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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「2022年 上半期ベストセラー」（集計期間＝2021年11

月22日～2022年5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「2022年 上半期ベストセラー」のご案内



集計期間:2021年11月22日～2022年5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 WORLD SEIKYO vol.2 ―――――――― 聖教新聞社 227 978-4-412-01687-3

2 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 著 早川書房 1,900 978-4-15-210064-1

3
メシアの法
　「愛」に始まり「愛」に終わる

大川隆法 著 幸福の科学出版 2,000 978-4-8233-0313-5

4
人は話し方が９割
人は聞き方が９割

永松茂久 著 すばる舎 各1,400
話:978-4-7991-0842-0
聞:978-4-7991-1008-9

5 ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン 著 ぴあ 1,300 978-4-8356-4646-6

6
８９８ぴきせいぞろい！　ポケモン大図鑑
（上・下）

―――――――― 小学館 各1,000
上:978-4-09-281247-5
下:978-4-09-281248-2

7 コムドット写真集　ＴＲＡＣＥ コムドット 著 講談社 1,800 978-4-06-526135-4

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

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
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

11
ブックレット 関西の未来をひらく
─ Move forward!

第三文明編集部 編 第三文明社 182 978-4-476-03405-9

12 ヒトの壁 養老孟司 著 新潮社 780 978-4-10-610933-1

13 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

14 20代で得た知見 Ｆ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,300 978-4-04-604799-1

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 ８０歳の壁 和田秀樹 著 幻冬舎 900 978-4-344-98652-7

17
ネイティブなら12歳までに覚える　80パターン
で英語が止まらない！

塚本　亮 著 高橋書店 1,200 978-4-471-11340-7

18 黒牢城 米澤穂信 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,600 978-4-04-111393-6

19 マスカレード・ゲーム 東野圭吾 著 集英社 1,650 978-4-08-775461-2

20 塞王の楯 今村翔吾 著 集英社 2,000 978-4-08-771731-0
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【文庫総合】
書　名 著　者 出版社 本体(円) ISBNコード

1 三千円の使いかた 原田ひ香 著 中央公論新社 700 978-4-12-207100-1

2 流浪の月 凪良ゆう 著 東京創元社 740 978-4-488-80301-8

3 余命10年 小坂流加 著 文芸社 620 978-4-286-18492-0

4 女のいない男たち 村上春樹 著 文藝春秋 680 978-4-16-790708-2

5 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

6 元彼の遺言状 新川帆立 著 宝島社 682 978-4-299-02122-9

7 ［新版］日本国紀（上・下） 百田尚樹 著 幻冬舎 各750
上:978-4-344-43127-0
下:978-4-344-43128-7

8
空也十番勝負
（六）異変ありや・（七）風に訊け

佐伯泰英 著 文藝春秋 各740
六:978-4-16-791808-8
七:978-4-16-791870-5

9 あきない世傳　金と銀（十二）　出帆篇 高田　郁 著 角川春樹事務所 640 978-4-7584-4461-3

10 またあおう 畠中　恵 著 新潮社 590 978-4-10-146174-8

11
光る海
　新・酔いどれ小籐次（二十二）

佐伯泰英 著 文藝春秋 740 978-4-16-791823-1

12 きたきた捕物帖 宮部みゆき 著 ＰＨＰ研究所 880 978-4-569-90201-2

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

14 独り立ち　吉原裏同心（37） 佐伯泰英 著 光文社 720 978-4-334-79316-6

15 ノースライト 横山秀夫 著 新潮社 850 978-4-10-131673-4

16
あの日、君は何をした
彼女が最後に見たものは

まさきとしか 著 小学館
あ:720
彼:780

あ:978-4-09-406791-0
彼:978-4-09-407093-4

17 愛なき世界（上・下） 三浦しをん 著 中央公論新社
上:680
下:660

上:978-4-12-207143-8
下:978-4-12-207144-5

18 ようこそ実力至上主義の教室へ　２年生編６
衣笠彰梧 著、トモセ
シュンサク イラスト

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 660 978-4-04-681185-1

19
ビブリア古書堂の事件手帖Ⅲ
　～扉子と虚ろな夢～

三上　延 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 670 978-4-04-913952-5

20 桜のような僕の恋人 宇山佳佑 著 集英社 600 978-4-08-745548-9
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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 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 著 早川書房 1,900 978-4-15-210064-1

2 黒牢城 米澤穂信 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,600 978-4-04-111393-6

3 マスカレード・ゲーム 東野圭吾 著 集英社 1,650 978-4-08-775461-2

4 塞王の楯 今村翔吾 著 集英社 2,000 978-4-08-771731-0

5 転生したらスライムだった件（19） 伏瀬 著
マイクロマガジン
社

1,000 978-4-86716-203-3

6 六人の嘘つきな大学生 浅倉秋成 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,600 978-4-04-109879-0

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

8 赤と青とエスキース 青山美智子 著 ＰＨＰ研究所 1,500 978-4-569-85064-1

9 正欲 朝井リョウ 著 新潮社 1,700 978-4-10-333063-9

10 硝子の塔の殺人 知念実希人 著 実業之日本社 1,800 978-4-408-53787-0

【単行本　ノンフィクション・教養書他】

1 WORLD SEIKYO vol.2 ―――――――― 聖教新聞社 227 978-4-412-01687-3

2
メシアの法
　「愛」に始まり「愛」に終わる

大川隆法 著 幸福の科学出版 2,000 978-4-8233-0313-5

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

4 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

5
ブックレット 関西の未来をひらく
─ Move forward!

第三文明編集部 編 第三文明社 182 978-4-476-03405-9

6 20代で得た知見 Ｆ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,300 978-4-04-604799-1

7
映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ　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 900 978-4-391-15673-7

8
１万人の脳を見た名医が教える すごい左利き
「選ばれた才能」を120％活かす方法

加藤俊徳 著 ダイヤモンド社 1,300 978-4-478-11139-0

9 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

10 ママがもうこの世界にいなくても　私の命の日記 遠藤　和 著 小学館 1,500 978-4-09-388832-5

【単行本　写真集】

1 コムドット写真集　ＴＲＡＣＥ コムドット 著 講談社 1,800 978-4-06-526135-4

2
生田絵梨花　乃木坂４６卒業記念メモリアルブッ
ク　カノン

生田絵梨花 著、講談
社 編

講談社 1,818 978-4-06-526855-1

3
日向坂４６　河田陽菜１ｓｔ写真集　思い出の順
番

河田陽菜 著、細居幸
次郎 撮影

講談社 2,000 978-4-06-527405-7

4
N46MODE vol.2　乃木坂46デビュー10周年記念公
式BOOK

―――――――― 光文社 1,545 978-4-334-90299-5

5 樋口日奈 １ｓｔ写真集　恋人のように ―――――――― 光文社 2,000 978-4-334-90295-7

6 乃木坂46 北野日奈子2nd写真集「希望の方角」
北野日奈子 著、藤本
和典 撮影

白夜書房 2,000 978-4-86494-364-2

7
広瀬すず　１０周年記念写真集　レジャー・トレ
ジャー

広瀬すず 著、奥山由
之 撮影

講談社 3,500 978-4-06-519400-3

8 乃木坂４６新内眞衣２ｎｄ写真集　夜が明けたら 新内眞衣 著 小学館 1,850 978-4-09-682384-2

9 山下智久　写真集　ＣＩＲＣＬＥ
山下智久 著、マチェ
イ・クーチャ 編・写真

講談社 2,700 978-4-06-525948-1

10 坂口健太郎 『君と、』 sai 撮影 ワニブックス 2,700 978-4-8470-8397-6
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【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
人は聞き方が９割

永松茂久 著 すばる舎 各1,400
話:978-4-7991-0842-0
聞:978-4-7991-1008-9

2 ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン 著 ぴあ 1,300 978-4-8356-4646-6

3 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

4
世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊に
まとめてみた

中野信子 著 アスコム 1,200 978-4-7762-1164-8

5 １％の努力 ひろゆき 著 ダイヤモンド社 1,500 978-4-478-10849-9

6
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

7
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

8
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

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
数値化の鬼　「仕事ができる人」に共通する、
たった１つの思考法

安藤広大 著 ダイヤモンド社 1,500 978-4-478-11437-7

【単行本　実用書】

1
リュウジ式至高のレシピ　人生でいちばん美味
しい! 基本の料理100

リュウジ 著 ライツ社 1,500 978-4-909044-34-1

2
今日のごはん、これに決まり！Ｍｉｚｕｋｉの
レシピノート決定版！５００品

Ｍｉｚｕｋｉ 著 学研プラス 1,500 978-4-05-801669-5

3
タキミカ体操　日本最高齢インストラクターの
「心まで若返る」生き方レッスン

瀧島未香 著、中沢智
治 監修

サンマーク出版 1,300 978-4-7631-3964-1

4
肩こり 便秘 たるみ むくみ うつうつを自分の
手でときほぐす! ひとりほぐし

崎田ミナ 著 日経ＢＰ 1,400 978-4-296-11057-5

5 認知症世界の歩き方
筧　裕介 著、認知症
未来共創ハブ 監修

ライツ社 1,900 978-4-909044-32-7

6
星ひとみの天星術2022
　月グループ・地球グループ・太陽グループ

星ひとみ 著 幻冬舎 各1,300
月:978-4-344-03869-1
地:978-4-344-03870-7
太:978-4-344-03871-4

7
「やせたい」なんてひと言もいってないのにや
せた１分ねじれ筋のばし

今村匡子 著 サンマーク出版 1,300 978-4-7631-3902-3

8
ゲッターズ飯田の五星三心占い２０２２
　シリーズ全12点

ゲッターズ飯田 著 朝日新聞出版 各990
金の羅針盤座

978-4-02-251771-5

9
疲れない 太らない ボケない　60代からの鎌田
式ズボラ筋トレ

鎌田　實 著 エクスナレッジ 1,400 978-4-7678-2956-2

10
鬼滅の刃 塗絵帳
　－橙－・－藍－

吾峠呼世晴 著 集英社 各800
橙:978-4-08-790049-1
藍:978-4-08-790050-7
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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
Pokémon LEGENDS アルセウス 公式ガイドブック【完全
版】

元宮秀介、ワンナップ
編著、ポケモン 監修

オーバーラップ 1,500 978-4-8240-0151-1

2
あつまれどうぶつの森＆ハッピーホームパラダイス・
大型アップデート全対応　最終完全攻略本＋究極超カ
タログ

ニンテンドードリー
ム編集部 編著

徳間書店 1,800 978-4-19-865465-8

3
あつまれ どうぶつの森 ザ・コンプリートガイド ハッ
ピーホームパラダイス＆全無料アップデート カンペキ
攻略版

電撃ゲーム書籍編集
部 編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,600 978-4-04-733598-1

4
Nintendo Switchで遊ぶ！ マインクラフト最強攻略バ
イブル 2022最新版

マイクラ職人組合 著 宝島社 1,300 978-4-299-02296-7

5
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EX2

Ｖジャンプ編集部 編 集英社 1,200 978-4-08-779799-2

6 マインクラフトで楽しく学べる！ 地球のひみつ大図鑑
左巻健男 監修、マイ
クラ職人組合 著

宝島社 1,200 978-4-299-02195-3

7 真・女神転生V 公式パーフェクトガイド
ファミ通書籍編集部
編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,200 978-4-04-733580-6

8 エルデンリング ナビゲーションガイド
ファミ通書籍編集部
編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,500 978-4-04-733582-0

9 2022年新要素対応　マインクラフト鬼盛ワザまとめ２ Project KK 著 ソシム 1,300 978-4-8026-1349-1

10
2022最新版　マインクラフトわくわくチート＆コマン
ド神ワザ集

Project KK 著 ソシム 1,100 978-4-8026-1344-6

【単行本　児童書】

1 ８９８ぴきせいぞろい！　ポケモン大図鑑（上・下） ―――――――― 小学館 各1,000
上:978-4-09-281247-5
下:978-4-09-281248-2

2
パンどろぼう
パンどろぼうvsにせパンどろぼう
パンどろぼうとなぞのフランスパン

柴田ケイコ 作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 各1,300
パ:978-4-04-109060-2
に:978-4-04-111035-5
な:978-4-04-111947-1

3 かいけつゾロリ　きょうふの　ダンジョン 原ゆたか 作・絵 ポプラ社 1,000 978-4-591-17215-5

4 ドラゴン最強王図鑑
健部伸明 監修、なんば
きび、七海ルシア イラ
スト

学研プラス 1,200 978-4-05-205540-9

5 ノラネコぐんだん ラーメンやさん 工藤ノリコ 著 白泉社 1,200 978-4-592-76298-0

6 ポケモンをさがせ！　あたらしいぼうけん 姫野よしかず 絵 小学館 1,100 978-4-09-725129-3

7 名探偵コナン　ハロウィンの花嫁
青山剛昌 原作、大倉崇
裕 脚本、水稀しま 著

小学館 730 978-4-09-231411-5

8 小学館の図鑑NEO　鉄道　ＤＶＤつき

長根広和、土屋武之 指
導・執筆、マシマ・レイル
ウェイ・ピクチャーズ 写
真撮影

小学館 2,000 978-4-09-217225-8

9
科学漫画サバイバルシリーズ 77　地下鉄のサバイバル
（1）

ゴムドリｃｏ． 文、
韓賢東 絵

朝日新聞出版 1,200 978-4-02-331975-2

10 だるまさんが かがくいひろし 作 ブロンズ新社 850 978-4-89309-431-5
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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 劇場版 呪術廻戦 0 ノベライズ
芥見下々 原作、北國ば
らっど 小説、瀬古浩司
脚本

集英社 760 978-4-08-703519-3

2 国王の受難　デルフィニア戦記外伝４ 茅田砂胡 著 中央公論新社 1,000 978-4-12-501443-2

3 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

4
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 著

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

5 チェンソーマン　バディ・ストーリーズ
藤本タツキ 原作、菱
川さかく 小説

集英社 700 978-4-08-703518-6

6 暗約領域　新宿鮫XI 大沢在昌 著 光文社 1,400 978-4-334-07749-5

7
鬼滅の刃
　しあわせの花・片羽の蝶・風の道しるべ

吾峠呼世晴、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

8
岸辺露伴は叫ばない 短編小説集
岸辺露伴は戯れない 短編小説集

荒木飛呂彦 原作 (※) 集英社 各780
叫:978-4-08-703455-4
戯:978-4-08-703457-8

9 僕のヒーローアカデミア　雄英白書　桜
誉司アンリ 小説、堀
越耕平 原作

集英社 700 978-4-08-703517-9

10 台湾侵攻（１～３） 大石英司 著 中央公論新社 各1,000
1:978-4-12-501445-6
2:978-4-12-501447-0
3:978-4-12-501449-4

叫：維羽裕介、北國ばらっど、宮本深礼、吉上　亮 著／戯：北國ばらっど、宮本深礼、吉上　亮 著

【新書　ノンフィクション】

1
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

2 ヒトの壁 養老孟司 著 新潮社 780 978-4-10-610933-1

3 ８０歳の壁 和田秀樹 著 幻冬舎 900 978-4-344-98652-7

4
スマホ脳
最強脳―『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業―

アンデシュ・ハンセン 著、
久山葉子 訳 新潮社

ス:980
最:900

ス:978-4-10-610882-2
最:978-4-10-610930-0

5 寂聴　九十七歳の遺言 瀬戸内寂聴 著 朝日新聞出版 750 978-4-02-295044-4

6 今を生きるあなたへ
瀬戸内寂聴 語り手、
瀬尾まなほ 聞き手

ＳＢクリエイ
ティブ

900 978-4-8156-1276-4

7
物語 ウクライナの歴史
　ヨーロッパ最後の大国

黒川祐次 著 中央公論新社 860 978-4-12-101655-3

8
腎臓が寿命を決める
　老化加速物質リンを最速で排出する

黒尾　誠 著 幻冬舎 860 978-4-344-98644-2

9 生物はなぜ死ぬのか 小林武彦 著 講談社 900 978-4-06-523217-0

10
世界のニュースを日本人は何も知らない3
　- 大変革期にやりたい放題の海外事情 -

谷本真由美 著 ワニブックス 880 978-4-8470-6665-8


