
【総合】全集は含まず

書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 遺書 松本人志 朝日新聞社 1,000

2 松本 松本人志 朝日新聞社 1,000

3 ソフィーの世界
ヨースタイン・ゴルデル
池田香代子　訳

日本放送出版協会 2,500

4 フォレスト・ガンプ
ウィンストン・グルーム
小川敏子　訳

講談社 1,500

5 幸福の科学興国論 大川隆法 幸福の科学出版 1,000

6 大往生／二度目の大往生 永　六輔 岩波書店
（正）　580
（二）　620

7 パラサイト・イヴ 瀬名秀明 角川書店 1,400

8 ダービースタリオンⅢ　公式パーフェクトガイド 月刊ファミコン通信　編 アスペクト 1,100

9 新・太陽の法 大川隆法 幸福の科学出版 2,000

10 ダービースタリオンⅢ　全書 成沢大輔 アスペクト 1,200

11 金田一少年の事件簿（１・２） 天樹征丸 講談社 各780

12 宗教選択の時代 大川隆法 幸福の科学出版 1,800

13 堀田力の「おごるな上司！」 堀田　力 日本経済新聞社 1,000

14 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）1,250
（下）1,200

15 ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! 日本テレビ　編 ワニブックス 900

16 そういうふうにできている さくらももこ 新潮社 1,000

17 聖なる予言
ジェームズ・レッドフィールド
山川紘矢・亜希子　訳

角川書店 1,800

18 脳内革命 春山茂雄 サンマーク出版 1,600

19 新書判　私は別人（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）　750

20 あいまいな日本の私 大江健三郎 岩波書店 620

＊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   １９９５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 ソフィーの世界
ヨースタイン・ゴルデル
池田香代子　訳

日本放送出版協会 2,500

2 フォレスト・ガンプ
ウィンストン・グルーム
小川敏子　訳

講談社 1,500

3 パラサイト・イヴ 瀬名秀明 角川書店 1,400

4 金田一少年の事件簿（１・２） 天樹征丸 講談社 各780

5 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）1,250
（下）1,200

6 聖なる予言
ジェームズ・レッドフィールド
山川紘矢・亜希子　訳

角川書店 1,800

7 アクシデント（上・下）
ダニエル・スティール
天馬龍行　訳

アカデミー出版
（上）　950
（下）1,150

8 マディソン郡の橋
ロバート・Ｊ・ウォラー
村松　潔　訳

文藝春秋 1,400

9 愛していると言ってくれ 北川悦吏子 角川書店 1,400

10 遺産（上・下）
シドニィ・シェルダン
木下　望　訳

徳間書店 各1,200

【単行本・ノンフィクション他】

1 遺書 松本人志 朝日新聞社 1,000

2 松本 松本人志 朝日新聞社 1,000

3 幸福の科学興国論 大川隆法 幸福の科学出版 1,000

4 ダービースタリオンⅢ　公式パーフェクトガイド 月刊ファミコン通信　編 アスペクト 1,100

5 新・太陽の法 大川隆法 幸福の科学出版 2,000

6 ダービースタリオンⅢ　全書 成沢大輔 アスペクト 1,200

7 宗教選択の時代 大川隆法 幸福の科学出版 1,800

8 ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! 日本テレビ　編 ワニブックス 900

9 そういうふうにできている さくらももこ 新潮社 1,000

10 脳内革命 春山茂雄 サンマーク出版 1,600

【単行本・ビジネス】

1 堀田力の「おごるな上司！」 堀田　力 日本経済新聞社 1,000

2 「大変」な時代 堺屋太一 講談社 1,600

3 人間を幸福にしない日本というシステム
カレル・ヴァン・ウォルフレン
篠原　勝　訳

毎日新聞社 1,800

4 お役所のご法度 宮本政於 講談社 1,600

5 知の論理 小林康夫 他編 東京大学出版会 1,545

6 ［図解］60分で分かるＰＨＳ 息吹友也 ＰＨＰ研究所 1,000

7 かくて昭和史は甦る 渡部昇一 クレスト社 1,800

8 図解　ＰＬ法が見る見るわかる 長井導夫 サンマーク出版 1,600

9 トム・ピーターズの経営破壊
トム・ピーターズ
平野勇夫　訳

ＴＢＳブリタニカ 1,600

10 ラビ・バトラの大予言
ラビ・バトラ
藤原直哉 他訳

総合法令出版 1,600

■ トーハン調べ　１９９５年 年間ベストセラー 
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【新書・ノベルス】
書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 新書判　私は別人（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）　750

2 札幌殺人事件（上・下） 内田康夫 光文社 各800

3 炎蛹　新宿鮫Ⅴ 大沢在昌 光文社 840

4 朝日殺人事件 内田康夫 実業之日本社 800

5 十津川警部の抵抗 西村京太郎 光文社 780

6 三毛猫ホームズの世紀末 赤川次郎 光文社 780

7 特急「しなの21号」殺人事件 西村京太郎 徳間書店 780

8 仙台駅殺人事件 西村京太郎 光文社 780

9 陸中海岸殺意の旅 西村京太郎 実業之日本社 780

10 斎王の葬列 内田康夫 角川書店 800

【新書・ノンフィクション】

1 大往生／二度目の大往生 永　六輔 岩波書店
（正）　580
（二）　620

2 あいまいな日本の私 大江健三郎 岩波書店 620

3 パソコンをどう使うか 諏訪邦夫 中央公論社 680

4 「超」整理法／続「超」整理法・時間編 野口悠紀雄 中央公論社
（正）　720
（続）　780

5 やっぱり、やせた！　ダンベル・ダイエット２ 鈴木正成 扶桑社 880

6 郵便局でお金をふやす秘密集　改訂２版 井上隆司 経済界 800

7 ノストラダムスの超法則　死活の書 五島　勉 青春出版社 800

8 風水の法則 小林祥晃 廣経堂出版 800

9 大地動乱の時代 石橋克彦 岩波書店 620

10 やさしさの精神病理 大平　健 岩波書店 650

【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 全75巻　　 　32／13 聖教新聞社 2,900

2 マンガ　日本の古典 全32巻　　 　13／19 中央公論社 1,300

3 少年少女古典文学館 全26巻　　 　25／23 講談社 1,700

4 21世紀こどもクラッシック 全5巻　　　 　5／5 小学館 4,400

5 漱石全集 全28巻別巻1　18／19 岩波書店 3,200

6 講座　日本通史 全21巻別巻4　23／別1 岩波書店 2,800

7 大自然のふしぎ　第２期 全5巻　　　 　5／5 学習研究社 3,000

8 日本文学の歴史 全18巻　　　 10／10 中央公論社 2,200

9 高松宮日記 全8巻　　　 　2／3 中央公論社 3,300

10 世界美術大全集 全28巻　　　 18／1 小学館 20,000

■ トーハン調べ　１９９５年 年間ベストセラー 
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