
第54回造本装幀コンクール　部門別出品リスト　（作品名の五十音順）

No. 書籍名 出版社名 装幀者名 印刷会社名 製本会社名 著者・編集者名 ISBN 作品紹介URL

部門1：文学、文芸（エッセイ）

1 A Beautiful Presence 株式会社Daisy Lin 渡部智宏・平綿久晃 株式会社アトミ 株式会社アトミ 前田義子 Noriko "Daisy Lin" Maeda 9784908071058 https://www.daisy-lin.com/products/detail/314

2 ICONIC WORLD　ケルトの夕映え 東方出版株式会社 玉田真奈美 富士美術印刷株式会社 富士美術印刷株式会社 玉田俊郎（著者） 押金純士（編集者） 9784862493897 http://www.fuigoland.com/

3 ICONIC WORLD　タラの丘のプリンセス物語 東方出版株式会社 玉田真奈美 富士美術印刷株式会社 富士美術印刷株式会社 玉田俊郎（著者） 押金純士（編集者） 9784862493897 http://www.fuigoland.com/

4
青森の文学世界 

〈北の文脈〉を読み直す
弘前大学出版会 佐藤光輝 (有)小野印刷所 (有)小野印刷所 郡 千寿子・仁平 政人　編著 9784907192792 http://www.hirosaki-u.ac.jp/hupress/

5 アメリカ文学との邂逅　カート・ヴォネガット トラウマの詩学 株式会社三修社 宗利淳一 萩原印刷株式会社 加藤製本株式会社 諏訪部浩一 9784384059410

6
アメリカ文学との邂逅　チャールズ・ブコウスキー　スタイルとして

の無防備
株式会社三修社 宗利淳一 萩原印刷株式会社 加藤製本株式会社 坂根隆広 著　諏訪部浩一 監修 9784384059434

7
アメリカ文学との邂逅　トマス・ピンチョン　帝国、戦争、システ

ム、そして選びに与れぬ者の生
株式会社三修社 宗利淳一 萩原印刷株式会社 加藤製本株式会社 永野良博 著　諏訪部浩一 監修 9784384059427

8 アレクシアス 悠書館 高麗隆彦 理想社 新広社 アンナ=コムニニ著・相野洋三訳・長岡正博編集 9784865820409 https://www.yushokan.co.jp/

9 石 あさやけ出版 新島龍彦 有限会社篠原紙工 有限会社篠原紙工 石原弦 http://asayake-shuppan.com/786

10 ITALY 砂子屋書房 倉本修 長野印刷商工株式会社 渋谷文泉閣 岡井隆著／堀田季何・中川宏子訳 9784790417354

11 星と祭 能美舎 桐畑敦 (株)シナノ (株)シナノ 井上靖 9784909623027 https://www.kyuhokissaten.com/noubisya

12 神（イマーナ）の影　　ルワンダへの旅――記憶・証言・物語 エディション・エフ 浜田佐智子 サンケイデザイン（株） ヴェロニク・タジョ著　村田はるせ訳 9784909819062 https://editionf.jp/news/1086/

13 いまきみがきみであることを 株式会社　書肆侃侃房 成原亜美 モリモト印刷株式会社 白井明大、カシワイ 9784863854291 http://www.kankanbou.com/books/poetry/poetry/0429

14 海の見える丘　あなたの未来へ贈る５つの物語 株式会社　星の環会 坂川栄治+鳴田小夜子（坂川事務所） 株式会社　光陽メディア 株式会社　光陽メディア くすのきしげのり 9784892945892

15 大きな字で書くこと ㈱岩波書店 桂川潤 ㈱精興社 牧製本印刷㈱ 加藤典洋・坂本政謙 9784000613736 https://www.iwanami.co.jp/book/b482333.html

16 海賊 ３０３BOOKS
細山田光宜・藤井保奈(細梁田デザイ

ン事務所)
共同印刷㈱ （株）若林製本工場 神戸万知 9784909926043

17 崖にて 現代短歌社 花山周子 創栄図書印刷 新里製本所 北山あさひ 9784865343465 http://gendaitanka.jp/

18 からころ ㈱講談社エディトリアル ㈱グレイスデザイン 豊国印刷㈱ 豊国印刷㈱ 大竹 民子 9784866770802 https://grace-design.info/works/works-karakoro/

19 ガラン版千一夜物語全6冊 ㈱岩波書店 岩波書店製作部
本文印刷：㈱理想社／函印刷：半七

写真印刷工業㈱
牧製本印刷㈱／製函：加藤製函所 西尾哲夫［訳］・中西沢子 9784000287739 https://www.iwanami.co.jp/book/b457226.html

20 京都に女王と呼ばれた作家がいた　山村美紗とふたりの男 (株)西日本出版社 上野かおる (株)光邦 (株)光邦 著者・花房観音　/  編集・松田きこ 9784908443527 http://www.jimotonohon.com/annai/a1527_yamamuramisa.html

21
雲の伯爵

－富士山と向き合う阿部正直－
平凡社 西野嘉章・山本浩貴 秋田活版印刷株式会社 秋田活版印刷株式会社 西野嘉章 9784582838466

22 源氏物語　下 ㈱河出書房新社 佐々木暁 ㈱享有堂印刷所 加藤製本㈱ 角田光代　訳 9784309728766 https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309728766/

23 現代アメリカ文学ポップコーン大盛 株式会社　書肆侃侃房 成原亜美 モリモト印刷株式会社
青木耕平、加藤有佳織、佐々木楓、里内克巳、日野

原慶、藤井光、矢倉喬士、吉田恭子
9784863854314 http://www.kankanbou.com/books/essay/0431

24 聲 あさやけ出版 新島龍彦 有限会社篠原紙工 有限会社篠原紙工 石原弦 9784991151507 http://asayake-shuppan.com/781

25 ざわめきのなかわらいころげよ ㈱思潮社 岡本啓 ㈱創栄図書印刷 ㈱創栄図書印刷 岡本啓 9784783737308 https://okamotokei.com

26 私家版  平成月々記 （有）うえむねっと 中村愼太郎 （株）アレス （株）アレス 植村泰佳 9784600003494

27 ジャケ買いしてしまった!!
（株）シンコーミュージックエンタ

テイメント
茂村巨利 （株）共立アイコム （株）共立アイコム 中野俊成 9784401770335 http://www.jazzjapan.co.jp/index.html

28 十万光年の詩 （株）佼成出版社 西岡裕二

共同日本写真印刷（株）　（現：共

同印刷マーケティングソリューショ

ンズ（株））

（株）若林製本工場 著者：和合亮一/佐々木隆　編集者：吉川暢一 9784333028245 https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b498528.html

29 掌篇歳時記　春夏 講談社 鈴木　千佳子 凸版印刷株式会社 株式会社若林製本工場

瀬戸内寂聴　絲山明子　伊坂幸太郎　花村萬月　村

田沙耶香　津村節子　村田喜代子　滝口悠生　橋本

治　長嶋有　髙樹のぶ子　保坂和志

9784065151792

30 神域（下） 毎日新聞出版（株） 岡田ひと實 精文堂印刷（株） 大口製本印刷（株） 真山仁 9784620108483

31 神域（上） 毎日新聞出版（株） 岡田ひと實 精文堂印刷（株） 大口製本印刷（株） 真山仁 9784620108476

32 鈴木チヨ詩集　愛と恋と夢 北川元気 有限会社篠原紙工 鈴木チヨ

33 絶体絶命文芸時評 株式会社　書肆侃侃房 成原亜美 亜細亜印刷株式会社 佐々木敦 9784863854154 http://www.kankanbou.com/books/essay/0415

34 掃除婦のための手引き書　－ルシア・ベルリン作品集 講談社 クラフト・エヴィング商會 豊国印刷株式会社 加藤製本株式会社 ルシア・ベルリン　訳・岸本　佐知子 9784065119297

35 それぞれの街に降る雨についての数行 - 増本綾 Paperwork - 朱位昌併・千種創一・吉田恭大 https://twitter.com/aya20843623/status/1312330203906011136?s=20

36 多和田葉子詩集「まだ未来」 ㈱ゆめある舎 髙岡昌生/谷川恵 ㈲嘉瑞工房 ㈲美篶堂 多和田葉子 9784990708436 http://www.yumearusha.com/

37 遅速あり 砂子屋書房 装幀者名倉本修 長野印刷商工株式会社 渋谷文泉閣 三枝昂之 9784790417125

38 蝶 株式会社思潮社 山元伸子 創栄図書印刷株式会社 加藤製本株式会社 柏木麻里・連東孝子 9784783737223 http://www.shichosha.co.jp/newrelease/item_2594.html

39 月の家の人びと エディション・エフ 浜田佐智子 サンケイデザイン（株） 砂岸あろ 9784909819109 https://editionf.jp/news/1225/

40 《展覧会記念版》榲桲に目鼻のつく話 ㈱エディシオン・トレヴィル 泉屋宏樹 シナノ書籍印刷㈱ ㈱エイト
著者：泉鏡花　絵：中川学　編集者：穴倉玉日（泉

鏡花記念館）
http://www.editions-treville.com/

41 内緒にしといて ㈱晶文社 脇田あすか（cozfish） 中央精版印刷㈱ 中央精版印刷㈱
著者：長井短

編集者：深井美香（晶文社）
9784794971982 https://www.shobunsha.co.jp/?p=5885

42 ぬばたま エディション・エフ 堀内仁美 サンケイデザイン（株） 北夙川不可止 9784909819093 https://editionf.jp/news/1193/

43 猫と東大。 株式会社ミネルヴァ書房 西野真理子（株式会社ワード） 株式会社冨山房インターナショナル 株式会社藤沢製本 東京大学広報室 編 9784623089314 https://www.minervashobo.co.jp/book/b531803.html

44 はじめまして現代川柳 ㈱書肆侃侃房 森敬太 モリモト印刷㈱ モリモト印刷㈱ 小池正博 9784863854208 http://www.kankanbou.com/books/poetry/senryu/0420

45 ババヤガの夜 ㈱河出書房新社 山影麻奈 ㈱享有堂印刷所 加藤製本㈱ 王谷晶 9784309029191 https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309029191/

46 浜竹 青磁社 花山周子 創栄図書印刷 創栄図書印刷 相原かろ 9784861984259

47 光と私語 いぬのせなか座 山本浩貴＋ｈ シナノ印刷株式会社 印刷会社名シナノ印刷株式会社

48 抽斗のなかの海 ㈱中央公論新社 近藤一弥 図書印刷 大口製本印刷㈱ 朝吹真理子 9784120052002

49 フェオファーンオラトリオⅠ黄金国の黄昏 opsol book 宮川和夫 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 菫乃薗ゑ・鈴木征浩 9784801496521C0093 https://opsolbook.com

50 フェオファーンオラトリオⅠ白銀の断罪者 opsol book 宮川和夫 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 菫乃薗ゑ・鈴木征浩 9784801496521C0093 https://opsolbook.com

51 BLACK HIBISCUS　I, II, III, IV いぬわし書房 宇佐美智久 藤原印刷株式会社 ㈲栄久堂
著者：丸山健二

編集者：宇佐美智久
https://www.eikyudo.com/

52 震える虹彩 岡田和奈佳＋水原涼＋安田和弘 岡田和奈佳 鬼頭印刷株式会社 株式会社渋谷文泉閣 水原涼＋安田和弘 https://www.wanakaokada.com/2020-huruerukousai

53 ぼくの鳥あげる 幻戯書房 宮川和夫 美研プリンティング 美研プリンティング 佐野洋子/広瀬弦・風木一人 9784864881609C0093 -

54 ホモサピエンス詩集　四元康祐翻訳集現代詩篇 株式会社 澪標 倉本　修 亜細亜印刷株式会社 亜細亜印刷株式会社 四元康祐 9784860784652 www.miotsukushi.co.jp

55 ミヒャエル・エンデ生誕九〇年記念版鏡の中の鏡―迷宮 ㈱岩波書店 岩波書店製作部 ㈱精興社／加工：㈱王子加工所 牧製本印刷㈱／製函：加藤製函所 ミヒャエル・エンデ／田村都志夫［訳］／吉田裕 9784000613668 https://www.iwanami.co.jp/book/b480369.html

56 山學ノオト エイチアンドエスカンパニー 武田晋一 藤原印刷株式会社 ダンク セキ株式会社 青木真兵・青木海青子 9784990759636

https://www.habookstore.com/%E5%87%BA%E7%89%88-

publish/%E5%B1%B1%E5%AD%B8%E3%83%8E%E3%82%AA%E3%83%88

/

57 曜変天目あるいは心 株式会社白水社 中野豪雄+大髙奈津子 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社
著者：勝井三雄　

編者：谷口江里也
9784560097885

58 夜の水平線 ふらんす堂 戸田勝久 日本ハイコム（株） （株）松岳社 津川絵理子 9784781413198

59 ラウンド・ミッドナイト　風の言葉 田畑書店 田畑書店デザイン室 藤原印刷 加藤製本 丸山健二 9784803803778 http://www.tabatashoten.co.jp

60 落花狼藉 （株）双葉社 岡田ひと實 大日本印刷（株） （株）若林製本工場 朝井まかて 9784575241990

61 ラブレター ㈱白泉社 名久井直子 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ ヒグチユウコ 9784592762614

62 ワカタケル ㈱日経ＢＰ 小川順子 錦明印刷㈱ 大口製本印刷㈱ 池澤夏樹・苅山靖幸 9784532171582 https://nikkeibook.nikkeibp.co.jp/search-books

63 『わたしのまっしろときんいろ』カネコアヤノ 株式会社1994 宮添浩司 藤原印刷株式会社 藤原印刷株式会社

64 私は小説である 幻戯書房 山本浩貴＋ｈ 美研プリンティング 美研プリンティング 佐々木敦 9784864881760

https://www.genki-

shobou.co.jp/books/%E7%A7%81%E3%81%AF%E5%B0%8F%E8%AA%AC

%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B

65 一九三〇年代モダニズム詩集―矢向季子・隼橋登美子・冬澤弦 みずのわ出版 林　哲夫 (株)山田写真製版所 (株)渋谷文泉閣 季村　敏夫 9784864260381

66 Nineteen Dreams and a True Story - 増本綾 Paperwork - 増本綾 https://www.paperwork.tw

部門2：芸術書

67 「A Book Cat Dictionary」 書肆サイコロ サイトヲヒデユキ ㈱アイワード ㈱博勝堂 中西なちお／トラネコボンボン

68 R 今朝パブリッシング 吉田ナオヤ （株）グラフィック （株）グラフィック 大和田良 https://www.hiba.jp/works/1128/

69 Out of line 書肆サイコロ サイトヲヒデユキ 書肆サイコロ／グラフィック 書肆サイコロ Alison Turnbull

70
AONO　FUMIAKI

NAOSU
T&Mproject 伊藤裕 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所

執筆：青野文昭、福住廉、小森はるか、椹木野衣、

清水建人

編集：細谷修平、清水建人

https://www.tandmprojects.com/

71 明るさ DOOKS 相島 大地 株式会社シナノ 株式会社シナノ qp 9784907934415 http://dooks.info/270-dooks2.html

72 ASAKUSA Zen Foto Gallery 伊野耕一 (株)ライブアートブックス (株)博勝堂 ローニン・デ・フーデ 9784910244044 https://zen-foto.jp/jp/book/asakusa

73 Ama Dablam SLANT 田中貴志 大村印刷株式会社 大村印刷株式会社 著者：石川直樹／編集者：日村征ニ 9784907487119 http://slant.jp/ama-dablam/

74 AMAZING TOYAMA BOOK 富山市企画管理部広報課 クロス（伊藤久恵） 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣

監修：富山市企画管理部広報課、編集制作：クロ

ス、ＣＤ高橋修宏、ＡＤ伊藤久恵、Ｄ立花知子、Ｐ

Ｄ熊倉桂三、Ｐテラウチマサト、室澤敏晴、アメイ

ジングトヤマ 写真部　他

75 雨の歌　ゲルハルト・ボッセ、その肖像のための十八のデッサン アルテスパブリッシング 桂川　潤 太陽印刷工業株式会社 太陽印刷工業株式会社 菅野　美智子 9784865591965

76 Alphonse Inoue WORKS CATALOGUE RAISONN? 1972-2015 レイミア プレス 花房秀行 株式会社　中野コロタイプ 恩田則保 アルフォンス イノウエ

77 あれから-ルワンダジェノサイドから生まれて 赤々舎 大西正一 (株)ライブアートブックス (株)渋谷文泉閣

著者：ｼﾞｮﾅｻﾝﾄｰｺﾞｳﾞﾆｸ

企画・翻訳：竹内万里子

編集：姫野希美、竹内万里子

9784865411157 https://mo-d6.com/works/book/0091.html

78 石川ガラス工芸舎吹業廿周年 倉敷意匠アチブランチ サイトヲヒデユキ 株式会社アイワード 株式会社アイワード・書肆サイコロ ー

79
石橋財団アーティゾン美術館開館記念展　見えてくる光景　コレク

ションの現在地

公財）石橋財団　アーティゾン美術

館
木村稔将 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所 貝塚健、島本英明、上田杏菜

80
石元泰博 生誕100年

ISHIMOTO YASUHIRO CENTENNIAL
（株）平凡社 見増勇介 (株)東京印書館 大口製本印刷株式会社

内田伸一（編集）

蟹沢格（編集）

https://www.ym-

d.jp/works/%e7%9f%b3%e5%85%83%e6%b3%b0%e5%8d%9a-

%e7%94%9f%e8%aa%95100%e5%b9%b4-2/

81
Image Collage Works Inspired by Edgar Allan Poe『The White 

Book』Ichiro Kutome Design Studio
LE PETIT PARISIEN 久留一郎デザイン室 東洋紙業（株） （有）オビック恩田製本所 久留一郎デザイン室 https://www.lecurioarts.com

82
Image Collage Works Inspired by Edgar Allan Poe『The Black 

Book』Ichiro Kutome Design Studio
Art & Antiques LECURIO 久留一郎デザイン室 東洋紙業（株） （有）オビック恩田製本所 久留一郎デザイン室 https://www.lecurioarts.com

83 伊豫田晃一作品集vol.2テネブリス・ルクス 株式会社エディシオン・トレヴィル 竹智淳（chutte） シナノ書籍印刷株式会社 株式会社エイト 伊豫田晃一 9784309921649 http://koichiiyoda.com

84 伊豫田晃一作品集vol.1マグヌム・オプス 株式会社エディシオン・トレヴィル 竹智淳（chutte） シナノ書籍印刷株式会社 株式会社エイト 伊豫田晃一 9784309921648 http://koichiiyoda.com

85 伊豫田晃一作品集 特別限定版 アルス・コンビナトリア 株式会社エディシオン・トレヴィル 竹智淳（chutte） シナノ書籍印刷株式会社 株式会社エイト 伊豫田晃一 http://koichiiyoda.com

86 岩、紙、風 濱田晋 Tanuki
渡辺印刷株式会社、キンコーズ・

ジャパン株式会社
Tanuki 濱田晋 https://www.shinhamada.com/publication

87 岩田剛典3rd写真集『Spin』 株式会社　講談社 町口覚 凸版印刷株式会社 大口製本印刷株式会社 岩田 剛典 9784065170380

88 インタラクション：響きあうこころ 富山市ガラス美術館 羽田純（ROLE） 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣

D：羽田純・久保田光明（株式会社ROLE）、編

集：富山市ガラス美術館　青木智子・棚田早紀・古

澤かおり・田辺友里子

89 We Don't Know God Chim↑Pom 2005?2019 ユナイテッドヴァガボンズ 吉岡秀典 株式会社サンエムカラー 株式会社サンエムカラー Chim↑Pom 9784908600036

90 Water Memory 原田教正 橋詰冬樹 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣 原田教正

91 『The UKIYO-E 2020―日本三大浮世絵コレクション』 展覧会図録 （株）日本経済新聞社 おおうちおさむ 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 編集：岩切友里子

92 内田あぐり-化身、あるいは残丘 株式会社　国書刊行会 渡邉翔 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣

監修：内田あぐり（武蔵野美術大学　日本画学科教

授）、編集：武蔵野美術大学　美術館・図書館　北

澤智豊　鳥越麻由、D：渡邉翔、PD：株式会社　山

田写真製版所　広瀬正周

9784336063601

93 美し、をかし、和名由来の江戸花図鑑 株式会社パイ インターナショナル 田島一彦 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 田島一彦　杵淵恵子 9784756251770

94 英国貴族の城館 河出書房新社 辻修平 凸版印刷株式会社 加藤製本株式会社
増田彰久

9784309278964

95
8 Books & 8 Boxes + 1　山口信博と新島龍彦による「八冊 + 一冊の

本と箱」
新島龍彦 山口信博　＋　玉井一平 株式会社サンエムカラー 新島龍彦+有限会社篠原紙工 山口信博　＋　新島龍彦

96 ええのん pct / oubon 秋山伸＋井元友香／edition.nord poncotan w&g poncotan w&g 谷このみ

97 絵と、 Gallery αM 山田拓矢 株式会社八絋美術

98 Ehime T&M Projects 中島雄太 （株）山田写真製版所 （有）篠原紙工 ゲリー・ヨハンソン 9784909442147 https://www.tandmprojects.com/products/ehime

99 Ehime T&Mproject 中島雄太 株式会社　山田写真製版所 ㈲篠原紙工
著者：ゲリーヨハンソン

編集：松本知己
9784909442147 https://www.tandmprojects.com/

100 Eros Lost Zen Foto Gallery 羅 苓寧 (株)東京印書館 (株)渋谷文泉閣 倉田精二 9784905453918 https://zen-foto.jp/jp/book/eros-lost

https://www.daisy-lin.com/products/detail/314
http://www.fuigoland.com/
http://www.fuigoland.com/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/hupress/
http://asayake-shuppan.com/786
https://editionf.jp/news/1086/
http://www.kankanbou.com/books/poetry/poetry/0429
https://www.iwanami.co.jp/book/b482333.html
http://gendaitanka.jp/
https://grace-design.info/works/works-karakoro/
https://www.iwanami.co.jp/book/b457226.html
http://www.jimotonohon.com/annai/a1527_yamamuramisa.html
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309728766/
http://www.kankanbou.com/books/essay/0431
http://asayake-shuppan.com/781
http://www.jazzjapan.co.jp/index.html
http://www.kankanbou.com/books/essay/0415
https://twitter.com/aya20843623/status/1312330203906011136?s=20
http://www.shichosha.co.jp/newrelease/item_2594.html
https://editionf.jp/news/1225/
http://www.editions-treville.com/
https://www.shobunsha.co.jp/?p=5885
https://editionf.jp/news/1193/
https://www.minervashobo.co.jp/book/b531803.html
http://www.kankanbou.com/books/poetry/senryu/0420
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309029191/
https://opsolbook.com/
https://opsolbook.com/
https://www.eikyudo.com/
https://www.wanakaokada.com/2020-huruerukousai
http://www.miotsukushi.co.jp/
https://www.iwanami.co.jp/book/b480369.html
http://www.tabatashoten.co.jp/
https://www.genki-shobou.co.jp/books/%E7%A7%81%E3%81%AF%E5%B0%8F%E8%AA%AC%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B
https://www.genki-shobou.co.jp/books/%E7%A7%81%E3%81%AF%E5%B0%8F%E8%AA%AC%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B
https://www.genki-shobou.co.jp/books/%E7%A7%81%E3%81%AF%E5%B0%8F%E8%AA%AC%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B
https://www.paperwork.tw/
https://www.hiba.jp/works/1128/
https://www.tandmprojects.com/
https://zen-foto.jp/jp/book/asakusa
http://slant.jp/ama-dablam/
https://mo-d6.com/works/book/0091.html
https://www.ym-d.jp/works/%e7%9f%b3%e5%85%83%e6%b3%b0%e5%8d%9a-%e7%94%9f%e8%aa%95100%e5%b9%b4-2/
https://www.ym-d.jp/works/%e7%9f%b3%e5%85%83%e6%b3%b0%e5%8d%9a-%e7%94%9f%e8%aa%95100%e5%b9%b4-2/
https://www.ym-d.jp/works/%e7%9f%b3%e5%85%83%e6%b3%b0%e5%8d%9a-%e7%94%9f%e8%aa%95100%e5%b9%b4-2/
https://www.lecurioarts.com/
https://www.lecurioarts.com/
http://koichiiyoda.com/
http://koichiiyoda.com/
http://koichiiyoda.com/
https://www.shinhamada.com/publication
https://www.tandmprojects.com/products/ehime
https://www.tandmprojects.com/
https://zen-foto.jp/jp/book/eros-lost


No. 書籍名 出版社名 装幀者名 印刷会社名 製本会社名 著者・編集者名 ISBN 作品紹介URL

101 遠藤彰子《鐘》のすべて （合同会社）美学出版 新保韻香 創栄図書印刷（株） 創栄図書印刷（株） 森山明子 9784902078589 http://www.bigaku-shuppan.jp/book/902078589.html

102 煙突のある風景 Place　M 小松透 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣
著者：須田一政

制作：トーキヨーライトルーム
9784905360261 https://www.placem.com/

103 大阪美術倶楽部青年会百周年記念誌　若美津
大美青年会百周年記念事業実行委員

会
上田英司（シルシ） 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 大美青年会百周年記念事業実行委員会 なし

104 大竹伸朗　ビル景　1978-2019 HeHe 小関学 光村印刷株式会社 光村印刷株式会社 著者：大竹伸朗　編集者：中村水絵 9784908062261 https://www.ohtakeshinro.com/blank

105 Alter (株)ゴールドウイン 宇平剛史 (株)サンエムカラー (有)篠原紙工
ケン・リュウ＝著者、THE EUGENE Studio＝アー

トワーク

106 KAKERA T&M Projects 町口覚 （株）藤原印刷 （株）図書印刷 田附勝 9784909442123 https://www.tandmprojects.com/products/kakera-by-masaru-tatsuki

107 Gasherbrum II SLANT 田中貴志 大村印刷株式会社 大村印刷株式会社 著者：石川直樹／編集者：日村征ニ 4907487126 http://slant.jp/gasherbrum/

108 Kanamono Art 「Star」 株式会社cosmos 内田喜基 白山印刷株式会社 白山印刷株式会社 内田喜基 https://www.instagram.com/kanamono_art/

109 神息の音 蒼穹舎 加藤勝也 (株)サンエムカラー (株)サンエムカラー 原芳市 9784909883131 https://yoshiichihara.com/books/

110
『華麗なる「バレエ・リュス」と舞台芸術の世界-ロシア・バレエとモ

ダン・アート-』
株式会社パイ インターナショナル 原条令子 株式会社東京印書館 株式会社東京印書館 解説・監修　海野 弘、編集　荒川佳織 9784756251954 Ｃ0071 https://pie.co.jp/book/i/5195/

111 川村恵理「都市の肌理 touch of the urban skin」 PINHOLE BOOKS 泉美菜子 藤原印刷㈱ 藤原印刷㈱ 川村恵理 9784991160698 https://www.instagram.com/pppinholebooks/

112 GIFT ユナイテッドヴァガボンズ サイモン・ダラ 株式会社サンエムカラー 株式会社サンエムカラー 片山真理 9784908600043

113 ・京・瞬・歓・ 京都新聞出版センター 辻田和樹 双林株式会社 印刷会社名双林株式会社 中田　昭 9784763807243

114 空間に線を引く─彫刻とデッサン 株式会社アルテヴァン 藤田雅臣 株式会社シナノ 株式会社シナノ 土方明司／江尻潔

115 鯨の目 museum shop T 丸山晶崇 株式会社シナノ 大小島真木 9784991127410

116 Graphic Design in Japan 2020 六耀社 川上恵莉子 凸版印刷（株） （株）渋谷文泉閣 JAGDA年鑑委員会 9784815100094

117 Close to my ears
えほんやるすばんばんするかいしゃ

／紙片
サイトヲヒデユキ 中野活版印刷 美篶堂 杉本さなえ

118  黒田泰蔵 白磁 ヴァンジ彫刻庭園美術館 木下勝弘 アベイズム株式会社 アベイズム株式会社 森 啓輔 9784904257456

119 黒田泰蔵 白磁円筒　　松崎 健 陶塊石 株式会社タイゾウ　有限会社遊心窯 木下勝弘 アベイズム株式会社 アベイズム株式会社 黒田泰蔵  松崎 健

120
決定版作品集　そこに音楽がある限り―フィギュアスケーター・町田

樹の軌跡－
（株）新書館

Atelier t.e.r.m & SDR（新書館デザイ

ン室）
（株）加藤文明社 （株）若林製本工場 Atelier t.e.r.m 9784403311338 https://www.shinshokan.co.jp/special/tatsukimachida/photobook.html

121 cairn 小林茂太 宮添浩司 株式会社イニュイック 株式会社イニュイック 写真：小林茂太 http://www.shigetakobayashi.com/works/cairn

122 建築のことばを探す　多木浩二の建築写真 建築の建築 髙室湧人 (株)ライブアートブックス (株)博勝堂 飯沼珠実 9784991147500 https://house-of-architecture.org/

123 鯉江良二物語 (株)生活の友社
吉野章

（bird location）
(株)シナノ (株)シナノ 梅田美津子（著）・合田真子（編） 9784908429286 https://www.birdlocation.jp/design-works/koieryoji

124 コートールド美術館展　魅惑の印象派　図録
朝日新聞社・NHK・NHKプロモー

ション
川添　英昭 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

125 gone girl 株式会社マイブックサービス 橋詰冬樹 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣
著者：村上早

編集：伊藤雅俊
9784907490140

126 五百羅漢 宗教法人羅漢寺 吉田ナオヤ （株）ライブアートブックス （株）ライブアートブックス 大和田良 https://www.hiba.jp/works/1140/

127 近藤康平画集　ここは知らないけれど、知っている場所 月とコンパス 坂川朱音 株式会社サンエムカラー 有限会社篠原紙工 近藤康平 9784909734006 https://www.moon-compass.com

128 COMPOST　VOL.1 京都市立芸術大学
装丁・組版：松本久木＋納谷衣美

（松本工房）
(株)ライブアートブックス (株)渋谷文泉閣 編集：COMPOST編集委員会 9784991109836 http://www.kcua.ac.jp/arc/information/83/

129
佐賀町エキジビット・スペース　1983-2000

現代美術の定点観測
HeHe 菊地敦己 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所

著者：小池一子、田野倉康一、谷内克聡

編集：佐賀町アーカイブ、HeHe
9784908062339C0070 http://hehepress.com/

130 Satoshi　Hirose トゥルーリング 秋山伸 三永印刷株式会社 三永印刷株式会社 廣瀬智央・アーツ前橋 9784991151200 https://www.cawaiifactory.jp/

131 The Dreaming 蒼穹舎 加藤勝也 (株)サンエムカラー (株)サンエムカラー 小川康博 9784909883162 http://ogawayasuhiro.com/thedreaming.html

132 四角い布 Luft サイトヲヒデユキ 株式会社アイワード 博勝堂 ー

133 視覚の共振 光村図書出版株式会社 勝井三雄・中野豪雄
株式会社　山田写真製版所（熊倉桂

三、広瀬正周）
株式会社　渋谷文泉閣

企画・構成：勝井三雄

編集：中野デザイン事務所＋勝井デザイン事務所
9784813801092 https://www.mitsumura-tosho.co.jp/shohin/bijutsu/book_b003.html

134 鹿渡り 蒼穹舎 加藤勝也 (株)サンエムカラー (株)サンエムカラー 白石ちえこ 9784909883216 http://www.sokyusha.com/

135 縮小/拡大する美術　センス・オブ・スケール展 横須賀美術館 栗谷川舞（STUBBIE　DESIGN） 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所 立浪佐和子、工藤香澄（横須賀美術館）

136 手中一滴 T&M Projects 中島雄太 （株）オノウエ印刷 （株）博勝堂 山本昌男 9784909442109 https://www.tandmprojects.com/products/bonsai

137 書姿考－－拙著造本篇 玄風舎 西野嘉章・山本浩貴 秋田活版印刷株式会社 有限会社　篠原紙工 西野嘉章

138 Joseph Cornell collage & montage
フィルムアート社/DIC川村記念美術

館
サイトヲヒデユキ 株式会社アイワード ー DIC川村記念美術館 9784845918331

139 SILVER MARKER HeHe 須山悠里 株式会社アイワード
株式会社博勝堂

鈴木ヒラク・中村水絵 9784908062308 https://suyama-d.com/silver-marker/

140 新版『日本村』 (株)平凡社 山田脩二 株式会社サンエムカラー 新日本製本株式会社 山田脩二 9784582278347

141 隙ある風景 イマジネーションピカスペース 正親篤 藤原印刷株式会社 藤原印刷株式会社 日下慶太 97849910928 https://www.instagram.com/keitatata/

142 Skin (Folio Edition) 宇平剛史 宇平剛史 瞬報社写真印刷(株) (有)篠原紙工 宇平剛史＝作者 https://www.goshiuhira.com/artworks/skin-folio-edition

143 SketchBookOmnibus　George Cruikshank 伊丹市立美術館 大西正一 (株)ライブアートブックス (株)渋谷文泉閣

ジョージ・クルックシャンク

編集執筆：岡本梓

編集協力：森本若葉

https://mo-d6.com/works/book/0074.html

144 SPACE SUNGLASSES 株式会社でじたみん 宮添浩司 株式会社 加藤文明社印刷所 株式会社 加藤文明社印刷所 早川モトヒロ

145 背く画家　津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和 美術書出版株式会社　芸艸堂 橋詰冬樹 光村印刷株式会社 光村印刷株式会社 喜夛孝臣 9784753803132 https://www.unsodo.net/

146 田中一光 能　タマグラ学生 能 田中一光 模写と別解 多摩美術大学 木下勝弘 （株）エス・イー・シー研究所 （株）エス・イー・シー研究所 木下勝弘

147 知覚の感光板 赤々舎 須山悠里 (株)ライブアートブックス (株)博勝堂 鈴木理策 9784865411126C0072
http://www.risakusuzuki.com/ja/bibliography/%e7%9f%a5%e8%a6%9a%

e3%81%ae%e6%84%9f%e5%85%89%e6%9d%bf/

148 CHIKUUNSAI Ⅳ ∞ CCCアートラボ（株） 菊地敦己 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所
著者：四代　田辺竹雲斎

編集・デザイン：菊地敦己
9784866950143C0072

149 塵 Zen Foto Gallery 羅 苓寧 (株)東京印書館 (株)博勝堂 木格 9784905453871 https://zen-foto.jp/jp/book/ash-new-edition

150 津軽再考 道音舎LLP 硲勇 株式会社サンエムカラー 新日本製本株式会社 柴田祥 9784990935412 https://pub.michi-oto.com/

151 月のたね 私家版 サイトヲヒデユキ 書肆サイコロ・ハグルマ封筒 書肆サイコロ 小前洋子

152 『寺田克也原寸』 株式会社パイ インターナショナル
祖父江慎＋藤井瑶（コズフィッ

シュ）
株式会社 廣済堂 株式会社 廣済堂 寺田克也　大場義行　田中里奈（ひよこ舎） 9784756251657 Ｃ0079 https://pie.co.jp/book/i/5165/

153 天地創造 株式会社　小学館 佐村憲一 凸版印刷（株） （株）若林製本工場 白川　義員 9784096823088 https://www.shogakukan.co.jp/books/09682308

154 天地を掘っていく｜DOVE／かわいい人 edition kozo Tanuki

有限会社竹内紙器製作所、川嶋印刷

株式会社、株式会社明光社、渡辺印

刷株式会社

edition kozo 角尾宣信、村田冬実 https://www.instagram.com/editionkozo

155 「DOOR   IS   AJAR  ドアは開いているか」山本直彰 展　図録 武蔵野美術大学　美術館・図書館 杉山さゆり 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣

監修：山本直彰（武蔵野美術大学　日本画学科教

授）、編集：武蔵野美術大学美術館・図書館　大野

智世、D：杉山さゆり、PD：山田写真製版所　広瀬

正周

156 東京　ぼくの生まれた街 (同)エランド・プレス 坂脇慶 (株)イニュニック (株)イニュニック 石川直樹 9784910000000 https://errandpress.com/info/ep009/

157
東京好奇心 2020 渋谷 

TOKYO CURIOSITY 2020 SHIBUYA

『東京好奇心 2020 渋谷』実行委員会 

2020
浅葉克己 光村印刷（株） （株）渋谷文泉閣

特定非営利活動法人東京画、株式会社東急文化村・

太田菜穂子 監修（（株）クレー・インク）
http://tokyo-ga.org/topics/2020/12/15.html

158 Tokyo Debugger Zen Foto Gallery 伊野耕一 (株)アイワード (株)博勝堂 有元伸也 9784910244006 https://zen-foto.jp/jp/book/tokyo-debugger

159 東京2020公式アートポスター制作記録集 凸版印刷株式会社 川添英昭 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社
田尾圭一郎、大井智水［美術出版社］、柴原聡子

（編者）
4980558223938

160 東京夜行　マテウシュ・ウルバノヴィチ作品集II
株式会社エムディエヌコーポレー

ション
齋藤州一（sososo graphics） 株式会社廣済堂 株式会社廣済堂 マテウシュ・ウルバノヴィチ 9784844368564

161 写真集「Tokyo 1985」 蒼穹舎 塚本明彦 （株）サンエムカラー 新日本製本株式会社 大田通貴

162 東北残像 でる舎 加藤勝也 (株)山田写真製版所 (株)山田写真製版所 原芳市 https://yoshiichihara.com/books/

163 特別展　きもの　ＫＩＭＯＮＯ　図録
朝日新聞社　

テレビ朝日
株式会社Ｄ＿ＣＯＤＥ　垣本正哉 凸版印刷（株） 凸版印刷（株）

東京国立博物館

朝日新聞社

164 十時啓悦－樹木と漆と暮らし 武蔵野美術大学　美術館・図書館 谷田幸 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣

監修：十時啓悦+O11:O13（武蔵野美術大学工芸工

業デザイン学科教授）、編集：武蔵野美術大学美術

館・図書館　上原彰子・北澤智豊、D：谷田幸

165 砺波の人びと （株）平凡社 新保韻香 （株）東京印書館 大口製本印刷（株） 山田和 9784582278293 https://www.heibonsha.co.jp/book/b432512.html

166 TRINIDAD カノウリョウマ 新井結衣 （株）ナガノアンドプリンターズ 小泉翔（美篶堂） カノウリョウマ http://signal0929.com

167 DRESS CODE_東學肌絵図鑑 有限会社アトリエサード 東 學 アサヒ精版株式会社 アサヒ精版株式会社 東學・村上美香 9784883754205 http://188.jp/gaku/hadae/book

168 ドロヘドロ画集　ＭＵＤ　ＡＮＤ　ＳＬＵＤＧＥ 株式会社　小学館 祖父江慎＋藤井瑶（cozfish) 凸版印刷（株） （株）若林製本工場 林田　球 9784091990648 https://www.shogakukan.co.jp/books/09199064

169 Night Order
塩内浩二　

鈴木恵翔
株式会社サンエムカラー 有限会社篠原紙工 小田駿一

170 生誕90年記念永井一正 POSTER LIFE 多摩美術大学 木下勝弘 大日本印刷（株） 大口製本（株） 木下勝弘

171 長野ADC年鑑 2019
長野ＡＤＣ(アートディレクターズク

ラブ)
永田傑（ナガタデザイン） 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣 永田傑（ナガタデザイン）、長野ADC年鑑部会

172 NOTHING NEW キルティ（株） 太田江理子 （株）山田写真製版所 （株）山田写真製版所 中村力也・国本真治 9784991079214 http://kiltyinc.com

173 波を綴る 入江泰𠮷記念写真賞実行委員会 松本久木 株式会社サンエムカラー 壬生製本紙工所、(株)セイショウ 真鍋奈央 9784990935818

174 波を綴る 入江泰吉記念写真賞実行委員会 松本久木 株式会社サンエムカラー 壬生製本紙工所 真鍋奈央 9784990935818

175 27 コンセプトブック01 27 宮添浩司 株式会社LIVE ART BOOKS 株式会社LIVE ART BOOKS 写真：森山大道　文：鶴田啓　編集：藤木洋介

176 眠り展：アートと生きること　ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで 独立行政法人国立美術館 平野篤史（AFFORDANCE）、金晃平 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所 古舘遼（東京国立近代美術館）

177 バウハウス 歴史と理念 株式会社マイブックサービス 橋詰冬樹 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣 利光功 9784907490164

178 白 和久傳 サイトヲヒデユキ 株式会社アイワード ー 辻村史朗

179 BACCHI WORKS DIGINNER GALLERY 高谷 廉 （株）山田写真製版所 高橋彩子・鈴木宏信・鈴木ゆみ https://diginner.handcrafted.jp/items/36334972

180 HAPPENING STAIRS PRESS 矢崎 花 株式会社 イニュニック 株式会社 イニュニック 脇田あすか

181 林由紀子作品集　1997-2019　ペルセポネー　回帰する植物の時間 レイミア プレス 横田惇史 ㈱中野コロタイプ 恩田則保 林由紀子 9784909796028C0071

182
晴れの日本-青草窠のひととき-　The seasonal Beauty Japanese of 

cuisine
（株）インターカルチャー 葛西薫

（株）サンエムカラーサンエムカ

ラー
（有）美篶堂 永坂早苗 9784991066917C0070

183 BUNDLED AA pharmacy 藤田紗衣 pharmacy pharmacy 藤田紗衣 https://sfjt.pw/bk/baa.html

184 半麦ハットから 盆地Edition Tanuki
渡辺印刷株式会社、株式会社 加藤文

明社印刷所、株式会社グラフィック
自主製本 板坂留五 https://ruiitasaka.ooo/project/hanmugi_book.html

185 美術でさぐる現代の書 (株)生活の友社
吉野章

（bird location）
(株)シナノ (株)シナノ 武田厚（著）・野﨑真鳥（編） 9784908429248 https://www.birdlocation.jp/design-works/gendaisho

186 非常階段東京 THE ORIGIN OF TOKYO ㈱青幻舎 町口覚 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 佐藤信太郎 9784861527227

187 Before Us DOOKS 相島 大地 株式会社シナノ 株式会社シナノ 波田野 州平 9784907934422 http://dooks.info/285-dooks2.html

188 『100枚レターブック 日本の美しい花』 株式会社パイ インターナショナル 中本陽子 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 根津かやこ 9784756251558 Ｃ0070 https://pie.co.jp/book/i/5155/

189 VIEW　OSAKA　REMNANTS１９２６－１９８９　昭和残存 シラクサ LIVE　ART　BOOKS （株）大伸社　大阪本社 （株）大伸社　大阪本社 東松至朗　・　藪本絹美　野田博美 9784990690748

190 forward skybluebooks 久能真理 （株）サンエムカラー 有限会社篠原紙工 今城純 photographer今城純さんのHP http://www.jun-imajo.com

191 forward skybluebooks 久能真理 （株）サンエムカラー 有限会社篠原紙工 今城純 photographer今城純さんのHP http://www.jun-imajo.com

192 forward skybluebooks 久能真理 （株）サンエムカラー 有限会社篠原紙工 今城純 photographer今城純さんのHP http://www.jun-imajo.com

193 福沢一郎展　このどうしようもない世界を笑いとばせ 東京国立近代美術館 三木俊一（文京図案室） 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所 大谷省吾、古舘遼、中村麗子

194 FRAMEWORKS DOOKS 相島 大地 株式会社シナノ 株式会社シナノ 横山 雄 9784907934408 http://dooks.info/235-dooks2.html

195 PAINTINGS OF PAINTING ユナイテッドヴァガボンズ ファビアン・バロン 株式会社サンエムカラー 株式会社サンエムカラー 武田鉄平 9784908600050

196 BELL 赤々舎 大西正一 (株)ライブアートブックス (有)篠原紙工 古賀絵里子 9784865411249C0072 https://kogaeriko.com/works/w0004.html

197 HOME Portraits of the Hakka LITTLE MAN BOOKS 三木俊一 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣 中村治 9784910023007

198 北斎絵手本集成 弐 美術書出版株式会社 芸艸堂 犬塚達美 山田写真製版所 渋谷文泉閣 永田生慈 9784753803101

199 北斎没後170年記念　茂木本家美術館の北斎名品展 美術書出版株式会社　芸艸堂 川添英昭 光村印刷株式会社 光村印刷株式会社 すみだ北斎美術館

200 ほんきであそぶとせかいはかわる LIXIL出版 三木健 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣

編集：富山県美術館　渡辺希利子・湯佐明子、

AD：三木健、D：犬山蓉子（三木健デザイン事務

所）

9784864800464

201 MOTHER 赤々舎 中島雄太 ライブアートブックス 渋谷文泉閣 著者・編者名紀成道・姫野希美 9784865410976

202 mother 赤々舎 中島雄太 (株)ライブアートブックス (株)渋谷文泉閣 紀成道 9744865410976 https://kinoseido.jp/works/mother_ja.html#book

203 写真集「水のにおい」 蒼穹舎 塚本明彦 （株）サンエムカラー 新日本製本株式会社 大田通貴

204 三鷹市美術ギャラリー収蔵品目録I 三鷹市美術ギャラリー・公益財団法 島なおこ 日本写真印刷コミュニケーションズ 日本写真印刷コミュニケーションズ 浅倉祐一朗、大竹ゆき（三鷹市美術ギャラリー） https://mitaka-sportsandculture.or.jp/gallery/event/20201205/

205 ミロコマチコ いきものたちはわたしのかがみ 展覧会公式図録 (株)朝日新聞社 漆原悠一 （株）サンエムカラー （株）サンエムカラー 著者＝ミロコマチコ 　なし https://mirocomachiko-cm.exhibit.jp/goods/

206 村上仁一写真集 roshin　books 町口覚 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣 著者：村上仁一 9784909742025 http://roshinbooks.com/subway.html

207 名刀大全 株式会社　小学館 おおうちおさむ NISSHA株式会社 牧製本印刷株式会社 渡邉妙子・原田一敏　監修 9784096823040 https://www.shogakukan.co.jp/books/09682304

208 メスキータ展 （株）キュレイターズ 大溝裕（Glanz） 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所
東京ステーションギャラリー、（株）キュレイター

ズ
9784901745291

209 メリヤスクラブ museum shop T 丸山晶崇 株式会社アトミ 株式会社アトミ 片岡メリヤス

http://www.bigaku-shuppan.jp/book/902078589.html
https://www.placem.com/
https://www.ohtakeshinro.com/blank
https://www.tandmprojects.com/products/kakera-by-masaru-tatsuki
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https://www.instagram.com/kanamono_art/
https://yoshiichihara.com/books/
https://pie.co.jp/book/i/5195/
https://www.instagram.com/pppinholebooks/
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http://www.shigetakobayashi.com/works/cairn
https://house-of-architecture.org/
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https://www.hiba.jp/works/1140/
https://www.moon-compass.com/
http://www.kcua.ac.jp/arc/information/83/
http://hehepress.com/
https://www.cawaiifactory.jp/
http://ogawayasuhiro.com/thedreaming.html
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/shohin/bijutsu/book_b003.html
http://www.sokyusha.com/
https://www.tandmprojects.com/products/bonsai
https://www.instagram.com/keitatata/
https://www.goshiuhira.com/artworks/skin-folio-edition
https://mo-d6.com/works/book/0074.html
http://www.risakusuzuki.com/ja/bibliography/%e7%9f%a5%e8%a6%9a%e3%81%ae%e6%84%9f%e5%85%89%e6%9d%bf/
http://www.risakusuzuki.com/ja/bibliography/%e7%9f%a5%e8%a6%9a%e3%81%ae%e6%84%9f%e5%85%89%e6%9d%bf/
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https://www.shogakukan.co.jp/books/09682308
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https://diginner.handcrafted.jp/items/36334972
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No. 書籍名 出版社名 装幀者名 印刷会社名 製本会社名 著者・編集者名 ISBN 作品紹介URL

210 森山大道写真集「蜉蝣」 アキオナガサワパブリッシング 町口覚 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 長澤章生

211 「夜光雲」　Noctilucent Cloud 神奈川県民ホール 大西正一 (株)ライブアートブックス (株)渋谷文泉閣 大山エンリコイサム

212 山口晃　親鸞　全挿画集 （株）青幻舎 塚原敬史 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所 著者：山口晃 9784861524790C0071 http://www.seigensha.com/

213 ラウル・デュフィ　絵画とテキスタイル （株）青幻舎 原条令子デザイン室 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所

執筆：シャーリー・ライフ・ホワーズ、木島俊介、

朝倉三枝、小川稔、宮内真理子、稲村純子、大西哲

理

編集：中村水絵

9784861527555C0071 http://www.seigensha.com/

214 LEVI'S VINTAGE DENIM JACKETS TYPE I / TYPE II / TYPE III ㈱ワールドフォトプレス 装幀デザイン：杉本利菜 大日本印刷㈱ 株式会社大観社 編集者：竹本泉 9784846500283 https://www.monoshop.co.jp/products/detail.php?product_id=7837

215
LEVI'S VINTAGE DENIM JACKETS TYPE I / TYPE II / TYPE III　

※特別限定版
㈱ワールドフォトプレス 装幀デザイン：杉本利菜 大日本印刷㈱ 株式会社大観社 編集者：竹本泉

216 RE CONSTRUCTION 再構築
練馬区立美術館（公益財団法人練馬

区文化振興協会）
小熊千佳子 株式会社 印書館 株式会社 印書館 真子みほ

217 ripples minä perhonen サイトヲヒデユキ Rizzoli New York Rizzoli New York minä perhonen

218 琳派と印象派　東西都市文化が生んだ美術
公財）石橋財団　アーティゾン美術

館
榊原健祐、榊原吏海（Iroha Design） 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所 賀川恭子、平間理香

219
「Letter」Minagawa Akira

株式会社つるとはな サイトヲヒデユキ ㈱アイワード ㈱博勝堂 皆川明 9784908155086 https://www.tsuru-hana.co.jp/books/letter/

220 連綿　神郡宇敬 （通常盤） ratio ( ) 横川知宏 グラフィック　レトロ印刷 ratio ( ) 神郡宇敬 http://capsule-gallery.jp/exhibition/index.php?itemid=38

221 連綿　神郡宇敬 （特装版） ratio ( ) 横川知宏 グラフィック　レトロ印刷 ratio ( ) 神郡宇敬 http://capsule-gallery.jp/exhibition/index.php?itemid=38

222 和而不同 (株)講談社エディトリアル 中島英樹 株式会社サンエムカラー (株)渋谷文泉閣 隈研吾、陳仁毅、王伝峰 9784866770390

223 私たちの文字（革装） ㈲美篶堂 髙岡昌生/守屋史世/上島明子 ㈲嘉瑞工房 ㈲美篶堂 谷川俊太郎/鳥海修・本づくり協会 http://misuzudo-b.com/

224 私たちの文字（和紙装） ㈲美篶堂 髙岡昌生/守屋史世/上島明子 ㈲嘉瑞工房 ㈲美篶堂 谷川俊太郎/鳥海修・本づくり協会 http://misuzudo-b.com/

225 私の現代　What　I Am　Doing 赤々舎 大西正一 (株)ライブアートブックス (株)渋谷文泉閣
山沢栄子

編集・執筆：池上司　鈴木佳子
9784865410969 https://mo-d6.com/works/book/0077.html

226 私の秘密の花　—西沢立衛のガーデン&ハウス トゥルーリング 丸山晶崇 株式会社山田写真製版所 株式会社山田写真製版所 西沢立衛、鈴木理策ほか 9784990528171 https://www.cawaiifactory.jp/

227 私の秘密の花–西沢立衛のガーデン＆ハウス（通常版） True Ring 丸山晶崇 （株）山田写真製版所
著　　者：西沢立衛・鈴木理策・内田鋼一・金氏徹

平・廣瀬智央／編集：原田環＋中山真理
9784990528171

https://www.cawaiifactory.jp/%e3%80%8e%e7%a7%81%e3%81%ae%e7%

a7%98%e5%af%86%e3%81%ae%e8%8a%b1-

%e8%a5%bf%e6%b2%a2%e7%ab%8b%e8%a1%9b%e3%81%ae%e3%82%a

c%e3%83%bc%e3%83%87%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%

b9%e3%80%8f/

228 私の秘密の花–西沢立衛のガーデン＆ハウス（限定版） True Ring 丸山晶崇 （株）山田写真製版所
著　　者：西沢立衛・鈴木理策・内田鋼一・金氏徹

平・廣瀬智央／編集：原田環＋中山真理
9784990528171

https://www.cawaiifactory.jp/%e3%80%8e%e7%a7%81%e3%81%ae%e7%

a7%98%e5%af%86%e3%81%ae%e8%8a%b1-

%e8%a5%bf%e6%b2%a2%e7%ab%8b%e8%a1%9b%e3%81%ae%e3%82%a

c%e3%83%bc%e3%83%87%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%

b9%e3%80%8f/

229 IKEBANA with the STATIONERY 長岡綾子 長岡綾子 石川特殊特急製本株式会社 石川特殊特急製本株式会社 長岡綾子 http://www.ryokonagaoka.com/

部門3：児童書・絵本

230 あのねこは 株式会社フレーベル館 大島依提亜 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 文/石津ちひろ　絵/宇野亞喜良 9784577047354 https://www.froebel-kan.co.jp/book/detail/9784577047354/

231 あららのはたけ （株）偕成社 新保韻香 大日本印刷（株） （株）常川製本 作・村中李衣　絵・石川えりこ 9784035309505 https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784035309505

232 おおきなかぶとちいさなかぶ ㈱ 教育画劇 沼田美奈子 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 作・絵　きしらまゆこ 9784774622262

233 鬼大図鑑 ㈱金の星社 グラフィオ ㈱廣済堂 牧製本印刷㈱

田村正彦 監修／

さがわゆめこ 画／

グラフィオ 編

9784323074740 https://www.kinnohoshi.co.jp/search/info.php?isbn=9784323074740

234 おにろうのおつかい ㈱ 偕成社 大日本印刷㈱ ㈱難波製本 尾崎玄一郎、尾崎由紀奈 9784033329901

235 親子で楽しむ かんたんプラモデル 株式会社スティングレイ 桜井雄一郎、佐野淳子
株式会社シナノパブリッシングプレ

ス

株式会社シナノパブリッシングプレ

ス
廣田恵介 9784909717030 http://stingray.co.jp/store/kanpura.html

236 怪物園 （株）福音館書店 祖父江慎＋藤井瑶(cozfish) 図書印刷（株） 大村製本（株) junaida（著者）・岡田望（編集者） 9784834085860 https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=6759

237 絵っ？でみる ことわざ・慣用句 株式会社かもがわ出版 新藤岳史 シナノ書籍印刷株式会社 東京美術紙工協業組合 はせみつこ・中畝治子 9784780311075 http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/a/1107.html

238 きって はって つくるえほん　どうぶつ (株)交通新聞社 La ZOO 図書印刷（株） 図書印刷（株） 作・絵／La ZOO 9784330950198 https://www.kotsu.co.jp/products/details/651303.html

239 きって はって つくるえほん　のりもの (株)交通新聞社 La ZOO 図書印刷（株） 図書印刷（株） 作／La ZOO　絵／山内和朗 9784330949192 https://www.kotsu.co.jp/products/details/651300.html

240 きみののぞみはなんですか？ 中央出版㈱ ももはらるみこ 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 五味太郎 9784877587970

241 恐怖ツナガル　呪い髪の女 （株）学研プラス 井上愛理（ナルティス） 中央製版印刷株式会社 中央製版印刷株式会社 作：五味弘文　絵：南條沙歩　編：永渕大河 9784052052330 https://hon.gakken.jp/book/1020523300

242
霧のむこうのふしぎな町　地下室からのふしぎな旅　天井うらのふし

ぎな友だち
講談社 中嶋　香織 共同印刷株式会社 大口製本印刷株式会社 柞・柏葉　幸子　絵・タケカワ　こう 9784065150696

243 けしごむぽん　いぬがわん (株)ひさかたチャイルド サイトヲヒデユキ (株)精興社 (株)ハッコー製本 ほりかわりまこ 9784865492255 https://www.hisakata.co.jp/book/detail.asp?b=049225

244
講談社ＭＯＶＥあそべるずかんひみつスコープで探検だ！恐竜ワール

ド
講談社

天野広和

大類菜央

（ダイアートプランニング）

凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 9784065193730 https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000341037

245
講談社 MOVE あそべるずかん ひみつスコープでたんけんだ！　深海

の生きもの
株式会社　講談社

天野広和、大類菜央（ダイアートプ

ランニング）
凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 9784065165294

246 このかみなあに？ （株）福音館書店 谷内つねお NISSHA（株） 大村製本（株) 谷内つねお（著者）・鈴木敦（編集者） 9784834085808 https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=6698

247 ごろごろごろ 東急エージェンシー出版 林俊美 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 長田真作 9784884971298 https://303books.jp/reports/7893/

248 ざわざわざわ 東急エージェンシー出版 林俊美 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 長田真作 9784884971304 https://303books.jp/reports/7893/

249 G’sくんといっしょにSDGs 株式会社今人舎 稲葉茂勝 瞬報社写真印刷株式会社 瞬報社写真印刷株式会社
著／稲葉茂勝　企画／NPO法人子ども大学くにたち

（CUKu）
9784905530916

250 しぶがき　ほしがき　あまいかき （株）福音館書店 新保韻香 NISSHA（株） 島田製本（株） 石川えりこ 9784834084788 https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=5957

251 18歳のアトム 手塚治虫の鉄腕アトムから18歳のアトムへ 今人舎 矢野瑛子 瞬報社写真印刷株式会社 瞬報社写真印刷株式会社
原作／手塚治虫　絵・原案／黒田征太郎　文／稲葉

茂勝
9784905530794

252 しんかんせん ㈱くもん出版 佐々木俊 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 文・穂村弘 絵・長谷川朗 9784774331751

253 [新版]トーベ・ヤンソンのムーミン絵本 さびしがりやのクニット 株式会社講談社
祖父江 慎+福島 よし恵（コズフィッ

シュ）
凸版印刷株式会社 大村製本株式会社 作トーベ・ヤンソン　訳渡部 翠 9784065149133

254 [新版]トーベ・ヤンソンのムーミン絵本 それからどうなるの? 株式会社講談社
祖父江 慎+福島 よし恵（コズフィッ

シュ）
凸版印刷株式会社 大村製本株式会社 作トーベ・ヤンソン　訳渡部 翠 9784065149126

255 せかいねこのひ （株）新日本出版社 サイトヲヒデユキ （株）光陽メディア （株）光陽メディア 井上奈奈（絵と文）／小松明日香（編集） 9784406064095

https://www.shinnihon-

net.co.jp/child/detail/name/%E3%81%9B%E3%81%8B%E3%81%84%E3%

81%AD%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%B2/code/978-4-406-06409-5/

256 ちいさなちいさな　うみのおさんぽ ㈱教育画劇 石田徳芳 大日本印刷㈱ 大村製本㈱ 作・絵　さかいさちえ  9784774622200

257 ちいさなみずたまり ニジノ絵本屋株式会社 梅垣陽子（空想繪本屋） 藤原印刷株式会社 藤原印刷株式会社
作：まつざわくみ　絵：ノーム・コーン　編集：い

しいあや
9784908683213 http://nijinoehonya.com/pub/little-puddle/

258 でんしゃごっこ ㈱マイクロマガジン 新井洋行 共同印刷㈱ ㈱つくる 有吉哲治 9784896379280

259 ドクルジン ㈱亜紀書房 漆原悠一 ㈱トライ 図書印刷㈱
著者／ミロコマチコ

編集／筒井大介
9784750515960

260 とれたんずのえほん「Dr.イーストアイ　つぎはー？」 ㈱オレンジページ yajitama 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ ヤジタマ 9784865933451

261 なまえのないねこ ㈱小峰書店 大島依提亜 図書印刷㈱ 図書印刷㈱
文／竹下文子 

絵／町田尚子
9784338261333 https://www.komineshoten.co.jp/special/namaenonaineko/

262 にくのくに ㈱教育画劇 漆原悠一 大日本印刷㈱ 大村製本㈱ 作　はらぺこめがね 9784774621630

263 「の」 ㈱福音館書店
祖父江慎

藤井遥
図書印刷㈱ 図書印刷㈱ Junaida 9784834085303

264 へんがおたいそう ＮＨＫ出版 斉藤実 共同印刷㈱ 共同印刷製本 鈴木のりたけ 9784140361368

265 ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集 ㈱福音館書店 名久井直子 図書印刷㈱ 図書印刷㈱
斉藤倫

高野文子
9784834084573

266 ポコンペンペン ばけがっせん （株）アリス館 坂川朱音 （株）精興社 大村製本（株） ザ・キャビンカンパニー 9784752009214 http://www.alicekan.com/books/post_199.html

267 ほんのなかのほんのなかのほん ㈱くもん出版 森枝雄司 図書印刷㈱ 図書印刷㈱
作／ジュリアン・ベール　絵／シモン・バイイ

訳／木坂　涼
9784774330280

268 まきのまきのレター ㈱ENYSi 猿山修 ㈱弘文印刷 日宝綜合製本㈱ 山中タイキ・池田健 9784991114618 https://www.enysi.com/makino_makino_letter/

269 まきのまきのレター ㈱ENYSi 猿山修 ㈱弘文印刷 日宝綜合製本㈱ 山中タイキ・池田健 9784991114618 https://www.enysi.com/makino_makino_letter/

270 身近なアリけんさくブック 株式会社　仮説社 荒木三奈 株式会社　ムーブ 株式会社　ムーブ 吉澤樹理 9784773502954

271 みつけたこんちゅう ㈱ 教育画劇 河村誠 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 作・絵　鎌田歩 9784774622187

272 みんなの園芸店 （株）福音館書店 大野八生、鈴木敦 図書印刷（株） 図書印刷（株） 大野八生(著者）・鈴木敦（編集者） 9784834085464 https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=6558

273 やねうらべやのおばけ ㈱ 偕成社 大日本印刷㈱ ㈱難波製本 しおたにまみこ 9784033500102

274 夜の妖精フローリー （株）学研プラス 中嶋香織 （株）精興社 牧製本印刷（株）
作：ローラ・エイミー・シュリッツ　訳：日当陽子　

絵：さとうゆうすけ　編集：井上茜
9784052052408 https://hon.gakken.jp/book/1020524000

275 リトルサンタ BL出版株式会社 丸山陽子 丸山印刷株式会社 丸山印刷株式会社 丸山陽子 9784776409335

276 令和のこころ 株式会社ミネルヴァ書房 株式会社エヌ・アンド・エス企画 瞬報社写真印刷株式会社 瞬報社写真印刷株式会社 上野　誠 著　花村えい子 絵 9784623088362 https://www.minervashobo.co.jp/book/b486788.html

277 知ってる？ 偉人たちのこんな名言 　戦国武将編（全３巻） 株式会社ミネルヴァ書房 こどもくらぶ 瞬報社写真印刷株式会社 瞬報社写真印刷株式会社 河合　敦 著 9784623090044 https://www.minervashobo.co.jp/search/s14680.html

278 10かいだてのおひめさまのおしろ ㈱PHP研究所 本澤博子 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ のはな はるか 9784569788876

部門4：専門書（人文社会科学・自然科学書等）

279 Arts and Media volume 10
大阪大学大学院文学研究科文化動態

論専攻アート・メディア論研究室
松本久木 株式会社サンエムカラー 有限会社みやこ、藤原製本株式会社 『Arts and Media』編集員会 9784910067025

280 アート・ライフ・社会学　エンパワーするアートベースリサーチ （株）晃洋書房 浦谷さおり 亜細亜印刷（株） 亜細亜印刷（株） 岡原正幸 9784771033788 http://www.koyoshobo.co.jp/book/b516152.html

281
RCR Arquitectes Geography of Dreams

RCRアーキテクツ　夢のジオグラフィー
TOTO出版（TOTO株式会社）

spread

（坂本知子＋ダビッド・ロレンテ）
（株)サンニチ印刷 （株)サンニチ印刷 RCR Architectes 9784887063778 https://jp.toto.com/publishing/detail/A0377.htm

282 悪性リンパ腫治療マニュアル 改訂第5版 （株）南江堂 野村里香 （株）三美印刷 （株）ブックアート 飛内賢正ほか 9784524226450 https://www.nankodo.co.jp/

283 Asuka　Past ＆Present-あすかの原風景-
独立行政法人国立文化財機構　奈良

文化財研究所　飛鳥資料館
大溝裕（Glanz） 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所

独立行政法人国立文化財機構　奈良文化財研究所　

飛鳥資料館

284 アセモグル／レイブソン／リスト　入門経済学 ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世 東港出版印刷㈱ ㈱渋谷文泉閣
ダロン・アセモグル、デヴィッド・レイブソン、

ジョン・リスト
9784492315149 https://str.toyokeizai.net/books/9784492315149/

285 アセモグル／レイブソン／リスト　マクロ経済学 ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世 東港出版印刷㈱ ㈱積信堂
ダロン・アセモグル、デヴィッド・レイブソン、

ジョン・リスト
9784492315125 https://str.toyokeizai.net/books/9784492315125/

286 アセモグル／レイブソン／リスト　ミクロ経済学 ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世 東港出版印刷㈱ ㈱渋谷文泉閣
ダロン・アセモグル、デヴィッド・レイブソン、

ジョン・リスト
9784492315132 https://str.toyokeizai.net/books/9784492315132/

287 新しい地政学 ㈱東洋経済新報社 秦浩司 ㈱丸井工文社 ㈱丸井工文社 北岡　伸一・細谷　雄一 9784492444566 https://str.toyokeizai.net/books/9784492444566/

288
いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨した

か〈アーサー版〉
株式会社みずき書林 宗利淳一 シナノ・パブリッシングプレス シナノ・パブリッシングプレス 岡本広毅・小宮真樹子 9784909710055

289
いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨した

か〈ガウェイン版〉
株式会社みずき書林 宗利淳一 シナノ・パブリッシングプレス シナノ・パブリッシングプレス 岡本広毅・小宮真樹子 9784909710079

290
いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨した

か〈ランスロット版〉
株式会社みずき書林 宗利淳一 シナノ・パブリッシングプレス シナノ・パブリッシングプレス 岡本広毅・小宮真樹子 9784909710062

291 印刷博物館コレクション 凸版印刷株式会社 印刷博物館 中野豪雄、保田卓也 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 印刷博物館 https://www.printing-museum.org/

292 im/pulse 京都市立芸術大学 松本久木 株式会社サンエムカラー 株式会社渋谷文泉閣 藤田瑞穂、矢野原佑史 9784991109812

293 『〈美しい本〉の文化誌　装幀百十年の系譜』 Book&Design 佐藤篤司 藤原印刷株式会社 東京美術紙工協業組合 著者：臼田捷治　編集：宮後優子 9784909718037 https://book-design.jp/works/371/

294 映画広告図案士 檜垣紀六　洋画デザインの軌跡 株式会社スティングレイ 檜垣紀六、桜井雄一郎、佐野淳子 モリモト印刷株式会社 有限会社カナメブックス 檜垣紀六／著　桜井雄一郎＋佐々木淳／編著 9784909717047 http://stingray.co.jp/store/higaki_kiroku.html

295
越境する認知科学1 脳のなかの自己と他者 ―身体性・社会性の認知脳

科学と哲学―
株式会社共立出版 熱田　肇（志岐デザイン事務所） 大日本法令印刷株式会社 株式会社ブロケード 嶋田総太郎著 9784320094611 https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320094611

296 ＭＭＴ現代貨幣理論入門 ㈱東洋経済新報社 秦浩司 東港出版印刷㈱ ㈱積信堂 Ｌ・ランダル・レイ 9784492654880 https://str.toyokeizai.net/books/9784492654880/

297
エモーショナルデザインの実践 感性とものをつなぐプロダクトデザイ

ンの考えかた
株式会社オーム社 赤松由香里 三美印刷㈱ 三美印刷㈱ 橋田 規子 9784274225635 https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274225635/

298 絵画の力学 書肆侃侃房 宇平剛史 シナノ書籍印刷(株) シナノ書籍印刷(株) 沢山遼＝著者 9784863854222 http://www.kankanbou.com/books/essay/0422

299 川上不白茶会記集 ㈱中央公論新社 細野　綾子 大日本印刷㈱ 大口製本印刷㈱ 川上宗雪 監修　谷晃 編 9784120052460 https://www.chuko.co.jp/tanko/2019/11/005246.html

300
気候と人間の歴史 Ⅰ

――猛暑と氷河　13世紀から18世紀
(株)藤原書店 藤原書店 中央精版印刷(株) 中央精版印刷(株)

エマニュエル・

ル=ロワ=ラデュリ
9784865782370

301 驚異の珪藻世界　The Amazing World of Diatoms 株式会社創元社

赤山朝郎（有限会社オフィスティ） /

クリエイティブディレクション：吉

村紘一（株式会社ウサギノネドコ）

図書印刷株式会社 図書印刷株式会社
出井雅彦、佐藤晋也、デイヴィッド・マン／橋本隆

雄
9784422430355 https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4189

302 京都発・庭の歴史 世界思想社 矢萩多聞 (株)太洋社 (株)太洋社 今江秀史 9784790717430 https://sekaishisosha.jp/book/b515646.html

http://www.seigensha.com/
http://www.seigensha.com/
https://www.monoshop.co.jp/products/detail.php?product_id=7837
https://www.tsuru-hana.co.jp/books/letter/
http://capsule-gallery.jp/exhibition/index.php?itemid=38
http://capsule-gallery.jp/exhibition/index.php?itemid=38
http://www.yumearusha.com/
http://misuzudo-b.com/
https://mo-d6.com/works/book/0077.html
https://www.cawaiifactory.jp/
http://www.ryokonagaoka.com/
https://www.froebel-kan.co.jp/book/detail/9784577047354/
https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784035309505
http://stingray.co.jp/store/kanpura.html
https://www.kotsu.co.jp/products/details/651303.html
https://www.kotsu.co.jp/products/details/651300.html
https://hon.gakken.jp/book/1020523300
https://www.hisakata.co.jp/book/detail.asp?b=049225
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000341037
https://303books.jp/reports/7893/
https://303books.jp/reports/7893/
https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=5957
https://www.shinnihon-net.co.jp/child/detail/name/%E3%81%9B%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%AD%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%B2/code/978-4-406-06409-5/
https://www.shinnihon-net.co.jp/child/detail/name/%E3%81%9B%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%AD%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%B2/code/978-4-406-06409-5/
https://www.shinnihon-net.co.jp/child/detail/name/%E3%81%9B%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%AD%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%B2/code/978-4-406-06409-5/
http://nijinoehonya.com/pub/little-puddle/
https://www.komineshoten.co.jp/special/namaenonaineko/
http://www.alicekan.com/books/post_199.html
https://www.enysi.com/makino_makino_letter/
https://www.enysi.com/makino_makino_letter/
https://hon.gakken.jp/book/1020524000
https://www.minervashobo.co.jp/book/b486788.html
https://www.minervashobo.co.jp/search/s14680.html
http://www.koyoshobo.co.jp/book/b516152.html
https://jp.toto.com/publishing/detail/A0377.htm
https://www.nankodo.co.jp/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492315149/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492315125/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492315132/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492444566/
https://www.printing-museum.org/
https://book-design.jp/works/371/
http://stingray.co.jp/store/higaki_kiroku.html
https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320094611
https://str.toyokeizai.net/books/9784492654880/
https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274225635/
http://www.kankanbou.com/books/essay/0422
https://www.chuko.co.jp/tanko/2019/11/005246.html
https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4189
https://sekaishisosha.jp/book/b515646.html


No. 書籍名 出版社名 装幀者名 印刷会社名 製本会社名 著者・編集者名 ISBN 作品紹介URL

303 グレゴリー・ポール恐竜事典 原著第2版 株式会社共立出版 安田律子（トライアンス） 株式会社精興社 加藤製本株式会社

Gregory S. Paul著／東　洋一・今井拓哉監訳／東　

洋一・今井拓哉・河部壮一郎・柴田 正輝・関谷　

透・服部創紀訳

9784320047389 https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320047389

304 現代フランス哲学入門 株式会社ミネルヴァ書房 栗原優香 亜細亜印刷株式会社 亜細亜印刷株式会社 川口茂雄／越門勝彦／三宅岳史 編著 9784623084982 https://www.minervashobo.co.jp/book/b512155.html

305 工学へのアプローチ　量子力学 株式会社裳華房 白沢 正 三美印刷株式会社 株式会社松岳社 山本貴博・小野達也 9784785322700 https://www.shokabo.co.jp/mybooks/ISBN978-4-7853-2270-0.htm

306 サードドア ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世  図書印刷㈱  図書印刷㈱ アレックス・バナヤン 9784492046531 https://str.toyokeizai.net/books/9784492046531/

307 サードドア【桜クリアカバー付き】 ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世  図書印刷㈱  図書印刷㈱ アレックス・バナヤン 9784492046678 https://str.toyokeizai.net/books/9784492046531/

308 島本修二「本を作る」デザイナーと編集者の役割 武蔵野美術大学　美術館・図書館 角田彰利 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣

編集：島本修二、監修：白井敬尚、編集協力：武蔵

野美術大学　美術館・図書館、角田彰利、D：角田

彰利

309 シュンペーター経済発展の理論（初版） ㈱日経ＢＰ 水戸部功 中央精版印刷㈱ 中央精版印刷㈱ Ｊ・Ａ・シュンペーター・堀口祐介 9784532358549 https://nikkeibook.nikkeibp.co.jp/search-books

310 シリーズ・16歳からの教養講座（全３巻） 株式会社ミネルヴァ書房 STUDIO-M21 株式会社冨山房インターナショナル 有限会社清水製本 公益財団法人国際高等研究所／高橋義人 監修

https://www.minervashobo.co.jp/search/?search_menu=keyword&searc

h_word=16%E6%AD%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE&x=0&y=

0

311 知りたくなる韓国 株式会社有斐閣 高野未緒子 大日本法令印刷株式会社 大口製本印刷株式会社 新城道彦，浅羽祐樹，金香男，春木育美 9784641174498 http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174498

312
Ｔｈｉｎｋ　ＣＩＶＩＬＩＴＹ　「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略

である
㈱東洋経済新報社 橋爪朋世  図書印刷㈱  図書印刷㈱ クリスティーン・ポラス 9784492046494 https://str.toyokeizai.net/books/9784492046494/

313 新装・増補改訂版　ジャズる縄文人 株式会社宮帯出版社 金子大輔・白戸則子 モリモト印刷株式会社 モリモト印刷株式会社 金子好伸 9784801602410
http://www.miyaobi.com/publishing/products/detail.php?product_id=10

49

314 親鸞と私 武蔵野大学出版会 三枝未央 ㈱ルナテック ㈱明光社 ケネス田中 9784903281483
https://mubs.jp/2020/09/28/%e8%a6%aa%e9%b8%9e%e3%81%a8%e7%

a7%81/

315 スクエア・アンド・タワー（下） ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世  図書印刷㈱  図書印刷㈱ ニーアル・ファーガソン 9784492371275 https://str.toyokeizai.net/books/9784492371275/

316 スクエア・アンド・タワー（上） ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世  図書印刷㈱  図書印刷㈱ ニーアル・ファーガソン 9784492371268 https://str.toyokeizai.net/books/9784492371268/

317 SPECULATIONS ? 10 Lectures on MODERN Architecture 東京藝術大学 泉美菜子 加藤文明社 渋谷文泉閣
TOM HENEGHAN著、町田恵、樫村芙美、大島碧、

出原日向子　編

318 世界の悲惨 Ⅰ (株)藤原書店 藤原書店 中央精版印刷(株) 中央精版印刷(株) ピエール・ブルデュー 9784865782431

319 世界の悲惨 Ⅱ (株)藤原書店 藤原書店 中央精版印刷(株) 中央精版印刷(株) ピエール・ブルデュー 9784865782561

320 世界の悲惨 Ⅲ (株)藤原書店 藤原書店 中央精版印刷(株) 中央精版印刷(株) ピエール・ブルデュー 9784865782578

321 ゼロからはじめる哲学対話　哲学プラクティス・ハンドブック 株式会社ひつじ書房 文京図案室 株式会社シナノ 株式会社シナノ 河野哲也編　得居千照・永井玲衣編集協力 9784823410321 https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1032-1.htm

322 前衛誌　日本編 一般財団法人東京大学出版会 西野嘉章＋関岡裕之 秋田活版印刷㈱ ㈲篠原紙工 西野嘉章 著 9784130802208 http://www.utp.or.jp/book/b441054.html

323 前衛誌［日本編］－未来派・ダダ・構成主義－ 東京大学出版会 関岡　裕之＋西野　嘉章 秋田活版印刷株式会社 有限会社　篠原紙工 西野　嘉章 9784130802208

324 総領事日記—関西で深める韓日交流— 東方出版株式会社 森本良成 亜細亜印刷株式会社 神保製本株式会社 呉泰奎　著 9784862494030 http://www.tohoshuppan.co.jp/2020/10/s20-403-0.html

325 楽しい雪の結晶観察図鑑 ㈱緑書房 尾田直美 ㈱廣済堂 ㈱廣済堂 著者：武田康男 9784895315807 https://www.midorishobo.co.jp/SHOP/1580.html

326 小さな泊まれる出版社 真鶴出版 鈴木大輔（DOTMARKS） 東湘印版㈱ 東湘印版㈱ 真鶴出版 http://manapub.com/

327 テキスト経営人類学 東方出版株式会社 森本良成 亜細亜印刷株式会社 神保製本株式会社 中牧弘允・日置弘一郎・竹内惠行　編 9784862493668 http://www.tohoshuppan.co.jp/2019/06/s19-366-8.html

328 デジタル国富論 ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世 ㈱丸井工文社 ㈱丸井工文社 此本　臣吾、森　健 9784492396506 https://str.toyokeizai.net/books/9784492396506/

329 哲学的建築学 生得的融合論 （株）風間書房 松田靜心 （株）太平印刷社 （有）井上製本所 赤木徹也 9784759923230 https://www.kazamashobo.co.jp

330

特別支援学級・特別支援学校

新学習指導要領を踏まえた「学習評価」の工夫

育成を目指す資質・能力の3つの柱を3観点で見取るアイディア

株式会社ジアース教育新社 宇都宮政一 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社
武富博文

増田謙太郎
9784863715493 https://www.kyoikushinsha.co.jp/book/0549/index.html

331 ドナルド・ジャッド──風景とミニマリズム 水声社 宇平剛史 (株)精興社 (株)精興社 荒川徹＝著者 9784801004443 http://www.suiseisha.net/blog/?p=11202

332 トラジャ　ＪＲ「革マル」３０年の呪縛、労組の終焉 ㈱東洋経済新報社 秦浩司 ベクトル印刷㈱ ナショナル製本協同組合 西岡　研介 9784492223918 https://str.toyokeizai.net/books/9784492223918/

333 トレイルブレイザー ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世  図書印刷㈱  図書印刷㈱ マーク・ベニオフ、モニカ・ラングレー 9784492534281 https://str.toyokeizai.net/books/9784492534281/

334 内藤廣設計図面 株式会社オーム社 工藤　強勝 壮光舎印刷株式会社 牧製本印刷株式会社 内藤 廣 9784274226489 https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274226489/

335 日本印刷文化史 株式会社講談社 中野豪雄、保田卓也、橋詰冬樹 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 印刷博物館 9784065204528 https://www.printing-museum.org/

336 日本経済のマクロ分析 （株）日本経済新聞出版社 野網雄太 （株）中央精版印刷 （株）中央精版印刷 鶴 光太郎、前田佐恵子、村田啓子 9784532134976 https://noami-design-office.myportfolio.com/

337 日本の近代・現代を支えた建築 —建築技術100選

一般社団法人日本建築センター

公益財団法人建築技術教育普及セン

ター

中野豪雄+原聡実+鈴木直子 藤原印刷株式会社 藤原印刷株式会社

日本の近代・現代を支えた建築—建築技術100選—

委員会

株式会社フリックスタジオ

9784889101775 http://nakano-design.com/?p=11638&cat=13

338 日本の漫画本300年 株式会社ミネルヴァ書房 EDDY 創栄図書印刷株式会社 有限会社清水製本 清水　勲／猪俣紀子 著 9784623084203 https://www.minervashobo.co.jp/book/b377515.html

339 NIWA HOUSE 横内敏人の住宅2014-2019 (株)学芸出版 UMA/design farm 株式会社サンエムカラー (株)渋谷文泉閣 横内敏人 9784761540951

340 年鑑日本の空間デザイン2020　ディスプレイ・サイン・商環境 株式会社六耀社 中野豪雄+保田卓也+原聡実 株式会社アイワード 株式会社アイワード
空間デザイン機構　

年鑑日本の空間デザイン刊行委員会
9784815100070 http://nakano-design.com/?p=11621&cat=13

341 白血病治療マニュアル 改訂第4版 （株）南江堂 野村里香 （株）三美印刷 （株）ブックアート 宮脇修一ほか 9784524226641 https://www.nankodo.co.jp/

342 バリ島の影絵人形芝居ワヤン （株）めこん 新保韻香 （株）太平印刷社 （株）新里製本所 梅田英春 9784839603205 http://www.mekong-publishing.com/books/ISBN4-8396-0320-5.htm

343 Hello!! Work リトルモア サイトヲヒデユキ 中央精版印刷株式会社 ー 皆川明・川島蓉子 9784898155196

344 HISTORY OF JAPANESE PRINTING CULTURE 凸版印刷株式会社 印刷博物館 中野豪雄、保田卓也 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 印刷博物館 https://www.printing-museum.org/

345 ファッションの哲学 株式会社ミネルヴァ書房 栗原優香 株式会社冨山房インターナショナル 株式会社冨山房インターナショナル 井上雅人 著 9784623084951 https://www.minervashobo.co.jp/book/b487445.html

346 ファンタジーランド（下） ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世  図書印刷㈱  図書印刷㈱ カート・アンダーセン 9784492444542 https://str.toyokeizai.net/books/9784492444542/

347 ファンタジーランド（上） ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世  図書印刷㈱  図書印刷㈱ カート・アンダーセン 9784492444528 https://str.toyokeizai.net/books/9784492444528/

348 部位別でみつかる水産食品の寄生虫・異物検索図鑑 株式会社緑書房 尾田直美 株式会社アイワード 株式会社アイワード 横山博 9784895313643

349 富士山と御師料理 女子栄養大学出版部 向後千里 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 向後千里 9784789546171

350 藤森照信作品集 TOTO出版（TOTO株式会社） 赤崎正一 （株)サンニチ印刷 （株)サンニチ印刷 藤森照信 9784887063853 https://jp.toto.com/publishing/detail/A0385.htm

351 文化人類学の思考法 世界思想社 尾原史和 (株)太洋社 (株)太洋社 松村圭一郎・中川理・石井美保　編 9784790717331 https://sekaishisosha.jp/book/b449100.html

352 平成美容開花　平成から令和へ、美容の軌跡30年
㈱ポーラ・オルビスホールディング

ス　ポーラ文化研究所

森岩麻衣子、藏野捺子（凸版印刷

㈱）、向井由李、石黒菜保子（㈱

Bgm）

凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ ポーラ文化研究所 9784894780118

353 暴力と不平等の人類史 ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世 ㈱廣済堂 ㈱廣済堂 ウォルター・シャイデル 9784492315163 https://str.toyokeizai.net/books/9784492315163/

354

ホルツ・バウ：近代初期ドイツ木造建築

Holz Bau — Timber Architecture in the Early Modern Period of 

Germany

ガデン出版 西村祐一／Rimishuna サンエムカラー 渋谷文泉閣

福島加津也

冨永祥子

本橋仁

佐脇礼二郎

ポール・メイエンコート

ケイトリン・ミューラー

長谷川豪

ヤン・タイセン

9784991145605 https://gadenbooks.stores.jp/items/5f0f0d1dec8fd3250acff8e0

355 本願寺に咲く花 仏教文化と結びついた花卉図 本願寺出版社 中野里香 株式会社アール工芸印刷社 著者 米澤信道　編集 本願寺出版社 松村得子 9784866960111
https://hongwanji-shuppan.com/item/detail.html?icd=978-4-86696-

011-1

356 ミイラ　－　「永遠の命」を求めて （株）ＴＢＳテレビ 栁澤和 凸版印刷（株） 凸版印刷（株） 小野雅弘 https://www.tbs.co.jp/miira2019/

357 ライセンス契約法 株式会社有斐閣 キタダデザイン 大日本法令印刷株式会社 大口製本印刷株式会社 松田俊治 9784641243293 http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243293

358
A Narrow Bridge（一本の細い橋）

—美術でひもとくオランダと日本の交流史—
大阪大学出版会 大西正一

株式会社ライブアートブックス（株

式会社大伸社）

ヤン・デ・ホント（Jan de Hond），メンノ・フィ

ツキ（Menno Fitski）著

大阪大学適塾記念センター　松野明久、菅原由美翻

訳

9784872597011 http://www.osaka-up.or.jp/books/ISBN978-4-87259-701-1.html

359 ＬＩＦＥＳＰＡＮ（ライフスパン） ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世  図書印刷㈱  図書印刷㈱
デビッド・Ａ・シンクレア、マシュー・Ｄ・ラプラ

ント
9784492046746 https://str.toyokeizai.net/books/9784492046746/

360 NNNドキュメント・クロニクル　1970-2019 一般財団法人東京大学出版会
白井敬尚形成事務所（白井敬尚、江

川拓未）
㈱理想社 牧製本印刷㈱ 丹羽美之 編 9784130501996 http://www.utp.or.jp/book/b491793.html

361 ＱRコードの奇跡 ㈱東洋経済新報社 秦浩司  図書印刷㈱  図書印刷㈱ 小川　進 9784492534199 https://str.toyokeizai.net/books/9784492534199/

部門5：語学・学参・辞事典・全集・社史・年史・自分史

362 アクシスジーニアス英和辞典 (株)大修館書店
齋藤清史

（㈱志岐デザイン事務所）
共同印刷(株) 牧製本印刷(株) 編集主幹  中邑光男 9784469041859 https://www.taishukan.co.jp/book/b482015.html

363 悪魔のささやき医学辞典　新訂増補版
㈱メディカル・サイエンス・イン

ターナショナル

トライアンス

　デザイン：安田律子

　イラスト：森山寿史
㈱双文社印刷 牧製本印刷㈱ 編集： 稲田英一 LiSA編集部 9784815701635 https://www.medsi.co.jp/products/detail/3694

364 書いてわかる！えいごの達人《英検準2級学習》 vol.6 THE QUEEN'S Press 福田治 THE QUEEN'S Press THE QUEEN'S Press 里見郁子 9784905540366 https://mbp-japan.com/hyogo/thequeens/column/5034380/

365 書いてわかる！えいごの達人《英検準2級学習》 vol.５ THE QUEEN'S Press 福田治 THE QUEEN'S Press THE QUEEN'S Press 里見郁子 9784908735752

366 漢字字形史小字典
株式会社東方書店

森田恭行 株式会社平河工業社 株式会社平川工業社 落合淳思 9784497219121

367 三省堂　例解小学漢字辞典　第六版　パンダデザイン ㈱三省堂 坂野公一（welle design） 三省堂印刷㈱ 三省堂印刷㈱
林　四郎　大村はま　監修　月本雅幸　濱口富士雄　

編
9784385139067 https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dict/ssd13896

368 三省堂　例解小学国語辞典　第七版　とらデザイン ㈱三省堂 坂野公一（welle design） 三省堂印刷㈱ 三省堂印刷㈱ 田近洵一　編 9784385139067 https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dict/ssd13837

369 自己意識論集 Ⅰ　自己意識の心理学 東京書籍株式会社 難波邦夫 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 梶田叡一 9784487813964 https://www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81396/

370 自己意識論集Ⅲ　意識としての自己 東京書籍株式会社 難波邦夫 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 梶田叡一 9784487813988 https://www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81398/

371 自己意識論集 Ⅱ　自己意識と人間教育 東京書籍株式会社 難波邦夫 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 梶田叡一 9784487813971 https://www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81397/

372 疾走 ㈱SHIRO 堀江史朗 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ 堀江史朗/湯淺央子/星野智子

373 疾走 ㈱SHIRO 堀江史朗 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ 堀江史朗/湯淺央子/星野智子

374 真実La Vérité 対訳シナリオ （有）アンドエト 西植 邦彦 （株）藤原印刷 望月製本所 是枝裕和、レア・ル・ディムナ、丸山垂穂 9784910204017 https://and-eto.com

375 全国高等学校野球選手権大会100回史 朝日新聞出版 IDS　井上碩滋 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱

（大口製本）
堀井正明 9784022586971

376 空の鳥、野の花のように　神の恵みに生かされて designPOOL（北里俊明・田中智子） モリモト印刷株式会社 モリモト印刷株式会社
著＝田戸サヨ子／編集＝田戸義彦、田原尚子、

designPOOL（田中智子）
https://designpool.jp/2020/10/26/2020-10-26/

377 大辞林　第四版 ㈱三省堂 杉浦康平+佐藤篤司 三省堂印刷㈱ 三省堂印刷㈱ 松村　明 9784385139067 https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dict/ssd13906

378
東京大学数学入試問題72年

［1949~2020年入試全問題］
株式会社河合出版 三部八十彦 名鉄局印刷株式会社 三省堂印刷株式会社 大原仁

http://www.kawai-publishing.jp/book/b-01/index.php?sesIsbn=978-4-

7772-2344-2

379 ドンと来い分離動詞　会話術虎の巻うんちくがんちく53 駿河台ドイツ語工房 渡水久雄 有限会社　ニシダ印刷製本 有限会社　ニシダ印刷製本 渡水久雄 9784990273439

380 ナカムラロジスティクス100年史 ㈱ナカムラロジスティクス 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ ㈱ナカムラロジスティクス、凸版印刷㈱ https://www.nli.jp/

381 ニチバン100年史 ニチバン株式会社
トッパン年史センター　有限会社エ

ド・クリエイティブ
凸版印刷株式会社

凸版印刷株式会社　株式会社渋谷文

泉閣

382 日本軽金属グループ80年の歩み
日本軽金属ホールディングス㈱、日

本軽金属㈱
凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ 日本軽金属㈱、凸版印刷㈱

383 花森安治選集 第１巻　美しく着ることは、美しく暮すこと 暮しの手帖社 佐々木暁 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 花森安治 9784766002164 http://www.kurashi-no-techo.co.jp/books/b_1191.html

384 花森安治選集 第２巻　ある日本人の暮し 暮しの手帖社 佐々木暁 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 花森安治 9784766002171 http://www.kurashi-no-techo.co.jp/books/b_1192.html

385 花森安治選集 第３巻　ぼくらは二度とだまされない 暮しの手帖社 佐々木暁 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 花森安治 9784766002188 http://www.kurashi-no-techo.co.jp/books/b_1193.html

386 翻訳目錄 （有）雷鳥社 宮古美智代 (株)シナノ印刷 (株)シナノ印刷 著：阿部大樹、絵：タダジュン、編集：平野さりあ 9784844137733 http://www.raichosha.co.jp/book/write/wr36.html

387 丸善の150年と12の方法 丸善雄松堂㈱ 森敬太 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 編集工学研究所 9784841941500 　

388 薬名[語源]事典 武蔵野大学出版会 三枝未央 ㈱ルナテック ㈱明光社 阿部和穂 9784903281469
https://mubs.jp/2020/02/18/%e8%96%ac%e5%90%8d%ef%bc%bb%e8%

aa%9e%e6%ba%90%ef%bc%bd%e4%ba%8b%e5%85%b8/

389 やなせたかしの世界
公益財団法人やなせたかし記念アン

パンマンミュージアム振興財団
北本裕章 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

390 ヤンマーキャステクノ株式会社 松江事業部 創業100周年記念社史 ヤンマーキャステクノ㈱松江事業部 ㈱グレイスデザイン 島根印刷㈱ 島根印刷㈱
ヤンマーキャステクノ㈱松江事業部創業100周年記

念プロジェクト
https://grace-design.info/works/ycat/

391 ラルース ギリシア・ローマ神話大事典 (株)大修館書店
鈴木哲平

（㈱クリエイティブセンター広研）
広研印刷(株) (株)ブロケード

著者　ジャン=クロード・ベルフィオール

訳者代表　金光仁三郎
9784469012897 https://www.taishukan.co.jp/book/b510144.html

392 李白と杜甫の事典 (株)大修館書店
永瀬優子、武田理沙

（ごぼうデザイン事務所）
壮光舎印刷(株) 牧製本印刷(株) 編著者  向嶋成美 9784469032161 https://www.taishukan.co.jp/book/b477816.html

部門6：生活実用書・文庫・新書・双書・コミック・その他

393 AZUSA HANEDA SKY CAMPUS PROJECT BOOK 株式会社梓設計 中野豪雄+西垣由紀子 株式会社山田写真製版所 株式会社山田写真製版所
株式会社梓設計

株式会社スペルプラーツ
9784991090059

394 歩くひと　完全版 株式会社　小学館 佐々木暁 図書印刷（株） （株）若林製本工場 谷口　ジロー 9784091793362 https://www.shogakukan.co.jp/books/09179336

395 岩田さん　岩田聡はこんなことを話していた。 株式会社ほぼ日 名久井　直子 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 ほぼ日刊イトイ新聞 9784865014228

396 X47　EXPRESS　CRUISER
ヤンマー（英称：YANMAR）

村田金箔 (株)ライブアートブックス 免手製本

https://www.nikkeikinholdings.co.jp/

https://www.nikkeikinholdings.co.jp/

https://www.cosmetic-culture.po-

holdings.co.jp/focus/200904_focus6.html

https://www.toppan.co.jp/biz/gainfo/creativestory/cs5/

https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320047389
https://www.minervashobo.co.jp/book/b512155.html
https://www.shokabo.co.jp/mybooks/ISBN978-4-7853-2270-0.htm
https://str.toyokeizai.net/books/9784492046531/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492046531/
https://www.minervashobo.co.jp/search/?search_menu=keyword&search_word=16%E6%AD%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE&x=0&y=0
https://www.minervashobo.co.jp/search/?search_menu=keyword&search_word=16%E6%AD%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE&x=0&y=0
https://www.minervashobo.co.jp/search/?search_menu=keyword&search_word=16%E6%AD%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE&x=0&y=0
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174498
https://str.toyokeizai.net/books/9784492046494/
http://www.miyaobi.com/publishing/products/detail.php?product_id=1049
http://www.miyaobi.com/publishing/products/detail.php?product_id=1049
https://mubs.jp/2020/09/28/%e8%a6%aa%e9%b8%9e%e3%81%a8%e7%a7%81/
https://mubs.jp/2020/09/28/%e8%a6%aa%e9%b8%9e%e3%81%a8%e7%a7%81/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492371275/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492371268/
https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1032-1.htm
http://www.utp.or.jp/book/b441054.html
http://www.tohoshuppan.co.jp/2020/10/s20-403-0.html
https://www.midorishobo.co.jp/SHOP/1580.html
http://manapub.com/
http://www.tohoshuppan.co.jp/2019/06/s19-366-8.html
https://str.toyokeizai.net/books/9784492396506/
https://www.kazamashobo.co.jp/
https://www.kyoikushinsha.co.jp/book/0549/index.html
http://www.suiseisha.net/blog/?p=11202
https://str.toyokeizai.net/books/9784492223918/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492534281/
https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274226489/
https://www.printing-museum.org/
http://nakano-design.com/?p=11638&cat=13
https://www.minervashobo.co.jp/book/b377515.html
http://nakano-design.com/?p=11621&cat=13
https://www.nankodo.co.jp/
http://www.mekong-publishing.com/books/ISBN4-8396-0320-5.htm
https://www.printing-museum.org/
https://www.minervashobo.co.jp/book/b487445.html
https://str.toyokeizai.net/books/9784492444542/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492444528/
https://jp.toto.com/publishing/detail/A0385.htm
https://sekaishisosha.jp/book/b449100.html
https://str.toyokeizai.net/books/9784492315163/
https://gadenbooks.stores.jp/items/5f0f0d1dec8fd3250acff8e0
https://hongwanji-shuppan.com/item/detail.html?icd=978-4-86696-011-1
https://hongwanji-shuppan.com/item/detail.html?icd=978-4-86696-011-1
https://www.tbs.co.jp/miira2019/
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243293
http://www.osaka-up.or.jp/books/ISBN978-4-87259-701-1.html
https://str.toyokeizai.net/books/9784492046746/
http://www.utp.or.jp/book/b491793.html
https://str.toyokeizai.net/books/9784492534199/
https://www.taishukan.co.jp/book/b482015.html
https://www.medsi.co.jp/products/detail/3694
https://mbp-japan.com/hyogo/thequeens/column/5034380/
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dict/ssd13896
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dict/ssd13837
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81396/
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81398/
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81397/
https://and-eto.com/
https://designpool.jp/2020/10/26/2020-10-26/
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dict/ssd13906
http://www.kawai-publishing.jp/book/b-01/index.php?sesIsbn=978-4-7772-2344-2
http://www.kawai-publishing.jp/book/b-01/index.php?sesIsbn=978-4-7772-2344-2
https://www.nli.jp/
http://www.kurashi-no-techo.co.jp/books/b_1191.html
http://www.kurashi-no-techo.co.jp/books/b_1192.html
http://www.kurashi-no-techo.co.jp/books/b_1193.html
http://www.raichosha.co.jp/book/write/wr36.html
https://mubs.jp/2020/02/18/%e8%96%ac%e5%90%8d%ef%bc%bb%e8%aa%9e%e6%ba%90%ef%bc%bd%e4%ba%8b%e5%85%b8/
https://mubs.jp/2020/02/18/%e8%96%ac%e5%90%8d%ef%bc%bb%e8%aa%9e%e6%ba%90%ef%bc%bd%e4%ba%8b%e5%85%b8/
https://grace-design.info/works/ycat/
https://www.taishukan.co.jp/book/b510144.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b477816.html
https://www.shogakukan.co.jp/books/09179336
https://www.nikkeikinholdings.co.jp/
https://www.nikkeikinholdings.co.jp/
https://www.cosmetic-culture.po-holdings.co.jp/focus/200904_focus6.html
https://www.toppan.co.jp/biz/gainfo/creativestory/cs5/


No. 書籍名 出版社名 装幀者名 印刷会社名 製本会社名 著者・編集者名 ISBN 作品紹介URL

397 大奥第十七巻 （株）白泉社 湯浅レイ子 （株）凸版印刷 （株）凸版印刷 よしながふみ 9874592162773 https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/55119/

398 大奥第十八巻 （株）白泉社 湯浅レイ子 （株）凸版印刷 （株）凸版印刷 よしながふみ 9784592162780 https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/57478/

399 開運に結びつく神様のおふだ (株)ハート出版 日髙裕基 中央精版印刷(株) 中央精版印刷(株) 桜井識子・日髙裕基 9784802401012 http://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0101-2.html

400 改訂新版 日本産 魚料理大全 ㈱緑書房 尾田直美 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 著者：西潟正人　監修：瀬能宏 9784895314305 https://www.midorishobo.co.jp/SHOP/1575.html

401 回文俳句日記 龜鳴屋 勝井隆則(龜鳴屋) 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣
著者：郷田豪、表紙デザイン：一二明子、制作：龜

鳴屋

402 ギヴン イラスト集 ㈱新書館 楠目智宏 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ キヅナヅキ 9784403650857

403 ギヴン イラスト集特典「モノクロSIDE」 ㈱新書館 楠目智宏 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ キヅナヅキ

404 木組　分解してみました 公益財団法人　竹中大工道具館
株式会社 Glanz 

大溝　裕
(株)ライブアートブックス (株)渋谷文泉閣 https://www.dougukan.jp/kigumi/

405 城崎ユノマトペ NPO法人本と温泉 渡辺和音 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ tupera tupera

406 Catnappers　猫文学漫画集 ナナロク社 大島依堤亜 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣
著者：長崎訓子

編集：野口理恵
9784904292907C0079 http://www.nanarokusha.com/

407 九州の味とともに　宮崎
株式会社スペースシャワーネット

ワーク
中村圭介、樋口万里、藤田佳奈 株式会社八紘美術 株式会社八紘美術 編集・ディレクション 柴田隆寛（Kichi） 9784909087379

408 切々折々　～立体心象スケッチ～ かみかけら工房 前野　藍 かみかけら工房 かみかけら工房

409 銀塩の中の金沢 龜鳴屋 勝井隆則(龜鳴屋) 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣
著者：中村祐二郎、表紙デザイン：一二明子、制

作：龜鳴屋

410 工夫の連続　ストレンジDIYマニュアル ㈱晶文社 橋詰宗 中央精版印刷㈱ 中央精版印刷㈱
著者：元木大輔

編集者：出原日向子（晶文社）
9784794971906 https://www.shobunsha.co.jp/?p=5880

411 現代人のための仏教説話50 （株）佼成出版社 上野かおる 小宮山印刷株式会社 （株）若林製本工場 著者：窪島一系　編集者：金子友亮 9784333028306 https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b553350.html

412 建築のそれからにまつわる５本の映画 TOTO出版 大島依提亜 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 中山英之 9784887063815

413 犀星映画日記 龜鳴屋 勝井隆則(龜鳴屋) 株式会社　山田写真製版所 株式会社　渋谷文泉閣 編者：室生州々子、制作：龜鳴屋

414 SAUNTER Magazine Vol.3 キルティ（株） 佐々木啓光（Vivid.Design） （株）サンニチ印刷 （株）サンニチ印刷 国本真治 9784991079238 http://kiltyinc.com

415 SAUNTER Magazine Vol.2 キルティ（株） 佐々木啓光（Vivid.Design） （株）サンニチ印刷 （株）サンニチ印刷 国本真治 9784991079221 http://kiltyinc.com

416 ３年の星占い射手座　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957153 https://sumire-shobo.com/books/

417 ３年の星占い魚座　　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957184 https://sumire-shobo.com/books/

418 ３年の星占い牡牛座　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957085 https://sumire-shobo.com/books/

419 ３年の星占い乙女座　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957122 https://sumire-shobo.com/books/

420 ３年の星占い牡羊座　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957078 https://sumire-shobo.com/books/

421 ３年の星占い蟹座　　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957108 https://sumire-shobo.com/books/

422 ３年の星占い 蠍座　　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957146 https://sumire-shobo.com/books/

423 ３年の星占い獅子座　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957115 https://sumire-shobo.com/books/

424 ３年の星占い天秤座　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957139 https://sumire-shobo.com/books/

425 ３年の星占い双子座　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957092 https://sumire-shobo.com/books/

426 ３年の星占い水瓶座　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957177 https://sumire-shobo.com/books/

427 ３年の星占い山羊座　2021-2023 すみれ書房株式会社
石松あや（しまりすデザインセン

ター）
中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 石井ゆかり・飛田淳子 9784909957160 https://sumire-shobo.com/books/

428 しぶやぶし shibuya1000実行委員会 杉下城司
伊藤形成事務所（有限会社片岡印

刷）

中部製本株式会社（小口塗装：本間

製本株式会社）
監修：川添善行　編集：森山明子 http://www.shibuya1000.jp

429 写真集 株式会社ほぼ日 good design company 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 幡野　広志 9784865013795

430 白の点　農事律 株式会社テン 新保慶太＋新保美沙子(smbetsmb) 株式会社　山田写真製版所 株式会社　山田写真製版所 株式会社テン https://ten-hyogo.jp/book/001_buy/

431 スター・ウォーズ トリビュート画集　TRIBUTE TO STAR WARS ㈱講談社 山田幸廣　primary inc., 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 講談社編 9784065161913 https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000322795

432
スター・ウォーズ スカイウォーカー・サーガ 4KUHD コンプリート

BOX
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ 図書印刷㈱ 図書印刷㈱

433 世界年鑑２０２０ ㈱共同通信社 野津明子 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 一般社団法人　岩永陽一 9784764107182　C0002

434 千の夏と夢 リイド社 中山望 大日本印刷株式会社 安藤製本株式会社 鯨庭 9784845860722 https://www.leed.co.jp/9784845860722

435 大腸がんと告知されたときに読む本 株式会社緑書房 臼井新太郎 モリモト印刷株式会社 モリモト印刷株式会社 加藤隆佑 9784895313735

436 低糖質だからおいしい！「おやつ＆スイーツ」 （株）K＆M企画室 渡辺貴志 （株）美松堂 （株）美松堂 沼津りえ・瀬戸由美子 9784909950024 https://www.k-and-m.com	

437 電子と暮らし 双子のライオン堂出版
小川 純（オガワデザイン

株式会社シナノ 株式会社シナノ 著者：西島大介、編集：竹田信弥 9784910144030 https://liondo.jp/?page_id=1721

438
てんとう虫コミックス『ドラえもん』豪華愛蔵版全４５巻セット　

「１００年ドラえもん」
株式会社　小学館 名久井直子 図書印刷株式会社 株式会社若林製本工場 藤子・Ｆ・不二雄 9784091793331 https://www.shogakukan.co.jp/pr/100dora/

439 ドロヘドロ画集　マッドアンドスラッジ 小学館
祖父江慎＋藤井瑶（コズフィッ

シュ）
凸版印刷株式会社 株式会社若林製本工場 林田球 978409199064

440 とんがり帽子のアトリエ 講談社 ＳＡＶＡ　ＤＥＳＩＮＥ 共同印刷㈱ ㈱博勝堂 白浜　鴎

441 なもり画集②　なもり展 株式会社　一迅社 有限会社BALCOLONY. 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 著者：なもり 9784758078511

442 ナンタケットバスケット ストーリー （株）K＆M企画室 渡辺貴志 （株）美松堂 （株）美松堂 八代江津子・北浦佳代子 9784909950017 https://www.k-and-m.com	

443 西村ツチカ画集 ㈱玄光社 大島依提亜 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 西村ツチカ 9784768312483

444 NEUTRAL COLORS 1 NEUTRAL COLORS 加納大輔 八紘美術 尾野製本 加藤直徳 9784909932037 http://neutral-colors.com/

445 new lagoon pct / oubon 堤あやこ　／poncotan poncotan w&g, 高速印刷株式会社 poncotan w&g えがしらはなこ

446 野村佐紀子写真集「春の運命」 Akio Nagasawa Publishing 町口覚 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 野村佐紀子

447 パフェ沼　浅草フルーツパーラーゴトー・フルーツパフェ溺愛誌 株式会社ビーナイス 三宅理子 藤原印刷株式会社 ダンク セキ株式会社
秋田麻早子、斧屋、堀田季何、餅井アンナ、樋上公

実子、岩本竜典
9784905389453 http://benice.co.jp/parfait.html

448 ぱらぱら きせかえ べんとう 中央出版㈱ 片岡修一 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 野口真紀 9784877588052

449 ぱらぱらミクロ　01好中球の貪食 (株)タイムラプスビジョン 清水隆也(タイムラプスビジョン) 紅屋オフセット(株) 紅屋オフセット(株) タイムラプスビジョン 9784991075001 https://timelapsevision.com/paraparamicro/

450 ぱらぱらミクロ　03パンに生えたカビ (株)タイムラプスビジョン 清水隆也(タイムラプスビジョン) 紅屋オフセット(株) 紅屋オフセット(株) タイムラプスビジョン 9784991075025 https://timelapsevision.com/paraparamicro/

451 ぱらぱらミクロ　02細菌の増殖　インフルエンザ菌 (株)タイムラプスビジョン 清水隆也(タイムラプスビジョン) 紅屋オフセット(株) 紅屋オフセット(株) タイムラプスビジョン 9784991075018 https://timelapsevision.com/paraparamicro/

452
引くほどに運とチャンスの連鎖を生み出すPower Wish Activating 

Cards
講談社 白畠　かおり 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 Keiko 9784065153864

453 HITOTEMAのヒトテマ 株式会社主婦の友社 中村圭介、樋口万里、藤田佳奈 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 著者・谷尻直子、編集・天野隆志（主婦の友社） 9784074365883

454 ヒプノシスマイクOfficial Guide Book　CD付き初回限定版 株式会社Dazed BALCOLONY 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ EVIL LINE RECORDS 9784065201633

455 風花雪月 HIROYUKI ASADA TEZUKA ALBUM （株）ワニマガジン社 有馬トモユキ （株）図書印刷 株式会社図書印刷 著者：浅田弘幸・編集：福嶋里味 9784862696571 https://www.wani.com/special/dororo/artbook.html#

456 九州の味とともに　福岡
株式会社スペースシャワーネット

ワーク

中村圭介、樋口万里、藤田佳奈、鈴

木茉弓
株式会社八紘美術 株式会社八紘美術 編集・ディレクション 柴田隆寛（Kichi） 9874908406584

457 ボクは甲状腺 （株）現代書林 渡辺貴志 大日本印刷（株） 大日本印刷（株） 山内泰介・関　薫 9784774517674 https://www.k-and-m.com

458 街灯りとしての本屋 11書店に聞く、お店のはじめ方・つづけ方 有限会社　雷鳥社 中村圭佑 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 田中佳祐（著）、竹田 信弥（構成） 9784844137580 http://www.raichosha.co.jp/bcitylight/index

459 MEDIA PRACTICE 19—20 東京藝術大学大学院 映像研究科 田岡美紗子 渡辺印刷株式会社 渡辺印刷株式会社 東京藝術大学大学院 映像研究科

460 約束のネバーランド　ART BOOOK WORLD ㈱集英社 石野竜生 図書印刷㈱ 図書印刷㈱
原作／白井カイウ

作画／出水ぽすか
9784087925593

461
YU-GI-OH! OFFICIAL CARD GAME 20th ANNIVERSARY 

「MONSTER ART BOX」
株式会社集英社

阿部亮爾（バナナグローブスタジ

オ）
凸版印刷株式会社 (株)渋谷文泉閣 高橋和希 9784087925296

※第54回のお申込みいただいた情報をそのまま掲載しております。（2021年）
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