこ さく PHP研究所
70 るるぶ伊勢志摩 '18 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
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71 スウガクって、なんの役に立ちますか? 電子書籍版 杉原 厚吉 著 誠文堂新光社
72 オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ 作 グーテンベルク21
73 赤毛のアン モンゴメリ 著 グーテンベルク21
74 るるぶ北海道 '18 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
75 ヨガが丸ごとわかる本 最新版 Yogini編集部 編 枻出版社
76 ポポくんのかきごおり 電子書籍版 （PHP電子） accototo 作 絵 PHP研究所
77 ただいまから3分で作れる!ビールのおつまみ （エイムック） 村山 由紀子 著 枻出版社
78 魚屋三代目のうまい魚おかずBEST200 （エイムック） 魚屋三代目 著 枻出版社
79 女子漢方 矢久保 修嗣 著 法研
80 かしこい暮らしの作り方 （エイムック） 枻出版社
81 カタイ頭をときほぐすパズル200 川崎 光徳 著 誠文堂新光社
82 10年後の自分のために今すぐ始めたい36の習慣 松富 かおり 著 すばる舎リンケージ
83 池波正太郎を“江戸地図”で歩く 電子書籍版 壬生 篤 著 誠文堂新光社
84 夫婦の断捨離 やました ひでこ 著 すばる舎
85 日本史・あの事件の意外なウラ事情 電子書籍版 （PHP文庫） 長尾 剛 著 PHP研究所
86 疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい 電子書籍版 竹井 仁 著 誠文堂新光社
87 お笑い英タンゴツキノくまやん 1 基本動詞編 GAMEWAX INC. 著 アルク
88 大人の算数パズル計算ストレッチ （新感覚!脳トレBOOK） 稲葉 直貴 著 すばる舎
89 999ひきのきょうだいのおひっこし （うごくえほんチルビー） 木村 研 文 モーニング
90 るるぶ京都 '18 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
91 るるぶ信州 '18 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
92 10ぴきのかえるのなつまつり 電子書籍版 （PHP電子） 間所 ひさこ さく PHP研究所
93 怒らない子育て 武田 双雲 著 主婦と生活社
94 るるぶ横浜中華街みなとみらい '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
95 3びきのこぶた （英語でよもう!はじめてのめいさく） いもと ようこ 文・絵 岩崎書店
96 不調撃退!肩甲骨・骨盤ストレッチ （エイムック） 宮崎 裕樹 監修 枻出版社
97 暮らし上手のインテリア （エイムック） 枻出版社
98 プロが推薦!今読むべき75冊 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
99 日本の山究極の絶景ガイド 西田 省三 写真・文 山と溪谷社

100 頭がヤワらかい人・カタい人 電子書籍版 （PHP文庫） 樺 旦純 著 PHP研究所
101 ブレーメンのおんがくたい （おとえほん世界昔話） 鶴田 真由 朗読 デシベル
102 ペネロペうみへいく （ペネロペおはなしえほん） アン・グットマン ぶん 岩崎書店
103 パンダもの知り大図鑑 （子供の科学★サイエンスブックス） 倉持 浩 著 誠文堂新光社
104 英語日記ドリルComplete 電子書籍版 石原 真弓 著 アルク
105 10ぴきのかえるのふゆごもり 電子書籍版 （PHP電子） 間所 ひさこ さく PHP研究所
106 マンガでわかる認知症の9大法則と1原則 杉山 孝博 著 法研
107 暮らし上手の肉料理 （エイムック） 枻出版社
108 「A4一枚」仕事術 電子版 三木 雄信 著 東洋経済新報社
109 つきよのくじら （うごくえほんチルビー） 戸田 和代 作 モーニング
110 1分間ながら運動ダイエット 長野 茂 著 PHP研究所
111 るるぶドライブ関東ベストコース '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
112 おひとりさまの老後 上野 千鶴子 著 法研
113 プロの情報収集術 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
114 47都道府県・地名由来百科 電子書籍版 谷川 彰英 著 丸善出版
115 はたらくくるま 通常版 村島 純 文 ピクティオ
116 はじめて育てるベランダ野菜 （ブティック・ムック） ブティック社
117 暮らし上手の賢いお弁当 （エイムック） 枻出版社
118 エピソードでおぼえる!百人一首おけいこ帖 天野 慶 著 朝日学生新聞社
119 食べるのが好きになる離乳食 猪野 雅孝 著 女子栄養大学出版部
120 大集合!めいろ・まちがいさがし・えさがし72 改訂版 （ブティック・ムック） なかさこ かずひこ! 作・絵 ブティック社
121 時間差ごはん読本 ベターホーム協会 編集 ベターホーム協会
122 古代史の謎100問100答 電子書籍版 関 裕二 著 PHP研究所
123 日本の絶景道100選 （エイムック） 枻出版社
124 電子レンジで簡単!やせる10分つくりおき （エイムック） 金丸 絵里加 著 枻出版社
125 速効英語 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
126 誰でもできる自転車メンテナンス 新版 竹内 正昭 著 山と溪谷社
127 おもしろ植物図鑑 電子書籍版 花福こざる 著 誠文堂新光社
128 ごろりん ごろん ころろろろ （うごくえほんチルビー） 香山 美子 作 モーニング
129 おべんとうおかずBEST300 （エイムック） 枻出版社
130 TIME HACKS! 電子版 小山 龍介 著 東洋経済新報社
131 ヨガのポーズが丸ごとわかる本 最新版 Yogini編集部 編 枻出版社
132 知られざる縄文ライフ 電子書籍版 譽田 亜紀子 著 誠文堂新光社
133 英語が2日でスラスラ話せる1秒英会話 大橋 健太 著 すばる舎
134 うける!雑学 電子書籍版 日本博学倶楽部 著 PHP研究所
135 るるぶ沖縄 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
136 かっこわるいよ!だいふくくん 電子書籍版 （PHP電子） 宇治 勲 絵と文 PHP研究所
137 ゆるごはん （エイムック） 須永 久美 著 枻出版社
138 ペネロペひとりでふくをきる （ペネロペおはなしえほん） アン・グットマン ぶん 岩崎書店
139 キクタンTOEIC TEST SCORE 600 改訂版 一杉 武史 編著 アルク
140 るるぶ東京 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング

2 / 3 ページ



TRC-DL貸出ランキングベスト２００（２０１８年度）

順位 資料名 著者名 出版社

141 学び直し日本史 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
142 かわいい御朱印めぐり 三須 亜希子 著 山と溪谷社
143 美しく生きるために 村岡 花子 著 主婦と生活社
144 ペネロペおねえさんになる （ペネロペおはなしえほん） アン・グットマン ぶん 岩崎書店
145 ときめく妖怪図鑑 門賀 美央子 文 山と溪谷社
146 マンガでわかる仏像 三宅 久雄 監修 誠文堂新光社
147 文系でもわかるビジネス統計入門 電子版 内田 学 著 東洋経済新報社
148 天文学の図鑑 電子版 （まなびのずかん） 池田 圭一 著 技術評論社
149 上方落語100選 1 グーテンベルク21
150 新しい働き方と暮らし方 （エイムック） 枻出版社
151 ときめく和菓子図鑑 高橋 マキ 文 山と溪谷社
152 子どもの敏感さに困ったら読む本 電子書籍版 長沼 睦雄 著 誠文堂新光社
153 藤原さんちの大人気ごはん （別冊すてきな奥さん） みきママ 著 主婦と生活社
154 おにぎりレシピ101 EPUB3.0版 山田 玲子 著 ポット出版
155 たのしい。かわいい。消しゴムはんこ。 （レディブティックシリーズ） mizutama 著 ブティック社
156 速読記憶術 若桜木 虔 著 すばる舎
157 3単語で通じる英会話 電子書籍版 小池 直己 著 PHP研究所
158 るるぶ浜松浜名湖三河 '18 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
159 ちょうどいいマナー （エイムック） 枻出版社
160 わくわく城めぐり 萩原 さちこ 著 山と溪谷社
161 食べない子が食べてくれる幼児食 加藤 初枝 著 女子栄養大学出版部
162 心を強くする名指導者の言葉 電子書籍版 （PHP文庫） ビジネス哲学研究会 編著 PHP研究所
163 グリム童話全集 グリム ヤーコプ・ルードヴィッヒ・カール 著 パンローリング
164 もしも英語ができたなら… （アルクライブラリー） デビッド・バーカー 著 アルク
165 太りやすい人ほどやせるツボ&リンパマッサージ 岩井 隆彰 著 マイナビ
166 るるぶ愛知 '16 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
167 るるぶ名古屋 '18 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
168 ヤセたいところがミルミルやせる!30秒ストレッチ 電子書籍版 萱沼 文子 著 PHP研究所
169 地頭力を鍛える 電子版 細谷 功 著 東洋経済新報社
170 大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集部 編 朝日学生新聞社
171 50代からのお仕事探しアタフタ日記 高橋 陽子 著 主婦と生活社
172 名医が教える足のお悩み完全解決バイブル 電子書籍版 高倉 義典 著 誠文堂新光社
173 糖質オフのダイエット献立 牧田 善二 監修 法研
174 野に咲く花 増補改訂新版 （山溪ハンディ図鑑） 林 弥栄 監修 山と溪谷社
175 TOEICテスト英単語 基本編 櫻井 雅人 監修 アルク
176 魔法の英語エクササイズ 大橋 健太 著 すばる舎
177 50歳からのおカネ 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
178 ブッダに学ぶ生きる智慧 長田 幸康 著 東洋経済新報社
179 LIFE SHIFT実践編 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
180 長期保存OK!毎日使える!冷凍保存レシピ （エイムック） 川上 文代 著 枻出版社
181 香り高い焼き菓子大人のBAKE 電子書籍版 荻田 尚子 著 誠文堂新光社
182 実家のかたづけはじめました。 堀口 祐子 著 誠文堂新光社
183 1日5分で君は変われる 佐々木 宏 著 国土社
184 「伝わる」印刷物の基本ルール 佐々木 剛士 著 誠文堂新光社
185 フリマやネットでどんどん売れる!簡単&可愛い手作り雑貨64 主婦と生活社
186 ムーニャとほしのたね （うごくえほんチルビー） さとう まさと 作,絵 モーニング
187 大人でも答えられない!宇宙のしつもん 荒舩 良孝 著 すばる舎
188 るるぶ大阪ベスト '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
189 るるぶ奈良 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
190 「やりくり」ワザあり事典 電子書籍版 （PHP文庫） 快適生活研究会 著 PHP研究所
191 るるぶにっぽんの水族館 （JTBのMOOK） JTBパブリッシング
192 るるぶこどもとあそぼ!首都圏 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
193 小さな暮らしのおそうじ&お片づけマップ ごとう ゆき 著 すばる舎
194 12歳からはじめるHTML5とCSS3 TENTO 著 ラトルズ
195 るるぶ台湾 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
196 知と思考を鍛えるための読書術 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
197 化粧品を使わず美肌になる! 宇津木 龍一 著 主婦と生活社
198 セルフリノベーションの教科書 電子書籍版 坂田 夏水 著 誠文堂新光社
199 現代人の悩みをすっきり解消する哲学図鑑 大城 信哉 著 誠文堂新光社
200 大人のヘアスタイルBOOK （ナチュリラ別冊） 主婦と生活社

3 / 3 ページ


