
第43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 現な像 新潮社 
二宮 大輔（新潮社装幀

室） 

大日本印刷 

錦明印刷 
大口製本印刷 

経済産業大臣賞 TORSO※ そしえて 永井 裕明 星光社印刷 星光社印刷 

東京都知事賞 
BIOSOPHIA of BIRDS 鳥のビオソフ

ィア※ 
東京大学出版会 原 研哉/伊能 佐和子 サンエムカラー 新日本製本 

審査委員奨励賞 

ルウとリンデン 旅とおるすばん※ 講談社 丸尾 靖子 日本写真印刷 大村製本 

母系 青磁社 濱崎 実幸 創栄図書印刷 新生製本 

グレン・マーカット：シンキング・

ドローイング/ワーキング・ドロー

イング 

TOTO/TOTO出版 太田 徹也 東京印書館 東京印書館 

日本書籍出版協会理事長賞 

事典・全集部門 慶應義塾史事典 
慶應義塾/慶應義

塾大学出版会 
中垣 信夫/西川 圭 港北出版印刷 積信堂 

芸術書部門 森山大道 写真集「S'」特別限定版 講談社 町口 覚 図書印刷 図書印刷 

文学・文芸(エッセイ)部門 本の本 書評集1994-2007 筑摩書房 祖父江 慎/吉岡 秀典 凸版印刷 積信堂 

生活・実用書部門 
白州次郎と白州正子 乱世に生き

た二人 
新潮社 

児玉 裕子（新潮社装幀

室）/熊谷智子 

凸版印刷 

錦明印刷 
大口製本印刷 

人文・社会科学書部門 
王朝文化辞典 -万葉から江戸まで

- 
朝倉書店 

薬師神デザイン研究所 

橘 香妃恵 
教文堂 牧製本印刷 

自然科学書部門 シーボルト日本植物図譜コレクション 小学館 林 琢真 三晃印刷 大口製本印刷 

外国語版部門 Wa. 50 Years of JAPEX Power 石油資源開発 井原 靖章 文化堂印刷 DNP製本 

語学・学参・辞典部門 オーレックス英和辞典 旺文社 牧野 剛士 
共同印刷/清水

印刷紙工 
牧製本印刷 

児童書・絵本部門 辞書びきえほん 日本地図 ひかりのくに 原 佳子 図書印刷 図書印刷 

コミック部門 
大島弓子が選んだ大島弓子選集 1

～3巻 

メディアファク

トリー 

羽良多 平吉/米倉みく

@EDiX 
共同印刷 共同印刷 

文庫・新書・双書部門 該当作なし     

社史・年史・自分史（私

家版）・その他 
TOYAMA360° 

立山システム研

究所 
吉野 光男 富山スガキ 渋谷文泉閣 

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。 

 

◎BIOSOPHIA of BIRDS 鳥のビオソ

フィア※ 
東京大学出版会 原 研哉/伊能 佐和子 サンエムカラー 新日本製本 

やまとなでしこ ～美人の品格～ ポプラ社 長坂 勇司 共同印刷 共同印刷 

日々のいろどり 花手帖 サンマーク出版 若山 嘉代子/黒田 麻美 共同印刷 共同印刷 

里山のおくりもの 世界文化社 新井 達久 東京印書館 大観社 

奇縁まんだら 
日本経済新聞出

版社 
横尾 忠則 凸版印刷 凸版印刷 

湖のメルヘン サンリオ フレーズ/大熊 ゆかり 図書印刷 

図書印刷/ジャ

パンアートレ

ーザー 

表紙 omote-gami 思潮社 中島 浩/楠本 亜紀 三報社印刷 誠製本 

とととと だんごむし 
ひさかたチャイ

ルド 
檜山 由美 共同印刷 共同印刷 

goma  

Katsuhiro Ichikawa Photographs 
市川勝弘 永井 裕明/藤井 圭 川嶋印刷 

カサハラ製本

社 

深泥丘奇談 
メディアファク

トリー 

祖父江 慎/コズフィッ

シュ 
図書印刷 図書印刷 

TORSO※ そしえて 永井 裕明 星光社印刷 星光社印刷 

PEACE LAND 2002-2007 
共同文化社/スナ

ッピンブッダ 

魚本 勝之/サンクディ

レクションズ 
アイワード 大口製本印刷 

日本図書館協会賞 気象予報士ハンドブック オーム社 小沼 孝至 
エヌ・ピー・エ

ス 
三水舎 

ユネスコ・アジア 
文化センター賞 

風のリーラ 清流出版 西山 孝司/広瀬 公治 図書印刷 図書印刷 

出版文化国際交流会賞 
清水三年坂美術館コレクション 

京七宝 並河靖之作品集 
淡交社 大西 和重 日本写真印刷 日本写真印刷 

読書推進運動協議会賞 ルウとリンデン 旅とおるすばん※ 講談社 丸尾 靖子 日本写真印刷 大村製本 

■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 43 回造本装幀コンクールで応募作品 123 者・346 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東京国際ブックフェア2009の会場内(7月9日～12日、於:東京ビッグサイト)で全点展示されます。 


