資料展示目録

戦後のベストセラー
期間：平成２３年１０月２１日（金）〜１２月２５日(日)
会場：群馬県立図書館 ３階展示コーナー

群馬県立図書館では、県内の郷土資料の重点的な収集・保存・利用提供に努めており、
これら貴重な郷土資料の中から、年４回テーマを決めて、特色ある資料を幅広く紹介する
資料展示を行っています。
今回の資料展示では、戦後、国内で最も売れた本（ベストセラー）について紹介します。

【展示資料について】
本展示は、関連の図書・雑誌等の一端を紹介するもので、全ての資料等を網羅的に紹介するもの
ではありません。ここに示した１３０点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料の多くは一般資料であり、通常は中央図書室、子ども読書相談室、書庫内にあります。
書庫内の資料も職員に請求していただければ、閲覧・貸出することができますが、展示期間中は利
用することはできません。ご利用したい方は展示期間終了後の利用となりますので、カウンターで
予約して下さい。
また「＊」記号の付いたものは、個人文庫や一冊のみ所蔵の郷土資料類のため貸出はできない資
料です。
なお、展示されていない所蔵資料のこと等のご相談は、２階調査相談室で受け付けておりますので、
お申し付けください。
※ベストセラーについて
展示しているベストセラーについては『出版データブック 1945 〜 2000』（出版ニュース社／編）
『本の百年史』（瀬沼茂樹／著）を参考にし、その中の一部を当館が所蔵している資料の中から紹
介しています。ＬＰについては当館所蔵資料の中から、その年代に流行した歌、歌手の一部を紹介
しています。
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旋風二十年 森正蔵／著
鱒書房 1945
愛情はふる星のごとく 尾崎秀実／著 尾崎英子／編註 世界評論社 1946
凱旋門 エリック・マリア・レマルク／[著] 井上勇／訳 上 板垣書店 1948
斜陽 太宰治／著 新潮社 1949
風と共に去りぬ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾐﾁｪﾙ／作 大久保康雄／訳 第３巻 三笠書房 1949
共産主義批判の常識 小泉信三／著 新潮社 1949
細雪 谷崎潤一郎／著 中央公論社 1950
きけわだつみのこえ日本戦歿学生手記編集委員会／編集 東大協同組合出版部 1950
ものの見方について 笠信太郎／著 河出書房 1950
少年期 波多野勤子／著 光文社 1951
戦後風雲録 森正蔵／著 鱒書房 1951
人間の歴史 ３ 安田徳太郎／著 光文社 1953
ニッポン日記 上 マーク・ゲイン／[著] 井本威夫／訳 筑摩書房 1951
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光ほのかに ｱﾝﾈ･ﾌﾗﾝｸの日記 アンネ／著 皆藤幸蔵／訳 文芸春秋新社 1953
愛は死を超えて ｴｾﾙ･ﾛｰｾﾞﾝﾊﾞｰｸﾞ／共著 ｼﾞｭﾘｱｽ･ﾛｰｾﾞﾝﾊﾞｰｸﾞ／共著 山田晃／訳 光文社 1953
長崎の鐘 永井隆／著 第 2 版 中央出版社 1991
潮騒 三島由紀夫／著 新潮社 1954
はだか随筆 佐藤弘人／著 中央公論社 1955
人間の条件 五味川純平／著三一書房 1978
太陽の季節 石原慎太郎／著 新潮社 1956
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夜と霧 ﾄﾞｲﾂ強制収容所の体験記録 ｳﾞｨｸﾄｰﾙ･ﾌﾗﾝｸﾙ／[著] 霜山徳爾／訳 みすず書房
挽歌 原田康子／著 東都書房 1957
美徳のよろめき 三島由紀夫／著 大日本雄弁会講談社 1957
陽のあたる坂道 石坂洋次郎／著 大日本雄弁会講談社 1957
にあんちゃん 十歳の少女の日記 安本末子／著 光文社 1959
論文の書き方 清水幾太郎／著 岩波書店 1959
不道徳教育講座 三島由紀夫／著 中央公論社 1959
トイレット部長 藤島茂／著文芸春秋新社 1960
愛と死のかたみ 山口清人／著 山口久代／著 中山淳太朗／編 集英社 1962
野生のエルザ ジョイ・アダムソン／著 藤原英司／訳
文芸春秋 1966
徳川家康 山岡荘八／著 講談社 1966
愛と死をみつめて 河野実／共著 大島みち子／共著大和書房 1963
山田風太郎忍法全集 ２ 山田風太郎／著 講談社 1963
水原弘全曲集 [ＬＰ] 東芝ＥＭＩ
村田英雄の花のステージ／村田英雄 [ＬＰ] 日本コロムビア 〔1962〕
ＥＶＥＲ ＧＲＥＥＮ ＨＩＢＡＲＩ／美空ひばり [ＬＰ] 日本コロムビア
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３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４
４５
４６
４７
４８
４９
＊５０
＊５１
＊５２

天と地と 海音寺潮五郎／著 朝日新聞社 1969
南ヴェトナム戦争従軍記 岡村昭彦／[著] 岩波書店 1977
氷点 三浦綾子／著 朝日新聞社 1971
華岡青洲の妻 有吉佐和子／著 新潮社 1967
どくとるマンボウ青春記 北杜夫／[著] 中央公論社 1978
竜馬がゆく 立志編 司馬遼太郎／[著] 文芸春秋 1981
赤頭巾ちゃん気をつけて 庄司薫／[著] 中央公論社 1978
冬の旅 上巻
立原正秋／著 新潮社 1971
ラブ・スト−リィ エリック・シ−ガル／著 板倉章／訳 角川書店 1970
恍惚の人 有吉佐和子／著 新潮社 1979
日本列島改造論 田中角栄／著 日刊工業新聞社 1972
かもめのジョナサン リチャード・バック／著 五木寛之／訳 新潮社 1974
ノストラダムスの大予言 五島勉／著 祥伝社 1974
よしだたくろう 1971 〜 1975［ＬＰ］ ＣＢＳソニー 1978
ザ・タイガース物語 若き青春の想い出／ザ・タイガース［ＬＰ］ ボリドール
ＹＥＬＬＯＷ ＳＵＢＭＡＲＩＮＥ ／ＴＨＥ ＢＥＡＴＬＥＳ［ＬＰ］ 東芝ＥＭＩ
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播磨灘物語 上 司馬遼太郎／著 講談社 1975
限りなく透明に近いブルー 村上竜／著 講談社 1979
不毛地帯
１ 山崎豊子／[著] 新潮社 1979
和宮様御留 有吉佐和子／著 講談社 1981
不確実性の時代 １ ｼﾞｮﾝ･ｹﾈｽ･ｶﾞﾙﾌﾞﾚｲｽ／著 大津栄一郎／解注 1 研究社出版 1979
算命占星学入門法 和泉 宗章／著 青春出版社 1979
積木くずし 親と子の二百日戦争 穂積隆信／著 桐原書店 1982
蒼い時 山口百恵／著 集英社 1980
窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子／著 講談社 1981
ｼﾞｬﾊﾟﾝｱｽﾞﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ ｴｽﾞﾗ・F・ｳﾞｫｰｹﾞﾙ／著 広中和歌子／訳 木本彰子／訳 TBS ﾌﾞﾘﾀﾆｶ 1980
気くばりのすすめ 鈴木健二／著 講談社 1982
探偵物語 赤川次郎／著 角川書店 1982
セーラー服と機関銃：オリジナル・サウンドトラック［ＬＰ］ ボリドール 1981
Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎｓ／寺尾聰［ＬＰ］ 東京 EMI 1981
雨の慕情／八代亜紀［ＬＰ］ テイチク
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女の器量はことばしだい 広瀬久美子／著 リヨン社 1984
豊臣秀長 ある補佐役の生涯 上巻 堺屋太一／著 PHP 研究所 1985
アイア コッカリー・アイアコッカ／著 徳岡孝夫／訳 ダイヤモンド社 1985
化身 渡辺淳一／著 集英社 1986
サラダ記念日 俵万智歌集 俵 万智／著 河出書房新社 1987
キッチン 吉本ばなな／著 福武書店 1988
知価革命 堺屋太一／著 PHP 研究所 1985
塀の中の懲りない面々 安部譲二／著 文芸春秋 1986
自分を生かす相性・殺す相性 細木数子／著 祥伝社 1985
ダンス・ダンス・ダンス 村上春樹／著 講談社 1988
「No」と言える日本 盛田昭夫／著 石原慎太郎／著 光文社 1989
もものかんづめ さくらももこ／著 集英社 1991
ソフィーの世界 ヨースタイン・ゴルデル／著 池田香代子／訳日本放送出版協会 1995
脳内革命 春山茂雄／著 サンマーク出版 1995
「超」勉強法 野口悠紀雄／著 講談社 1995
小さいことにくよくよするな！ ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｶｰﾙｿﾝ／著 小沢瑞穂／訳 ｻﾝﾏｰｸ出版 1998
五体不満足 乙武洋匡／著 講談社 1998
日本語練習帳 大野晋／著 岩波書店 1999
だから、あなたも生きぬいて 大平光代／著 講談社 2000
明け方の夢 シドニィ・シェルダン／作 天馬竜行／訳 紀泰隆／訳 アカデミー出版 1992
ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング／作 松岡佑子／訳 静山社 1999

☆★ベストセラーを紹介・批評した本☆★
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定本ベストセラー昭和史 塩沢実信／編 展望社 2002
本の百年史 瀬沼茂樹／著 出版ニュース社 1965
百年の誤読 岡野宏文／著 豊崎 由美／著 ぴあ 2004
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百年の誤読 岡野宏文／著 豊崎由美／著 アスペクト 2008
NHK 私の１冊日本の１００冊 ｱｼﾞｱ･ｺﾝﾃﾝﾂ･ｾﾝﾀｰ／監修 学研パブリッシング 2009
ベストセラーだって面白い 岡崎武志／著 中央公論新社 2008
誤読日記 斎藤美奈子／著 朝日新聞社 2005
石川弘義のベストセラー大百科 現代出版情報研究所／企画・編集 辰巳出版 1982
本屋大賞 2009 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社
本屋大賞 2010 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社
本の本 斎藤 美奈子／著 筑摩書房 2008
英米絵本のベストセラー 40 灰島かり／編著 ミネルヴァ書房 2009
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はらぺこあおむし エリック=カール／作・絵 もりひさし／訳 偕成社 1979
いないいないばあ 松谷みよ子／文 瀬川康男／〔絵〕 童心社 1981
はじめてのおつかい 筒井頼子／さく 林明子／え 福音館書店 1977
ぐりとぐら 中川李枝子／さく 大村百合子／え 福音館書店 1980
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん／ [絵] 森比左志／[文] わだよしおみ／[文] こぐま社 1972
ウォーリーをさがせ！ ﾏｰﾃｨﾝ･ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ／作・絵 唐沢則幸／訳 フレーベル館 1995
ノンタンぶらんこのせて キヨノサチコ／作絵 偕成社 1976
しろいうさぎとくろいうさぎ ｶﾞｰｽ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ／ぶん・え まつおかきょうこ／やく 福音館書店 1980
おおきなかぶ Ａ．トルストイ／再話 内田莉莎子／訳 佐藤忠良／画 福音館書店 1962
てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／え うちだりさこ／やく 福音館書店 1965
三びきのやぎのがらがらどん ﾏｰｼｬ･ﾌﾞﾗｳﾝ／え せたていじ／やく 福音館書店 1965

☆★明治・大正・戦前のベストセラー☆★
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高橋阿伝夜叉譚 初編 仮名垣魯文／著 守川周重／画 伊東専三／編輯 金松堂 1879
高橋阿伝夜叉譚 第２編 仮名垣魯文／著 守川周重／画 伊東専三／編輯 金松堂 1879
高橋阿伝夜叉譚 ３編 仮名垣魯文／著 守川周重／画 伊東専三／編輯 金松堂 1879
懺悔の生活 西田天香／著 春秋社 1921
社会主義評論 千山万水楼主人／著 〔出版者不明〕 〔190 ‐〕
新社会 矢野竜渓／著 大日本図書 1902
火の柱 木下尚江／著 平民社 1904
日本風景論 志賀重昂／著 政教社 1894
輿地誌略 内田正雄／纂輯 大学南校 1870
近代の恋愛観 厨川白村／著 改造社 1922
三四郎 夏目漱石／著 春陽堂 1909
鶉籠 夏目漱石／著 春陽堂 1907
こころ 夏目漱石／著 岩波書店 1925
西国立志編 斯邁【ル】斯／著 中村正直／訳 七書屋 1877
佳人之奇遇 東海散士／著 聚芳閣 1925
大正大震災大火災 講談社／編 講談社 1923
小公子 [バーネット／著] 菊池寛／譯 興文社 1927
金色夜叉 紅葉山人／著 春陽堂 1898
浮城物語 矢野文雄／著 岡崎屋書店 1906

編集・発行

群馬県立図書館（前橋市日吉町１−９−１）
電話 ０２７−２３１−３００８

