
【総合】全集は含まず

書　名 著　者 出版社 本体価格(円)

1 ビストロスマップ完全レシピ
ビストロスマップ制作委員会
編

フジテレビ出版 発行
扶桑社 発売

1,359

2 永遠の法 大川隆法 幸福の科学出版 2,000

3 失楽園（上・下） 渡辺淳一 講談社 各1,400

4 ファイナルファンタジーⅦ解体新書 スタジオベントスタッフ
アスキー 発行
アスペクト 発売

1,165

5 母の詩 池田大作 聖教新聞社 952

6 たまごっち大百科
STUDIO HARO TEAM3
岡本八重子　編

勁文社 466

7 7つの習慣
スティーブン・Ｒ・コヴィー
川西　茂　他訳

キング・ベアー出版 1,942

8 少年Ｈ（上・下） 妹尾河童 講談社 各1,456

9 ダービースタリオン公式ガイドブック ＪＫ・Ｖｏｉｃｅ
アスキー 発行
アスペクト 発売

1,600

10 ポケットモンスター大百科　赤・緑・青 エニックス　編 エニックス 854

11 たまごっち Ｒ 母子手帳 Ｗｉｎｋ ｕｐ 特別編集 ワニブックス 563

12 鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎 集英社 1500

13 ももこの世界あっちこっちめぐり さくらももこ 集英社 1,200

14 まる子だった さくらももこ 集英社 1,000

15 ファイナルファンタジーⅦ公式設定資料集 ファミ通書籍編集部
アスキー 発行
アスペクト 発売

951

16 菅野美穂写真集「ＮＵＤＩＴＹ」 宮澤正明　撮影
インディペンデンス
発行／ルー出版 発売

3,800

17 ユートピア創造論 大川隆法
幸福の科学出版科学
（経典部）

1,456

18 ポケットモンスター　ミニミニ大事典 ティーツー出版　編 ティーツー出版 850

19
金田一少年の事件簿（４）
鬼火島殺人事件

天樹征丸 講談社 770

20 ファイナルファンタジータクティクス大全 ＪＫ・Ｖｏｉｃｅ
アスキー 発行
アスペクト 発売

1,200

＊集計期間＝1996年12月～1997年11月

＊本資料を新聞・雑誌などに掲載される場合は,「トーハン調べ」と明記して下さい。
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【単行本・文芸】

書　名 著　者 出版社 本体価格(円)

1 失楽園（上・下） 渡辺淳一 講談社 各1,400

2 少年Ｈ（上・下） 妹尾河童 講談社 各1,456

3 鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎 集英社 1500

4
金田一少年の事件簿（４）
鬼火島殺人事件

天樹征丸 講談社 770

5 にんげんだもの 相田みつを 文化出版局 1,505

6 不機嫌な果実 林　真理子 文藝春秋 1,359

7
金田一少年の事件簿（４）
上海魚人伝説殺人事件

天樹征丸 講談社 780

8 氷の淑女（上・下）
シドニィ・シェルダン
木下　望　訳

徳間書店 各1,200

9 陰謀の日（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行　訳

アカデミー出版
（上）1,000
（下）1,400

10 チョコレート革命 俵　万智 河出書房新社 1,000

【単行本・ノンフィクション他】

1 ビストロスマップ完全レシピ
ビストロスマップ制作委員会
編

フジテレビ出版 発行
扶桑社 発売

1,359

2 永遠の法 大川隆法 幸福の科学出版 2,000

3 母の詩 池田大作 聖教新聞社 952

4 ももこの世界あっちこっちめぐり さくらももこ 集英社 1,200

5 まる子だった さくらももこ 集英社 1,000

6 菅野美穂写真集「ＮＵＤＩＴＹ」 宮澤正明　撮影
インディペンデンス 発
行／ルー出版 発売 3,800

7 ユートピア創造論 大川隆法
幸福の科学
（経典部）

1,456

8 平気でうそをつく人たち
Ｍ・スコット・ペック
森　英明 訳

草思社 2200

9 空想科学読本（２） 柳田理科雄 宝島社 1,200

10 他人をほめる人、けなす人
Ｆ・アルベローニ
大久保昭男　訳

草思社 1,600

【単行本・ビジネス】

1 7つの習慣
スティーブン・Ｒ・コヴィー
川西　茂　他訳

キング・ベアー出
版

1,942

2 次はこうなる 堺屋太一 講談社 1,600

3 「考える」をつける本（１・２） 轡田隆史 三笠書房
（１）1,262
（２）1,238

4 2020年からの警鐘（１・２） 日本経済新聞社　編 日本経済新聞社 各1,500

5 全脳時代 七田　眞 総合法令出版 1,553

6 これからの10年 日下公人
ＰＨＰソフトウエア・
グループ 発行
ＰＨＰ研究所 発売

1,429

7 好き嫌いで決めろ 河上和雄 日本テレビ放送網 1,165

8 最新版　一目でわかる企業系列と業界地図 大薗友和 日本実業出版社 1,500

9 この一粒の「知恵の種」 船井幸雄 三笠書房 1,524

10 情報力 長谷川慶太郎
サンマーク出版 発行
サンマーク 発売

1,600
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【単行本・コンピュータ関連書】
書　名 著　者 出版社 本体価格(円)

1 できるExcel95　改訂版
田中　亘
インプレス書籍編集部

インプレス発行
インプレス販売発売

1,359

2 できるWord97　Windows版
田中　亘
インプレス書籍編集部

インプレス発行
インプレス販売発売

1,380

3 できるExcel95　Windows版　改訂版
佐藤謙一
インプレス書籍編集部

エクスメディア 1,359

4 できるExcel97　Windows版　
コアダンプ
インプレス書籍編集部

インプレス発行
インプレス販売発売

1,380

5 超図解Windows95　基礎編　改訂版 エクスメディア エクスメディア 1,359

6 できるWord95　Windows版　改訂版
田中　亘
インプレス書籍編集部

インプレス発行
インプレス販売発売

1,359

7 超図解ＥＸＣＥＬ97　基礎編 エクスメディア エクスメディア 1,359

8 できる一太郎８　Windows版
神田知宏
インプレス書籍編集部

インプレス発行
インプレス販売発売

1,380

9 超図解ＷＯＲＤ97　基礎編 エクスメディア エクスメディア 1,359

10  '97－'98年版　最新パソコン用語事典
岡本　茂
大島邦夫　他

技術評論社 1,550

【単行本・ゲーム関連書】

1 ファイナルファンタジーⅦ解体新書 スタジオベントスタッフ
アスキー発行
アスペクト発売

1,165

2 たまごっち大百科
STUDIO HARO TEAM3
岡本八重子　編

勁文社 466

3 ダービースタリオン公式ガイドブック ＪＫ・Ｖｏｉｃｅ
アスキー発行
アスペクト発売

1,600

4 ポケットモンスター大百科　赤・緑・青 エニックス　編 エニックス 854

5 たまごっち Ｒ 母子手帳 Ｗｉｎｋ ｕｐ 特別編集 ワニブックス 563

6 ファイナルファンタジーⅦ公式設定資料集 ファミ通書籍編集部
アスキー発行
アスペクト発売

951

7 ポケットモンスター　ミニミニ大事典 ティーツー出版　編 ティーツー出版 850

8 ファイナルファンタジータクティクス大全 ＪＫ・Ｖｏｉｃｅ
アスキー発行
アスペクト発売

1,200

9 ポケットモンスターを遊びつくす本（赤・緑）
キルタイムコミュニケー
ション　編

キルタイムコミュニケー
ション発行／マイクロデ
ザイン出版局発売

各369

10
プレイステーション版　ダービースタリオン　ブ
リーダーズバイブル

ファミ通書籍編集部　編
アスキー発行
アスペクト発売

950

■ トーハン調べ　１９９７年 年間ベストセラー 

株式会社トーハン



【新書・ノベルス】
書　名 著　者 出版社 本体価格(円)

1 氷舞　新宿鮫（Ⅵ） 大沢在昌 光文社 848

2 新書判　星の輝き（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行　訳

アカデミー出版
（上）660
（下）825

3 新書判　幸せの記憶（上・中・下）
ダニエル・スティール
天馬龍行　訳

アカデミー出版 各590

4 イーハトーブの幽霊 内田康夫 中央公論社 857

5 高山本線殺人事件 西村京太郎 光文社 781

6 華の下にて 内田康夫 幻冬舎 781

7 三毛猫ホームズの無人島 赤川次郎 光文社 743

8 沃野の伝説（上・下） 内田康夫 光文社 各781

9 日本のエーゲ海、日本の死 西村京太郎 角川書店 757

10 伊豆誘拐行 西村京太郎 光文社 781

【新書・ノンフィクション】

1 新世紀エヴァンゲリオンの謎（Ⅰ・Ⅱ）
特務機関調査プロジェクトチーム

武内左近
ロングセラーズ

（Ⅰ）825
（Ⅱ）900

2 職人 永　六輔 岩波書店 631

3 天下御免の向こう見ず 爆笑問題 二見書房 1,000

4 新世紀エヴァンゲリオン完全攻略読本 新世紀福音協会 三一書房 1,000

5 「複雑系」とは何か 吉永良正 講談社 641

6 芸人 永　六輔 岩波書店 640

7 カラー版　ハッブル望遠鏡が見た宇宙
野本陽代
Ｒ・ウィリアムズ

岩波書店 940

8 父性の復権 林　道義 中央公論社 699

9
それいけ×ココロジー
＜ＳＰＥＣＩＡＬ ＧＯＬＤ版＞（１・２）

それいけ!!ココロジー編 青春出版社 各1,100

10 日本の地名 谷川健一 岩波書店 630

【全集】
　 書　名  全巻     最新回数/巻数 出版社 本体価格(円)

1 池田大作全集 全150巻　   44／77 聖教新聞社 2,476

2 源氏物語 全10巻　     7／7 講談社 2,524

3 世界の名作 全18巻　     3／3 小学館 1,600

4 世界の歴史 全30巻　    13／18 中央公論社 2,524

5 痛快世界の冒険文学 全24巻     　2／2 講談社 1,500

6 故宮博物院 全15巻　     2／1 日本放送出版協会 2,600

7 ユネスコ世界遺産 全12巻　     8／9 講談社 5,631

8 マンガ日本の古典 全32巻　    32／2 中央公論社 1,262

9 長谷川町子全集 全33巻別巻1　8／15・16 朝日新聞社 各1,200

10 漱石全集 全28巻別巻1　27／21 岩波書店 3,200
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