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トーハン調べ「２０２０年 上半期ベストセラー」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「2020年  上半期ベストセラー」（集計期間＝2019年

11月24日～2020年5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、放送、Web等で使用する際は「トーハン調べ　2020年
　 上半期ベストセラー」と明記し、発表日とジャンルを記載して下さい。

＊ 本資料の営利を目的とした第三者への二次利用を固く禁じます。

＊ 価格は本体価格を表記しています。定価は本体価格＋税となります。

敬具

【トーハン調べ ベストセラーに関するお問い合わせ】

株式会社トーハン　広報担当
Tel:03-3266-9587  Fax:03-3235-1337



   集計期間＝2019年11月24日～2020年5月23日
＊ 本資料を新聞、雑誌、放送、Web等で使用する際は「トーハン調べ」と明記し、発表日とジャンルを記載して下さい。

＊ 本資料の営利を目的とした第三者への二次利用を固く禁じます。

＊ 価格は本体価格を表記しています。定価は本体価格＋税となります。

【総合】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1
Ｔｈｅ ＷＯＲＬＤ ＳＥＩＫＹＯ　ワールドセ
イキョウ　２０２０年春号

―――――――― 聖教新聞社 227 978-4-412-01662-0

2 鋼鉄の法　人生をしなやかに、力強く生きる 大川隆法 幸福の科学出版 2,000 978-4-8233-0134-6

3
鬼滅の刃　しあわせの花
鬼滅の刃　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

4 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

5
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

6 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

7 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

8
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

9 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

10 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

11 流浪の月 凪良ゆう 東京創元社 1,500 978-4-488-02802-2

12
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

13 池田大作先生指導集　幸福の花束（3） 創価学会婦人部 編 聖教新聞社 682 978-4-412-01664-4

14
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

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 オーバーロード（14） 滅国の魔女 丸山くがね ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,200 978-4-04-735885-0

17 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

18
見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル
見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル（2）

池田義博 サンマーク出版 各1,300
1:978-4-7631-3762-3
2:978-4-7631-3810-1

19 乃木坂４６写真集　乃木撮　ＶＯＬ．０２ 乃木坂４６ 講談社 1,800 978-4-06-518254-3

20 クスノキの番人 東野圭吾 実業之日本社 1,800 978-4-408-53756-6
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【文庫総合】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 ＡＸ アックス 伊坂幸太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 680 978-4-04-108442-7

2 屍人荘の殺人 今村昌弘 東京創元社 740 978-4-488-46611-4

3 この世の春（上・中・下） 宮部みゆき 新潮社
上:630
中:630
下:750

上:978-4-10-136945-7
中:978-4-10-136946-4
下:978-4-10-136947-1

4 あきない世傳　金と銀（8） 瀑布篇 髙田　郁 角川春樹事務所 600 978-4-7584-4322-7

5 ペスト
カミュ／
宮崎嶺雄 訳

新潮社 750 978-4-10-211403-2

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

7 酒合戦　新・酔いどれ小籐次（16） 佐伯泰英 文藝春秋 730 978-4-16-791434-9

8 ソードアート・オンライン（23）（24）
川原　礫／ａｂｅｃ
イラスト

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 各630
23:978-4-04-912891-8
24:978-4-04-913155-0

9 とるとだす 畠中　恵 新潮社 630 978-4-10-146137-3

10 赤い雨　新・吉原裏同心抄（2） 佐伯泰英 光文社 660 978-4-334-77986-3

11 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

12 Ｒｅｄ 島本理生 中央公論新社 780 978-4-12-206450-8

13 ｉ 西加奈子 ポプラ社 680 978-4-591-16445-7

14
初午祝言　新・居眠り磐音
おこん春暦　新・居眠り磐音

佐伯泰英 文藝春秋 各730
初:978-4-16-791416-5
お:978-4-16-791468-4

15 仮面病棟 知念実希人 実業之日本社 593 978-4-408-55199-9

16 素敵な日本人 東野圭吾 光文社 700 978-4-334-79002-8

17 死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発 門田隆将 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 840 978-4-04-103621-1

18 悪寒 伊岡　瞬 集英社 790 978-4-08-744009-6

19 ＢＵＴＴＥＲ 柚木麻子 新潮社 900 978-4-10-120243-3

20 糸 林　民夫 幻冬舎 580 978-4-344-42936-9
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【単行本　文芸書】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 流浪の月 凪良ゆう 東京創元社 1,500 978-4-488-02802-2

2 オーバーロード（14） 滅国の魔女 丸山くがね ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,200 978-4-04-735885-0

3 クスノキの番人 東野圭吾 実業之日本社 1,800 978-4-408-53756-6

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

5 熱源 川越宗一 文藝春秋 1,850 978-4-16-391041-3

6 ライオンのおやつ 小川　糸 ポプラ社 1,500 978-4-591-16002-2

7 転生したらスライムだった件（16） 伏瀬
マイクロマガジン
社

1,000 978-4-89637-989-1

8
むかしむかしあるところに、死体がありまし
た。

青柳碧人 双葉社 1,300 978-4-575-24166-2

9 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

10 流人道中記（上・下） 浅田次郎 中央公論新社 各1,700
上:978-4-12-005262-0
下:978-4-12-005263-7

【単行本　ノンフィクション・教養書他】

1
Ｔｈｅ ＷＯＲＬＤ ＳＥＩＫＹＯ　ワールドセ
イキョウ　２０２０年春号

―――――――― 聖教新聞社 227 978-4-412-01662-0

2 鋼鉄の法　人生をしなやかに、力強く生きる 大川隆法 幸福の科学出版 2,000 978-4-8233-0134-6

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
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

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 池田大作先生指導集　幸福の花束（3） 創価学会婦人部 編 聖教新聞社 682 978-4-412-01664-4

7 乃木坂４６写真集　乃木撮　ＶＯＬ．０２ 乃木坂４６ 講談社 1,800 978-4-06-518254-3

8
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

9 乃木坂４６ 与田祐希２ｎｄ写真集　無口な時間 与田祐希 光文社 1,850 978-4-334-90251-3

10
乃木坂４６　山下美月１ｓｔ写真集
「忘れられない人」

山下美月 小学館 1,800 978-4-09-682324-8

【単行本　ビジネス書】

1
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

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

3
メモの魔力　Ｔｈｅ Ｍａｇｉｃ ｏｆ Ｍｅｍｏ
ｓ

前田裕二 幻冬舎 1,400 978-4-344-03408-2

4
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

5
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

6 漫画　バビロン大富豪の教え
ジョージ・Ｓ・クレイソ
ン 原著／坂野　旭 漫画
／大橋弘祐 企画・脚本

文響社 1,620 978-4-86651-124-5

7
「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる
「繊細さん」の本

武田友紀 飛鳥新社 1,204 978-4-86410-626-9

8
２０３０年の世界地図帳　あたらしい経済とＳ
ＤＧｓ、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

9 話すチカラ
齋藤　孝
安住紳一郎

ダイヤモンド社 1,400 978-4-478-10981-6

10
Ｔｈｉｎｋ ｃｌｅａｒｌｙ
Ｔｈｉｎｋ Ｓｍａｒｔ

ロルフ・ドベリ／
安原実津 訳

サンマーク出版
c:1,800
S:1,700

c:978-4-7631-3724-1
S:978-4-7631-3802-6
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【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 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

2
あつまれ どうぶつの森 完全攻略本＋超カタロ
グ

ニンテンドードリー
ム編集部 編

徳間書店 1,500 978-4-19-865101-5

3
あつまれ どうぶつの森 ザ・コンプリートガイ
ド

―――――――― ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,500 978-4-04-733471-7

4
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

5 ルイージマンション３ オフィシャルガイド
電撃ゲーム書籍編集
部 編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,500 978-4-04-912990-8

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 マスターガイド（6）

Ｖジャンプ編集部 集英社 1,300 978-4-08-792554-8

7
ペルソナ５ ザ・ロイヤル 公式コンプリートガ
イド

電撃ゲーム書籍編集
部 編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,300 978-4-04-912887-1

8
マインクラフト最強コマンド超使いこなしＢＯ
ＯＫ

―――――――― スタンダーズ 1,080 978-4-86636-401-8

9
究極ゲーム攻略全書　ＶＯＬ．９・ＶＯＬ．１
１

―――――――― スタンダーズ
9:1,282

11:1,260
9:978-4-86636-395-0
11:978-4-86636-406-3

10
ＳＤガンダム ジージェネレーション クロスレ
イズ　ファイナルコンプリートガイド

ファミ通書籍編集部
編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,500 978-4-04-733459-5

【単行本　児童書】

1 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

2

おしりたんていファイル
　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
カ:978-4-591-16208-8
か:978-4-591-16260-6
ラ:978-4-591-16355-9

3
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 作 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

4

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

5 ノラネコぐんだん　カレーライス 工藤ノリコ 白泉社 1,200 978-4-592-76260-7

6 なんだろう なんだろう ヨシタケシンスケ 作 光村図書出版 1,500 978-4-8138-0264-8

7
ポケモン　サン＆ムーン　ぜんこく全キャラ大
図鑑（上・下）

小学館集英社プロダ
クション 協力

小学館 各950
上:978-4-09-281235-2
下:978-4-09-281236-9

8
アニメコミックおしりたんてい（1）ププッ　コ
アラちゃん　だいかつやく・（2）ププッ　かい
とうＵの　だいさくせん

トロル 原作 ポプラ社 各900
1:978-4-591-16425-9
2:978-4-591-16426-6

9 小説　映画ドラえもん　のび太の新恐竜
藤子・Ｆ・不二雄 原作
／川村元気 脚本／涌井
学 著

小学館 720 978-4-09-231320-0

10 ころりん・ぱ！ ひらぎみつえ 作 ほるぷ出版 850 978-4-593-10056-9

※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
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【単行本　実用書】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 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

2
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

3
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

4
見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル
見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル（2）

池田義博 サンマーク出版 各1,300
1:978-4-7631-3762-3
2:978-4-7631-3810-1

5
脊柱管狭窄症　腰の名医２０人が教える最高の
治し方大全

菊地臣一 他 文響社 1,380 978-4-86651-162-7

6
１分間だけ伸ばせばいい　２つの筋肉を伸ばし
て体の悩みを改善

佐藤義人／加賀康宏
監修

アスコム 1,300 978-4-7762-1044-3

7 リュウジ式悪魔のレシピ リュウジ ライツ社 1,300 978-4-909044-23-5

8 朝１０分でできる スープ弁当 有賀　薫 マガジンハウス 1,300 978-4-8387-3040-7

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

10
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

【新書　ノベルス】

1
鬼滅の刃　しあわせの花
鬼滅の刃　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 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

3 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ｎｏｖｅｌ ＬＡＷ
尾田栄一郎
坂上秋成

集英社 740 978-4-08-703495-0

4
僕のヒーローアカデミア　雄英白書　祭・ＴＨ
Ｅ ＭＯＶＩＥ　ヒーローズ:ライジング

堀越耕平
誉司アンリ

集英社 各680
祭:978-4-08-703475-2
Ｔ:978-4-08-703491-2

5 呪術廻戦　逝く夏と還る秋・夜明けのいばら道
芥見下々
北國ばらっど

集英社 各700
逝:978-4-08-703476-9
夜:978-4-08-703492-9

6
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

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

8 十津川警部　阪急電鉄殺人事件 西村京太郎 祥伝社 880 978-4-396-21047-2

9
Ｄｒ. ＳＴＯＮＥ　星の夢、地の歌・声はミラ
イへ向けて

稲垣理一郎／Ｂｏｉ
ｃｈｉ／森本市夫

集英社 各700
星:978-4-08-703472-1
声:978-4-08-703493-6

10 覇権交代（6・7・8） 大石英司 中央公論新社 各980
6:978-4-12-501406-7
7:978-4-12-501407-4
8:978-4-12-501411-1

【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 空気を読む脳 中野信子 講談社 860 978-4-06-511824-5

6 世界のニュースを日本人は何も知らない 谷本真由美 ワニブックス 830 978-4-8470-6633-7

7 運気を磨く　心を浄化する三つの技法 田坂広志 光文社 820 978-4-334-04439-8

8
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

9 異端のすすめ　強みを武器にする生き方 橋下　徹
ＳＢクリエイティ
ブ

830 978-4-8156-0409-7

10 交渉力　結果が変わる伝え方・考え方 橋下　徹 ＰＨＰ研究所 900 978-4-569-84662-0



トーハン調べ 2020年 上半期ベストセラー

【全集】
　 書　名 出版社 本体(円) ISBNコード

1 日本文学全集　　　　　　　 　【完結】 30 第30回/30巻 河出書房新社 3,500 978-4-309-72876-6

2 完全版　ピーナッツ全集 25
第6回/
1・4巻

河出書房新社 各2,800
1)978-4-309-62901-8
4)978-4-309-62904-9

3 沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉 4 第2回/3巻 岩波書店 1,700 978-4-00-028079-2

4 皆川博子長篇推理コレクション 4 第2回/1巻 柏書房 3,000 978-4-7601-5228-5

5 日本の伝統文化 6 第3回/5巻 山川出版社 3,200 978-4-634-21305-0

6 定本 漱石全集　　　　　　  　【完結】 28・別1 第29回/28巻 岩波書店 9,000 978-4-00-092848-9

7 シリーズ　古代史をひらく 6
第4回/渡来系

移住民
岩波書店 2,600 978-4-00-028498-1

8 吉本隆明全集 38・別1 第23回/22巻 晶文社 6,800 978-4-7949-7122-7

9 井上ひさし 発掘エッセイ・セレクション 3
第2回/芝居と

その周辺
岩波書店 2,000 978-4-00-028149-2

10 ガラン版　千一夜物語　　　　 【完結】 6 第6回/6巻 岩波書店 3,500 978-4-00-028778-4

全巻 配本回数/最新巻数


