
【総合】

書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 愛される理由 二谷友里恵 朝日新聞社 1,000

2 真夜中は別の顔（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版サー
ビス

(上)1,000
(下)1,200

3 ｢ＮＯ」と言える日本
盛田昭夫
石原慎太郎

光文社 820

4 ドラゴンクエストⅣ公式ガイドブック(上・下） エニックス編集部 編 エニックス
(上)720
(下)680

5 明日があるなら(上・下)
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版サー
ビス

(上)600
(下)700

6 「1998年日本崩壊」エドガー・ケーシーの大予告 五島 勉 青春出版社 750

7 文学部唯野教授 筒井康隆 岩波書店 1,300

8 恋愛論 柴門ふみ ＰＨＰ研究所 980

9 41歳寿命説 西丸震哉 情報センター出版局 910

10 うたかた(上・下） 渡辺淳一 講談社 各1,200

11 ホーキング、宇宙を語る
Ｓ・Ｗ・ホーキング
林　一 訳

早川書房 1,600

12 それでも「ＮＯ」と言える日本
石原慎太郎
渡部昇一 他

光文社 850

13 日はまた沈む
ビル・エモット
鈴木主税 訳

草思社 1,800

14 国際情報 ＪＵＳＴ ＮＯＷ 落合信彦 集英社 1,000

15 アメリカインディアンの教え 加藤諦三 扶桑社 880

16 川の流れのように 美空ひばり 集英社 1,000

17 孔子 井上 靖 新潮社 2,200

18 ＴＶピープル 村上春樹 文藝春秋 950

19 六十歳からの生き方 多湖 輝 ごま書房 1,500

20 1990'Ｓ  世界はこう動く 落合信彦 集英社 1,000

＊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。

東販調べ   １９９０年 年間ベストセラー

東京出版販売株式会社



【単行本・文芸】
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

アカデミー出版サー
ビス

(上)1,000
(下)1,200

2 文学部唯野教授 筒井康隆 岩波書店 1,300

3 うたかた(上・下） 渡辺淳一 講談社 各1,200

4 孔子 井上 靖 新潮社 2,200

5 ＴＶピープル 村上春樹 文藝春秋 950

6 私が殺した少女 原 尞 早川書房 1,300

7 わが性と生
瀬戸内寂聴
瀬戸内晴美

新潮社 1,150

8 想い出にかわるまで 内館牧子 ワニブックス 1,350

9 後宮小説 酒見賢一 新潮社 1,200

10 遠い太鼓 村上春樹 講談社 1,500

【単行本・ノンフィクション】

1 愛される理由 二谷友里恵 朝日新聞社 1,000

2 ドラゴンクエストⅣ公式ガイドブック(上・下） エニックス編集部 編 エニックス
(上)720
(下)680

3 恋愛論 柴門ふみ ＰＨＰ研究所 980

4 41歳寿命説 西丸震哉 情報センター出版局 910

5 ホーキング、宇宙を語る
Ｓ・Ｗ・ホーキング
林　一 訳

早川書房 1,600

6 川の流れのように 美空ひばり 集英社 1,000

7 六十歳からの生き方 多湖 輝 ごま書房 1,500

8 さらば桑田真澄、さらばプロ野球 中牧昭二 エーブイエス 1,300

9 自分をもっと深く掘れ！
新渡戸稲造
竹内　均 解説

三笠書房 1,100

10 この国のかたち(一・二） 司馬遼太郎 文藝春秋 各1,000

【単行本・ビジネス】

1 日はまた沈む
ビル・エモット
鈴木主税 訳

草思社 1,800

2 国際情報 ＪＵＳＴ ＮＯＷ 落合信彦 集英社 1,000

3 1990'Ｓ  世界はこう動く 落合信彦 集英社 1,000

4 経済頭脳を持っているか 長谷川慶太郎 青春出版社 1,280

5 日本は悪くない
ビル・トッテン
高橋呉郎 訳

ごま書房 1,500

6
1990年版
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

7 全予測90年代の世界
牧野 昇
三菱総合研究所

ダイヤモンド社 1,500

8 新規の世界 転機の日本 堺屋太一 実業之日本社 1,300

9 パワーシフト(上・下）
アルビン・トフラー
徳山二郎 訳

扶桑社 各1,600

10 入門の入門経済のしくみ 大和総研 日本実業出版社 1,300

■ 東販調べ　１９９０年 年間ベストセラー 

東京出版販売株式会社



【新書・ノベルス】
書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 明日があるなら（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
サービス

(上)600
(下)700

2 特急ゆふいんの森殺人事件 西村京太郎 実業之日本社 700

3 三毛猫ホームズの四季 赤川次郎 光文社 700

4 創竜伝（５・６） 田中芳樹 講談社 各700

5 特急ひだ３号殺人事件 西村京太郎 実業之日本社 700

6 特急「有明」殺人事件 西村京太郎 角川書店 720

7 スーパー雷鳥殺人事件 西村京太郎 徳間書店 720

8 宗谷本線殺人事件 西村京太郎 光文社 700

9 パリ発殺人列車 西村京太郎 光文社 700

10 「のと恋路号」殺意への旅 西村京太郎 中央公論社 700

【新書・ノンフィクション】

1 ｢ＮＯ」と言える日本
盛田昭夫
石原慎太郎

光文社 820

2 「1998年日本崩壊」エドガー・ケーシーの大予告 五島 勉 青春出版社 750

3 それでも「ＮＯ」と言える日本
石原慎太郎
渡部昇一 他

光文社 850

4 アメリカインディアンの教え 加藤諦三 扶桑社 880

5 ゾーンセラピーの手のひらツボ魔法 五十嵐康彦 青春出版社 750

6 ノストラダムスの大予言 中東編 五島 勉 祥伝社 750

7 ‘90年版頭のいい銀行利用法 野末陳平 他 青春出版社 750

8 ＭＪ12の謎と第18格納庫の秘密
Ｔ．Ｇ．ベクリー
南山宏 訳

二見書房 850

9 日はまだ昇る 渡部昇一 祥伝社 750

10 続 日本人の英語 マーク・ピーターセン 岩波書店 520

【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 　　　9／26 聖教新聞社 2,500

2 マンガ 日本の歴史 全48巻 　　　14／14 中央公論社 1,000

3 おはなし絵本館 全20巻続巻4  24／24 講談社 1,230

4 世界おはなし名作全集 全12巻       12／12 小学館 1,230

5 昭和 二万日の全記録 全18巻別巻1  18／18 講談社 2,880

6 おはなし童話館 全20巻       3／19 講談社 1,300

7 銀河宇宙オデッセイ 全7巻        7／7 日本放送出版協会 3,400

8 大英博物館 全6巻        3／3 日本放送出版協会 3,500

9 歴史誕生 全12巻       7／7 角川書店 1,800

10 現代の日本画 全12巻       2／12 学習研究社 2,800

東京出版販売株式会社

■ 東販調べ　１９９０年 年間ベストセラー 

＊全集の回数，巻数，定価は最新刊です。



著者 出版社 定価(円)

市川正巳・監修 小学館 9,800

＜参考＞
前掲の7ジャンルに含まれない年間ベストセラーとして下記の1点がありますので，特別に付記いたします。

書名

日本列島大地図館


