
第42回「造本装幀コンクール」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 HIROSHI NODA  MASTERWORKS 光村図書出版 勝井 三雄 光村印刷 大口製本印刷 

経済産業大臣賞 イラストレーテッド 名作椅子大全 新潮社 
二宮 大輔(新潮社装幀

室) 
錦明印刷 

大口製本印刷/

岡山紙器所 

東京都知事賞 
有斐閣判例六法 Professional 平

成20年版 ※ 
有斐閣 ナカムラグラフ 共同印刷 共同印刷 

審査委員奨励賞 

池澤夏樹＝個人編集 世界文学全集

〔全 24 巻〕「オン・ザ・ロード」 ※ 
河出書房新社 KAWADE DESIGN WORKS 

凸版印刷 

方英社 
加藤製本 

未完の建築家 フランク・ロイド・

ライト 
TOTO デザイン倶楽部 図書印刷 図書印刷 

感性のバケモノになりたい 十文

字美信 写真 
求龍堂 石崎 路浩 岡村印刷工業 岡村印刷工業 

完訳 ファーブル昆虫記 4・5 巻 ※ 集英社 太田 徹也 大日本印刷 加藤製本 

はこ は はこ？ 光村教育図書 高橋 雅之 精興社 ブックアート 

日本書籍出版協会理事長賞 

事典・全集部門 全集 日本の歴史 小学館 原 研哉 凸版印刷 若林製本工場 

芸術書部門 THE DANCING WIND 求龍堂 太田 和彦 アイワード 石田製本 

文学・文芸(エッセイ)部門 和田誠切抜帖 新書館 和田 誠 図書印刷 図書印刷 

生活・実用書部門 育育児典 岩波書店 森本 千絵 精興社 
松岳社㈱青木

製本所 

人文・社会科学書部門 
バイブルキューブ 新共同訳 旧

約聖書続編つき 
日本聖書協会 新東京計算 三省堂印刷 星共社 

自然科学書部門 完訳 ファーブル昆虫記 4・5 巻 ※ 集英社 太田 徹也 大日本印刷 加藤製本 

外国語版部門 
Animals in Asian Tradition - Intangible 

Cultural Heritage (ICH) around Us 

ユネスコ・アジア

文化センター 

杉浦 康平/佐藤 篤司/

島田 薫 
大日本印刷 大日本印刷 

語学・学参・辞典部門 新潮日本語漢字辞典 新潮社 
高橋 千裕(新潮社装幀

室) 

大日本印刷/錦

明印刷 

大進堂/岡山紙

器所 

児童書・絵本部門 ｢色｣の大研究(全4巻) 岩崎書店 鈴木 康彦 凸版印刷 凸版印刷 

コミック部門 2001夜物語 原型版 上・下 光文社 高橋 聡 共同印刷 フォーネット社 

文庫・新書・双書部門 源氏物語 全十巻 講談社 丸尾 靖子 
凸版印刷/千代

田オフセット 
 

社史・年史・自分史（私

家版）・その他 
医学書院2007 医学書院 中垣 信夫/西川 圭 三美印刷 星共社 

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。 

 

◎大書源 二玄社 也寸美 モリモト印刷 牧製本印刷 

きむらゆういちのだんだんしかけえ

ほん いっぱいたべてげんきなうんち 
世界文化社 星野 美江 凸版印刷 凸版印刷 

南方熊楠 菌類図譜 新潮社 
大森 賀津也(新潮社装

幀室) 

半七写真印刷

工業 
大口製本印刷 

栄養・食糧学用語辞典 建帛社 本間 久雄 亜細亜印刷 ブロケード 

こねずみチッチのひとりでおつかい フレーベル館 末崎 茂樹 図書印刷 図書印刷 

てんじつきさわるえほんシリーズ 

きかんしゃトーマスなかまがいっ

ぱい 

小学館 山田 由紀子 
共同印刷/田中

産業 

ユニバーサル

デザイン絵本

センター 

UMEZZ PERFECTION 漂流教室1・2・3 小学館 コズフィッシュ 図書印刷 図書印刷 

神なるオオカミ 上・下 講談社 坂川 栄治/田中 久子 共同印刷 黒柳製本 

写真集 アンコールの仏像 
日本放送出版協

会 

菊地 信義/芦澤 泰偉/

児崎 雅淑 
凸版印刷 凸版印刷 

中川肇一行詩集 或るギャラリー 中川 肇 木元省美堂 常川製本 

有斐閣判例六法 Professional 平

成20年版 ※ 
有斐閣 ナカムラグラフ 共同印刷 共同印刷 

池澤夏樹＝個人編集 世界文学全集

〔全 24 巻〕「オン・ザ・ロード」 ※ 
河出書房新社 KAWADE DESIGN WORKS 

凸版印刷 

方英社 
加藤製本 

日本図書館協会賞 
金と芸術 なぜアーティストは貧

乏なのか？ 
グラムブックス 宗利 淳一 光村印刷 山田大成堂 

読書推進運動協議会賞 語るためのグリム童話集(全 7巻) 小峰書店 杉浦 範茂 三秀舎 小高製本工業 

ユネスコ・アジア 
文化センター賞 

ふたり☆おなじ星のうえで 東京書籍 杉浦 範茂 凸版印刷 凸版印刷 

出版文化国際交流会賞 
世界遺産巡礼の道をゆく 

カミーノ・デ・サンティアゴ 
玉川大学出版部 長友 啓典/三田村 邦亮 オカムラ印刷 オカムラ印刷 

■第42回造本装幀コンクール( (社)日本書籍出版協会、(社)日本印刷産業連合会主催)：応募作品127者・374点 


