
＊ 本資料を新聞・雑誌などに掲載される場合は、「１月２１日トーハン調べ」と明記して下さい。

＊【総合】は、全集を除いています。

＊ ★印は初登場　☆印は再登場

＊ 次回は、１月２８日調べになります。

＊ 定価は本体＋税となります。

＊ 本資料の営利を目的とした第三者への２次利用を固く禁じます。

【総合】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 鬼滅の刃　片羽の蝶
吾峠呼世晴
矢島　綾

集英社 700 978-4-08-703485-1

2 鬼滅の刃　しあわせの花
吾峠呼世晴
矢島　綾

集英社 700 978-4-08-703473-8

3
ポケットモンスター ソード・シールド 公式ガイ
ドブック　完全ストーリー攻略＋ガラル図鑑

元宮秀介＆ワンナップ
／(株)ポケモン、(株)
ゲームフリーク 監修

オーバーラップ 1,600 978-4-86554-581-4

4
ＤＶＤでよくわかる！ １２０歳まで生きるロング
ブレス

美木良介 幻冬舎 1,600 978-4-344-03529-4

5 反日種族主義　日韓危機の根源 李栄薫 編著 文藝春秋 1,600 978-4-16-391158-8

6
田中みな実１ｓｔ写真集
「Ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ ｙｏｕｒｓ…」

田中みな実 宝島社 1,800 978-4-8002-8848-6

7 ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮社 720 978-4-10-610820-4

8 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社 1,350 978-4-10-352681-0

9 一切なりゆき　樹木希林のことば 樹木希林 文藝春秋 800 978-4-16-661194-2

10 はじめてのやせ筋トレ
とがわ愛
坂井建雄 監修

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,200 978-4-04-896415-9

11 見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル 池田義博 サンマーク出版 1,300 978-4-7631-3762-3

☆ 12
映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
ストーリーブック

サンエックス 監修
主婦と生活社 編

主婦と生活社 900 978-4-391-15420-7

☆ 13 アナと雪の女王２
デイヴィッド・ブレイ
ズ／代田亜香子 訳

小学館 700 978-4-09-231312-5

★ 14
脊柱管狭窄症　腰の名医２０人が教える最高の治
し方大全

わかさ出版 編 文響社 1,380 978-4-86651-162-7

☆ 15 偽善者たちへ 百田尚樹 新潮社 780 978-4-10-610836-5

★ 16 「空腹」こそ最強のクスリ 青木　厚 アスコム 1,400 978-4-7762-1019-1

★ 17 ｍｅｄｉｕｍ　霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼 講談社 1,700 978-4-06-517094-6

18 蜘蛛ですが、なにか？（12） 馬場　翁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,200 978-4-04-073448-4

☆ 19 メモの魔力　Ｔｈｅ Ｍａｇｉｃ ｏｆ Ｍｅｍｏｓ 前田裕二 幻冬舎 1,400 978-4-344-03408-2

20

ゲッターズ飯田の五星三心占い　２０２０年版
 金／銀の　羅針盤座
 金／銀の　インディアン座
 金／銀の　鳳凰座
 金／銀の　時計座
 金／銀の　カメレオン座
 金／銀の　イルカ座

ゲッターズ飯田 セブン＆アイ出版 各1,000

羅針)978-4-86008-807-1
イン)978-4-86008-808-8
鳳凰)978-4-86008-809-5
時計)978-4-86008-810-1
カメ)978-4-86008-811-8
イル)978-4-86008-812-5

１月２１日
トーハン調べ週間ベストセラー



【単行本　文芸書】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 ｍｅｄｉｕｍ　霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼 講談社 1,700 978-4-06-517094-6

2 蜘蛛ですが、なにか？（12） 馬場　翁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,200 978-4-04-073448-4

★ 3 清明　隠蔽捜査（8） 今野　敏 新潮社 1,600 978-4-10-300260-4

4 黒武御神火御殿　三島屋変調百物語六之続 宮部みゆき 毎日新聞出版 1,800 978-4-620-10845-2

★ 5 紙鑑定士の事件ファイル　模型の家の殺人 歌田　年 宝島社 1,380 978-4-299-00140-5

★ 6 転生幼女はあきらめない（3） カヤ 一二三書房 1,200 978-4-89199-612-3

★ 7
育成スキルはもういらないと勇者パーティを解雇され
たので、退職金がわりにもらった【領地】を強くして
みる

黒おーじ
ＳＢクリエイティ
ブ

1,200 978-4-8156-0235-2

★ 8
失格紋の最強賢者　世界最強の賢者が更に強くなるため

に転生しました（11）
進行諸島

ＳＢクリエイティ
ブ

1,200 978-4-8156-0508-7

☆ 9 落日 湊かなえ 角川春樹事務所 1,600 978-4-7584-1342-8

10 大名倒産（上・下） 浅田次郎 文藝春秋 各1,600
上)978-4-16-391139-7
下)978-4-16-391140-3

【単行本　ノンフィクション・教養書他】

1 反日種族主義　日韓危機の根源 李栄薫 編著 文藝春秋 1,600 978-4-16-391158-8

2
田中みな実１ｓｔ写真集
「Ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ ｙｏｕｒｓ…」

田中みな実 宝島社 1,800 978-4-8002-8848-6

3 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社 1,350 978-4-10-352681-0

4
映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ　ス
トーリーブック

サンエックス 監修
主婦と生活社 編

主婦と生活社 900 978-4-391-15420-7

5
Ｍｒ．都市伝説　関暁夫の都市伝説（7）ゾルタクス
ゼイアンの卵たちヘ

関　暁夫 竹書房 1,600 978-4-8019-1700-2

6 ７０歳のたしなみ 坂東眞理子 小学館 1,100 978-4-09-388691-8

★ 7 世界最終戦争　新書版 石原莞爾 毎日ワンズ 1,080 978-4-909447-09-8

★ 8 気がつけば、終着駅 佐藤愛子 中央公論新社 1,200 978-4-12-005253-8

★ 9 気候危機 山本良一 岩波書店 620 978-4-00-271016-7

★10 韓国徴用工裁判とは何か 竹内康人 岩波書店 620 978-4-00-271017-4

【単行本　ビジネス書】

1 メモの魔力　Ｔｈｅ Ｍａｇｉｃ ｏｆ Ｍｅｍｏｓ 前田裕二 幻冬舎 1,400 978-4-344-03408-2

2
１兆ドルコーチ　シリコンバレーのレジェンド ビル・
キャンベルの成功の教え

エリック・シュミット、
ジョナサン・ローゼンバー
グ、アラン・イーグル／櫻
井祐子 訳

ダイヤモンド社 1,700 978-4-478-10724-9

3
２０３０年の世界地図帳　あたらしい経済とＳＤＧｓ、
未来への展望

落合陽一
ＳＢクリエイティ
ブ

1,500 978-4-7973-9995-0

4 人は話し方が９割 永松茂久 すばる舎 1,400 978-4-7991-0842-0

5
ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ（ファクトフルネス）
１０の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正し
く見る習慣

ハンス・ロスリング、オー
ラ・ロスリング、アンナ・
ロスリング・ロンランド

日経ＢＰ 1,800 978-4-8222-8960-7

6 時間革命　１秒もムダに生きるな 堀江貴文 朝日新聞出版 1,300 978-4-02-331830-4

7 心。 稲盛和夫 サンマーク出版 1,700 978-4-7631-3243-7

☆ 8 死ぬほど読めて忘れない高速読書 上岡正明 アスコム 1,400 978-4-7762-1052-8

9
嫌われる勇気
　自己啓発の源流「アドラー」の教え

岸見一郎
古賀史健

ダイヤモンド社 1,500 978-4-478-02581-9

10 会社四季報 業界地図　２０２０年版 東洋経済新報社 編 東洋経済新報社 1,300 978-4-492-97328-8

週間ベストセラー　１月２１日トーハン調べ



【新書　ノベルス】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 鬼滅の刃　片羽の蝶
吾峠呼世晴
矢島　綾

集英社 700 978-4-08-703485-1

2 鬼滅の刃　しあわせの花
吾峠呼世晴
矢島　綾

集英社 700 978-4-08-703473-8

3
僕のヒーローアカデミア　ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ　ヒーロー
ズ:ライジング

堀越耕平
誉司アンリ

集英社 680 978-4-08-703491-2

4 呪術廻戦　夜明けのいばら道
芥見下々
北國ばらっど

集英社 700 978-4-08-703492-9

★ 5 覇権交代（7） ゲーム・チェンジャー 大石英司 中央公論新社 980 978-4-12-501407-4

6 約束のネバーランド　ママたちの追想曲
白井カイウ 原作
七緒 小説
出水ぽすか 作画

集英社 680 978-4-08-703471-4

7 約束のネバーランド　ノーマンからの手紙
白井カイウ 原作
七緒 小説
出水ぽすか 作画

集英社 650 978-4-08-703452-3

8 呪術廻戦　逝く夏と還る秋
芥見下々
北國ばらっど

集英社 700 978-4-08-703476-9

9 女王と海賊の披露宴　海賊と女王の航宙記 茅田砂胡 中央公論新社 1,000 978-4-12-501405-0

★10 獣人アルファと恋の迷宮 成瀬かの 笠倉出版社 890 978-4-7730-6018-8

【新書　ノンフィクション】

1 ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮社 720 978-4-10-610820-4

2 一切なりゆき　樹木希林のことば 樹木希林 文藝春秋 800 978-4-16-661194-2

3 偽善者たちへ 百田尚樹 新潮社 780 978-4-10-610836-5

4 夫のトリセツ 黒川伊保子 講談社 820 978-4-06-517889-8

5 妻のトリセツ 黒川伊保子 編著 講談社 800 978-4-06-513339-2

★ 6 カラー版　江戸の家計簿 磯田道史 監修 宝島社 1,000 978-4-299-00146-7

★ 7 ５０代からの人生戦略　いまある武器をどう生かすか 佐藤　優 青春出版社 880 978-4-413-04589-6

☆ 8 社長って何だ！ 丹羽宇一郎 講談社 860 978-4-06-517373-2

☆ 9
自分のことは話すな　仕事と人間関係を劇的によくす
る技術

吉原珠央 幻冬舎 880 978-4-344-98567-4

★10 世界哲学史（1） 古代１ 知恵から愛知へ
伊藤邦武、山内志朗、中
島隆博、納富信留 編

筑摩書房 940 978-4-480-07291-7

【コミックス】

★ 1 五等分の花嫁（13） 春場ねぎ 講談社 450 978-4-06-518452-3

☆ 2 鬼滅の刃（8） 吾峠呼世晴 集英社 400 978-4-08-881212-0

☆ 3 鬼滅の刃（7） 吾峠呼世晴 集英社 400 978-4-08-881193-2

★ 4 かぐや様は告らせたい　天才たちの恋愛頭脳戦（17） 赤坂アカ 集英社 540 978-4-08-891457-2

☆ 5 鬼滅の刃（10） 吾峠呼世晴 集英社 400 978-4-08-881355-4

☆ 6 鬼滅の刃（9） 吾峠呼世晴 集英社 400 978-4-08-881283-0

☆ 7 鬼滅の刃（11） 吾峠呼世晴 集英社 400 978-4-08-881399-8

☆ 8 鬼滅の刃（6） 吾峠呼世晴 集英社 400 978-4-08-881076-8

☆ 9 鬼滅の刃（5） 吾峠呼世晴 集英社 400 978-4-08-881026-3

☆10 鬼滅の刃（1） 吾峠呼世晴 集英社 400 978-4-08-880723-2

週間ベストセラー　１月２１日トーハン調べ


