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株式会社 トーハン

社長室広報グループ

              

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「2021年 年間ベストセラー」（集計期間＝2020年11月24

日～2021年11月21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4部門・11分野です。

【総  合】

【文庫総合】

【単行本】  文芸書／ノンフィクション・教養書他／写真集／

　　　　　  ビジネス書／実用書／ゲーム攻略本／児童書

【新  書】   ノベルス／ノンフィクション

新聞、雑誌、放送など、貴社媒体でのご使用の際は、必ず「トーハン調べ」と明示して

いただきますようお願いいたします。

敬具

　※ お問い合わせ先

　　トーハン　社長室広報グループ　　 press_koho@tohan.co.jp

　　トーハン調べ「2021年 年間ベストセラー」のご案内



集計期間:2020年11月24日～2021年11月21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
秘密の法
人生を変える新しい世界観

大川隆法 著 幸福の科学出版 2,000 978-4-8233-0238-1

2 スマホ脳
アンデシュ・ハンセン
著／久山葉子 訳

新潮社 980 978-4-10-610882-2

3 推し、燃ゆ 宇佐見りん 著 河出書房新社 1,400 978-4-309-02916-0

4 ５２ヘルツのクジラたち 町田そのこ 著 中央公論新社 1,600 978-4-12-005298-9

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

6 星ひとみの天星術 星ひとみ 著 幻冬舎 1,200 978-4-344-03744-1

7 本当の自由を手に入れる お金の大学 両＠リベ大学長 著 朝日新聞出版 1,400 978-4-02-331878-6

8
鬼滅の刃 塗絵帳
　－蒼－、－紅－、－橙－、－藍－

吾峠呼世晴 著 集英社 各800

蒼:978-4-08-790025-5
紅:978-4-08-790026-2
橙:978-4-08-790049-1
藍:978-4-08-790050-7

9
よけいなひと言を好かれるセリフに変える言い
かえ図鑑

大野萌子 著 サンマーク出版 1,400 978-4-7631-3801-9

10 呪術廻戦　逝く夏と還る秋・夜明けのいばら道
芥見下々 著、北國ば
らっど 著

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

11 人新世の「資本論」 斎藤幸平 著 集英社 1,020 978-4-08-721135-1

12 在宅ひとり死のススメ 上野千鶴子 著 文藝春秋 800 978-4-16-661295-6

13 おしりたんてい　おしりたんていの　こい！？ トロル 作・絵 ポプラ社 980 978-4-591-16697-0

14 現代語訳　論語と算盤
渋沢栄一 著／守屋
淳 訳

筑摩書房 820 978-4-480-06535-3

15
ＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒ ＴＥＳＴ　出る単特急　金
のフレーズ

ＴＥＸ加藤 著 朝日新聞出版 890 978-4-02-331568-6

16 白鳥とコウモリ 東野圭吾 著 幻冬舎 2,000 978-4-344-03773-1

17 パンどろぼう 柴田ケイコ 作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,300 978-4-04-109060-2

18 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内えみ 著 ダイヤモンド社 1,400 978-4-478-11013-3

19 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂（1・2・3・15）
廣嶋玲子 作／ｊｙａ
ｊｙａ 絵

偕成社 各900

1:978-4-03-635610-2
2:978-4-03-635620-1
3:978-4-03-635630-0
15:978-4-03-635750-5

20
鬼滅の刃　しあわせの花
鬼滅の刃　片羽の蝶
鬼滅の刃　風の道しるべ

吾峠呼世晴 著、矢島
綾 著

集英社 各700
し:978-4-08-703473-8
片:978-4-08-703485-1
風:978-4-08-703498-1

トーハン調べ 2021年 年間ベストセラー



トーハン調べ 2021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 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 著 文藝春秋 740 978-4-16-791554-4

2 沈黙のパレード 東野圭吾 著 文藝春秋 810 978-4-16-791745-6

3 ＪＲ上野駅公園口 柳美里 著 河出書房新社 600 978-4-309-41508-6

4 マスカレード・ナイト 東野圭吾 著 集英社 890 978-4-08-744152-9

5 護（まも）られなかった者たちへ 中山七里 著 宝島社 780 978-4-299-00633-2

6 かがみの孤城（上・下） 辻村深月 著 ポプラ社 各780
上:978-4-591-16971-1
下:978-4-591-16972-8

7 魔力の胎動 東野圭吾 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 680 978-4-04-109674-1

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 著 新潮社 630 978-4-10-101752-5

9 余命３０００文字 村崎羯諦 著 小学館 650 978-4-09-406849-8

10 未来 湊かなえ 著 双葉社 780 978-4-575-52487-1

11 おもかげ 浅田次郎 著 講談社 840 978-4-06-520789-5

12 桜のような僕の恋人 宇山佳佑 著 集英社 600 978-4-08-745548-9

13
あきない世傳　金と銀
　（10）合流篇・（11）風待ち篇

髙田　郁 著 角川春樹事務所
10:620
11:640

10:978-4-7584-4392-0
11:978-4-7584-4425-5

14 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき 著 文藝春秋 820 978-4-16-791685-5

15 あの日、君は何をした まさきとしか 著 小学館 720 978-4-09-406791-0

16 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 著 新潮社 630 978-4-10-102351-9

17 ファーストラヴ 島本理生 著 文藝春秋 710 978-4-16-791435-6

18 わたしの幸せな結婚（5） 顎木あくみ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 640 978-4-04-073948-9

19 三つ巴　新・酔いどれ小籐次（20） 佐伯泰英 著 文藝春秋 740 978-4-16-791637-4

20 麦本三歩の好きなもの 第一集 住野よる 著 幻冬舎 630 978-4-344-43052-5
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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 推し、燃ゆ 宇佐見りん 著 河出書房新社 1,400 978-4-309-02916-0

2 ５２ヘルツのクジラたち 町田そのこ 著 中央公論新社 1,600 978-4-12-005298-9

3 白鳥とコウモリ 東野圭吾 著 幻冬舎 2,000 978-4-344-03773-1

4 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野圭吾 著 光文社 1,800 978-4-334-91372-4

5 元彼の遺言状 新川帆立 著 宝島社 1,400 978-4-299-01236-4

6 変な家 雨穴 著 飛鳥新社 1,273 978-4-86410-845-4

7 オルタネート 加藤シゲアキ 著 新潮社 1,650 978-4-10-353731-1

8 透明な螺旋 東野圭吾 著 文藝春秋 1,650 978-4-16-391424-4

9 心淋し川 西條奈加 著 集英社 1,600 978-4-08-771727-3

10 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人 著 双葉社 1,350 978-4-575-24289-8

【単行本　ノンフィクション・教養書他】

1
秘密の法
人生を変える新しい世界観

大川隆法 著 幸福の科学出版 2,000 978-4-8233-0238-1

2 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内えみ 著 ダイヤモンド社 1,400 978-4-478-11013-3

3 老いの福袋　あっぱれ！　ころばぬ先の知恵88 樋口恵子 著 中央公論新社 1,400 978-4-12-005428-0

4 聖域 コムドットやまと 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,300 978-4-04-680581-2

5 日蓮大聖人御書全集　新版
『日蓮大聖人御書全集
新版』刊行委員会 編著

聖教新聞社 7,273 978-4-412-01679-8

6 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子 著 小学館 1,200 978-4-09-396552-1

7 えんとつ町のプペル にしのあきひろ 著 幻冬舎 2,000 978-4-344-03016-9

8 私は私のままで生きることにした
キムスヒョン 著／吉
川　南 訳

ワニブックス 1,300 978-4-8470-9753-9

9 私が見た未来 完全版 たつき諒 著 飛鳥新社 1,091 978-4-86410-851-5

10 ひとりをたのしむ　大人の流儀（10） 伊集院静 著 講談社 909 978-4-06-523061-9

【単行本　写真集】

1 日向坂４６写真集　日向撮　ＶＯＬ．０１ 日向坂４６ 著 講談社 1,800 978-4-06-523126-5

2 齊藤京子１ｓｔ写真集　とっておきの恋人
齊藤京子 著／岡本武
志 撮影

主婦と生活社 1,800 978-4-391-15497-9

3
小坂菜緒（日向坂４６）１ｓｔ写真集　君は
誰？

小坂菜緒 著 集英社 2,000 978-4-08-790041-5

4 櫻坂４６　田村保乃　１ｓｔ写真集　一歩目
Ｔａｋｅｏ　Ｄｅｃ．
撮影

小学館 2,000 978-4-09-682365-1

5
次、いつ会える? 松村沙友理 乃木坂４６卒業記
念写真集

松村沙友理 著 マガジンハウス 1,818 978-4-8387-3159-6

6
白石麻衣　乃木坂４６卒業記念メモリアルマガ
ジン

講談社 編 講談社 1,800 978-4-06-520189-3

7
吉岡里帆写真集 里帆採取 ｂｙ Ａｓａｍｉ Ｋ
ｉｙｏｋａｗａ

吉岡里帆 著／清川あさ
み 監修／熊谷　貫、三
瓶康友 写真

集英社 2,300 978-4-08-790019-4

8
乃木坂４６卒業記念 堀 未央奈 １ｓｔフォト
ブック いつのまにか

堀未央奈 著 主婦と生活社 1,800 978-4-391-15616-4

9
田中みな実１ｓｔ写真集
「Ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ ｙｏｕｒｓ…」

田中みな実 著 宝島社 1,800 978-4-8002-8848-6

10 ＷＨＩＴＥ　ｇｒａｐｈ　００４ 講談社 編 講談社 1,364 978-4-06-521581-4



トーハン調べ 2021年 年間ベストセラー

【単行本　ビジネス書】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

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

2 本当の自由を手に入れる お金の大学 両＠リベ大学長 著 朝日新聞出版 1,400 978-4-02-331878-6

3
よけいなひと言を好かれるセリフに変える言い
かえ図鑑

大野萌子 著 サンマーク出版 1,400 978-4-7631-3801-9

4 １％の努力 ひろゆき 著 ダイヤモンド社 1,500 978-4-478-10849-9

5
「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 著 飛鳥新社 1,204 978-4-86410-626-9

6
リーダーの仮面　「いちプレーヤー」から「マ
ネジャー」に頭を切り替える思考法

安藤広大 著 ダイヤモンド社 1,500 978-4-478-11051-5

7
１日１話、読めば心が熱くなる３６５人の仕事
の教科書

藤尾秀昭 監修 致知出版社 2,350 978-4-8009-1247-3

8
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
著

ダイヤモンド社 1,500 978-4-478-02581-9

9
今さら聞けないお金の超基本
今さら聞けない投資の超基本

金:泉美智子 監修／坂本
綾子 著 、投:泉美智子
著／奥村彰太郎 監修

朝日新聞出版 各1,200
金:978-4-02-333220-1
投:978-4-02-334012-1

10
世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人
生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド

八木仁平 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,400 978-4-04-604435-8

【単行本　実用書】

1 星ひとみの天星術 星ひとみ 著 幻冬舎 1,200 978-4-344-03744-1

2
鬼滅の刃 塗絵帳
　－蒼－、－紅－、－橙－、－藍－

吾峠呼世晴 著 集英社 各800

蒼:978-4-08-790025-5
紅:978-4-08-790026-2
橙:978-4-08-790049-1
藍:978-4-08-790050-7

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
著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,300 978-4-04-602347-6

4 眼圧リセット 清水ろっかん 著 飛鳥新社 1,273 978-4-86410-815-7

5 眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話 小林弘幸 著 日本文芸社 850 978-4-537-21776-6

6 １０年かかって地味ごはん。 和田明日香 著 主婦の友社 1,300 978-4-07-447557-5

7 １０秒で顔が引き上がる　奇跡の頭ほぐし 村木宏衣 著 主婦の友社 1,300 978-4-07-441997-5

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

9
脊柱管狭窄症　自力で克服！　腰の名医が教え
る最新１分体操大全

菊地臣一 他著 文響社 1,380 978-4-86651-329-4

10 一生役立つ きちんとわかる栄養学
飯田薫子、寺本あい
監修

西東社 1,400 978-4-7916-2622-9
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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 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

2 あつまれ どうぶつの森　島ましましガイドブック ―――――――― ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,500 978-4-04-733515-8

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 モンスターハンターライズ 攻略ガイド
電撃ゲーム書籍編集
部 編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,600 978-4-04-733536-3

5
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 編
著／(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

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ＥＸ

Ｖジャンプ編集部 編 集英社 1,200 978-4-08-779790-9

7
牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 公式ガイド
ブック

電撃ゲーム書籍編集
部 編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,500 978-4-04-733528-8

8
１ブロックから作れちゃう! マインクラフト [超カン
タン] コマンド攻略ＢＯＯＫ
マインクラフト究極コマンド超使いこなしＢＯＯＫ

ＧＯＬＤＥＮ ＡＸＥ
著

スタンダーズ 各1,100
超:978-4-86636-465-0
究:978-4-86636-481-0

9
Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈで遊ぶ！ マインクラ
フト最強攻略バイブル ２０２１最新版

マイクラ職人組合 著 宝島社 1,300 978-4-299-01155-8

10
２０２１年新要素対応　マインクラフト鬼盛ワザまとめ
２０２１最新攻略解説　マインクラフト 限界突破ワザまとめ

Ｐｒｏｊｅｃｔ ＫＫ
著

ソシム 各1,300
鬼:978-4-8026-1302-6
限:978-4-8026-1292-0

【単行本　児童書】

1 おしりたんてい　おしりたんていの　こい！？ トロル 作・絵 ポプラ社 980 978-4-591-16697-0

2 パンどろぼう 柴田ケイコ 作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,300 978-4-04-109060-2

3 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂（1・2・3・15）
廣嶋玲子 作／ｊｙａ
ｊｙａ 絵

偕成社 各900

1:978-4-03-635610-2
2:978-4-03-635620-1
3:978-4-03-635630-0
15:978-4-03-635750-5

4 ポケモン　ガラルずかん ―――――――― 小学館 950 978-4-09-281245-1

5 ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ　公式ガイドブック
廣嶋玲子 作／ｊｙａ
ｊｙａ 絵

偕成社 1,000 978-4-03-635600-3

6
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

7
劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 ノベライズ みらい文庫
版

吾峠呼世晴 原作／松田
朱夏 著／ｕｆｏｔａｂ
ｌｅ 脚本

集英社 700 978-4-08-321603-9

8 ぺんたと小春のめんどいまちがいさがし
ペンギン飛行機製作
所 製作

サンマーク出版 1,100 978-4-7631-3859-0

9
最強王図鑑シリーズ
水中最強王図鑑

Ｇ．Ｍａｓｕｋａｗａ
監修／なんばきび イラ
スト

学研プラス 1,200 978-4-05-205348-1

10
おもしろい！進化のふしぎ　ますますざんねんないき
もの事典

今泉忠明 監修／下間文
恵、森永ピザ イラスト 高橋書店 980 978-4-471-10390-3
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【新書　ノベルス】
　 書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 呪術廻戦　逝く夏と還る秋・夜明けのいばら道
芥見下々 著、北國ば
らっど 著

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

2
鬼滅の刃　しあわせの花
鬼滅の刃　片羽の蝶
鬼滅の刃　風の道しるべ

吾峠呼世晴 著、矢島
綾 著

集英社 各700
し:978-4-08-703473-8
片:978-4-08-703485-1
風:978-4-08-703498-1

3 劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 ノベライズ
吾峠呼世晴 原作／矢島
綾 小説／ｕｆｏｔａｂ
ｌｅ 脚本

集英社 700 978-4-08-703503-2

4
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・
　戦友たちのレコード・想い出のフィルムたち

七緒 小説／白井カイ
ウ 原作／出水ぽすか
作画

集英社
ノ:650
マ:680

戦・想:700

ノ:978-4-08-703452-3
マ:978-4-08-703471-4
戦:978-4-08-703501-8
想:978-4-08-703505-6

5 ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ　家族の肖像
遠藤達哉 原作／矢島
綾 小説

集英社 700 978-4-08-703512-4

6
天使たちの課外活動（7・8） ガーディ少年と暁
の天使（上・下）

茅田砂胡 著 中央公論新社 各1,000
7:978-4-12-501430-2
8:978-4-12-501432-6

7 創竜伝（15） 旅立つ日まで 田中芳樹 著 講談社 900 978-4-06-522063-4

8
僕のヒーローアカデミア　雄英白書（1～2）・
祭・祝・桜

誉司アンリ 小説／堀
越耕平 原作

集英社
1～2:650

祭:680
祝・桜:700

1:978-4-08-703391-5
2:978-4-08-703413-4
祭:978-4-08-703475-2
祝:978-4-08-703500-1
桜:978-4-08-703517-9

9
僕のヒーローアカデミアＴＨＥ ＭＯＶＩＥ
ワールド ヒーローズ ミッション

堀越耕平 著、誉司アンリ
著／黒田洋介 脚本

集英社 700 978-4-08-703513-1

10
ハイキュー！！　ショーセツバン！！（1・12・
13）

星希代子 著／古舘春
一 原作

集英社
1:662

12・13:700

1:978-4-08-703291-8
12:978-4-08-703499-8
13:978-4-08-703504-9

【新書　ノンフィクション】

1 スマホ脳
アンデシュ・ハンセン 著
／久山葉子 訳

新潮社 980 978-4-10-610882-2

2 人新世の「資本論」 斎藤幸平 著 集英社 1,020 978-4-08-721135-1

3 在宅ひとり死のススメ 上野千鶴子 著 文藝春秋 800 978-4-16-661295-6

4 現代語訳　論語と算盤
渋沢栄一 著／守屋
淳 訳

筑摩書房 820 978-4-480-06535-3

5
ケーキの切れない非行少年たち
どうしても頑張れない人たち―ケーキの切れな
い非行少年たち２―

宮口幸治 著 新潮社 各720
ケ:978-4-10-610820-4
ど:978-4-10-610903-4

6 老いる意味　うつ、勇気、夢 森村誠一 著 中央公論新社 840 978-4-12-150718-1

7
世界のニュースを日本人は何も知らない（2）
未曽有の危機の大狂乱

谷本真由美 著 ワニブックス 850 978-4-8470-6651-1

8 自分の頭で考える日本の論点 出口治明 著 幻冬舎 1,100 978-4-344-98605-3

9 歴史探偵　忘れ残りの記 半藤一利 著 文藝春秋 850 978-4-16-661299-4

10
７０歳が老化の分かれ道
若さを持続する人、一気に衰える人の違い

和田秀樹 著 詩想社 1,000 978-4-908170-31-7


