
上野かおる（うえのかおる） 

資料名 請求記号 資料コード 

『子どもの本100問100答』 大阪国際児童文学振興財団／編 創元社 2013 019.5/O73 1110327127 

『人を動かす』 D・カーネギー／[著] 創元社 2012 159/C19 1110102082 

『ケルト事典』 ベルンハルト・マイヤー／著 創元社 2001 230.3/Ma31 1105995599 

『魔女狩りという狂気』 アン・ルーエリン・バーストウ／著 創元社 2001 230.5/B25 1105590499 

『日本の笑いと世界のユーモア』 大島 希巳江／著 世界思想社 2006 901.7/O77 1108392323 

『朝寝の荷風』 持田 叙子／著 人文書院 2005 910.268/N14 1108084854 

『尾形光琳』 飛鳥井 頼道／著 ウェッジ 2004 913.6/A93 1108071661 

大路浩実（おおじひろみ） 

資料名 請求記号 資料コード 

『横溝正史自伝的随筆集』 横溝 正史／著 角川書店 2002 910.268/Y77 1106969767 

『菩提樹荘の殺人』 有栖川 有栖／著 文藝春秋 2013 913.6/A76 1110213681 

『夜行観覧車』 湊 かなえ／著 双葉社 2010 913.6/Mi39 1107911115 

『ジュリエットの悲鳴』 有栖川 有栖／著 実業之日本社 1998 F1/A76 1101815577 

小林元（こばやしげん） 

資料名 請求記号 資料コード 

『真実のルイ14世』 イヴ=マリー・ベルセ／著 昭和堂 2008 235.05/L92 1108545078 

『ヘンリ8世の迷宮』 指 昭博／編 昭和堂 2012 289.3/H52 1110035100 

『サウンドスケープのトビラ』 小松 正史／著 昭和堂 2013 761.13/Ko61 1110096359 

『ドビュッシーに魅せられた日本人』 佐野 仁美／著 昭和堂 2010 762.1/Sa66 1108624519 

小林正和（こばやしまさかず） 

資料名 請求記号 資料コード 

『茶人交友抄』 筒井 紘一／著 淡交社 2011 791.2/Ts93 1108685593 

『ここから学ぶ茶室と露地』 飯島 照仁／著 淡交社 2011 791.6/I27 1108721844 

髙林昭太（たかばやししょうた） 

資料名 請求記号 資料コード 

『エリック・ホッファー自伝』 E.ホッファー／著 作品社 2002 289.3/H81 1106992934 

『推理小説月旦』 澁澤 龍彦／著 深夜叢書社 2013 901.3/Sh21 1110151246 

『三島由紀夫と戦後』 中央公論編集部／編 中央公論新社 2010 910.268/Mi53 1108658723 

『周五郎伝』 齋藤 愼爾／著 白水社 2013 910.268/Y31 1110312277 

『沖で待つ』 絲山 秋子／著 文藝春秋 2006 913.6/I91 1107173583 

京都生まれの装丁家 

京都の装丁家・装画家リスト 

『装丁・装画の仕事』(2014)に掲載されている、京都で生まれた装丁家・装画家や、
京都で活動する装丁家・装画家の手がけた本のリストです。  

参考：『装丁・装画の仕事』日本図書設計家協会／編集・制作 玄光社(発売) 2014（資料コード1110164645） 

平成27年10月23日 
京都府立図書館 



濱崎実幸（はまざきじつゆき） 

資料名 請求記号 資料コード 

『戦後史の正体』 孫崎 享／著 創元社 2012 319.10/Ma29 1110057518 

『大阪名物』 井上 理津子／編 創元社 2012 596/O73 1110146907 

『世界で一番美しい樹皮図鑑』 セドリック・ポレ／著 創元社 2013 653.2/P77 1110158712 

『明朝活字の美しさ』 矢作 勝美／著 創元社 2011 749.41/Y16 1108771849 

『浦西和彦著述と書誌』 浦西 和彦／著 和泉書院 2009 910.26/U84/1 1108812791 

『母系』 河野 裕子／著 青磁社 2008 911.168/Ka96 1108810845 

『月のドナウ』 児嶋 きよみ／著 青磁社 2013 911.168/Ko39 1110221510 

吉田憲二（よしだけんじ） 

資料名 請求記号 資料コード 

『パースから読むメタファーと記憶』 I.ムラデノフ／著 勁草書房 2012 133.9/P35 1110093778 

『60年代のリアル』 佐藤 信／著 ミネルヴァ書房 2011 210.76/Sa85 1108758721 

『沖縄の<怒(いかり)>』 ガバン・マコーマック／著 法律文化社 2013 219.9/Ma13 1110131388 

『とてつもない特権』 バリー・アイケングリーン／著 勁草書房 2012 338.97/E37 1110069018 

『市場創造のプロモーション技法』 本田 元／著 中央経済社 2012 673.3/H84 1110078498 

井上二三夫（いのうえふみお） 

資料名 請求記号 資料コード 

『天才の秘密』 M.フィッツジェラルド／著 世界思想社 2009 493.76/F29 1108609411 

『色彩巡礼』 吉岡 幸雄／著 淡交社 2013 702.17/Y92 1110117874 

『天開図画』 七類堂 天谿／著 淡交社 2012 721.9/Sh24 1110023619 

『定本樂歴代』 樂美術館／監修 淡交社 2013 751.1/R12 1110120688 

『日本語に関する十二章』 工藤 力男／著 和泉書院 2012 810.4/Ku17 1110067152 

『太宰治の強さ』 佐藤 隆之／著 和泉書院 2007 910.268/D49 1108527670 

白沢正（しらさわただし） 

資料名 請求記号 資料コード 

『政治思想の知恵』 仲正 昌樹／編 法律文化社 2013 311.2/Se17 1110102777 

『終わらない<占領>』 孫崎 享／編 法律文化社 2013 319.10/O93 1110315270 

『ポスト3・11の科学と政治』 中村 征樹／編 ナカニシヤ出版 2013 369.31/P84 1110097225 

山田博之（やまだひろゆき） 

資料名 請求記号 資料コード 

『道祖土家の猿嫁』 坂東 真砂子／著 講談社 2000 913.6/B18 1106089467 

『オルファクトグラム』 井上 夢人／著 毎日新聞社 2000 913.6/I57 1106112764 

『ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅』 レイチェル・ジョイス／著 講
談社 2013 

933.7/J85 1110329180 

『フリッカー、あるいは映画の魔』 セオドア・ローザック／著 文芸春秋 1999 933.7/R73 1101930103 

山本祐司（やまもとゆうじ） 

資料名 請求記号 資料コード 

『子どもと食』 根ケ山 光一／編 東京大学出版会 2013 493.98/Ko21 1110306915 

京都で活動する装丁家 

京都生まれの装画家 

〒606-8343京都市左京区岡崎成勝寺町9 
TEL 075-762-4655  FAX 075-762-4653   http://www.library.pref.kyoto.jp/ 


