
第55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）

№ 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

1 あのころなにしてた？ 新潮社 新潮社装幀室 大日本印刷株式会社 加藤製本株式会社 綿矢りさ 9784103326243

2 アルファベット遊戯 株式会社澪標 倉本修 亜細亜印刷 亜細亜印刷 青池薔薇館 9784860785277

3 石ころ路（灯光舎　本のともしび） 株式会社　灯光舎 野田和浩 創栄図書印刷株式会社 株式会社渋谷文泉閣 田畑修一郎 9784909992512 https://www.tokosha-publishing.com/publication/1/

4 伊能忠敬と柏木家の人々 愛育出版 柏木隆雄 啓文堂 啓文堂 柏木隆雄 9784909080646

5 うろん紀行 代わりに読む人 コバヤシタケシ 藤原印刷株式会社 藤原印刷株式会社 わかしょ文庫 9784991074332 http://www.kawariniyomuhito.com/book-uronkiko/

6 エルネストとセレスチーヌのお話 銀の月
装画：橋詰ひとみ

ブックデザイン：橋詰冬樹
㈱山田写真製版所 ㈱渋谷文泉閣

著者：ダニエル・ペナック

訳者：渡辺響子
9784991152603

7 遠慮深いうたた寝 （株）河出書房新社 名久井直子 三松堂（株） 加藤製本（株） 小川洋子 https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309030036/

8 off the hook 1/5 平野太呂、中村圭介、村岡俊也 中村圭介 八紘美術 八紘美術 著者・平野太呂、中村圭介、村岡俊也 https://www.instagram.com/offthehookzine/

9 音楽のような本がつくりたい （株）木立の文庫 上野かおる 亜細亜印刷（株） 亜細亜印刷（株） 木村 元 9784909862204

10 骸骨　ジェローム・K・ジェローム幻想奇譚 (株)国書刊行会 岡本洋平（岡本デザイン室） 創栄図書印刷（株） (株)ブックアート ジェローム・K・ジェローム 9784336072061 https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336072061/

11 掠れうる星たちの実験 国書刊行会 山本浩貴+h
株式会社シナノパブリッシングプレ

ス
株式会社ブックアート 乗代雄介 9784336072597 https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336072597/

12 神の悪手 新潮社 新潮社装幀室 大日本印刷株式会社 加藤製本株式会社 芹沢央 9784103500834

13 かめれおん日記（灯光舎　本のともしび） 株式会社　灯光舎 野田和浩 創栄図書印刷株式会社 株式会社渋谷文泉閣 中島敦 9784909992529 https://www.tokosha-publishing.com/publication/1/

14 嫌われた監督　落合博満は中日をどう変えたのか （株）文藝春秋 番洋樹 凸版印刷 加藤製本 スズキタダヒラ 9784163914411

15 草木愛しや 花の折々 (有)三月書房 吉田　咲
三協美術印刷（株）、（株）平河工

業社
（株）ブロケード 平野恵理子 9784782602324 http://www5f.biglobe.ne.jp/~sangatushobo/

16 葛原妙子歌集 株式会社書肆侃侃房 六月 モリモト印刷(株) モリモト印刷(株) 葛原妙子／川野里子 9784863854918

17 幸田文 老いの身じたく ㈱平凡社
吉田浩美　吉田篤弘（クラフト・エ

ヴィング商會）
㈱東京印書館 大口製本印刷㈱ 幸田文（著）／青木奈緖（編） 9784582838770 https://www.heibonsha.co.jp/book/b590090.html

18 コシノジュンコ　56の大丈夫 世界文化社 木下勝弘 中央精版印刷株式会社 中央精版印刷株式会社 コシノジュンコ 9784418215003

19 小島 新潮社 新潮社装幀室 大日本印刷株式会社 加藤製本株式会社 小山田浩子 9784103336440

20 この余った勇気をどこに捨てよう 菊池拓哉 永田洋平 藤原印刷（株） （株）望月製本所 黒川隆介 9784600007690

https://poet.official.ec/items/51124256#:~:text=2010%E5%B9%B4%E3%81%8B%E

3%82%892021%E5%B9%B4,%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%81%A7%E3%81%8D%E

3%82%8B%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81

%97%E3%81%9F%E3%80%82

21 THE やんごとなき雑談 株式会社KADOKAWA 宮古　美智代 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 著者：中村　倫也・編集者：村井　有紀子 9784046803009 https://www.kadokawa.co.jp/product/322011000350/

22
32歳。いきなり介護がやってきた。──時をかける認知症の父と、

がんの母と
（株）佼成出版社 アルビレオ 小宮山印刷（株） （株）若林製本工場 あまのさくや 9784333028580

23 下町和尚の生き方放言　許せないを気にしない。 （株）佼成出版社 マルプデザイン （株）精興社 （株）若林製本工場 名取芳彦 9784333028412

24 芝木好子小説集　新しい日々 書肆汽水域 新島龍彦 藤原印刷　株式会社 有限会社篠原紙工 著者：芝木好子　編集:北田博充 9784990889951 https://www.s-shiko.co.jp/design/newdays-regularedition/

25 芝木好子小説集　新しい日々　特装版 書肆汽水域 新島龍彦 藤原印刷　株式会社 有限会社篠原紙工 著者：芝木好子　編集:北田博充 https://www.s-shiko.co.jp/design/newdays-specialedition/

26 ジュリアン・バトラーの真実の生涯 （株）河出書房新社
坂野公一＋吉田友美＋島﨑肇則

（welle design）
（株）享有堂印刷所 加藤製本（株） 川本直 9784309029832 https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309029832/

27
人工島戦記　あるいはふしぎとぼくらはなにをしたらよいかのこど

も百科
株式会社ホーム社 川名潤 凸版印刷株式会社 加藤製本株式会社 橋本治 9784834253504 https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-8342-5350-4

28 シンジケート[新装版] ㈱講談社 名久井直子 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 穂村弘、見田葉子 9784065232125 https://www.youtube.com/watch?v=78xTk2WJHrE

29 人生の花火 （株）新潮社 郷坪浩子 錦明印刷（株） 加藤製本（株） 冨部　久志 9784109101875 https://www.jinseinohanabi.com/

30 人生ミスっても自殺しないで、旅 晶文社
祖父江慎＋根本匠（コズフィッ

シュ）
ベクトル印刷株式会社 ベクトル印刷株式会社 諸隈元 9784794972453 https://www.shobunsha.co.jp/?p=6598

31 新版　雪に生きる ㈱カノア 有山達也・中本ちはる ㈱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 猪谷六合雄・中島佳乃 9784910029009 https://www.ka-noa.co.jp/yukiniikiru/

32 瑞鳥 砂子屋書房 倉本修 長野印刷商工株式会社 渋谷文泉閣 田村雅之 9784790417811 https://www.sunagoya.com

33 正欲 新潮社 新潮社装幀室 錦明印刷株式会社 加藤製本株式会社 浅井リョウ 9784103330639

34 宣言下日誌 今朝パブリッシング 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
http://www.kesapublishing.com/books/%e5%ae%a3%e8%a8%80%e4%b8%8b%e6%

97%a5%e8%aa%8c-%e5%a4%a7%e5%92%8c%e7%94%b0%e8%89%af/

35 送別の餃子 株式会社　灯光舎 野田和浩 創栄図書印刷株式会社 株式会社渋谷文泉閣 井口淳子 9784909992017 https://www.tokosha-publishing.com/publication/1/

36 高島裕　第６歌集『盂蘭盆世界』 TOY 石崎悠子 ㈱山田写真製版所 ㈱渋谷文泉閣
著者：高島裕

発行者：石﨑悠子
9784907111021

37 旅立つには最高の日 株式会社三省堂 納谷衣美 三省堂印刷株式会社 三省堂印刷株式会社 田中真知 9784385365206 https://www.sanseido-publ.co.jp/publ/gen/gen4lit_etc/tabidachibest/index.html

38 TAPESTRY 一野篤

オフセット：有限会社 修美社

シルクスクリーン：東美企画

箔押し：川口箔押印刷

新日本製本株式会社 五味岳久

39 談志の日記1953 17歳の青春 （株）dZERO 鈴木成一デザイン室 モリモト印刷（株） 加藤製本（株） 立川談志 9784907623463 https://dze.ro/

40 月野木若菜句集　夜光貝
（株）ミューズ・コーポレーション

喜怒哀楽書房
吉田瞳 （株）ジョーメイ （株）木戸製本所 月野木若菜 9784910591094 https://e-muse.jp/book/hondukuri

41 土にまみれた旗 （株）河出書房新社 水戸部功 （株）享有堂印刷所 大口製本印刷（株） ウィリアム・フォークナー　諏訪部浩一訳 9784309208312 https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309208312/

42 定形外郵便 新潮社 新潮社装幀室 株式会社精興社 加藤製本株式会社 堀江敏幸 9784104471065

43 哲学の蠅 株式会社創元社 松本久木（松本工房） 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 吉村 萬壱 著／内貴麻美 9784422930909 https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4323

44 東京商店夫婦 (株)交通新聞社 寄藤文平＋古屋郁美 凸版印刷(株） 凸版印刷(株） 阿部 了・阿部直美 9784330030210 https://www.kotsu.co.jp/products/details/611113.html

45 東山道エンジェル紀行 株式会社左右社 秋山伸＋宮原慶子／edition.nord

チクチク・ラボラトリーby

edition.nord[incl.神戸芸術工科大学

ビジュアルデザイン学科パブリッシ

ング・プロジェクト・ゼミ]

チクチク・ラボラトリーby

edition.nord[incl.神戸芸術工科大学

ビジュアルデザイン学科パブリッシ

ング・プロジェクト・ゼミ]

文・町田康

絵・寺門孝之
9784865280166 http://sayusha.com/catalog/books/p東山道エンジェル紀行

46 ときをしる　日本文化心得一二ヵ月 有限会社万来舎 引田　大 (株)東京印書館 (株)東京印書館 ｶﾜﾍﾞﾘｴｺ・ｵｶﾓﾄｸﾐｺ 9784908493560 http://www.inshokan.co.jp

47 どんぐり（灯光舎　本のともしび） 株式会社　灯光舎 野田和浩 創栄図書印刷株式会社 株式会社渋谷文泉閣 寺田寅彦／中谷宇吉郎 9784909992505 https://www.tokosha-publishing.com/publication/1/

48 長澤延子全詩集 （株）皓星社 間村俊一 精文堂印刷（株） 精文堂印刷（株） 福島泰樹 9784774407364 https://www.libro-koseisha.co.jp/literature_criticism/9784774407364/

49 日本美術の冒険者　チャールズ・ラング・フリーアの生涯 日本経済新聞出版 アルビレオ 錦明印刷株式会社 大口製本印刷株式会社 中野明 9784532177058 https://nikkeibook.nikkeibp.co.jp/item-detail/17705

50 灰の劇場 ㈱河出書房新社 鈴木成一デザイン室 三松堂㈱ 小泉製本㈱ 恩田陸 9784309029429 https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309029429/

51 芭蕉の風景　下 株式会社ウェッジ

山口信博

玉井一平

宮巻麗

図書印刷株式会社 図書印刷株式会社
著者：小澤實

編集者：海野雅彦
9784863102439 https://wedge.ismedia.jp/ud/books/isbn/978-4-86310-243-9

52 芭蕉の風景　上 株式会社ウェッジ

山口信博

玉井一平

宮巻麗

図書印刷株式会社 図書印刷株式会社
著者：小澤實

編集者：海野雅彦
9784863102422 https://wedge.ismedia.jp/ud/books/isbn/978-4-86310-242-2

53 ハヨンガ　ハーイ、おこづかいデートしない？ アジュマブックス 松田行正 モリモト印刷 モリモト印刷 チョン・ミギョン著　大島史子訳 9784910276007 https://www.ajuma-books.com/ハヨンガ

54 半睡 株式会社書肆侃侃房 佐々木暁 モリモト印刷(株) モリモト印刷(株) 佐々木敦 9784863854864 http://www.kankanbou.com/books/tanka/0491

55 パンデミック日記 新潮社 新潮社装幀室 大日本印刷株式会社 大口製本印刷株式会社 筒井康隆他 9784103540519

56 Visible Invisible 有限会社万来舎 MOMENT (株)東京印書館 (株)東京印書館 ｶﾜﾍﾞﾘｴｺ 9784908493553 http://www.inshokan.co.jp

57 評伝 カール・ラガーフェルド （有）アンドエト 中野豪雄 鈴木直子 藤原印刷（株） 加藤製本（株）
ローラン・アレン＝キャロン著 / 岡 フリオ 朋子

翻訳
9784910204024 https://and-eto.com/lp/book03.html

58
フランスの小さくて温かな暮らし 365日　大切なことに気づかせて

くれる日々のヒント
㈱自由国民社 白畠かおり ㈱光邦 新風製本㈱ トリコロル・パリ 9784426126889 https://www.jiyu.co.jp/feature/france365/

59 ブルーインク・ストーリー 新潮社 新潮社装幀室 大日本印刷株式会社 大口製本印刷株式会社 安西水丸 9784103539513

60 ぼく自身のノオト 株式会社創元社 五十嵐哲夫 モリモト印刷㈱ モリモト印刷㈱
ヒュー・プレイサー 著 きたやまおさむ 訳／坂上

祐介
9784422930893 https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4205

61 星屑Ⅱ 紙作室 そえがき 平林美咲 （株）イニュニック 紙作室 そえがき 平林美咲 https://note.com/rinnmi_rinnmi/n/n92991f9c679b

62 夕暮れの草の冠 柏書房株式会社 奥定泰之 株式会社精興社 株式会社ブックアート 西崎憲（他） 9784760152834 http://www.kashiwashobo.co.jp/book/b584954.html

63 妖精DIZZY 思潮社 山本浩貴+h シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 野村喜和夫 9784783737483 http://www.shichosha.co.jp/newrelease/item_2714.html

64 らくがき ウネリウネラ 牧内麻衣 （有）吾妻印刷 (有）吾妻印刷 ウネリウネラ 9784991174605 https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784991174605

65 龍潭譚 龜鳴屋 勝井隆則 ㈱山田写真製版所 ㈱渋谷文泉閣

著者：泉鏡花

題字/函・表紙・見返し画：武藤良子

発行者：勝井隆則

66 私が行ったさびしい町 新潮社 新潮社装幀室 錦明印刷株式会社 大口製本印刷株式会社 松浦寿輝 9784104717040

67
ART–BOOK：絵画性と複製性——MAU M&L貴重書コレクション×

Lubokの試み
武蔵野美術大学 美術館•図書館 保田卓也（凸版印刷） 株式会社山田写真製版所 株式会社渋谷文泉閣

編集：大野智世・西村碧（武蔵野美術大学 美術

館•図書館） https://mauml.musabi.ac.jp/museum/events/17285/

68
ART–BOOK：絵画性と複製性——MAU M&L貴重書コレクション×

Lubokの試み
武蔵野美術大学 美術館•図書館 保田卓也（凸版印刷） 株式会社山田写真製版所 株式会社渋谷文泉閣

編集：大野智世・西村碧（武蔵野美術大学 美術

館•図書館） https://mauml.musabi.ac.jp/museum/events/17286/

69
ART–BOOK：絵画性と複製性——MAU M&L貴重書コレクション×

Lubokの試み
武蔵野美術大学 美術館•図書館 保田卓也（凸版印刷） 株式会社山田写真製版所 株式会社渋谷文泉閣

編集：大野智世・西村碧（武蔵野美術大学 美術

館•図書館） https://mauml.musabi.ac.jp/museum/events/17287/

70
ART–BOOK：絵画性と複製性——MAU M&L貴重書コレクション×

Lubokの試み
武蔵野美術大学 美術館•図書館 保田卓也（凸版印刷） 株式会社山田写真製版所 株式会社渋谷文泉閣

編集：大野智世・西村碧（武蔵野美術大学 美術

館•図書館） https://mauml.musabi.ac.jp/museum/events/17288/

71
ART–BOOK：絵画性と複製性——MAU M&L貴重書コレクション×

Lubokの試み
武蔵野美術大学 美術館•図書館 保田卓也（凸版印刷） 株式会社山田写真製版所 株式会社渋谷文泉閣

編集：大野智世・西村碧（武蔵野美術大学 美術

館•図書館） https://mauml.musabi.ac.jp/museum/events/17289/

72 秋野ちひろ 本と金槌 東塔堂 加藤勝也 山田写真製版所 篠原紙工 秋野ちひろ 9784991176609

73 悪魔 株式会社創元社 細山田デザイン事務所 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 山田五郎 著／坂上祐介 9784422701318 https://www.sogensha.co.jp/special/yaminoseiyokaigashi/

74 「あざみ野コンテンポラリー vol.11　関川航平　今日」　記録集
横浜市民ギャラリーあざみ野［公益

財団法人横浜市芸術文化振興財団］
芝野健太 （株）ライブアートブックス （株）エヌワホン

執筆：関川航平、天野太郎／編集・構成：関川

航平、佐藤直子
https://artazamino.jp/event/azamino-contemporary-20201101/

75 AND I REMINISCE roshin books 加藤勝也 (株)山田写真製版所 (株)山田写真製版所 Jörgen Axelvall 9784909742018

76 AND I REMINISCE roshin books 加藤勝也 ㈱山田写真製版所 (株)山田写真製版所

写真：ヨーガン・アクセルバル

発行人：斉藤篤 9784909742018 https://roshinbooks.com/

77 Into the world of Yasumi Hakoshima 株式会社南天子画廊 杉山さゆり 光村印刷株式会社（PD:川崎智徳） 株式会社シュウエイ

著者：箱嶋泰美／企画：青木康彦（南天子画

廊） http://www.nantenshi.com

78 INHERIT ERMITE 樋口久瑛 （株）サンエムカラー （株）渋谷文尖閣 吉田簑紫郎・樋口久瑛 9784991169304 https://ermite.jp

79 We are Made of Grass, Soil, Trees, and Flowers T&M Projects 森 大志郎 （株）八絋美術 （株）博勝堂 山元彩香 9784909442253 https://www.tandmprojects.com/products/ay-flowers

80 Ｗａｖｅｓ ライツ社 大塚圭太 株式会社八紘美術 印刷設計会社社 夏井瞬 9784909044310 https://shun-natsui.com/books/waves/

81 植田真紗美『海へ』（birdスリーブ） Trace 武田厚志
株式会社サンエムカラーサンエムカ

ラー
株式会社渋谷文泉閣 植田真紗美 http://tracelab.jp
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82 植田真紗美『海へ』（dinosaurスリーブ） Trace 武田厚志
株式会社サンエムカラーサンエムカ

ラー
株式会社渋谷文泉閣 植田真紗美 http://tracelab.jp

83 上田泰江　画集 阿曾美舎 阿曾一実 ㈱イニュニック ㈱イニュニック 阿曾一実

84 宇都宮美術館所蔵「ジュルジュ・ビゴー」図録 宇都宮美術館/下野新聞社 佐藤真哉 ㈱山田写真製版所 ㈱渋谷文泉閣

編集：藤原 啓、古谷裕子

デザイン：佐藤真哉（ヤマゼンコミュニケー

ションズ（株））

85 宇野亞喜良画集　Kaleidoscope ㈱グラフィック社 大島依提亜 図書印刷㈱、㈱太陽堂成晃社 図書印刷㈱ 宇野亞喜良 9784766135060 http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=45791

86 ACE 個人出版 小熊千佳子 （株）丸上プランニング （株）丸上プランニング 佐藤祐介 http://yusuke-sato.com/archives/5253

87 描くひと 谷口ジローの世界 株式会社ふらり soda design 株式会社山田写真製版所 株式会社山田写真製版所
壱岐真也、川島準一郎、佐藤敏章、染谷誠、夏

目房之助
https://soda-design.jp/

88 ＮＨＫ ８Ｋ 国宝へようこそ 法隆寺 ＮＨＫ出版 おおうちおさむ 大日本印刷 大日本印刷 ＮＨＫ「国宝へようこそ」制作班 ・編著 9784140818640 https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000818642021.html

89 ＮＨＫ ８Ｋ 国宝へようこそ 洛中洛外図屛風 ＮＨＫ出版 おおうちおさむ 大日本印刷 大日本印刷 ＮＨＫ「国宝へようこそ」制作班 ・編著 9784140818657 https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000818652021.html

90 遠藤彰子〈白い絵〉〈黒い絵〉 （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・黒田結花 9784902078695 https://www.bigaku-shuppan.jp/book/902078695.html

91 遠藤彰子《四季》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・黒田結花 9784902078633 https://www.bigaku-shuppan.jp/book/902078633.html

92 横死 株式会社創元社 細山田デザイン事務所 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 山田五郎 著／坂上祐介 9784422701356 https://www.sogensha.co.jp/special/yaminoseiyokaigashi/

93 怪物 株式会社創元社 細山田デザイン事務所 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 山田五郎 著／坂上祐介 9784422701332 https://www.sogensha.co.jp/special/yaminoseiyokaigashi/

94 「片山利弘-領域を越える造形の世界」展図録 武蔵野美術大学　美術館・図書館 江南仁美 ㈱山田写真製版所 ㈱渋谷文泉閣

執筆：新島実（武蔵野美術大学　美術館・図書

館）

編集：佐伯聡子（武蔵野美術大学　美術館・図

書館）

デザイン：江南仁美

95 片山真理　Mother River Homing Akio Nagasawa Publishing 長澤章生 (株)東京印書館 （株）ブロケード ｶﾀﾔﾏﾏﾘ・ﾅｶﾞｻﾜｱｷｵ http://www.inshokan.co.jp

96 鍛人　伊藤重光の隕刀技法　Meteor Gladio 和器出版㈱ 松沢浩治 藤原印刷㈱ 藤原印刷㈱ 伊藤重光

97 COLORFUL PINHOLE BOOKS 泉美菜子 藤原印刷 望月製本所 内田亘 9784991160615 http://pinhole-db.com/design/colorful

98 からむしを績む 特装版 渡し舟 漆原悠一 （株）アイワード、（有）日光堂 博勝堂

編著＝渡し舟（渡辺悦子・舟木由貴子）

文＝鞍田 崇

写真＝田村尚子（vutter kohen）

編集＝信陽堂編集室（丹治史彦・井上美佳）

https://shinyodo.net/diary/694/

99 KALEIDOSCOPE  OF  THE  HEART 山根出版
山根啓昂, 岩尾優輝, 平井彰（atelier

gray）
（株）加藤文明社 （株）加藤文明社 山根啓昂, 岩尾優輝

100 「川口起美雄-I'll be your mirror」展図録 武蔵野美術大学　美術館・図書館 白井敬尚形成事務所 ㈱山田写真製版所 ㈱渋谷文泉閣

執筆：是枝開／川口起美雄

編集：佐伯聡子（武蔵野美術大学　美術館・図

書館）

ブックデザイン：白井敬尚形成事務所

101 北飯山カタツムリ друг 加藤勝也 (株)山田写真製版所 (有)篠原紙工 横川辰之

102 北辻良央 全版画 1976–2020 +Y Gallery 塩谷啓悟 （株）ライブアートブックス (株)渋谷文泉閣 小谷弥生 https://www.plus-y-gallery.com/kitatsuji-yoshihisa/

103 切り絵全集ー久保修古希記念ー 東方出版 濱崎実幸 亜細亜印刷株式会社 株式会社　渋谷文泉閣 久保修 9784862494153 http://www.tohoshuppan.co.jp/2021/10/s21-415-3.html

104 草間彌生「私のかいたことばに あなたのナミダをながしてほしい」 オオタファインアーツ 本庄浩剛 (株)サンエムカラー (株)博勝堂 オオタファインアーツ

105 叢の視点　植物の新しい価値観を問う ㈱グラフィック社 仲 将晴 ㈱アイワード ㈱博勝堂 小田康平 9784766135831

106 クバへ／クバから いぬのせなか座 山本浩貴+h シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 三野新 http://inunosenakaza.com/to_from_kuba.html

107 CLOWN 蒼穹舎 塚本明彦 （株）サンエムカラー 新日本製本（株） 大田通貴

108 GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2021

発行元：公益社団法人日本グラ

フィックデザイナー協会（JAGDA)

発売元：株式会社六耀社

ブックデザイン：工藤”ワビ”良平

（デザ院）本文デザイン：工藤”ワ

ビ”良平（デザ院）・中西”サビ”一志

（デザ院）

凸版印刷株式会社
凸版印刷株式会社（協力：株式会社

渋谷文泉閣）

編集・制作：JAGDA年鑑委員会

編集長：柿木原政広
9784815100131

109 KUROMONO Baci MAEDA DESIGN LLC. 山田写真製版 渋谷文泉閣 著者/林青那   編集者/内田有佳 9784990885946 http://bacibooks.com/

110 ここにあるしあわせ T&M Projects 鈴木 聖 （株）山田写真製版所 （株）山田写真製版所 近藤亜樹 9784909442185 https://www.tandmprojects.com/products/aki-kondo

111 GODZILLA ゴジラ-History of Formative Arts 1954-2016- （株）パイ インターナショナル 伊藤修一/後藤寿方 株式会社広済堂ネクスト 株式会社広済堂ネクスト

企画・監修　岸川靖

構成・執筆　中本那由子

編集　有限会社岸川編集事務所

9784756254306 https://pie.co.jp/book/i/5430/

112 痕跡と足跡（index & Footprints) ART OFFICE OZASA 大西正一 （株）ライブアートブックス 渋谷文泉閣 杉浦邦恵

113 「The Scene (Berlin)」記録集 see how studio 芝野健太 （株）ライブアートブックス 岡崎紙工（株） 滝沢広 http://rinartassociation.com/publication/2339

114 Subject & Object　三宅瑠人作品集 ㈱グラフィック社 岡崎由佳 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 三宅瑠人 9784766135732 http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=45610

115 さまよえる絵筆—東京・京都 戦時下の前衛画家たち ㈱みすず書房 中野豪雄、林宏香、西垣由紀子 ㈱加藤文明社 ㈱加藤文明社

編集・執筆：

弘中智子

清水智世

9784622089803

116 澤田知子　狐の嫁いり　特装版 ㈱青幻舎 浅野豪
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

㈱
澤田知子 9784861528620 https://www.seigensha.com/books/978-4-86152-862-0/

117 思想のテーブル ㈱メタ・ブレーン 須崎　祐次 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 須崎　祐次 9784905239987

118 SHIMOGUITARS （有）万来舎 伊田淑乃、小池玄 （株）東京印書館 （株）東京印書館 著者：志茂崇弘、編集：伊田淑乃 9784908493546 https://shimoguitars.com/lp-collection-of-works

119 菅木志雄　〈もの〉の存在と〈場〉の永遠 HeHe 林琢真 ㈱山田写真製版所 (株)山田写真製版所

著者：菅木志雄

編集：岩手県立美術館、小山登美夫ギャラ

リー、HeHe

9784908062391

120 朱雀の聲 砂子屋書房 倉本 修 長野印刷商工株式会社 渋谷文泉閣 林和清 9784790417842

121 砂のキャンバス 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 松原時夫 9784990935443 https://pub.michi-oto.com/

122 世界 朝日新聞出版 佐藤亜沙美（サトウサンカイ） 藤原印刷 渋谷文泉閣 佐藤健寿/著、谷野友洋/編集 9784022587114 https://kikai.org/2021/12/18/sekai_microcosm_kenjisato/

123 （世界）² piyo piyo press 藤田裕美 （株）ライブアートブックス 博勝堂 川島小鳥 http://piyopiyopress.com/sekai_2jo.html

124

K＆A彫刻スタジオの

「世界凹み旅」

2005-2018シベリアの旅編・ベルリンの日々編
(有)かりん舎 勘川亜紀 中西印刷（株）

谷口彩子（文）

谷口顕一郎（ブログ）
9784902591446 http://kwarinsha.cart.fc2.com/ca2/52/p-r-s/

125 禅の四季彩　乾徳山　恵林寺 世界文化社 世界文化社 凸版印刷株式会社 株式会社大観社 乾徳山　恵林寺 9784418212040 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001098.000009728.html

126 創作日本語オペラ　かぐや姫（オーケストラ譜） The Queen's Press 福田治 The Queen's Press The Queen's Press 橋詰智博 9784909808516 https://wien-violin.com

127 創作日本語オペラ　かぐや姫（ピアノ譜） The Queen's Press 福田治 The Queen's Press The Queen's Press 橋詰智博 9784909808516 https://wien-violin.com

128 ソール・スタインバーグ　シニカルな現実世界の変換の試み  公益財団法人DNP文化振興財団 矢萩喜從郎 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 矢萩喜從郎 なし https://www.dnpfcp.jp/publications/others/

129 測量｜山 T&M Projects 小池 俊起 （株）サンエムカラー （株）渋谷文泉閣 吉田志穂 9784909442246 https://www.tandmprojects.com/products/survey

130 その次の季節　高知県被曝者の肖像 this and that Takemura Design & Planning 弘文印刷㈱ ㈲篠原紙工 甫木元 空 9784991006234

http://machikado-

gallery.com/event/social/%e7%94%ab%e6%9c%a8%e5%85%83%e7%a9%ba-

%e5%80%8b%e5%b1%95%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae%e6%ac%a1%e3%81

%ae%e5%ad%a3%e7%af%80/

131 第12回 国際陶磁器展美濃 図録 国際陶磁器展美濃実行委員会 クロス：滝川 ㈱山田写真製版所 ㈱渋谷文泉閣

企画編集：国際陶磁器フェスティバル美濃実行

委員会

デザイン：クロス滝川正弘

撮影：宮川邦雄

132 タイムライン——時間に触れるためのいくつかの方法 this and that 熊谷篤史 ㈱文方社 ㈱文方社

「タイムライン——時間に触れるためのいくつ

かの方法」プロジェクト　アーカイヴ制作チー

ム=編

9784991006227 http://artandarchive.com/timeline/

133 篁牛人展-昭和水墨画壇の鬼才 富山県水墨美術館　大倉集古館 STRIDE 宮田裕美詠 ㈱山田写真製版所 ㈱渋谷文泉閣
編集：富山県水墨画美術館

デザイン：STRIDE 宮田裕美詠

134 瀧下和之作品集　桃太郎図３ ㈱求龍堂 松尾 紀之　川上 幸 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 著者：瀧下和之　編集者：鹿山芳明 9784763021199
https://www.kyuryudo.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000002024&sea

rch=%C2%ED%B2%BC&sort=

135 丹地陽子作品集 （株）パイ インターナショナル 大島依提亜 株式会社広済堂ネクスト 株式会社広済堂ネクスト
著者：丹地隔子

編集：杵淵恵子
9784756251602 https://pie.co.jp/book/i/5160/

136 CHIYOGAMI (株)遊タイム出版 楞川かおり (株)アズマ (株)アズマ 楞川かおり・小池シドー 9784860103620 https://re-kao.com/

137 デアリ（ル）ク マルショウ アリク 高谷 廉・岩松亮太 ホワイトプロセス ホワイトプロセス 廣岡好和・加藤木 礼 https://koji-shiroshita.com/news/picture-focus.html

138 デザインのひきだし43（本誌）（同梱付録：和紙見本帳） ㈱グラフィック社 STUDIO PT.
【本体】図書印刷㈱

【表紙】山田兄弟製紙㈱
図書印刷㈱ グラフィック社編集部 9784766135039 http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=44435

139 デザインのひきだし44（本誌）（同梱付録：厚紙・板紙見本帳） ㈱グラフィック社 STUDIO PT.
【本体】図書印刷㈱

【表紙】㈲コスモテック
図書印刷㈱ グラフィック社編集部 9784766135046 http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=44723

140 寺田克也SKETCH （株）パイ インターナショナル セキネシンイチ製作室 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社

著者：寺田克也

編集：田中里奈（ヒヨコ舎）

進行管理：大場義行

9784756254269 https://pie.co.jp/book/i/5426/

141 天童木工とジャパニーズモダン (株)青幻舎 高橋万実子 (株)サンエムカラー (株)サンエムカラー 山田泰巨 9784861528545 https://www.tendo-mokko.co.jp/info/japanesemodern

142 天童木工とジャパニーズモダン ㈱青幻舎 高橋万実子 ㈱サンエムカラー ㈱サンエムカラー 山田泰巨 9784861528545 https://www.seigensha.com/books/978-4-86152-854-5/

143 To Find The Right Chair Cairo Apartment 森川聖子 サンエムカラー サンエムカラー 岩崎　淳 9784991178009

144  DEVENIR Fu-10 LLC. 米山菜津子 （株）ライブアートブックス
(株)日本紙興、田中手帳(株)、(アヅ

マ)
トヤマタクロウ https://takurohtoyama.com/DEVENIR

145 70s Tokyo TRANSGENDER KOMIYAMA TOKYO 小宮山慶太 株式会社 東京印書館 株式会社 東京印書館

写真：二本木里美　編集・装幀：小宮山慶太

プリンティングディレクター：髙栁昇　デザイ

ン：中島浩

https://www.book-komiyama.co.jp/bookblog/?p=65892

146 70s Tokyo LONG HAIR INVERTED KOMIYAMA TOKYO 小宮山慶太 株式会社 東京印書館 株式会社 東京印書館

写真：二本木里美　編集・装幀：小宮山慶太

プリンティングディレクター：髙栁昇　デザイ

ン：中島浩

https://www.book-komiyama.co.jp/bookblog/?p=66103

147 True noon text

橋詰冬樹

+橋詰ひとみ

(TORdesign)

㈱山田写真製版所 (有)篠原紙工

著者：O'Tru no Trus

文：橋詰ひとみ

148 《特装版》写真集『東京銭湯 SENTO IN TOKYO』 ㈱ネクト編集事務所 泉屋宏樹 アサヒ精版㈱ アサヒ精版㈱ 著者：今田耕太郎　　編集者：竹葉徹 http://imadaphotoservice.com/sento/

149 髑髏 株式会社創元社 細山田デザイン事務所 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 山田五郎 著／坂上祐介 9784422701349 https://www.sogensha.co.jp/special/yaminoseiyokaigashi/

150 届かなかった言葉たちを 自費出版 増本綾 桜ノ宮活版倉庫 株式会社彩匠堂 増本綾

151 Trans-Shiberian Railway 白い立体 吉田昌平 （株）ライブアートブックス 篠原紙工 本多康司/吉田昌平

https://bababa.jp/trans-siberian-

railway/6%E6%B3%8A7%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%88%97%E8%BB%8A%E6%97

%85%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%82%80%E3%82%82%E3%81%AE%E3%80%82%E

3%80%8Etrans-siberian-

railway%E3%80%8F%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E5%BA%B7%E5%8F%B8%EF%BC%

86/

152 長倉洋海写真集「MASSOUD」 長倉商店塾 鈴木康彦 (株)東京印書館 （株）渋谷文泉閣 ﾅｶﾞｸﾗﾋﾛﾐ http://www.inshokan.co.jp

153 nature morte  - après 311 - Place M 小松透 株式会社山田写真製版所 有限会社篠原紙工 小松透 9784905360360 https://www.stilllife.org/wp/2021/12/nature-morte-apres-311/

154
20世紀のポスター[図像と文字の風景]―ビジュアルコミュニケー

ションは可能か?
日本経済新聞社

カタログ監修	佐賀一郎（多摩美術大

学）

アートディレクション	澤田泰廣（多

摩美術大学）

ブックデザイン	長澤昌彦

㈱山田写真製版所 (株)山田写真製版所
編集：多摩美術大学、東京都庭園美術館、日本

経済新聞社文化事業部
9784907243135

155 NEW AUCTION 001 株式会社 New Auction New Auction （株）ライブアートブックス 渋谷文泉閣、竹尾 ニューオークション https://newwwauction.com/auctionterms/

156 nature morte – après 311 – Place M 小松透 ㈱山田写真製版所 (有)篠原紙工
著者：小松透

発行人：瀬戸正人
9784905360360

157 NOSTALGIA　葛西薫  公益財団法人DNP文化振興財団 葛西薫 株式会社DNPメディア・アート 株式会社DNPメディア・アート 葛西薫 なし https://www.dnpfcp.jp/publications/others/

158
BAUHAUS HUNDRED 1919-2019

バウハウス百年百図譜
牛若丸 松田行正 三永印刷株式会社 有限会社栄久堂 伊藤俊治 9784909718051 https://matzda.co.jp/

159 BOUNDARY｜境界 ㈱青幻舎 近藤一弥 ㈱サンエムカラー 渋谷文泉閣 竹沢うるま 9784861528316 https://www.seigensha.com/books/978-4-86152-831-6/

160 BOUNDARY|境界 (株)青幻舎 近藤一弥 (株)サンエムカラー (株)渋谷文泉閣 竹沢うるま 9784861528316

161 花 砂子屋書房 倉本 修 長野印刷商工株式会社 渋谷文泉閣 奥田亡羊 9784790418085

162 ピーター・シスの闇と夢 ㈱国書刊行会 川添英昭 ㈱山田写真製版所 ㈱渋谷文泉閣

執筆：ピーター・シス、柴田元幸、赤塚若樹、

ジャン⁼ギャスパール・パーレニーチェック、小

野寛子、ヤナ・チェニュコヴァー、岡本梓、柴

田勢津子

編集：廣瀬歩、竹見洋一郎

9784336072665

163 PICTURE – FOCUS 城下浩伺 オオタタカミツ+タナカタツヤ （株）ライブアートブックス （株）ライブアートブックス 城下浩伺 https://cairo-apartment.com/pages/titles.html

164 美と音楽の饗宴　ベートーヴェン生誕250周年 株式会社出版文化社 金澤啓子 株式会社遊文舎 株式会社遊文舎
村宮健人（編集者）

塩谷昇三（編集者）
9784883386925 https://www.qualiart.co.jp

165 Beyond Invisible Borders kyodo20_30 三上悠里 株式会社 グラフィック 有限会社 篠原紙工 『東京で(国)境をこえる』事務局

166 FEAR　edition3 ボリス雑貨店 名久井直子 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ ヒグチユウコ なし

167 Forest 岩松亮太 (株)サンエムカラー (有)篠原紙工 YAMANEMU

168 不在の部屋 Portraits of Absence PINHOLE BOOKS 泉美菜子
藤原印刷、ショウエイ、コスモテッ

ク
望月製本所 杉山佳 9784991160639 http://pinhole-db.com/design/portraits-of-absence-kei-sugiyama-limited-ver

169 藤井保 瀧本幹也　往復書簡『その先へ』 ㈱グラフィック社 葛西薫 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 藤井保、瀧本幹也 9784766136227 http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=46133

170 フジタ－色彩への旅 ㈱求龍堂 林 琢真　鈴木 春奈 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱

著者：ポーラ美術館（企画）　編集者：今井敬

子・内呂博之（ポーラ美術館）、三宅奈穂美

（求龍堂）

9784763021090 https://kyuryudo.co.jp/shopdetail/000000001978/

171 舟をうかべて 自費出版 増本綾 桜ノ宮活版倉庫 増本綾

172 Primitive （株） 求龍堂 岡崎由佳 （株）アイワード 著者：大槻圭子　編集：中川ちひろ 9784763021052

173 PRINT SAMPLE Food package of the TOFU 長岡綾子 長岡綾子 （株）ライブアートブックス ㈱免手製本 長岡綾子 top : Ryoko Nagaoka　長岡綾子
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174 平成美術：うたかたと瓦礫 1989-2019 世界思想社 松本弦人 サンエムカラー サンエムカラー 椹木野衣・京都市京セラ美術館 編 9784790717515 https://sekaishisosha.jp/book/b556700.html

175 PETALOPOLIS PINHOLE BOOKS 泉美菜子 山田写真製版所、ショウエイ 望月製本所 新納翔 9784991160646 http://pinhole-db.com/petalopolis

176 遍照-東寺 立木 義浩事務所
細山田 光宣

横山 曜
大日本印刷 渋谷文泉閣 立木 義浩

177 ボイス＋パレルモ ㈱マイブックサービス 刈谷悠三＋角田奈央 (neucitora) ㈱山田写真製版所 (株)渋谷文泉閣

執筆：鈴木俊晴、大浦周、平野到、福元崇志、

スヴェン・リントホルム、クリストフ・シュラ

イアー

編集：伊藤雅俊((株)マイブックサービス)

9784907490171

178 星に絵本を繋ぐ 有限会社雷鳥社 芝晶子(文京図案室) シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 井上奈奈 9784844137801 https://hoshiehon.wixsite.com/home

179 法華衆の芸術 (株)第三文明社 矢萩多聞 図書印刷(株) 図書印刷(株) 高橋伸城 9784476034028 https://www.daisanbunmei.co.jp/books/book.php?no=03402&mt=0

180 ポニョCODE　『崖の上のポニョ』に隠された宮崎駿の暗号 株式会社 三元社 相澤 幸彦 モリモト印刷 株式会社 鶴亀製本 株式会社 渡辺 真也 ・東大路道恵 9784883035403 http://www.sangensha.co.jp/allbooks/index/540.htm

181 魔性 株式会社創元社 細山田デザイン事務所 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 山田五郎 著／坂上祐介 9784422701325 https://www.sogensha.co.jp/special/yaminoseiyokaigashi/

182 万葉画集　イラストレーションとデザインで詠む万葉集 （一社）日本図書設計家協会 日本図書設計家協会　展示委員会
（株）渋谷文泉閣、関西美術印刷

（株）
（株）渋谷文泉閣 日本図書設計家協会　展示委員会 https://www.tosho-sekkei.gr.jp/

183 MIYUKI YOKOMIZO HeHe (株)サンエムカラー (株)望月製本所 沖一成、小笹義朋、阪本幸子 9784908062384

184 名槍図鑑 株式会社　ホビージャパン
竹内　真太郎

宗方　健之輔
大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 笹岡　政宏 9784798624662 http://hobbyjapan.co.jp/books/book/b556931.html

185 メイド・イン・フチュウ 公開制作の20年 府中市美術館 丸山晶崇 株式会社シナノ 株式会社シナノ 神山亮子

186 メトロポリタン美術館展図録 日本経済新聞社 梯耕治 凸版印刷株式会社 株式会社渋谷文泉閣 印象社 9784907243203

187 メルセデス・ベンツ　アート・スコープ メルセデス・ベンツ日本㈱ 古平正義(フレイム) ㈱山田写真製版所 ㈱山田写真製版所

著者：尾形万里子

編集：肥田暁子、藤井理花、塩見有子、尾形万

里子

188
森山大道写真集成⑤１９６０－１９８２ 東京工芸大学写大ギャラ

リーアーカイヴ
有限会社　月曜社 町口覚 (株)東京印書館 （株）ブロケード ﾓﾘﾔﾏﾀﾞｲﾄﾞｳ・ｶﾝﾊﾞﾔｼﾕﾀｶ・ﾏﾁｸﾞﾁｻﾄｼ 9784865031119 http://www.inshokan.co.jp

189 柳宗悦没後60年記念展　民藝の100年［特装版］
東京国立近代美術館、NHK、NHKプ

ロモーション、毎日新聞社
木村稔将、阿部原己 NISSHA NISSHA

東京国立近代美術館（花井久穂、鈴木勝雄、山

田歩）、NHK、NHKプロモーション、毎日新聞

社、黒川典是

9784907102401 https://www.momat.go.jp/archives//am/exhibition/mingei100/index.htm

190 YOHEI SUGITA ARTWORK 2005-2020 杉田陽平作品集 （株）マリアパブリケーションズ 伊藤里織 （株）オスカーヤマト印刷 （株）奥村製本 杉田陽平、アートダイバー 9784908164095 https://mariapubl.com/archives/publ/2298

191 YOKAI-妖怪- （株）パイ インターナショナル 伊藤修一(DK) 株式会社広済堂ネクスト 株式会社広済堂ネクスト
著者：湯本豪一 / DK

編集：原瑛莉子
9784756254252

https://pie.co.jp/book/i/5425/

https://pie.co.jp/book/i/5464/?lang=europe

192 ルネラリック・リミックス　時代のインスピレーションを求めて （株）左右社 岡崎由佳 （株）アイワード 東京都庭園美術館 9784865280401

193 ロンドンの誘惑 1970's ロンドン・カルチャーの世界 （株）パイ インターナショナル 原条令子 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 編集：荒川佳織　根津かやこ 9784756253422 https://pie.co.jp/book/i/5342/

194

和書ルネサンス

江戸・明治初期の本にみる伝統と革新

RENAISSANCE OF JAPANESE CLASSICS

凸版印刷株式会社 印刷博物館 田中せり 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社
編集：島本脩二

企画構成：中西保仁、式洋子（印刷博物館）
https://www.printing-museum.org/collection/exhibition/t20210417.php

195 渡辺省亭画集 (株)小学館 おおうちおさむ NISSHA株式会社 NISSHA株式会社 9784096823507

196 アートであそぼ　かたちがぱぱぱ 株式会社　学研プラス かしわらあきお 大昭和紙工産業株式会社 大昭和紙工産業株式会社
作・ささがわいさむ、絵・かしわらあきお、企

画編集・森実桃子
9784052053610 https://www.youtube.com/watch?v=xLb0Afz_jqY

197 あおくんときいろちゃんボードブック (有）至光社 佐藤卓（株式会社TSDO） 凸版印刷㈱ 図書印刷㈱ レオ・レオーニ/作　藤田圭雄/訳 9784783403319 http://www.ehon-artbook.com

198 オイモはときどきいなくなる （株）福音館書店
祖父江慎+藤井瑶（コズフィッ

シュ）
株式会社精興社 牧製本印刷株式会社

田中哲弥/加藤久仁生

（編集：岡田望）
9784834086232 https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=6905

199 王さまのお菓子 世界文化社 中嶋香織 図書印刷(株) 図書印刷(株)
文・石井睦美　絵・くらはしれい　編集・渡邉

侑子
9784418218226 https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/21822.html

200 おさるのジョージ　おかいものメモリーカード ポプラ社 共同印刷 共同印刷 上野萌 9784591169896

201 おひさまわらった JULA出版局 サイトヲヒデユキ 文化堂印刷㈱ ㈱渋谷文泉閣 きくちちき 9784577610329 http://www.jula.co.jp/2021/03/d_/770.php

202 おひさまわらった／おつきさまささやいた JULA出版局 サイトヲヒデユキ
文化堂印刷㈱

新日本印刷㈱

㈱渋谷文泉閣

㈱博勝堂
きくちちき

203 が、しかしながら、 （株）研文社 山田洋一 （株）研文社 （株）望月製本所 小林寿 https://www.kenbunsya.jp/doc/

204 海峡のまちのハリル 三輪舎 矢萩多聞 藤原印刷㈱ ㈱松岳社
小林豊（絵）・末沢寧史（文）・中岡祐介（編

集）
9784990811679 https://3rinsha.co.jp/book/hariru/

205 くすのきだんちのおとなりさん ひかりのくに 森本良成 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 武鹿　悦子 9784564019098 https://www.hikarinokuni.co.jp/publications/978-4-564-01909-8/

206 くみ木の絵本　おかえりどうぶつはうす たかいゆきえ 高井幸江 ㈱山田写真製版所 八田製本印刷(有) たかいゆきえ

207 こめたのあおもりみーつけた ㈱旅行読売出版社 山本義明 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ ふくだのぞみ 9784897523361

208 さくらがわ市のたからもの 凸版印刷株式会社 福本敬久 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

編集・文：オフィスhana、律

絵：近藤亜希子

企画・発行：桜川市

対象記事①　地域や企業のブランドの魅力をつくるコンテンツブランディング

https://solution.toppan.co.jp/xperience/contents/ehonbrand01.html

209 自由研究　ようこそ！ことばの実験室（コトラボ）へ ㈱ひつじ書房 三好誠（ジャンボスペシャル） ㈱シナノ ㈱シナノ 松浦年男著　イラスト・クリハラタカシ 9784823411083 https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1108-3.htm

210 じゅうにしのはなし ひかりのくに 安楽　豊 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 スギヤマ　カナヨ 9784564019111 https://www.hikarinokuni.co.jp/publications/978-4-564-01911-1/

211 じゅうにしのはなしのつづき ひかりのくに 安楽　豊 図書印刷株式会社 図書印刷株式会社 スギヤマ　カナヨ 9784564019128 https://www.hikarinokuni.co.jp/publications/978-4-564-01912-8/

212 たべたのだーれだ？ （株）福音館書店 NISSHA株式会社 大村製本株式会社
たむらしげる

（編集：北山裕子）
9784834086058 https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=6883

213 てんじつきさわるえほん  さわってたのしいレリーフブック  さかな 小学館 村山純子
共同印刷株式会社　田中産業株式会

社
田中産業株式会社 村山純子（著者） 9784097251019 https://www.shogakukan.co.jp/books/09725101

214 どっくんどっくん ㈱静岡新聞社
キム　ミンジ、チラユ　ポンワルッ

ト
図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 大村　ゆうき 9784783880257

215 のうじょうにすむねこ 小学館 サイトヲヒデユキ 凸版印刷株式会社 （株）若林製本工場 トラネコボンボン なかにしなちお 9784097251309 https://www.shogakukan.co.jp/books/09725130

216 BIRD 書肆サイコロ サイトヲヒデユキ 株式会社アイワード 株式会社博勝堂 トラネコボンボン中西なちお

217 はからはじまるカルシウムのはなし （株）福音館書店 太田玄絵 小宮山印刷株式会社 大村製本株式会社
伊沢尚子/ダイスケ・ホンゴリアン

 (編集：住吉輝彦）
9784834085945 https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=6771

218
Hello Kitty ぼくとわたしのSDGs ～世界のみんなと2030年を考えよ

う～
アインズ㈱ 大森七幸 アインズ㈱ アインズ㈱ 子ども環境情報誌「エコチル」

219 ファッションマジック ㈱白泉社 名久井直子 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ ヒグチユウコ 9784592733041

220 BRUNO特装版 ㈱水鈴社 名久井直子 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ Fukase（SEKAI NO OWARI） なし

https://www.suirinsha.co.jp/

https://twitter.com/SUIRINSHA

https://www.blueno-book.com

221 星砂の話（ふしぬ　いんのぬ　はなし） ㈱ひつじ書房 山本史 ㈱シナノ 大村製本㈱
伝承・内盛スミ　絵・山本史　ことばの解説・

中川奈津子
9784823410512 https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1051-2.htm

222 街どろぼう （株）福音館書店
祖父江慎+藤井瑶（コズフィッ

シュ）
図書印刷株式会社 大村製本株式会社

junaida

（編集：岡田望）
9784834086225 https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=6906

223
魔法の庭ものがたり

はじまりのものがたり
（株）ポプラ社 佐藤亜沙美 中央精版株式会社 中央精版株式会社 あんびるやすこ／作・絵 9784591171561 https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4900298.html

224 めがねがね 株式会社ひさかたチャイルド 角田真祐子・長谷川哲士 共同印刷（株） 東海ミシン製本工業（株） tupera tupera 9784865492408 https://hisakata.co.jp/

225
りりかさんのぬいぐるみ診療所

空色のルリエル
株式会社　講談社 丸尾靖子 株式会社精興社 島田製本株式会社

作者　かんのゆうこ

絵　北見葉胡

編集者　舟橋美和子

9784065249277 http://maruoyasuko.link

226 あなたの会社は なぜ『メンタル不調』者を量産してるの 株式会社シンポジオン 今福健司 株式会社大丸グラフィックス 株式会社大丸グラフィックス 藤田英夫　吉野聡 9784908262050

227 江戸移住のすすめ ㈱旬報社 宮脇宗平 中央精版印刷㈱ 中央精版印刷㈱ 冨岡 一成 9784845116720 https://nuedo.jp/

228 ＧＡＦＡ　ｎｅｘｔ　ｓｔａｇｅ　ガーファ　ネクストステージ ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ スコット・ギャロウェイ 9784492503355 https://str.toyokeizai.net/books/9784492503355

229 海棲哺乳類大全 (株)緑書房 尾田直美 図書印刷(株) 図書印刷(株) 田島木綿子、山田格 9784895315883 https://www.midorishobo.co.jp

230 科学探偵シャーロック・ホームズ (株)東京化学同人 丸山潤 中央印刷(株) (株)松岳社
J. オブライエン 著

日暮雅通 訳
9784807909834 http://www.tkd-pbl.com/book/b552823.html

231
KAZUYO SEJIMA RYUE NISHIZAWA SANAA　1987-2005 Vol. 1 /

2005-2015 Vol. 2 / 2014-2021 Vol. 3
TOTO出版（TOTO株式会社） 妹島和世、西沢立衛 (株)東京印書館 東京印書館 妹島和世、西沢立衛 9784887063921 https://jp.toto.com/publishing/detail/A0392.htm

232 カニムシ 築地書館 秋山香代子 中央精版印刷 中央精版印刷 佐藤英文 9784806716280 http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1628-0.html

233 監視資本主義 ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ ショシャナ・ズボフ 9784492503317 https://str.toyokeizai.net/books/9784492503317

234 きっと誰かに教えたくなる蚊学入門 (株)緑書房 ACQUA 図書印刷(株) 図書印刷(株) 一盛和世 9784895315968 https://www.midorishobo.co.jp

235
ギャル電とつくる！ バイブステンアゲサイバーパンク光り物電子工

作
㈱オーム社 若井夏澄 三美印刷(株) 三美印刷(株) ギャル電 著 9784274227516 https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274227516/

236 広告　Vol.415　特集：「流通」 株式会社博報堂 上西 祐理・加瀬 透・牧 寿次郎 株式会社アイワード 有限会社篠原紙工 編集長:小野直紀

237 コモンズ：スコラ音楽の学校　vol.18ピアノへの旅 アルテスパブリッシング 中島美佳
中央精版印刷株式会社　有限会社日

光堂
中央精版印刷株式会社 著者　坂本龍一　編集　鈴木茂 9784865592320

238 コモンズ・スコラ音楽の学校 vol.18　ピアノへの旅 （株）アルテスパブリッシング 中島美佳 中央精版印刷（株）、（有）日光堂 中央精版印刷（株） 坂本龍一 9784865592320 https://artespublishing.com/shop/books/86559-232-0/

239 コンヴァージェンス・カルチャー 晶文社 小沼宏之 (株)太平印刷社 (株)太平印刷社 ヘンリー・ジェンキンズ 9784794972484 https://www.shobunsha.co.jp/?p=5978

240 The Aesthetics of Japan 1　Cuisine 万来舎 渡部智宏・平綿久晃 三栄印刷 三栄印刷 川邊りえこ・小林慶一・米澤敬 9784908493539

241 資本主義だけ残った—世界を制するシステムの未来 株式会社みすず書房 川添英昭 リヒトプランニング 東京美術紙工
（著）ブランコ・ミラノヴィッチ　　（編集）

中林久志
9784622090038 https://www.msz.co.jp/book/detail/09003/

242 「書体」が生まれる　ベントンと三省堂がひらいた文字デザイン 株式会社三省堂
坂野公一＋島﨑肇則（welle

design）
三省堂印刷株式会社 三省堂印刷株式会社 雪朱里 9784385349152 https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dict/ssd34915

243 進化思考 海士の風 NOSIGNER 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 太刀川英輔 9784909934000 https://amanokaze.jp/shinkashikou/

244
新装版 医学探偵ジョン・スノウ

――コレラとブロードストリートの井戸の謎
（株）大修館書店 小口翔平、畑中 茜（tobufune） 三松堂（株） （株）ブロケード

著者：サンドラ・ヘンペル

訳者：杉森裕樹、大神英一、平尾磨樹
9784469269079 https://www.taishukan.co.jp/book/b553230.html

245 新プロパガンダ論 （株）ゲンロン 川名潤 （株）シナノパブリッシングプレス （株）シナノパブリッシングプレス 辻田真佐憲、西田亮介 9784907188405 https://genron-tomonokai.com/propaganda/

246 人類と感染症、共存の世紀 築地書館 吉野愛 シナノ印刷 シナノ印刷 D.ウォルトナー＝テーブズ 9784806716112 http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1611-2.html

247 スイスの歴史百話 株式会社刀水書房 柿澤樹希也 三成印刷株式会社 株式会社ブロケード 森田安一 9784887084629 http://www.tousuishobou.com/rekisizensho/4-88708-462-9.htm

248 生命の網のなかの資本主義 ㈱東洋経済新報社 秦浩司 東港出版印刷㈱ 大口製本印刷㈱ ジェイソン・Ｗ・ムーア 9784492315378 https://str.toyokeizai.net/books/9784492315378

249 世界を一枚の紙の上に 歴史を変えたダイアグラムと主題地図の誕生 ㈱オーム社 鈴木成一デザイン室 壮光舎印刷 牧製本印刷 大田暁雄 著 9784274227851 https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274227851/

250
環(たまき)-金継ぎのかたりべ - / Kintsugi in the cycle of nature - a

meditation on Japanese lacquer arts -
Atelier hifumi

宮永真実・日置美緒ミヤナガマミ・

ヘキミオ
（有）修美社 （株）エヌワホン 日置美緒 9784991176807

https://www.hifumi-kyo.com/post/book_kintsugiinthecycleofnature-

ameditationonjapaneselacquerarts-writtenbymioheki

251
環(たまき)-金継ぎのかたりべ - / Kintsugi in the cycle of nature - a

meditation on Japanese lacquer arts -
Atelier hifumi 宮永真実 （有）修美社 （株）エヌワホン 日置美緒 9784991176807

https://www.hifumi-kyo.com/post/book_kintsugiinthecycleofnature-

ameditationonjapaneselacquerarts-writtenbymioheki

252 超訳　ケインズ『一般理論』 ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ ジョン・メイナード・ケインズ 9784492315354 https://str.toyokeizai.net/books/9784492315354/

253
ディテール9月号別冊 Contemporary Surface Design and

Technology
㈱彰国社 塩谷嘉章 ㈱真興社 ㈱誠幸堂 押野見邦英

254 デカルトはそんなこと言ってない 晶文社 川名潤 株式会社太平印刷社 株式会社太平印刷社 ドゥニ・カンブシュネル 9784794972682 https://www.shobunsha.co.jp/?p=6715

255 中川エリカ　建築スタディ集 2007-2020 TOTO出版（TOTO株式会社） 服部一成 (株)サンニチ印刷 サンニチ印刷 中川エリカ 9784887063877 https://jp.toto.com/publishing/detail/A0387.htm

256 日本数学教育学会百年史 株式会社東洋館出版社 水戸部功 藤原印刷株式会社 藤原印刷株式会社 日本数学教育学会

257 ＮＥＯ　ＨＵＭＡＮ　ネオ・ヒューマン ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ ピーター・スコット・モーガン 9784492046906 https://str.toyokeizai.net/books/9784492046906

258 年輪で読む世界史 築地書館 秋山香代子 シナノ印刷 シナノ印刷 バレリー・トロエ 9784806716211 http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1621-1.html

259 美学のプラクティス 水声社 宇平剛史 (株)精興社 (株)精興社 星野太＝著者 9784801006157 http://www.suiseisha.net/blog/?p=15590

260 1つの定理を証明する99の方法 森北出版株式会社 川添英昭 丸井工文社 ブックアート
（著）フィリップ・オーディング　　（編集）

福島崇史
9784627062610 https://www.morikita.co.jp/books/mid/006261

261 評伝 成瀬仁蔵 (株)風間書房 松田靜心 (株)太平印刷社 (株)太平印刷社 片桐芳雄 著 9784759924008

262 法学入門 (株)有斐閣 宮川和夫 (株)暁印刷 牧製本印刷(株) 宍戸常寿・石川博康　編 9784641126183 http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641126183

263 香港政治危機 ㈶東京大学出版会 水戸部功+北村陽香 ㈱ヒライ、杜陵印刷㈱ 牧製本印刷㈱ 倉田徹 9784130331104 http://www.utp.or.jp/book/b587756.html

264 無と意識の人類史 ㈱東洋経済新報社 芦澤泰偉 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 広井良典 9784492223987 https://str.toyokeizai.net/books/9784492223987/

265 Yoyogi National Gymnasium and Kenzo Tange TOTO出版（TOTO株式会社） 塩谷嘉章 (株)暁印刷 (株)暁印刷 豊川斎赫 9784887063891 https://jp.toto.com/publishing/detail/A0389.htm

266 力学　物理の第一歩―自然のしくみを楽しむために― 共立出版株式会社 藤原印刷株式会社 藤原印刷株式会社 加藤製本株式会社 兵頭俊夫監修／下村 裕著 9784320036413 https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320036413

267 理論生物学概論 共立出版株式会社 持田デザイン／イラスト：河本 宏 精興社 ブロケード 望月敦史著 9784320058309 https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320058309

268 Linguistic Atlas of Asia ㈱ひつじ書房 三好誠（ジャンボスペシャル） ㈱シナノ
製本：(株)星共社

製函：冨士紙器製作所

遠藤光暁・峰岸真琴・白井聡子・鈴木博之・倉

部慶太編
9784823410741 https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1074-1.htm

269 冷蔵と人間の歴史 築地書館 吉野愛 シナノ印刷 シナノ印刷 トム・ジャクソン 9784806716242 http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1624-2.html

270 歴史的世界へのアプローチ 株式会社刀水書房 柿澤樹希也 三成印刷株式会社 株式会社ブロケード 春田直紀・新井由紀夫・David Roffe 9784887084612 http://www.tousuishobou.com/kenkyusyo/4-88708-461-2.htm

271 ローカルクリエーター スタブロブックス株式会社 山田和寛 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 スタブロブックス 9784910371030 https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784910371030

272 岩波講座世界歴史　第1巻 （株）岩波書店 岩波書店製作部
本文　大日本法令印刷株式会社

付き物　半七写真印刷工業株式会社
牧製本印刷株式会社

【編集委員】

荒川正晴、大黒俊二、小川幸司、木畑洋一、冨

谷至、中野聡、永原陽子、林佳世子、弘末雅

士、安村直己、吉澤誠一郎

9784000114110 https://www.iwanami.co.jp/news/n43808.html

273
大阪外国語大学・大阪大学外国語学部100年史

写真で振り返る100年
大阪大学出版会 成原亜美 亜細亜印刷㈱ ㈱渋谷文泉閣 大阪外国語大学創立100周年記念事業委員会編

274 教科書ぴったりトレーニング　中学英語1年　東京書籍版 ㈱新興出版社啓林館 株式会社サンデザインアソシエーツ ㈱チューエツ ㈱チューエツ ㈱新興出版社啓林館 9784402413989 https://www.sundesign.co.jp/works/1740.html

275 教科書ぴったりトレーニング　中学国語1年　光村図書版 ㈱新興出版社啓林館 株式会社サンデザインアソシエーツ ㈱チューエツ ㈱チューエツ ㈱新興出版社啓林館 9784402413507 https://www.sundesign.co.jp/works/1740.html

276 教科書ぴったりトレーニング　中学社会地理　帝国書院版 ㈱新興出版社啓林館 株式会社サンデザインアソシエーツ ㈱チューエツ ㈱チューエツ ㈱新興出版社啓林館 9784402413590 https://www.sundesign.co.jp/works/1740.html

277 教科書ぴったりトレーニング　中学数学1年　啓林館版 ㈱新興出版社啓林館 株式会社サンデザインアソシエーツ ㈱チューエツ ㈱チューエツ ㈱新興出版社啓林館 9784402413774 https://www.sundesign.co.jp/works/1740.html

278 教科書ぴったりトレーニング　中学理科1年　啓林館版 ㈱新興出版社啓林館 株式会社サンデザインアソシエーツ ㈱チューエツ ㈱チューエツ ㈱新興出版社啓林館 9784402413927 https://www.sundesign.co.jp/works/1740.html

279 教科書ぴったりトレーニング　保健体育　全教科書版 ㈱新興出版社啓林館 株式会社サンデザインアソシエーツ ㈱チューエツ ㈱チューエツ ㈱新興出版社啓林館 9784402414191 https://www.sundesign.co.jp/works/1740.html

280 現代フランス料理用語辞典 （株）大修館書店 林 陽子（スパローデザイン） 壮光舎印刷（株） 牧製本印刷（株） 編著者：辻静雄料理教育研究所 9784469250879 https://www.taishukan.co.jp/book/b585745.html

部門3：児童書・絵本

部門4：専門書（人文社会科学・自然科学書等）

部門5：語学・学参・辞事典・全集・社史・年史・自分史
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281
JOURNEY 1946-2020

茨城県立水戸第二高等学校バスケットボール部 創部75周年記念部史
大町クラブ 村松昌子 常盤総合印刷(株) 常盤総合印刷(株)

編集者: 村松昌子

寄稿者: 茨城県水戸第二高等学校バスケットボー

ル部歴代顧問・コーチ＆ＯＧ（全71名）

https://ohmachiclub.blogspot.com/

http://www.ebata.com/

282 総合百科事典ポプラディア第三版 （株）ポプラ社 修水 図書印刷（株） 図書印刷（株）

秋山 仁（東京理科大学理数教育研究センター

長）

今泉 忠明（動物科学研究所所長）

大石 学（東京学芸大学名誉教授）

西本 鶏介（昭和女子大学名誉教授・評論家）

9784591919354 https://kodomottolab.poplar.co.jp/hello-poplardia/poplardia3rd/

283 Taisho University #8 ㈱アマナ 町口覚（マッチアンドカンパニー） 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 株式会社アマナ なし

284 タイポグラフィ・ハンドブック――第2版 ㈱研究社 宇野智美 ㈱研究社印刷 ㈱ブロケード 小泉均, akira1975　編著 9784327377496 https://books.kenkyusha.co.jp/book/978-4-327-37749-6.html

285 DENIM　IS　EDWIN ㈱主婦の友社 澤田純也 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 澤田純也 9784074492374

286 天童木工とジャパニーズモダン (株)青幻舎 高橋万美子、荻野沙理、柴田胡桃 (株)サンエムカラー 新日本製本(株)
山田泰巨、加藤直樹（天童木工）、新庄清二

（青幻舎）
9784861528545

287 東京ロータリークラブ　奉仕の道100年 東京ロータリークラブ
トッパンエディトリアルコミュニ

ケーションズ
凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

著者：東京ロータリークラブ　　編集：秋田弥

生

288 日本医書出版協会60年史ーゆるぎない会員社の絆ー （一社）日本医書出版協会

金原　俊

高木　淳

西澤　小百合

三報社印刷(株) 三報社印刷(株)

日本医書出版協会60年史編纂委員会

金原　俊

末定　広光

高木　淳

田村　由加利

https://www.medbooks.or.jp/60th/

289 日本映画作品大事典 株式会社三省堂 鈴木一誌 三省堂印刷株式会社 三省堂印刷株式会社 山根貞男 9784385159034 https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/topic/jmovie/

290 日本大学芸術学部百年史 株式会社　出版文化社 笠井則幸 株式会社タスプ 株式会社タスプ 日本大学芸術学部創設百周年誌編集委員会

291 ファナックの歴史 ファナック株式会社 出版文化社 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 出版文化社

292 本物をまなぶ学校　自由学園 （株）婦人之友社 原田諭（Hd LAB　Inc） 大日本印刷（株） 大日本印刷（株） 島村菜津・婦人之友社編集部 9784829209172 https://www.fujinnotomo.co.jp/

293

MY FAVORITE ASIAN FOOD

特別ケース入り版

nakaban（日本）「夜行列車でトムヤムクン」

LLC インセクツ 橋本麻里絵、掛川千秋、簡子傑 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 LLC インセクツ  9784907932145 https://insec2.com/my-favorite-asian-food/

294

MY FAVORITE ASIAN FOOD

特別ケース入り版

Alison Hui（香港）／「Tofu, Dessert, Meal（豆腐、デザート、食

事）」

LLC インセクツ 橋本麻里絵、掛川千秋、簡子傑 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 LLC インセクツ  9784907932145 https://insec2.com/my-favorite-asian-food/

295

MY FAVORITE ASIAN FOOD

特別ケース入り版

Hsueh Hui Yin（台湾）／「小涼園八寶冰（小涼園の八宝かき氷）」

LLC インセクツ 橋本麻里絵、掛川千秋、簡子傑 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 LLC インセクツ  9784907932145

296

MY FAVORITE ASIAN FOOD

特別ケース入り版

IKOONG（韓国）／「냉면（naengmyeon）（冷麺）」

LLC インセクツ 橋本麻里絵、掛川千秋、簡子傑 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社 LLC インセクツ  9784907932145 https://insec2.com/my-favorite-asian-food/

297 明鏡国語辞典 第三版 （株）大修館書店 園木 彩 図書印刷（株） 牧製本印刷（株） 編者：北原保雄 9784469021226 https://www.taishukan.co.jp/book/b197673.html

298 有斐閣 現代心理学辞典 (株)有斐閣 吉野愛 共同印刷(株) 牧製本印刷(株) 子安増生･丹野義彦･箱田裕司 監修 9784641002661 http://www.yuhikaku.co.jp/dictionary/detail/9784641002661

299 青の時代 （株）クレヴィス 土居裕彰 共和印刷（株） 共和印刷（株） 安西水丸 9784909532558 https://crevis.co.jp

300 あなたは愛されている -You Are Loved- ANDBOOKS（株式会社ANDRYU） 樋口敬太（Gojyo graphics） （株）テンプリント （株）テンプリント アーサー・ホーランド 9784434295607

301 アントロポセンの犬泥棒 ㈱リイド社 森敬太 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱
著者：川勝徳重

編集者：中川敦
9784845861026 http://to-ti.in/product/kawakatsu_tokushige02

302 庵野秀明展 朝日新聞社 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社

編集:クラフトワークス

（齊藤睦志）

デザイン:ひこねスタジオ（彦根大助）

https://www.annohideakiten.jp/

303 一俗六仙 ㈱東洋経済新報社 橋爪朋世 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 川村隆 9784492046920

304 INNOVATION STACK 株式会社東洋館出版社 水戸部功 岩岡印刷株式会社 岩岡印刷株式会社 ジム・マッケルビー 9784491045481

305 癒しのマスクケース・ブック 中島製本株式会社 コマドデザイン 巧和工芸印刷株式会社 中島製本㈱ 中島伊都子 https://nakajima-seihon.co.jp/original-goods/

306 ウー・ウェンの100gで作る北京小麦粉料理 株式会社 高橋書店 関宙明 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 ウー・ウェン

307 美しいノイズ 株式会社主婦の友社 田中義久 大日本印刷㈱ ㈱渋谷文泉閣 谷尻誠、吉田愛・天野隆志 9784074410750

308 扇島歳時記　2 ㈱リイド社
安藤公美（井上則人デザイン事務

所）
凸版印刷㈱ 安藤製本㈱

著者：高浜寛

編集者：中川敦
9784845860883 http://to-ti.in/product/ogishima

309 大暮維人画集『&Blast』 ㈱集英社 小林　満（GENI A LÒIDE,INC.） 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 大暮維人、井藤 涼 9784087927450

310 [ 特別仕様 ] OKAIKOSAN お蚕さんと過ごす１年間 社会福祉法人わたぼうしの会 長岡綾子（長岡デザイン） （株）ライブアートブックス 新日本製本㈱ 松本綾、森下静香 9784991225307 http://goodjobcenter.com/

311 乙嫁語り KADOKAWA 染谷洋平 共同印刷 共同印刷 森薫 9784047365827

312 鬼灯の冷徹画集　地獄玉手箱 講談社 井上則人デザイン事務所 共同印刷 共同印刷 江口夏美

313 巨人用　進撃の巨人 ㈱講談社 Red Rooster 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 諌山創 9784065231241

314 ことばのおべんきょう『クリープハイプ歌詞集』 ㈱河出書房新社 寄藤文平、古屋郁美（文平銀座） 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ クリープハイプ なし

315
THE　GENGA　ART　OF　DORAEMON　ドラえもん拡大原画美術

館
（株）小学館 村井香里（タイムマシン） 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社

著/藤子・Ｆ・不二雄　編/橋本麻里＋ドラえも

んルーム
9784091990693 https://dora-world.com/contents/1805

316 知られざるアメリカの女性挿絵画家 ヴァージニア・ステレット ㈱マール社 相澤事務所 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ 海野弘 9784837306894 https://www.maar.com/shop/art/art-art/isbn9784837306894

317 新版　エルメスの道　特装版　d (株)中央公論新社 有山達也・山本祐衣 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 竹宮惠子

318 新版　エルメスの道　特装版　e (株)中央公論新社 有山達也・山本祐衣 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ 竹宮惠子

319 数寄 日本雅藝倶楽部 渡部智宏・平綿久晃 石合商店 石合商店 川邊りえこ・米澤敬

320 すごいことが最後に起こる！　イラスト謎解きパズル SCRAP出版 坪本瑞希
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
SCRAP 9784909474537

321 SMITHBOOK 25Life Recipes+50Gin Cocktail Recipes 株式会社トゥーヴァージンズ 宮添浩司 藤原印刷（株） 藤原印刷株式会社

監修：Swan Lab

写真：小林茂太

イラスト：大本友里加・丹野杏香

9784908406867 https://swanlab.jp/book-project/

322 大英博物館ミイラ展 朝日新聞社 亀井伸二、原純子（STORK） 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社
編集：朝日新聞社

制作：廣瀬歩（STORK）
https://daiei-miira.exhibit.jp/

323
谷口ジローコレクション　秋の舞姫　「坊っちゃん」の時代　第二

部
双葉社 lighthouse design 凸版印刷株式会社 （株）若林製本工場 谷口ジロー／関川夏央 9784575316780

https://www.futabasha.co.jp/booksdb/book/bookview/978-4-575-31678-

0.html?c=20997&o=&

324
谷口ジローコレクション　かの蒼空に　「坊っちゃん」の時代　第

三部
双葉社 lighthouse design 凸版印刷株式会社 （株）若林製本工場 谷口ジロー／関川夏央 9784575316872

https://www.futabasha.co.jp/booksdb/book/bookview/978-4-575-31687-

2.html?c=20997&o=&

325 谷口ジローコレクション　父の暦 小学館 lighthouse design 凸版印刷株式会社 （株）若林製本工場 谷口ジロー 9784091793652 https://www.shogakukan.co.jp/books/09179365

326 谷口ジローコレクション　遥かな町へ 小学館 lighthouse design 凸版印刷株式会社 （株）若林製本工場 谷口ジロー 9784091793669 https://www.shogakukan.co.jp/books/09179366

327 谷口ジローコレクション　「坊っちゃん」の時代 双葉社 lighthouse design 凸版印刷株式会社 （株）若林製本工場 谷口ジロー／関川夏央 9784575316667
https://www.futabasha.co.jp/booksdb/book/bookview/978-4-575-31666-

7.html?c=20997&o=&

328 つつがない生活 ㈱リイド社 中山望 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱
著者：INA

編集者：中山望
9784845861040 http://to-ti.in/product/tsutsukatsu

329 DISCOVER ㈱グラフィック社 熊谷彰博 図書印刷㈱ 図書印刷㈱ unpis（ウンピス） 9784766135527 http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=46100

330 テクノロジー・ロードマップ2022-2031 全産業編 日経BP 出羽伸之 大日本印刷 大日本印刷 出川 通、他97名 9784296110032

331
TOKYO2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別報道写

真集
㈱共同通信社 芦澤泰偉 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱

清水孝、藤田孝、小俣功、畔柳早紀子、榎本由

希

332 どせいさんのことば。 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
著者：糸井重里

企画・編集：永田泰大
9784865016338 https://www.1101.com/mother_project/items/book_doseisan.html

333 世界一のんびりなヨガの絵本 （株）K＆M企画室 渡邊貴志 （株）シナノパブリッシングプレス （株）シナノパブリッシングプレス MARIE 9784909950031 https://www.k-and-m.com

334
猫が食べると危ない食品・植物・家の中の物図鑑　～誤食と中毒か

らあなたの猫を守るために
ねこねっこ 山村裕一(cyklu) シナノ書籍印刷株式会社 シナノ書籍印刷株式会社 服部 幸（監修）ねこねっこ（編集） 9784910212029 https://www.cyklu.com/works/520/

335 神林先生の浅草案内（未完） 株式会社プレジデント社 中村圭介、堀内宏臣、野澤香枝 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 著者・神林桂一、編集・沼由美子、江部拓弥 9784833451888 https://dancyu.jp/read/2021_00005117.html

336 葉っぱ切り絵メッセージカードBOOK ㈱講談社 野本綾子 図書印刷㈱ 図書印刷㈱
リト＠葉っぱ切り絵／株式会社講談社エディト

リアル
9784065263972

337 フィルター シンコーミュージック nongraph 共同印刷 共同印刷 nongraph 9784401750009

338 ボイスオーバー 回って遊ぶ声 滋賀県立美術館 塩谷啓悟 （株）ライブアートブックス 新日本製本㈱ 渡辺亜由美、田野葉月 https://www.shigamuseum.jp/exhibitions/1599/

339 僕らの地球の歩き方② 株式会社マッグガーデン 中澤千尋 株式会社美松堂 株式会社美松堂 ソライモネ 9784800010728 https://magcomi.com/episode/10834108156766452316

340 宮崎駿とジブリ美術館 ㈱岩波書店 STORK 図書印刷㈱ 図書印刷㈱

田居因（スタジオジブリ）

安西香月（スタジオジブリ）

功刀あずみ（スタジオジブリ）

齊藤睦志（クラフトワークス）

9784000248938 https://www.iwanami.co.jp/news/n37766.html

341 「宮本浩次縦横無尽」パンフレット (株)アミューズ 相楽賢太郎 大日本印刷(株) 大日本印刷(株) 株式会社アミューズ https://miyamotohiroji.com/goods/?cid=11

342 未来を変える　偉人の言葉 ㈱新星出版社 工藤政太郎
本文：今家印刷㈱

装幀：公和印刷㈱
㈱積信堂

和田孫博／塩瀬隆之 （監修）

藤森俊明　（編集）
9784405103719 http://www.shin-sei.co.jp/np/isbn/978-4-405-10371-9/

343 モブなのにすごいことしちゃった！ 日本史の偉人たち 朝日新聞出版
落合あや子（アーク・ビジュアル・

ワークス）
大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社

監修　大澤研一

イラスト　伊野孝行

編・文　笠井木々路

9784023340350 https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=23091

344 屋根を彩る草花　―飛鳥の軒瓦とその文様
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
長岡綾子（長岡デザイン） （株）ライブアートブックス 日本紙興㈱

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
9784909931573 https://www.nabunken.go.jp/asuka/kikaku/post-42.html

345 雪渡り sekkaDesign つちや牧子 sekkaDesign sekkaDesign 作／宮沢賢治　編集／sekkaDesign https://twitter.com/sekka_D8187

346 吉田初三郎 鳥瞰図集 (株)昭文社 小林真理（STARKA） (株)KINSEI (株)KINSEI
昭文社企画編集室

造事務所
9784398147530 https://www.mapple.co.jp/13959/

347 LOCUST vol.05 北に散りばめられて ロカスト編集部 山本蛸 シナノ印刷株式会社 シナノ印刷株式会社

企画編集

ロカスト編集部

著者

イトウモ／太田充胤／河野咲子／北出 栞／渋革

まろん／高橋秀明／谷 美里／谷頭和希／寺門 信

／灰街 令／伏見 瞬／南島 興／斧田 小夜／谷繁

玲央／玉木 青／西村 紗知／春木 晶子

地図作画

中村紗千

https://twitter.com/locust_inago

※第55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。（2022年）

部門6：生活実用書・文庫・新書・双書・コミック・その他

4 / 4 ページ

https://kodomottolab.poplar.co.jp/hello-poplardia/poplardia3rd/
https://books.kenkyusha.co.jp/book/978-4-327-37749-6.html
https://www.medbooks.or.jp/60th/
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/topic/jmovie/
https://www.fujinnotomo.co.jp/
https://insec2.com/my-favorite-asian-food/
https://insec2.com/my-favorite-asian-food/
https://insec2.com/my-favorite-asian-food/
https://www.taishukan.co.jp/book/b197673.html
http://www.yuhikaku.co.jp/dictionary/detail/9784641002661
https://crevis.co.jp/
http://to-ti.in/product/kawakatsu_tokushige02
https://www.annohideakiten.jp/
https://nakajima-seihon.co.jp/original-goods/
http://to-ti.in/product/ogishima
http://goodjobcenter.com/
https://dora-world.com/contents/1805
https://www.maar.com/shop/art/art-art/isbn9784837306894
https://swanlab.jp/book-project/
https://daiei-miira.exhibit.jp/
https://www.futabasha.co.jp/booksdb/book/bookview/978-4-575-31678-0.html?c=20997&o=&
https://www.futabasha.co.jp/booksdb/book/bookview/978-4-575-31678-0.html?c=20997&o=&
https://www.futabasha.co.jp/booksdb/book/bookview/978-4-575-31687-2.html?c=20997&o=&
https://www.futabasha.co.jp/booksdb/book/bookview/978-4-575-31687-2.html?c=20997&o=&
https://www.shogakukan.co.jp/books/09179365
https://www.shogakukan.co.jp/books/09179366
https://www.futabasha.co.jp/booksdb/book/bookview/978-4-575-31666-7.html?c=20997&o=&
https://www.futabasha.co.jp/booksdb/book/bookview/978-4-575-31666-7.html?c=20997&o=&
http://to-ti.in/product/tsutsukatsu
http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=46100
https://www.1101.com/mother_project/items/book_doseisan.html
https://www.k-and-m.com/
https://www.cyklu.com/works/520/
https://dancyu.jp/read/2021_00005117.html
https://www.shigamuseum.jp/exhibitions/1599/
https://magcomi.com/episode/10834108156766452316
https://www.iwanami.co.jp/news/n37766.html
https://miyamotohiroji.com/goods/?cid=11
http://www.shin-sei.co.jp/np/isbn/978-4-405-10371-9/
https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=23091
https://www.nabunken.go.jp/asuka/kikaku/post-42.html
https://twitter.com/
https://www.mapple.co.jp/13959/
https://twitter.com/locust_inago

