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トーハン調べ「2019年 年間ベストセラー」のご案内

拝啓 　平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社の調査によります「2019年 年間ベストセラー」（集計期間＝2018年11

月25日～2019年11月23日）がまとまりましたので、別紙の通りご案内いたします。

ベストセラーの集計ジャンルは、下記の5部門・11分野です。

【総  合】　※文庫・全集は含みません。

【文庫総合】

【単行本】  文芸書／ノンフィクション・教養書他／ビジネス書／ゲーム攻略本／児童書／実用書

【新  書】   ノベルス／ノンフィクション

【全  集】

＊ 本資料を新聞・雑誌・Web記事等に掲載する場合は「トーハン調べ」と明記して下さい。

＊ 複数巻をまとめて順位付けする際、書名に「1」と巻数表記がない場合も便宜的に

 「1～3」等記載しております。

＊ 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。

敬具

＊    お問合わせは、トーハン広報室までお願いいたします。

℡　03-3266-9587



＊ 本資料を新聞・雑誌・Web記事等に掲載する場合は「トーハン調べ」と明記して下さい。

＊ 【総合】は、文庫・全集を除いています。  ＊ 定価は本体＋税となります。  ＊  集計期間＝2018年11月25日～2019年11月23日

【総合】
書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 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

2 青銅の法　人類のルーツに目覚め、愛に生きる 大川隆法 幸福の科学出版 2,000 978-4-8233-0043-1

3 新・人間革命 （30）（下） 池田大作 聖教新聞社 1,238 978-4-412-01648-4

4

おしりたんていファイル

　むらさきふじんのあんごうじけん
　やみよにきえるきょじん
　ふめつのせっとうだん
　かいとう ＶＳ たんてい
　いせきからのＳＯＳ
　あやうし　たんていじむしょ
  みはらしそうの　かいじけん
　カレーなる　じけん
　かいとうと　ねらわれた　はなよめ
　ラッキーキャットは だれの てに！

トロル 作・絵 ポプラ社 各980

む)978-4-591-14618-7
や)978-4-591-14922-5
ふ)978-4-591-15098-6
か)978-4-591-15403-8
い)978-4-591-15515-8
あ)978-4-591-15811-1
み)978-4-591-15915-6
カ)978-4-591-16208-8
か)978-4-591-16260-6
ラ)978-4-591-16355-9

5
樹木希林 １２０の遺言　死ぬときぐらい好きにさせ
てよ

樹木希林 宝島社 1,200 978-4-8002-9192-9

6 医者が考案した「長生きみそ汁」 小林弘幸 アスコム 1,300 978-4-7762-0995-9

7 日本国紀 百田尚樹 幻冬舎 1,800 978-4-344-03385-6

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

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

10 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 1,600 978-4-16-390795-6

11
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

12 英単語の語源図鑑
清水建二、すずきひろし
／本間昭文 イラスト

かんき出版 1,500 978-4-7612-7345-3

13
わけあって絶滅しました。
  世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑

今泉忠明 監修／丸山貴
史／サトウマサノリ、ウ
エタケヨーコ、海道建
太、なすみそいため 絵

ダイヤモンド社 1,000 978-4-478-10420-0

14

おもしろい！進化のふしぎ
ざんねんないきもの事典
続ざんねんないきもの事典
続々ざんねんないきもの事典
もっとざんねんないきもの事典

今泉忠明 監修（※） 高橋書店
正・続)900

続々・も)980

正)978-4-471-10364-4
続)978-4-471-10368-2

続々)978-4-471-10369-9
も)978-4-471-10374-3

15
世界一美味しい手抜きごはん　最速！ やる気のい
らない１００レシピ

はらぺこグリズリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,300 978-4-04-602347-6

16 ゼロトレ 石村友見 サンマーク出版 1,200 978-4-7631-3692-3

17 大家さんと僕　これから 矢部太郎 新潮社 1,100 978-4-10-351213-4

18 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢紫苑
サンクチュアリ出
版

1,450 978-4-8014-0055-9

19 すぐ死ぬんだから 内館牧子 講談社 1,550 978-4-06-512585-4

20 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

※正）下間文恵、徳永明子、かわむらふゆみ 絵、続）下間文恵、フクイサチヨ、ミューズワーク 絵／丸山貴史 文

　続々）下間文恵、メイヴ、ミューズワーク 絵／有沢重雄、野島智司 文

　も）下間文恵、森永ピザ、ミューズワーク 絵、有沢重雄、野島智司、澤田　憲 文

             2019年 年間ベストセラー



トーハン調べ　2019年 年間ベストセラー

【文庫総合】
書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 小説　天気の子 新海　誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 600 978-4-04-102640-3

2 十二国記　白銀の墟 玄の月（1～4） 小野不由美 新潮社
1・3)670

2)710
4)750

1)978-4-10-124062-6
2)978-4-10-124063-3
3)978-4-10-124064-0
4)978-4-10-124065-7

3 蜜蜂と遠雷（上・下） 恩田　陸 幻冬舎 各730
上)978-4-344-42852-2
下)978-4-344-42853-9

4 マスカレード・ホテル 東野圭吾 集英社 760 978-4-08-745206-8

5 危険なビーナス 東野圭吾 講談社 900 978-4-06-516583-6

6 十二人の死にたい子どもたち 冲方　丁 文藝春秋 780 978-4-16-791150-8

7 絶唱 湊かなえ 新潮社 550 978-4-10-126773-9

8 コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 580 978-4-16-791130-0

9 慈雨 柚月裕子 集英社 760 978-4-08-745858-9

10 罪の声 塩田武士 講談社 920 978-4-06-514825-9

11 未だ行ならず　空也十番勝負　青春篇（上・下） 佐伯泰英 双葉社 各648
上)978-4-575-66922-0
下)978-4-575-66923-7

12
騎士団長殺し
　第１部　顕れるイデア編（上・下）

　第２部　遷ろうメタファー編（上・下）

村上春樹 新潮社
１-上,下)550

2-上)550
2-下)630

1-上)978-4-10-100171-5
1-下)978-4-10-100172-2
2-上)978-4-10-100173-9
2-下)978-4-10-100174-6

13 マチネの終わりに 平野啓一郎 文藝春秋 850 978-4-16-791290-1

14 世にも奇妙な君物語 朝井リョウ 講談社 660 978-4-06-513722-2

15 七つの会議 池井戸潤 集英社 800 978-4-08-745412-3

16 恋のゴンドラ 東野圭吾 実業之日本社 667 978-4-408-55545-4

17 君は月夜に光り輝く 佐野徹夜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 630 978-4-04-892675-1

18 人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎 730 978-4-344-42730-3

19 ソードアート・オンライン（21） 川原　礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 610 978-4-04-912211-4

20 パラレルワールド・ラブストーリー 東野圭吾 講談社 750 978-4-06-263725-1



トーハン調べ　2019年 年間ベストセラー

【単行本　文芸書】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 1,600 978-4-16-390795-6

2 すぐ死ぬんだから 内館牧子 講談社 1,550 978-4-06-512585-4

3 ノーサイド・ゲーム 池井戸潤 ダイヤモンド社 1,600 978-4-478-10837-6

4 トラペジウム 高山一実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,400 978-4-04-068696-7

5 希望の糸 東野圭吾 講談社 1,700 978-4-06-514894-5

6 宝島 真藤順丈 講談社 1,850 978-4-06-511863-4

7 Ｍ　愛すべき人がいて 小松成美 幻冬舎 1,400 978-4-344-03491-4

8 ８２年生まれ、キム・ジヨン
チョ・ナムジュ
斎藤真理子 訳

筑摩書房 1,500 978-4-480-83211-5

9 転生したらスライムだった件（14・15） 伏瀬
マイクロマガジン
社

各1,000
14)978-4-89637-862-7
15)978-4-89637-923-5

10 むらさきのスカートの女 今村夏子 朝日新聞出版 1,300 978-4-02-251612-1

【単行本　ノンフィクション・教養書他】

1 青銅の法　人類のルーツに目覚め、愛に生きる 大川隆法 幸福の科学出版 2,000 978-4-8233-0043-1

2 新・人間革命 （30）（下） 池田大作 聖教新聞社 1,238 978-4-412-01648-4

3
樹木希林 １２０の遺言　死ぬときぐらい好きにさせて
よ

樹木希林 宝島社 1,200 978-4-8002-9192-9

4 日本国紀 百田尚樹 幻冬舎 1,800 978-4-344-03385-6

5 英単語の語源図鑑
清水建二、すずきひろし／
本間昭文 イラスト

かんき出版 1,500 978-4-7612-7345-3

6 大家さんと僕　これから 矢部太郎 新潮社 1,100 978-4-10-351213-4

7 生田絵梨花写真集　インターミッション
生田絵梨花
中村和孝 撮影

講談社 1,800 978-4-06-514655-2

8 「日本国紀」の副読本　学校が教えない日本史
百田尚樹
有本　香

産経新聞出版 880 978-4-8191-1355-7

9 鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！（3） 鴻池　剛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,000 978-4-04-734796-0

10 私は私のままで生きることにした
キム・スヒョン
吉川　南 訳

ワニブックス 1,300 978-4-8470-9753-9

【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
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

3 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢紫苑
サンクチュアリ出
版

1,450 978-4-8014-0055-9

4
頭に来てもアホとは戦うな！　人間関係を思い通りに
し、最高のパフォーマンスを実現する方法

田村耕太郎 朝日新聞出版 1,300 978-4-02-251198-0

5
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

6
節約・貯蓄・投資の前に

今さら聞けないお金の超基本
泉美智子 監修
坂本綾子

朝日新聞出版 1,200 978-4-02-333220-1

7
最短の時間で最大の成果を手に入れる　超効率勉強
法

ＤａｉＧｏ 学研 1,400 978-4-05-406689-2

8
１分で話せ　世界のトップが絶賛した大事なことだけシ
ンプルに伝える技術

伊藤羊一
ＳＢクリエイティ
ブ

1,400 978-4-7973-9523-5

9
Ｔｈｉｎｋ ｃｌｅａｒｌｙ　最新の学術研究から導
いた、よりよい人生を送るための思考法

ロルフ・ドベリ／
安原実津 訳

サンマーク出版 1,800 978-4-7631-3724-1

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



トーハン調べ　2019年 年間ベストセラー

【単行本　ゲーム攻略本】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1
ポケットモンスター Ｌｅｔ’ｓ　Ｇｏ！ピカ
チュウ＆Ｌｅｔ’ｓ　Ｇｏ！イーブイ“完全
版”公式ガイドブック

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 1,200 978-4-86554-412-1

2
ポケットモンスター　ソード・シールド　最速
ダイ攻略ガイド

(株)ポケモン 監修／
利田浩一 編著

小学館 909 978-4-09-227215-6

3
大乱闘スマッシュブラザーズ ＳＰＥＣＩＡＬ
オフィシャルガイド

電撃ゲーム書籍編集部 編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,800 978-4-04-912195-7

4 ディズニー ツムツムでもっと遊ぶ本２０１９ ―――――――― ＫＡＤＯＫＡＷＡ 950 978-4-04-733376-5

5
ポケットモンスター　レッツゴー！ピカチュウ
レッツゴー！イーブイ　最速クリア冒険ガイド

(株)ポケモン 著・監修／
利田浩一

小学館 800 978-4-09-227200-2

6
遊☆戯☆王　オフィシャルカードゲーム　デュエルモ
ンスターズ　公式カードカタログ　ザ・ヴァリュアブ
ル・ブック（21）

Ｖジャンプ編集部 集英社 1,000 978-4-08-792527-2

7
ゼルダの伝説　ブレス オブ ザ ワイルド パー
フェクトガイド

週刊ファミ通編集部 編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,500 978-4-04-733242-3

8
ゲーム究極攻略ガイド
マインクラフト神ワザまとめ

Ｐｒｏｊｅｃｔ ＫＫ ソシム 1,300 978-4-8026-1193-0

9 ハイカラウォーカー　バイ　スプラトゥーン２ 週刊ファミ通編集部 編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,200 978-4-04-733368-0

10
Nintendo Switch版　ドラゴンクエストXI　過ぎ
去りし時を求めて Ｓ　新たなる旅立ちの書

Ｖジャンプ編集部 集英社 1,500 978-4-08-779779-4

【単行本　児童書】

1

おしりたんていファイル

　むらさきふじんのあんごうじけん
　やみよにきえるきょじん
　ふめつのせっとうだん
　かいとう ＶＳ たんてい
　いせきからのＳＯＳ
　あやうし　たんていじむしょ
  みはらしそうの　かいじけん
　カレーなる　じけん
　かいとうと　ねらわれた　はなよめ
　ラッキーキャットは だれの てに！

トロル 作・絵 ポプラ社 各980

む)978-4-591-14618-7
や)978-4-591-14922-5
ふ)978-4-591-15098-6
か)978-4-591-15403-8
い)978-4-591-15515-8
あ)978-4-591-15811-1
み)978-4-591-15915-6
カ)978-4-591-16208-8
か)978-4-591-16260-6
ラ)978-4-591-16355-9

2
わけあって絶滅しました。
  世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑

今泉忠明 監修／丸山貴史／
サトウマサノリ、ウエタケ
ヨーコ、海道建太、なすみそ
いため 絵

ダイヤモンド社 1,000 978-4-478-10420-0

3

おもしろい！進化のふしぎ
ざんねんないきもの事典
続ざんねんないきもの事典
続々ざんねんないきもの事典
もっとざんねんないきもの事典

今泉忠明 監修（※） 高橋書店
正・続)900

続々・も)980

正)978-4-471-10364-4
続)978-4-471-10368-2

続々)978-4-471-10369-9
も)978-4-471-10374-3

4
おしりたんてい　ププッ　ゆきやまの　しろい
かいぶつ！？

トロル 作・絵 ポプラ社 1,300 978-4-591-16067-1

5
だるまさんが
だるまさんの
だるまさんと

かがくいひろし さく ブロンズ新社 各850
が)978-4-89309-431-5
の)978-4-89309-447-6
と)978-4-89309-452-0

6 東大教授がおしえる やばい日本史
本郷和人 監修／滝乃みわこ
執筆／和田ラヂヲ イラスト
／横山了一 マンガ

ダイヤモンド社 1,000 978-4-478-10395-1

7 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケシンスケ 作・絵 ＰＨＰ研究所 1,000 978-4-569-78778-7

8 かいけつゾロリ　ロボット大さくせん 原ゆたか さく・え ポプラ社 900 978-4-591-16069-5

9 こども六法
山崎聡一郎／
伊藤ハムスター イラスト

弘文堂 1,200 978-4-335-35792-3

10 名探偵コナン　紺青の拳
水稀しま／青山剛昌 原作／
大倉崇裕 脚本

小学館 700 978-4-09-231288-3

※正）下間文恵、徳永明子、かわむらふゆみ 絵、続）下間文恵、フクイサチヨ、ミューズワーク 絵／丸山貴史 文

　続々）下間文恵、メイヴ、ミューズワーク 絵／有沢重雄、野島智司 文

　も）下間文恵、森永ピザ、ミューズワーク 絵、有沢重雄、野島智司、澤田　憲 文



トーハン調べ　2019年 年間ベストセラー

【単行本　実用書】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 医者が考案した「長生きみそ汁」 小林弘幸 アスコム 1,300 978-4-7762-0995-9

2
世界一美味しい手抜きごはん　最速！ やる気のいら
ない１００レシピ

はらぺこグリズリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,300 978-4-04-602347-6

3 ゼロトレ 石村友見 サンマーク出版 1,200 978-4-7631-3692-3

4 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

5 時間の花束　Ｂｏｕｑｕｅｔ ｄｕ ｔｅｍｐｓ
三浦百惠
鷲沢玲子 特別協力

日本ヴォーグ社 2,000 978-4-529-05901-5

6
医者が教える食事術　最強の教科書
２０万人を診てわかった医学的に正しい食べ方６８

牧田善二 ダイヤモンド社 1,500 978-4-478-10221-3

7
１日３分見るだけでぐんぐん目がよくなる！　ガボー
ル・アイ

平松　類
ＳＢクリエイティ
ブ

1,200 978-4-7973-9969-1

8 １日１分見るだけで目がよくなる２８のすごい写真 林田康隆 アスコム 1,300 978-4-7762-0944-7

9 心とカラダを整えるおとなのための１分音読 山口謠司 自由国民社 1,300 978-4-426-12388-8

10
あなたの指先、変形していませんか？　指先が変形し
て痛い「へバーデン結節」の予防と治し方

笠原　巖 自由国民社 1,500 978-4-426-12462-5

【新書　ノベルス】

1 鬼滅の刃　しあわせの花・片羽の蝶
吾峠呼世晴
矢島　綾

集英社 各700
し)978-4-08-703473-8
片)978-4-08-703485-1

2
約束のネバーランド
  ノーマンからの手紙・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
ノ)650
マ)680

ノ)978-4-08-703452-3
マ)978-4-08-703471-4

3 白魔のクリスマス　薬師寺涼子の怪奇事件簿 田中芳樹 祥伝社 880 978-4-396-21044-1

4 劇場版 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＳＴＡＭＰＥＤＥ
尾田栄一郎 原作／浜崎達
也／冨岡淳広、大塚隆史
劇場版脚本

集英社 680 978-4-08-703482-0

5 僕のヒーローアカデミア　雄英白書　祭
堀越耕平
誉司アンリ

集英社 680 978-4-08-703475-2

6 創竜伝（14） 月への門 田中芳樹 講談社 900 978-4-06-517381-7

7 劇場版 ドラゴンボール超　ブロリー
鳥山　明
日下部匡俊

集英社 680 978-4-08-703468-4

8 ハイキュー！！　ショーセツバン！！（10・11）
古舘春一 原作
星希代子 小説

集英社 各680
10)978-4-08-703461-5
11)978-4-08-703483-7

9
かぐや様は告らせたい　小説版
　秀知院学園七不思議

赤坂アカ
羊山十一郎

集英社 780 978-4-08-703446-2

10
ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ｎｏｖｅｌ Ａ
 （1）スペード海賊団結成篇・（2）新世界篇

尾田栄一郎
1)ひなたしょう
2)浜崎達也

集英社
1)650
2)680

1)978-4-08-703445-5
2)978-4-08-703449-3

【新書　ノンフィクション】

1 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

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

3 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

4
お金の流れで読む 日本と世界の未来
　世界的投資家は予見する

ジム・ロジャーズ
大野和基 訳

ＰＨＰ研究所 920 978-4-569-84221-9

5 実行力　結果を出す「仕組み」の作りかた 橋下　徹 ＰＨＰ研究所 900 978-4-569-84297-4

6 国家と教養 藤原正彦 新潮社 740 978-4-10-610793-1

7 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤　孝
ＳＢクリエイティ
ブ

800 978-4-7973-9848-9

8 上級国民／下級国民 橘　玲 小学館 820 978-4-09-825354-8

9 日本が売られる 堤　未果 幻冬舎 860 978-4-344-98518-6

10 もっと言ってはいけない 橘　玲 新潮社 800 978-4-10-610799-3



トーハン調べ　2019年 年間ベストセラー

【全集】

　 書　名 出版社 本体(円) ISBNコード

1 昭和天皇実録　　　　　　　　【完結】 19 第8回/19巻 東京書籍 1,890 978-4-487-74419-0

2 完全版　ピーナッツ全集 25
第1回/

15・19巻
河出書房新社 各2,800

15)978-4-309-62915-5
19)978-4-309-62919-3

3 日本の伝説　　　　　　　　　【完結】 9 第9回/近畿 河出書房新社 2,100 978-4-309-70079-3

4 須賀敦子の本棚 9
第8回/地球は破
壊されはしない

河出書房新社 2,200 978-4-309-61999-6

5 新井素子ＳＦ＆ファンタジーコレクション 3 第2回/2巻 柏書房 2,700 978-4-7601-5157-8

6 由利・三津木探偵小説集成　　【完結】 4 第4回/4巻 柏書房 2,700 978-4-7601-5054-0

7 大江健三郎全小説　　　　　　【完結】 15 第15回/13巻 講談社 5,800 978-4-06-509014-5

8 定本 漱石全集 28・別1 第26回/23巻 岩波書店 5,500 978-4-00-092843-4

9 吉本隆明全集 38・別1 第21回/20巻 晶文社 6,800 978-4-7949-7120-3

10 シリーズ　古代史をひらく 6 第2回/古代の都 岩波書店 2,600 978-4-00-028496-7

株式会社トーハン

全巻 配本回数/最新巻数


