
第41回「造本装幀コンクール展」入賞作品 
                                                     ※は複数の賞に入賞 

賞   名 作 品 名 出版社名 装幀者名 印刷会社名 製本会社名 

文部科学大臣賞 
｢おかしな二人組｣スゥード・カップル

（三部作） ※ 
講談社 菊地 信義 精興社 大口製本印刷 

経済産業大臣賞 江戸鳥類大図鑑 ※ 平凡社 大森 裕二 プロスト 石津製本所 

東京都知事賞 
｢鏡の国のアリス｣ ｢不思議の国の

アリス｣ ※ 

エスクァイア マガ

ジン ジャパン 

中村 慎吾/ 

Copanda Varelser 
共同印刷 大口製本印刷 

審査委員奨励賞 

富士山風雲禄 パイカットアイ 安東 洋和 凸版印刷 凸版製本 

100 Books ※ ひつじ工房 永松 大剛/平木 千草 共同印刷 
共同印刷/マル

トー紙工 

NEW TOWN ※ リトルモア ｓｉｇｎ 凸版印刷 凸版印刷 

おもたせ暦 ※ 文化出版局 若山 嘉代子 共同印刷 大口製本印刷 

日本書籍出版協会理事長賞 

事典・全集部門 ｢百年の孤独｣ ｢コレラの時代の愛｣ 新潮社 望月 玲子/二宮 大輔 錦明印刷 大口製本印刷 

芸術書部門 ｆ5.6のハロー 1/125のサヨナラ 小学館 坂川 栄治 凸版印刷 牧製本印刷 

文学・文芸（エッセイ）

部門 

｢おかしな二人組｣スゥード・カップル

（三部作） ※ 
講談社 菊地 信義 精興社 大口製本印刷 

生活・実用書部門 NEW TOWN ※ リトルモア ｓｉｇｎ 凸版印刷 凸版印刷 

人文・社会科学書部門 西欧言語の歴史 藤原書店 刈屋 琢 図書印刷 図書印刷 

自然科学書部門 内科学（特装版） 医学書院 柳沢 耕平 大日本印刷 大日本製本 

外国語版部門 Ｂｅｏｐｕｌf 春風社 長田 年伸 シナノ シナノ 

語学・学参・辞典部門 大辞林 第三版 三省堂 杉浦 康平/佐藤 篤司 三省堂印刷 三省堂印刷 

児童書・絵本部門 ペンギンパンダのやさいだいすき 
ひさかたチャイ

ルド 

もりとるい/エムオー・ク

リエイティブ/北村 友紀 
図書印刷 図書印刷 

コミック部門 豪華限定版 画伝蒼天航路 講談社 斉藤 昭 廣済堂 大口製本印刷 

文庫・新書・双書部門 

日経ビジネス人文庫 シリーズ・私

の履歴書 ｢日本画の巨匠｣ ｢最強

の横綱｣ ｢女優の運命｣ ｢中間小

説の黄金時代｣ 

日本経済新聞出

版社 
鈴木成一デザイン室 凸版印刷 凸版印刷 

社史・年史・自分史（私

家版）・その他 
北の出土刀を科学する 佐藤 矩康 須田 照生 アイワード 石田製本 

日本印刷産業連合会 
会長賞 

 
◎は特に印刷・製本にす
ぐれているため日本印刷

産業連合会会長賞 印
刷・製本特別賞とする。 
 

◎桃の木 冬 楡書店 奈良 万紀子 製本屋胡蝶 製本屋胡蝶 

とらとほしがき 光村教育図書 城所 潤 精興社 ブックアート 

小袖 ピエ・ブックス 烏頭尾 秀章/岩本憲二 図書印刷 図書印刷 

狂骨の夢 講談社 菊地 信義 凸版印刷 凸版印刷 

海のメルヘン 潮風の少女マリー サンリオ サンリオ/フレーズ 図書印刷 
図書印刷/ジャパ

ンアートレーザー 

完本 日本料理事物起源 全２冊 岩波書店 宇野 泰行 精興社 牧製本印刷 

おもたせ暦 ※ 文化出版局 若山 嘉代子 共同印刷 大口製本印刷 

マイケル・ケンナ「北海道写真集」 Nazraeli Press ラム 凸版印刷 
トッパングラフ

ィック王子工場 

鳥への挨拶 ぴあ 山本 誠/川西 圭介 図書印刷 図書印刷 

100 Books ※ ひつじ工房 永松 大剛/平木 千草 共同印刷 
共同印刷/マル
トー紙工 

ON THE HORIZON ひつじ工房 永松 大剛/平木 千草 共同印刷 
共同印刷/マル
トー紙工 

｢鏡の国のアリス｣ ｢不思議の国の

アリス｣ ※ 

エスクァイア マガ

ジン ジャパン 

中村 慎吾/ 

Copanda Varelser 
共同印刷 大口製本印刷 

日本図書館協会賞 江戸鳥類大図鑑 ※ 平凡社 大森 裕二 プロスト 石津製本所 

読書推進運動協議会賞 水のミーシャ 清流出版 西山 孝司/広瀬 公春 図書印刷 図書印刷 

 ユネスコ・アジア 
文化センター賞 

ぼくのウンチはなんになる？ 

ミチコーポレー

ション発行/英治
出版発売 

イエスタデイ伊藤 

Michi 

Corporation 
Ltd.(Sri Lanka) 

Michi 

CorporationLtd.
(Sri Lanka) 

出版文化国際交流会賞 入会・入学案内グラフィックス ピエ・ブックス 松村 大輔 図書印刷 図書印刷 

■上記受賞作品は、(社)日本書籍出版協会と(社)日本印刷産業連合会が主催する第41回造本装幀コンクール展で応募作品107者・356点の中から選

ばれたものです。受賞作品および応募作品は7月5日～8日まで東京ビッグサイトで開催される東京国際ブックフェアの会場内で全点展示されます。 


