
【総合】

書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 脳内革命・脳内革命２ 春山茂雄
サンマーク 発行
サンマーク出版 発売

各1,600

2 「超」勉強法 野口悠紀雄 講談社 1,500

3 神々の指紋（上・下）
グラハム・ハンコック
大地　舜　訳

翔泳社 各1,500

4 ドラゴンクエストⅥ　公式ガイドブック（上・下） エニックス出版局　編 エニックス 各1,000

5 弟 石原慎太郎 幻冬舎 1,800

6 猿岩石日記（Part１・２） 猿岩石 日本テレビ放送網 各800

7 読め！ 浜田雅功 光文社 1,000

8 あのころ さくらももこ 集英社 1,000

9 愛、無限 大川隆法
幸福の科学（経典
部）

730

10 ふたり 唐沢寿明 幻冬舎 1,400

11 ソフィーの世界
ヨースタイン・ゴルデル
池田香代子　訳

日本放送出版協会 2,500

12 「ＥＱ」～こころの知能指数
ダニエル・ゴールマン
土屋京子　訳

講談社 2,000

13 ダービースタリオン96　全書 成沢大輔
アスキー 発行
アスペクト発売

1,400

14 ダービースタリオン96　公式パーフェクトガイド ＪＫ・ＶＯＩＣＥ
アスキー 発行
アスペクト発売

1,300

15 神の吹かす風（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行　訳

アカデミー出版
（上）1,200
（下）1,350

16 金田一少年の事件簿（１・２・３） 天樹征丸 講談社
（1･2）各780

（3）　800

17 患者よ、がんと闘うな 近藤　誠 文藝春秋 1,400

18 できるWindows95 田中　亘
インプレス 発行
インプレス販売 発売

1,400

19 法華経の智慧（１・２） 池田大作 聖教新聞社 各1,300

20 虹の調べ 池田大作 第三文明社 1,000

＊定価はすべて税込み価格です。

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

トーハン調べ   １９９６年 年間ベストセラー
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【単行本・文芸】

書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 弟 石原慎太郎 幻冬舎 1,800

2 ソフィーの世界
ヨースタイン・ゴルデル
池田香代子　訳

日本放送出版協会 2,500

3 神の吹かす風（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行　訳

アカデミー出版
（上）1,200
（下）1,350

4 金田一少年の事件簿（１・２・３） 天樹征丸 講談社
（1･2）各780

（3）　800

5 遺産（上・下）
シドニィ・シェルダン
木下　望　訳

徳間書店 各1,200

6 恋 小池真理子 早川書房 1,700

7 幸せの記憶（上・下）
ダニエル・スティール
天馬龍行　訳

アカデミー出版
（上）1,000
（下）1,500

8 アブサン物語 村松友視 河出書房新社 1,300

9 第十の予言
ジェームズ･レッドフィールド
山川絋矢・亜希子　訳

角川書店 1,600

10 Ｃの福音 楡　周平 宝島社 1,500

【単行本・ノンフィクション他】

1 脳内革命・脳内革命２ 春山茂雄
サンマーク 発行
サンマーク出版 発売

各1,600

2 「超」勉強法 野口悠紀雄 講談社 1,500

3 神々の指紋（上・下）
グラハム・ハンコック
大地　舜　訳

翔泳社 各1,500

4 猿岩石日記（Part１・２） 猿岩石 日本テレビ放送網 各800

5 読め！ 浜田雅功 光文社 1,000

6 あのころ さくらももこ 集英社 1,000

7 愛、無限 大川隆法
幸福の科学（経典
部）

730

8 ふたり 唐沢寿明 幻冬舎 1,400

9 「ＥＱ」～こころの知能指数
ダニエル・ゴールマン
土屋京子　訳

講談社 2,000

10 患者よ、がんと闘うな 近藤　誠 文藝春秋 1,400

【単行本・ビジネス】

1 パソコン「超」仕事法 野口悠紀雄 講談社 1,200

2 ビル・ゲイツ　未来を語る
ビル・ゲイツ
西　和彦　訳

アスキー 1,800

3 超右脳革命 七田　眞 総合法令出版 1,600

4 生きがいの創造 飯田史彦 ＰＨＰ研究所 1,500

5 議論に絶対負けない法
ゲーリー・スペンス
松尾　翼　訳

三笠書房 1,800

6 早起きは自分を賢くする！ 船井幸雄　監修 三笠書房 1,100

7 あなたの電話をＩＳＤＮに切り換えよう ＩＳＤＮ研究会　編 オーエス出版 1,100

8 百匹目の猿 船井幸雄
サンマーク 発行
サンマーク出版 発売

1,300

9 「大変」な時代 堺屋太一 講談社 1,600

10 前例がない。だからやる！ 樋口廣太郎 実業之日本社 1,000

■ トーハン調べ　１９９６年 年間ベストセラー 
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【単行本・コンピュータ関連書】
書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 できる　Windows95 田中　亘
インプレス 発行
インプレス販売 発売

1,400

2 できる　Excel95 Windows版
コアダンプ＆インプレス編集
部

インプレス 発行
インプレス販売 発売

1,400

3 できる　Word95 Windows版 田中　亘
インプレス 発行
インプレス販売 発売

1,400

4 手にとるようにパソコンのことがわかる本 粂井高雄 かんき出版 1,500

5 Windows95　リソースキットVol.１・２ Microsoft　Corporration アスキー
（1）3,200
（2）2,800

6 一太郎７　for Windows95のすべて 阿部信行 ジャストシステム 1,500

7 できる　Access95 Windows版 小暮　明
インプレス 発行
インプレス販売 発売

1,400

8 一太郎７　for Windows95　公式ガイドブック 圷 直樹、井上健語、高橋 洋 ジャストシステム 1,500

9 できる　Windows95　ネットワーク
コアダンブ＆インプレス編集
部

インプレス 発行
インプレス販売 発売

1,400

10 できる一太郎Ver．6.3　Windows版 神田知宏
インプレス 発行
インプレス販売 発売

1,600

【単行本・ゲーム関連書】

1 ドラゴンクエストⅥ　公式ガイドブック（上・下） エニックス出版局　編 エニックス 各1,000

2 ダービースタリオン96　全書 成沢大輔
アスキー 発行
アスペクト 発売

1,400

3 ダービースタリオン96　公式パーフェクトガイド ＪＫ．ＶＯＩＣＥ
アスキー 発行
アスペクト 発売

1,300

4 スーパーマリオＲＰＧ　星空からのおくりもの
月刊ファミコン通信編集部
編

アスキー 発行
アスペクト 発売

980

5
ロマンシング　サ・ガ３
（冒険ガイドブック・基礎知識編・完全攻略編）

スクウェア　監修 ＮＴＴ出版
（冒）　900
（基）1,100
（完）1,300

6 スーパードンキーコング２　攻略ガイドブック ティーツー出版　編 ティーツー出版 820

7 ポケットモンスターを遊びつくす本（赤・緑）
キルタイムコミュニケーショ
ン 編

キルタイムコミュニケー
ション 発行／マイクロ
デザイン出版局 発売

各380

8 ファイアーエムブレム聖戦の系譜　攻略ガイドブック ティーツー出版　編 ティーツー出版 850

9 バハムート　ラグーン　公式ガイドブック
月刊ファミコン通信編集部
編

アスキー 発行
アスペクト 発売

980

10
聖剣伝説３
（基礎知識編・冒険ガイドブック・完全攻略編）

スクウェア　監修 ＮＴＴ出版
（基）　950
（冒）　900
（完）1,000

■ トーハン調べ　１９９６年 年間ベストセラー 
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【新書・ノベルス】
書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 姫島殺人事件 内田康夫 光文社 840

2 新書判　天使の自立（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行　訳

アカデミー出版 各850

3 創竜伝（10） 田中芳樹 講談社 780

4 新書判　アクシデント（上・下）
ダニエル・スティール
天馬龍行　訳

アカデミー出版
（上）650
（下）800

5 幸福の手紙 内田康夫 実業之日本社 800

6 九州特急「ソニックにちりん」殺人事件 西村京太郎 光文社 780

7 箱庭 内田康夫 講談社 840

8 三毛猫ホームズの好敵手 赤川次郎 光文社 780

9 鉄鼠の檻 京極夏彦 講談社 1,500

10 絡新婦の理 京極夏彦 講談社 1,500

【新書・ノンフィクション】

1 マジカル頭脳パワー!!Ⅴ
日本テレビ「マジカル頭脳パ
ワー!!」　編

日本テレビ放送網 900

2 身体が知らせる危険信号 石川恭三　編 日本テレビ放送網 850

3 インターネット 村井　純 岩波書店 650

4 職人 永　六輔 岩波書店 650

5 指まきテープで痛みが取れた！ 石橋輝美 ロングセラーズ 850

6 Windows入門 脇　英世 岩波書店 650

7 Ｄｒ．コパの[風水]開運インテリア事典 小林祥晃 廣済堂出版 950

8 「超」整理法／続「超」整理法・時間編 野口悠紀雄 中央公論社
（正）780
（続）780

9 大往生／二度目の大往生 永　六輔 岩波書店
（正）580
（二）620

10 食べて治す「がん」の特効食 水野　卓 青春出版社 820

【全集】
　 書　名  全巻     最新回数/巻数 出版社 定価(円)

1 池田大作全集 全75巻　　　　37／74 聖教新聞社 2,900

2 世界の歴史 全30巻　　　　1／16 中央公論社 2,600

3 ユネスコ世界遺産 全12巻　　　　3／1 講談社 5,800

4 マンガ世界の文学 全10巻　　　　5／10 世界文化社 1,300

5 マンガ日本の古典 全32巻　　 　24／27 中央公論社 1,300

6 花のくらし 全4巻　　　　 4／4 講談社 5,800

7 漱石全集 全28巻別巻1　24／23 岩波書店 3,400

8 城 全8巻　　　　3／6 毎日新聞社 2,800

9 高松宮日記 全8巻　　　　5／5 中央公論社 3,800

10 世界美術大全集 全28巻　　　24／27 小学館 20,000

■ トーハン調べ　１９９６年 年間ベストセラー 
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