
【総合】

書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 Ｓａｎｔａ Ｆｅ／宮沢りえ 篠山紀信 朝日出版社 4,500

2 もものかんづめ さくらももこ 集英社 850

3 血族（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
(上)1,000
(下)1,200

4 ノストラダムス戦慄の啓示 大川隆法 幸福の科学出版 800

5 新書版 時間の砂（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
(上)600

（下)650

6 だから私は嫌われる ビートたけし 新潮社 1,000

7 タモリ・ウッチャンナンチャンの世紀末クイズ 笑っていいとも 編
発行 フジテレビ出版
発売 扶桑社

700

8 ｗａｔｅｒ ｆｒｕｉｔ
樋口可南子
篠山紀信

朝日出版社 3,200

9 ホーキングの最新宇宙論
Ｓ・Ｗ・ホーキング
佐藤勝彦 監訳

日本放送出版協会 1,100

10 宜保愛子の幸せを呼ぶ守護霊 宜保愛子 大陸書房 1,200

11 宜保愛子の死後の世界 宜保愛子 日東書院 1,200

12 結婚式 山田邦子 太田出版 1,100

13 諸葛孔明(上・下） 陳舜臣 中央公論社 各1,500

14 大地の子(上・中・下） 山崎豊子 文藝春秋
(上)1,400
(中)1,300
(下)1,500

15 アラーの大警告 大川隆法 幸福の科学出版 1,030

16 恋愛論 柴門ふみ ＰＨＰ研究所 980

17 妊娠カレンダー 小川洋子 文藝春秋 1,000

18 真夜中は別の顔(上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
(上)1,000
(下)1,200

19 真説ノストラダムスの大予言 加治木義博 ＫＫロングセラーズ 850

20 世界の見方・考え方 大前研一 講談社 1,500

＊定価はすべて税込み価格です。

＊本資料を新聞・雑誌などに掲載される場合は,「東販調べ」と明記して下さい。

東京出版販売株式会社

東販調べ   １９９１年 年間ベストセラー



【単行本・文芸】

書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 血族（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
(上)1,000
(下)1,200

2 結婚式 山田邦子 太田出版 1,100

3 諸葛孔明(上・下） 陳舜臣 中央公論社 各1,500

4 大地の子(上・中・下） 山崎豊子 文藝春秋
(上)1,400
(中)1,300
(下)1,500

5 妊娠カレンダー 小川洋子 文藝春秋 1,000

6 真夜中は別の顔(上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
(上)1,000
(下)1,200

7 かぜのてのひら 俵 万智 河出書房新社 1,000

8 Ｎ・Ｐ 吉本ばなな 角川書店 1,100

9 青春デンデケデケデケ 芦原すなお 河出書房新社 1,200

10 5番目のサリー
ダニエル・キイス
小尾芙佐 訳

早川書房 2,000

【単行本・ノンフィクション】

1 Ｓａｎｔａ Ｆｅ／宮沢りえ 篠山紀信 朝日出版社 4,500

2 もものかんづめ さくらももこ 集英社 850

3 だから私は嫌われる ビートたけし 新潮社 1,000

4 タモリ・ウッチャンナンチャンの世紀末クイズ 笑っていいとも 編
発行 フジテレビ出版
発売 扶桑社

700

5 ｗａｔｅｒ ｆｒｕｉｔ
樋口可南子
篠山紀信

朝日出版社 3,200

6 ホーキングの最新宇宙論
Ｓ・Ｗ・ホーキング
佐藤勝彦 監訳

日本放送出版協会 1,100

7 宜保愛子の幸せを呼ぶ守護霊 宜保愛子 大陸書房 1,200

8 宜保愛子の死後の世界 宜保愛子 日東書院 1,200

9 アラーの大警告 大川隆法 幸福の科学出版 1,030

10 恋愛論 柴門ふみ ＰＨＰ研究所 980

【単行本・ビジネス】

1 世界の見方・考え方 大前研一 講談社 1,500

2 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

3 国際情報 Ｊｕｓｔ Ｎｏｗ 91 落合信彦 集英社 1,200

4 ＴＨＥ ＣＯＭＩＮＧ ＷＡＲ ＷＩＴＨ ＪＡＰＡＮ
ジョージ・フリードマン
メレディス・ルバード
古賀林幸 訳

徳間書店 2,000

5 ザ・ハウス・オブ・ノムラ
アル・アレツハウザー
佐高 信 監訳

新潮社 1,900

6 情報頭脳の新時代 長谷川慶太郎 青春出版社 1,380

7 バブルの物語
ジョン・Ｋガルブレイス
鈴木哲太郎 訳

ダイヤモンド社 1,400

8 自分をもっと大きく生かせ 竹村健一 三笠書房 1,300

9 日本革質 堺屋太一 ＰＨＰ研究所 1,300

10 いやでもわかる経済学 日本経済新聞社 編 日本経済新聞社 1,000

東京出版販売株式会社

■ 東販調べ　１９９１年 年間ベストセラー 



【新書・ノベルス】
書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 新書版 時間の砂（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
(上)600
(下)650

2 創竜伝（７） 田中芳樹 講談社 720

3 長崎駅殺人事件 西村京太郎 光文社 720

4 十津川警部・怒りの追跡(上・下) 西村京太郎 実業之日本社 各730

5 十津川警部の逆襲 西村京太郎 光文社 720

6 博多殺人事件 内田康夫 光文社 730

7 三毛猫ホームズの犯罪学講座 赤川次郎 光文社 720

8 木曾街道殺意の旅 西村京太郎 中央公論社 730

9 津軽・陸中殺人ルート 西村京太郎 講談社 720

10 三州吉良殺人事件 内田康夫 実業之日本社 730

【新書・ノンフィクション】

1 ノストラダムス戦慄の啓示 大川隆法 幸福の科学出版 800

2 真説ノストラダムスの大予言 加治木義博 ＫＫロングセラーズ 850

3 ノストラダムスの大予言 中東編 五島 勉 祥伝社 750

4 断固「ＮＯ」と言える日本
石原慎太郎
江藤 淳

光文社 850

5 鄙の論理
岩國哲人
細川護煕

光文社 850

6 孤独を生ききる 瀬戸内寂聴 光文社 850

7 世界で一番「ＵＮ」のいい奴ら
ウッチャンナンチャン
オールナイトニッポン 編

発行 ﾆｯﾎﾟﾝ放送出版
発売 扶桑社

880

8 聖徳太子「未来記」の秘予言 五島 勉 青春出版社 760

9 永遠の仏陀 大川隆法 幸福の科学出版 800

10 イスラームの日常世界 片倉もとこ 岩波書店 550

【全集】
　 書　名  全巻     最新回数/巻数 出版社 定価(円)

1 池田大作全集 　75 　　　　13／3 聖教新聞社 2,900

2 マンガ 日本の歴史 　48 　　　　25／25 中央公論社 1,000

3 少年少女古典文学館 　26 　　　　1／2 講談社
特別定価

1,500

4 窯変 源氏物語 　14　　　　 7／7 中央公論社 1,600

5 おはなし童話館 　20 　　　　14／6 講談社 1,300

6 ファーブル昆虫記 　8 　　　　　8／8 集英社 1,300

7 集英社版 日本の歴史 　21別1 　　　6／6 集英社 2,400

8 ちくま日本文学全集 　50 　　　　10／19,20 筑摩書房 各1,000

9 日本の近世 　18 　　　　 3／3 中央公論社 2,800

10 ＮＨＫアインシュタインロマン 　6 　　　　　6／6 日本放送出版協会 1,500

■ 東販調べ　１９９１年 年間ベストセラー 

東京出版販売株式会社

＊全集の回数，巻数，定価は最新刊です。



著者 出版社 定価(円)

マーティン・ハンドフォード作・絵
唐沢則幸 訳

フレーベル館 各1,300

新村　出 編 岩波書店
特別定価

6,000

新村　出 編 岩波書店
特別定価

10,300
広辞苑 第四版 机上版

<参考>

書名

ウォーリーシリーズ（４点）

広辞苑 第四版 普通版

前掲の7ジャンルに含まれないベストセラーとして下記を特別に付記いたします。


