
LibrariE10:29RC-DL貸出ランキングベスト２００（2019年度）

順位 資料名 著者名 出版社

1 魔法のかたづけ・収納術 小松 易 著 PHP研究所
2 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
3 整理・整頓が人生を変える 小野 裕子 著 法研
4 ごきげんゆるノートBOOK なかむら 真朱 著 インプレス
5 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 原作 マガジンハウス
6 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
7 マンガでわかるアンガーコントロールガイド 清水 栄司 著 法研
8 世界一やさしいLINE インスタグラム フェイスブック ツイッター メルカリ （impress mook） インプレス
9 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
10 整理HACKS! 小山 龍介 著 東洋経済新報社
11 朝ごはんのアイデア365日 森田 佐和子 著 誠文堂新光社
12 999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
13 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
14 かがみの孤城 辻村 深月 著 ポプラ社
15 Excel時短はじめました! （できるfor Woman） 清水 久三子 著 インプレス
16 マンガでわかる日本の神様 電子書籍版 東條 英利 監修 誠文堂新光社
17 鍵のない夢を見る 辻村 深月 著 文藝春秋
18 ビブリア古書堂の事件手帖 1 栞子さんと奇妙な客人たち （メディアワークス文庫） 三上 延 著 KADOKAWA
19 ふせんの技100 （エイムック） 舘神 龍彦 著 枻出版社
20 感情をコントロールする力 和田 秀樹 著 PHP研究所
21 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
21 メルカリのコツ （できるポケット） 川崎 さちえ 著 インプレス
23 続けられるおべんとう 電子書籍版 いづい さちこ 著 誠文堂新光社
23 やさしく学ぶデータ分析に必要な統計の教科書 （できるビジネス） 羽山 博 著 インプレス
25 おとなのための創造力開発ドリル 大岩 直人 著 インプレス
26 暮らし上手の時間割 （エイムック） 枻出版社
27 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
28 朝ごはんBEST200 （エイムック） 枻出版社
29 冷凍保存で作る1週間の献立キット 電子書籍版 川上 文代 著 誠文堂新光社
30 暮らし上手のインテリア （エイムック） 枻出版社
31 日本史再入門 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
31 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
33 ものしり地図絵本日本 ひらい ふみと 作・絵 PHP研究所
34 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
35 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
36 図解相手の気持ちをきちんと<聞く>技術 電子書籍版 平木 典子 著 PHP研究所
36 ときめく文房具図鑑 （Tokimeku Zukan+） 山崎 真由子 文 山と溪谷社
36 ときめく猫図鑑 （Book for discovery） 今泉 忠明 監修 山と溪谷社
39 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
39 るるぶにっぽんの博物館 （JTBのMOOK） JTBパブリッシング
39 スラスラ読めるJavaScriptふりがなプログラミング 及川 卓也 監修 インプレス
42 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
43 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
44 へたっぴさんのためのお絵描き入門 森永 みぐ 著 インプレス
45 日本の絶景道100選 （エイムック） 枻出版社
45 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
47 るるぶ京都 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
48 小説秒速5センチメートル （角川e文庫） 新海 誠 著 KADOKAWA
49 るるぶ東京 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
50 かしこい暮らしの作り方 （エイムック） 枻出版社
51 ハケンアニメ! 辻村 深月 著 マガジンハウス
52 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
53 ひとり暮らしな日々。 たかぎ なおこ 著 主婦と生活社
54 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
54 超まるわかり理科のきほん 下 （子供の科学★放課後探偵シリーズ） 滝川 洋二 監修 誠文堂新光社
56 間違いだらけの健康常識 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
56 超まるわかり理科のきほん 上 （子供の科学★放課後探偵シリーズ） 滝川 洋二 監修 誠文堂新光社
56 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
59 64 上 横山 秀夫 著 文藝春秋
59 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
59 野菜と栄養たっぷりな具だくさんの主役サラダ200 電子書籍版 エダジュン 著 誠文堂新光社
62 暮らしを愉しむお片づけ 小林 夕里子 著 すばる舎
63 さいはての彼女 （角川e文庫） 原田 マハ 著 KADOKAWA/角川書店
63 フリーランスで行こう! 高田 ゲンキ 著 インプレス
63 いちにちむかしばなし 電子書籍版 （PHP電子） ふくべ あきひろ さく PHP研究所
63 大人の話し方大全 主婦と生活社 編 主婦と生活社
67 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
67 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
69 海外名作映画と巡る世界の絶景 インプレス編集部 編 インプレス
69 スラスラ読めるPythonふりがなプログラミング ビープラウド 監修 インプレス
69 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
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72 14歳からのお金の話 池上 彰 著 マガジンハウス
72 るるぶ京都 '20 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
72 TOEICテスト新形式問題やり込みドリル ヒロ前田 著 アルク
72 冷凍保存 村田 裕子 編 主婦と生活社
72 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
77 できる大人の手習い帖スマホ知りたいこと100選 エディポック 著 インプレス
78 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
78 るるぶ沖縄 '20 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
78 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
81 ノーリバウンド・ダイエット 石川 善樹 著 法研
81 いちばんやさしい為替の教本 神田 卓也 著 インプレス
83 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
83 最高の体調 （ACTIVE HEALTH） 鈴木 祐 著 クロスメディア・パブリッシング
85 おとな女子のセルフ健康診断 内山 明好 監修 G.B.
86 わたしの「ひとり暮らし」ルール インプレス書籍編集部 編 インプレス
86 暮らし上手のお裁縫 （エイムック） 枻出版社
88 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした （MF comic essay） モンズースー 著 KADOKAWA
88 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
90 るるぶ北海道 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
90 怒らない子育て 武田 双雲 著 主婦と生活社
90 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
90 999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
94 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
94 目からウロコのお掃除の裏ワザ 沖 幸子 著 PHP研究所
96 世界から猫が消えたなら 川村 元気 著 マガジンハウス
96 るるぶ九州 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
96 ゼロからスタート英語を聞きとるトレーニングBOOK 宮野 智靖 著 Jリサーチ出版
99 フランス流お金をかけずに豊かに暮らす方法 デジタル版 （中経の文庫） 吉村 葉子 著 KADOKAWA
99 対岸の彼女 （文春ウェブ文庫） 角田 光代 著 文藝春秋
99 コレ英語で言ってみよう! ROUND1-3 岩村 圭南 作 アルク
99 るるぶ大阪ベスト '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
99 いますぐはじめて一生役立つお金の教科書 （impress mook） インプレス
99 ねずみのすもう （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
105 大人のヘアスタイルBOOK （ナチュリラ別冊） 主婦と生活社
105 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
107 劇場版コード・ブルー 安達 奈緒子 脚本 扶桑社
107 鍵のかかった部屋 （角川e文庫） 貴志 祐介 著 KADOKAWA/角川書店
107 るるぶ奈良 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
110 脱力系ミニマリスト生活 森 秋子 著 KADOKAWA
110 未来の年表 （講談社現代新書） 河合 雅司 著 講談社
110 宮沢賢治「銀河鉄道の夜～Nokto de la Galaksia Fervojo～」 宮沢 賢治 著 パンローリング
110 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
110 ながねこさん ケンヤ・カセ さく アイフリークモバイル
110 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
116 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした 入園編 （MF comic essay） モンズースー 著 KADOKAWA
116 15歳から身につける経済リテラシー 岡野 進 著 朝日学生新聞社
116 コーヒーの学校 （エイムック） 枻出版社
119 ずっと使える定番レシピ 渡辺 麻紀 著 主婦と生活社
119 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
119 ママの時間割。 主婦と生活社
119 カメラ1年生 デジタル一眼カメラ編 矢島 直美 著 インプレス
123 あまからカルテット 柚木 麻子 著 文藝春秋
123 夜の絶景写真 星空風景編 誰でも美しい星空風景写真が撮れるようになる 沼澤 茂美 著 インプレス
123 「アタマのやわらかさ」の原理。 松永 光弘 著 インプレス
123 るるぶ日帰り温泉関東周辺 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
123 言い訳してる場合か! 坂東 眞理子 著 法研
123 人生にお金はいくら必要か 山崎 元 著 東洋経済新報社
123 はたらくくるま 通常版 村島 純 文 ピクティオ
123 いちばんやさしい新しい写真&カメラの教本 井川 拓也 著 インプレス
131 10代のための疲れた心がラクになる本 電子書籍版 長沼 睦雄 著 誠文堂新光社
131 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
131 チクチクさんトゲトゲさん 電子書籍版 （PHP電子） *すまいるママ* さく・え PHP研究所
131 TOEIC TEST必ず☆でる読解スピードマスター 成重 寿 著 Jリサーチ出版
131 写真家中井精也とたんぽぽ川村エミコのカメラって楽しいね! （上達やくそくBOOK） 中井 精也 著 インプレス
136 ほんとうに必要なものしか持たない暮らし yukiko 著 KADOKAWA
136 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
136 にこにこぎゅっ ひだの かな代 え・ぶん 中西出版
136 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
136 妖怪スタジアム （21世紀空想科学小説） 梶尾 真治 作 岩崎書店
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141 できる大人の手習い帖LINE知りたいこと100選 エディポック 著 インプレス
141 Googleサービス完全ガイド 電子版 （マイナビムック） マイナビ出版
141 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
141 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
145 ビブリア古書堂の事件手帖 2 栞子さんと謎めく日常 （メディアワークス文庫） 三上 延 著 KADOKAWA
145 いちにちのりもの 電子書籍版 （PHP電子） ふくべ あきひろ さく PHP研究所
145 子育て世代の大問題 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
145 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 ペネロペちきゅうがだいすき （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 夏葉と宇宙へ三週間 （21世紀空想科学小説） 山本 弘 作 岩崎書店
145 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
152 君の名は。 01 新海 誠 原作 KADOKAWA
152 るるぶ奈良 '20 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
152 さんびきねこのかいぞくごっこ （うごくえほんチルビー） 上野 与志 作 モーニング
152 イラストだから覚えられる日常生活や仕事で使う英単語1200 石井 辰哉 著 クロスメディア・ランゲージ
152 大人の日帰り旅 2019 （JTBのMOOK） JTBパブリッシング
152 論語コンプリート 電子書籍版 孔子 著 誠文堂新光社
158 1分で決まる!志麻さんの献立の作り方 志麻 著 マガジンハウス
158 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
158 12歳からはじめるHTML5とCSS3 TENTO 著 ラトルズ
158 手帳の選び方・使い方 （エイムック） 舘神 龍彦 著 枻出版社
162 ビブリア古書堂の事件手帖 3 栞子さんと消えない絆 （メディアワークス文庫） 三上 延 著 KADOKAWA
162 さるかに （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
162 昭和のできごと思い出しクイズ500問 枻出版社
162 るるぶ名古屋 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
166 ビブリア古書堂の事件手帖 4 栞子さんと二つの顔 （メディアワークス文庫） 三上 延 著 KADOKAWA
166 運命を変える収納術! 安東 英子 著 主婦と生活社
166 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
166 るるぶ伊豆 '19 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
170 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
170 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
172 本好きの下剋上 第1部1 兵士の娘 1 香月 美夜 著 TOブックス
172 ソロモンの犬 （文春ウェブ文庫） 道尾 秀介 著 文藝春秋
172 好かれる人の話し方、信頼される言葉づかい 桑野 麻衣 著 クロスメディア・パブリッシング
172 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
172 普段使いの器は5つでじゅうぶん。 江口 恵子 著 G.B.
172 できるゼロからはじめるAndroidスマートフォン超入門 改訂3版 法林 岳之 著 インプレス
172 日本一わかりやすい筋肉の本 （エイムック） 石山 修盟 監修 枻出版社
179 ワンプレートdeバランスごはん 3 帯広大谷短期大学 編著 中西出版
179 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
179 るるぶ東京 '20 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
179 ホットケーキミックス150Recipes （別冊すてきな奥さん） 石澤 清美 著 主婦と生活社
179 ひとり暮らしのズボラ飯 ひとり暮らしをとことん楽しむ! 編 主婦と生活社
179 すみっコぐらし よこみぞ ゆり 絵と文 主婦と生活社
179 3か月でやり直し!英語モジュール学習法 電子版 竹村 和浩 著 東洋経済新報社
179 るるぶ台湾 '20 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング
179 外国人から日本についてよく聞かれる質問200 森田 正康 著 クロスメディア・ランゲージ
188 社会人として必要な経済と政治のことが5時間でざっと学べる 池上 彰 著 KADOKAWA
188 すみっコぐらし よこみぞ ゆり 絵と文 主婦と生活社
188 体が硬い人ほどやせるストレッチ 岩井 隆彰 著 マイナビ
188 青春18きっぷで行こう '18～'19 （JTBのMOOK） JTBパブリッシング
188 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
188 夫婦の断捨離 やました ひでこ 著 すばる舎
188 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
195 志麻さんの何度でも食べたい極上レシピ 志麻 著 マガジンハウス
195 ありがとう、さようなら （角川文庫） 瀬尾 まいこ 著 KADOKAWA
195 40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方 葛西 紀明 著 東洋経済新報社
195 10ぴきのかえるのピクニック 電子書籍版 （PHP電子） 間所 ひさこ さく PHP研究所
195 サラ弁 ほりえ さちこ 著 主婦と生活社
195 おうちごはん300 （エイムック） 枻出版社
195 20年後ニッポンの難題 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社
195 新錯視図鑑 電子書籍版 杉原 厚吉 著 誠文堂新光社
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