
 

 

 

平成 22 年 6 月 25 日

京 都 府 立 図 書 館

じゃあ、読もう。 

 

 

 

 

 

 

平 成 20 年 6 月  「国 民 読 書 年 に関 する決 議 」 において、2010 年 を 

「国 民 読 書 年 」とすることが国 会 で決 議 されました。「じゃあ、読 もう。」と

思 った 方 、 手 は じ め に 何 をお 読 み にな り ま す か ？  その 年 そ の 時 代 に 

人 気 を博 した本 、ベストセラーはいかがでしょうか？ 戦 後 からこれまでの

ベストセラーや当 時 の世 相 、最 新 のベストセラーなどを見 つける際 の 

ご参 考 にどうぞ。  

 

■ベストセラー本を知る 
       

タイトル（出版社 刊年等） 請求記号（資料コード） 

「定本ベストセラー昭和史」 （塩澤実信/編 展望社 2002）   023.1/Sh79（1106994765）    

「本は世につれ ベストセラーはこうして生まれた」（植田康夫/著 水曜社 2009） 023.1/U32（1108820539） 

「昭和ベストセラー世相史」 （塩澤実信/著 第三文明社 1988） 023/SH(1101383063)       

「ベストセラーの戦後史」  １～２  （井上ひさし/著 文芸春秋 1995）   023/I/1～3 

「ベストセラー物語」 上・中・下 （朝日新聞社 1978）   023.1/A82/1～3 

「本の百年史 ベスト・セラーの今昔」（瀬沼茂樹/著 出版ニュース社 1965） 023.1/SE75（1103529523） 

「ベストセラーのゆくえ 明治大正の流行小説」（真銅正宏/著翰林書房 2000） 910.26/SH62（1106243718）  

「ベストセラーの風景」 (塩澤実信/著 展望社 2009)   023.1/Sh79(1108872241) 

「ベストセラー作家 その運命を決めた一冊」（塩澤実信/著 北辰堂出版 2009） 910.264/Sh79（1108829357）

「ベストセラーだって面白い」（岡崎武志/著 中央公論新社 2008） 019.9/O48(1108540152) 

「あの本にもう一度 ベストセラーとその著者たち」（吉原敦子/著 文芸春秋 1996） 910.264/Sh79（1108829357）

「ベストセラー世界の文学・20 世紀」 （芳川泰久/早美出版社 2006）   902.3 /Y89 /1（1108501873）

「『トットちゃん』ベストセラー物語」（塩澤実信/編 理想出版社 1982）  023/TO（1101383493） 

 

 

■ベストセラーのしくみを知る 

タイトル（出版社 刊年等） 請求記号（資料コード） 

「NY ブックピープル物語  ベストセラーたちと私の 4000 日」（浅川港/著 NTT 出版 2007） 023.53/A84（1108414325） 

「ベストセラーの作り方」（ベストセラー研究会/編 生活情報センター 2006） 023.1/B39（1108098912） 

「ベストセラーの仕掛人」（植田康夫/監修 アーク出版 2005） 023.1/Sh99/2（1108096213）

「ベストセラーだけが本である」（永江朗/著 筑摩書房  2003） 020.4/N13（1108122506） 

「ベストセラーはこうして生まれる」（ベッツィ・レーナー/著  松柏社 2005） 021.3/L56(1108085927)     

「売れる本のつくりかた」  （植田康夫/著 メディアパル  2005） 023.1/U32 (1108324250)     

「ベストセラーの構造」 （中島梓/著  講談社 1983） 023/N (1101382495) 

「ベストセラーの読まれ方」（香内三郎/著 日本放送出版協会 1991） 019/KO95（1105122046） 

「ロングセラー そのすべて」 ( 藤田昌司/著 図書新聞 1979) 025/F（1101383980）        
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■ベストセラーの世相を知る 

タイトル（出版社 刊年等） 請求記号（資料コード） 

「現代世相風俗史年表  1945→2008」（世相風俗観察会/編 河出書房新社 2009） 210.76/Se87（1108861509） 

「昭和  二万日の全記録」  第１巻～第 19 巻 （講談社 1989～1991）  210.7/Sh97/1～19 

「戦後５０年」 （毎日新聞社 1995） 210.76/Se64（1107079798） 

「ＯＵＲ ＴＩＭＥＳ２０世紀」（筑紫哲也：監修 角川書店 1998） E/209.7/KA14（1101889333） 

「出版データブック  1945～2000」 （出版ニュース社 2002） 023.1/Sh99（1106977711） 

「日録 20 世紀  週刊 ＹＥＡＲ ＢＯＯＫ」通巻 1 号～120 号（講談社） ﾆﾁﾛ （1400242564）（一部展示中） 

 

 

■毎年の出版物を知る（掲載は最新版。過去の年鑑等も書庫に所蔵しています） 

タイトル（出版社 刊年等） 請求記号（資料コード） 

「出版年鑑 2009-1 資料・名簿」 （出版年鑑編集部/編 出版ニュース社 2009）   025.1/Sh99/1（1108834233）

「出版年鑑 2009-1 目録・索引」 （出版年鑑編集部/編 出版ニュース社 2009）     025.1/Sh99/2（1108834241）

「出版指標年報 2010」 （全国出版協会・出版科学研究所  2010） 023.1/Sh99（1108887694） 

「雑誌新聞総かたろぐ 2010 年版」（メディア・リサーチ・センター 2010） 027.5/Me14（1108887462） 

 

テーマごとにベストセラーの本をさがしたいときには、分野別に、著者や出版社等の基本

情報だけでなく、要旨や目次、ランキング調査機関や対象年等の情報も掲載されている 

「ザ・ベストセラー1985～2004」（日外アソシエーツ）028/Ｎ71 が便利です。 

書名索引、著者名索引、出版社別索引もあるので、対象年の逆引き等にもいいですね。 

 

また音楽関係のランキングで有名な 

「オリコン年鑑」（オリコン・エンタテイメント） 767.8/Ｏ01 は、 

2009 から本の頁が登場し、コミックや文庫別、作家別、ジャンル別に推定売上部数の 

ランキングが掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■今売れている本を知りたい  

●オリコン  http://www.oricon.co.jp/rank/ob/  推定売上部数に基づく週間ランキング 

●本やタウン  http://www.honya-town.co.jp/hst/HT/best/week.html  週間・月間・半期・年間も 

●Amazon  http://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/books  １時間ごとにランキング更新 

●出版科学研究所  http://www.ajpea.or.jp/bestseller/bestseller.html  出版社団体の月間ベストセラー 

 

 ■京都のベストセラー  

●京都新聞  毎週日曜日、読書の頁に京都の各書店調べによるベストセラーが掲載されています。 

 

  ※そのほか各書店のホームページや新聞などでもランキングが発表されています。 
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