
【総合】全集は含まず

書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 それいけ×ココロジー（1・2・3） それいけ!!ココロジー編 青春出版社 各1,100

2 さるのこしかけ さくらももこ 集英社 900

3 明け方の夢（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 世紀末クイズ（1・2・3)                           ※ 笑っていいとも編
発行 フジテレビ出版
発売 扶桑社

各700

5 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) 650
(下) 750

6 ストリートファイターⅡ 完全攻略本
ファミリーコンピュータ
マガジン編集部 編

徳間書店 590

7 たけし・逸見の平成教育委員会
フジテレビ
平成教育委員会 編

発行 フジテレビ出版
発売 扶桑社

1,100

8
ロマンシング サ・ガ
（徹底攻略編・基礎知識編・完全解析編）

キャラメル・ママ 編 ＮＴＴ出版
(徹)750
(基)700
(完)750

9 国境の南、太陽の西 村上春樹 講談社 1,500

10 こころの処方箋 河合隼雄 新潮社 1,100

11 島田陽子写真集 ＫＩＲ ＲＯＹＡＬ 遠藤 正 撮影 竹書房 3,200

12 ウルトラマン研究序説
ＳＵＰＥＲ ＳＴＲＩＮＧＳ
サーフライダー21

中経出版 1,400

13 運命算定法 マントラ 前田和慧
発行 フジテレビ出版
発売 扶桑社

1,200

14 マジカル頭脳パワー（1・2） 日本テレビ 編 日本テレビ放送網 各780

15 複合不況 宮崎義一 中央公論社 820

16 わが友 本田宗一郎 井深 大 ごま書房 1,100

17 Ｇ感性で「あなた」が見える ＴＢＳ 編 ワニブックス 1,100

18 ＶＯＷ４ バウフォー！ 宝島編集部 編 ＪＩＣＣ出版局 900

19 宗教の挑戦 大川隆法 幸福の科学出版 1,300

20 ｎｏｎ・ｎｏ お料理基本大百科 集英社 4,500

※ タモリ・ウッチャンナンチャンの世紀末クイズ

タモリの、ダウンタウンも世紀末クイズ 2

タモリ・ウッチャンナンチャンのダウンタウンもみんないっしょに世紀末クイズ 3

＊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,「トーハン調べ」と明記して下さい。

トーハン調べ   １９９２年 年間ベストセラー

株式会社トーハン



【単行本・文芸】
書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 明け方の夢(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 国境の南、太陽の西 村上春樹 講談社 1,500

3 受け月 伊集院静 文藝春秋 1,300

4 アルジャーノンに花束を
ダニエル・キイス
小尾芙佐 訳

早川書房 1,500

5 24人のビリー・ミリガン(上・下）
ダニエル・キイス
堀内静子 訳

早川書房 各1,500

6 花の詩画集 速さのちがう時計 星野富弘 偕成社 1,400

7 あなただけ見えない（上・下） 吉本昌弘 ワニブックス 各1,200

8 セミダブル 山田邦子 太田出版 1,200

9 母 三浦綾子 角川書店 1,100

10 スカーレット
アレクサンドラ・リプリー
森 瑤子 訳

新潮社 4,800

【単行本・ノンフィクション他】

1 さるのこしかけ さくらももこ 集英社 900

2 世紀末クイズ（1・2・3)                      ※ 笑っていいとも 編
発行 フジテレビ出版
発売 扶桑社

各700

3 ストリートファイターⅡ 完全攻略本
ファミリーコンピュータ
マガジン編集部 編

徳間書店 590

4 たけし・逸見の平成教育委員会
フジテレビ
平成教育委員会 編

発行 フジテレビ出版
発売 扶桑社

1,100

5
ロマンシング サ・ガ
（徹底攻略編・基礎知識編・完全解析編）

キャラメル・ママ 編 ＮＴＴ出版
(徹)750
(基)700
(完)750

6 こころの処方箋 河合隼雄 新潮社 1,100

7 島田陽子写真集 ＫＩＲ ＲＯＹＡＬ 遠藤 正 撮影 竹書房 3,200

8 ウルトラマン研究序説
ＳＵＰＥＲ ＳＴＲＩＮＧＳ
サーフライダー21

中経出版 1,400

9 運命算定法 マントラ 前田和慧
発行 フジテレビ出版
発売 扶桑社

1,200

10 Ｇ感性で「あなた」が見える ＴＢＳ 編 ワニブックス 1,100

【単行本・ビジネス】

1 ウォッチ・ザ・ワールド 落合信彦 集英社 1,200

2 激動の世界 世紀末への発進 落合信彦 集英社 1,200

3 1992長谷川慶太郎の世界はこう変わる 長谷川慶太郎 徳間書店 1,500

4 はみ出し銀行マンの勤番日記 横田濱夫 オーエス出版 1,200

5 未来企業
Ｐ・Ｆ・ドラッカー
上田惇生 他訳

ダイヤモンド社 2,400

6 知的生産性向上システムＤＩＰＳ 小林忠嗣 ダイヤモンド社 1,500

7 歴史の終り（上・下）
フランシス・フクヤマ
渡部昇一 訳

三笠書房 各2,000

8 手にとるように経済のことがわかる本 かんき出版編集部 編 かんき出版 1,300

9 平成維新 Ｐａｒｔ2 大前研一 講談社 1,500

10 最後の十年 日本経済の構想 田中直毅 日本経済新聞社 1,600

※ タモリ・ウッチャンナンチャンの世紀末クイズ

タモリの、ダウンタウンも世紀末クイズ 2

タモリ・ウッチャンナンチャンのダウンタウンもみんないっしょに世紀末クイズ 3

■ トーハン調べ　１９９２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 定価(円)

1 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) 650
(下) 750

2 創竜伝（8） 田中芳樹 講談社 740

3 若狭殺人事件 内田康夫 光文社 720

4 スーパーとかち殺人事件 西村京太郎 徳間書店 730

5 風葬の城 内田康夫 講談社 740

6 須磨殺明石殺人事件 内田康夫 徳間書店 730

7 三毛猫ホームズの傾向と対策 赤川次郎 光文社 740

8 夏は、愛と殺人の季節 西村京太郎 角川書店 760

9 恋の十和田、死の猪苗代 西村京太郎 中央公論社 730

10 越後・会津殺人ルート 西村京太郎 講談社 740

【新書・ノンフィクション】

1 それいけ×ココロジー（1・2・3） それいけ!!ココロジー編 青春出版社 各1,100

2 マジカル頭脳パワー（1・2） 日本テレビ 編 日本テレビ放送網 各780

3 複合不況 宮崎義一 中央公論社 820

4 わが友 本田宗一郎 井深 大 ごま書房 1,100

5 指回し体操が頭と体に奇跡を呼ぶ 栗田昌裕 廣済堂出版 780

6 知ってて知らないからだ常識（1・2） 松原英多 青春出版社 各760

7 カラー版 妖怪画談 水木しげる 岩波書店 850

8 仮面夫婦 山下典子 祥伝社 1,000

9 ノストラダムスの大予言　残された希望編 五島 勉 祥伝社 750

10 頭の体操 第14集 多湖 輝 光文社 740

【全集】
　 書　名  全巻     最新回数/巻数 出版社 定価(円)

1 人間革命 全12巻 　　　11／11 聖教新聞社 1,300

2 池田大作全集 全75巻 　　　16／21 聖教新聞社 2,900

3 マンガ 日本の歴史 全48巻 　　　37／37 中央公論社 1,000

4 花づくし 全4巻別巻2 　 5／別1 講談社 5,800

5 少年少女古典文学館 全26巻 　　　13／7 講談社 1,700

6 窯変 源氏物語 全14巻 　　　13／13 中央公論社 1,600

7 おはなし童話館 全20巻 　　　20／20 講談社 1,300

8 ＫＩＮＴＡＲＯ 全24巻 　　　 5／12・13 講談社 各980

9 ザ・スペースエイジ 全6巻 　　　　3／3 日本放送出版協会 3,200

10 集英社版 日本の歴史 全21巻別巻1  18／18 集英社 2,400

■ トーハン調べ　１９９２年 年間ベストセラー 

株式会社トーハン


