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　こちらからは、はじめまして。『BOOKMARK』のイラスト・デザイ
ンを担当していますオザワミカです。よもや自分が巻頭コメントを書
く日が来るとは。
　「顔が好き♡」
　なんの特集か、まったくわからなかった方もいらっしゃるかと思い
ますが、「イケメン・美少女特集」ではありません。「装幀特集」です。
金原さん、三辺さんから「オザワさん、装幀特集やらない？」と言われ、
無邪気に「あ！ やりたいです」と言ったものの、いざ、編集、レイア
ウトをはじめると、「なぜ名だたる装幀家さんたちを紹介するページを
イラストレーターのわたしがデザインしているのか」と終始戦慄する
のでありました。知らないもんね。
　本当に縁があった本だけに絞るため、今回、選定した本は、わたし
が実際に書店に足を運んで出会った中から「好きな顔（装幀）♡」と思っ
た本たちです。ネットで見かけたりしたものも含め、ほかにもたくさ
ん好きな装幀はあったので、それらのご紹介はまたどこかで。

（オザワミカ）
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[Stoner ]
John Williams

この本、中身の評価は高いと聞いて
いたが、「顔が好き」だなんて、嬉し
いなぁ。「なぜこのような装幀にした
のか」って……３年前の記憶をよみが
えらせてみる。ゲラを読みながら、
頭に浮かび続ける画を追い、インス
ピレーションを得る。そのイメージ
をカタチにしていく。大理石、冷た
い石肌、図書館、書棚、古びた本、
埃のにおい、ざらつき、静かな、時
の流れ、淡い光と影……。五感を働か
せて得た『ストーナー』のイメージ
は真っ白。石膏を水に溶き成形、レ
リーフを制作する。撮影……光は淡
く、残像のように弱く、白く。でも、
表紙だけは赤にしないといけなかっ
た……ストーナーのために。

（水崎真奈美）

装丁の仕事を始める以前は、活版工房で修
業をしていました。文字を手で一つずつ拾
い、一冊の薄い本を作るのには何か月もか
かります。その経験のためか、自分は「装
丁家」というよりは「職人」であるという
気持ちが強めです。そして、デザインは「読
みやすさ」の邪魔をしてはいけないとも思
います。普段は、本文組から始めます。以
下は、本書をデザインするにあたって考慮
した点です。

[The People of Paper ]
Salvador Plascencia

『紙の民』
サルバドール・プラセンシア

藤井 光 訳
（白水社）¥3,700＋税

09 01

① 本文組は、著者の強いコンセプトによって組まれている原書を尊重し、それに倣う。
② 付き物のデザインは、本の内容を「説明」したものではなく「延長」したものにする。
③ 付き物すべてに同じ紙を使用する。読者に本書のテーマである「紙」を意識して欲しいので。

（細野綾子）

『ストーナー』
ジョン・ウィリアムズ
東江一紀 訳
（作品社）¥2,600＋税

装幀＝水崎真奈美（BOTANICA）装幀＝細野綾子



忘れられた墓地で十代の子どもたちが語
る、彼らの最後の物語。古典的な怪奇小
説へのオマージュや、現代ホラーの様式
をちりばめたゴーストストーリー集です
が、毅 然 と し た 優 し さ も 感 じ ら れ て
「ちょっと怖くて可愛くて、生きること死
ぬことを改めて考えることのできる、誰
かの救いにもなりうる一冊だ」という思
いが読了後に涌き起こりました。東京創
元社の小林甘奈さんと方向性を打ち合せ
シカゴの墓地の資料を捜索し、装画はさ
かたきよこさんに、主人公を墓地へと誘
う異界の空気感をまとった少女・キャロ
ルアンを、多色刷の銅版画に寄せたタッ
チの鉛筆画で描いていただき、装丁は左
右対称を崩して傾けたタイトル配置に赤
十字を添えて仕上げました。　（柳川貴代）

[On the Day I Died ]
Candace Fleming

『ぼくが死んだ日』
キャンデス・フレミング
三辺律子 訳
（東京創元社）¥900＋税

0908

09 0409 03

突然15歳以上の人間が町から消えてしまうことから始まる、SFスリラーの文庫シリーズです。
続刊も含め上下巻での刊行でしたので、２冊並んだ時に絵がつながるように影山徹さんに描いて
いただきました。物語の世界観を鮮明にする影山さんの装画が、とにかく素晴らしかったので、
絵を邪魔しない+シリーズ感の出るタイトルになるように心がけました。
（影山さんが最初の打ち合わせの時、すでに本文テキストから町の地図をほぼ正確にスケッチし
ていたことが衝撃でした！）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（草苅睦子）

[Gone ]
Michael Grant

『GONE』
マイケル・グラント
片桐恵理子 訳
（ハーパーコリンズ・ジャパン）上・下 各 ¥759＋税

装幀＝柳川貴代 +Fragment
装画＝さかたきよこ

装幀＝草苅睦子（albireo）
装画＝影山 徹



原書の暗い感じではなく、エンタメ感があっ
て、かつ意外性のあるカバーにしたかった
ので装画を玉村ヘビオさんにお願いした。
キュートで、ちょっと不気味、そして洗練
された生き物の絵が得意な玉村さん。あす
なろ書房のYさんに「怖可愛い」という感
じでどうでしょう？　とよくわけのわから
ないことを言って大したラフも出さずにど
んどん進めさせてもらった。Yさんには、
かなりの裁量でまかせてもらえるのでとて
も有難い。タイトル文字は全て描きおこし
てステンシル風の細かい処理をしてある。
嵐の表現をしたいのでU Vスポット加工で
「雨」を入れさせてもらった。予算の限られ
た児童書でこれは嬉しい。実際手にとって
いただいて、デザインのディテールと紙の
質感、それと特殊加工での雨を実感しても
らえたら装丁家としては嬉しい。

（城所 潤）

[Terror at Bottle Creek ]
Watt Key

『ボトルクリーク絶体絶命』
ワット・キー
橋本 恵 訳

（あすなろ書房）¥1,500＋税

1110

09 0609 05

タダさんの力強い絵を生かし、邪魔をしないよう、最小限の注意を払い、ただ文字を置いただけ
のカバーです。しかし、デザインをしない代わりに、「どんな佇まいの本にするか」、二つの点
に最大限の力を注ぎました。
陰湿で混沌とした世界観を持つ、刑事事件弁護士だった著者シーラッハと、銅版画という技法を
用い、日本人離れしたブラックな絵を描くタダさんの、共作のような本書の雰囲気を読者に一瞬
で感じ取ってもらえること。
また、クリスマス前のリリースだったので、プレゼントとしても成り立つ立体物（プロダクト）
にすること。この二点を両立させようとしたとき自然と、黒と金の装幀になりました。くすんだ
金の紙は、銅版のイメージとも重ねています。　　　　　　　　　　　　　　　　　（森田恭行）

[Carl Tohrbergs Weihnachten ]
Ferdinand von Schirach

『カールの降誕祭』
フェルディナント・フォン・シーラッハ

酒寄進一 訳
（東京創元社）¥1,500＋税

装幀＝城所 潤・大谷浩介
（ジュン・キドコロ・デザイン）

装画＝玉村ヘビオ

装幀＝森田恭行（キガミッツ）
装画＝タダジュン

ク リ ス マ ス
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本書は全世界で一千万部以上を売り上げて
いる『特捜部Q（以下Q）』の著者が、それ
を書く前に発表したデビュー作。日本では
『Q』が先行していて、ハヤカワ・ポケット・
ミステリにて刊行されているため、そちら
の表紙も拙作による。デザインは、『Q』（問
い）の答え『A』になるものという安直な考
え。小説の中身はもちろん、『Q』のアンサー
的な内容ではない。あくまでデザインする
上での勝手な、「『Q』の原点はここにあり」
というコンセプト。『アルファベット・ハ
ウス』というタイトルに恵まれた。このタ
イトルでなければ成し得ないデザインを施
すのが仕事と考える。著者の文字／記号に
対する想いは言わずもがな。　 （水戸部功）

[Alfabethuset ]
Jussi Adler-Olsen

『アルファベット・ハウス』
ユッシ・エーズラ・オールスン

鈴木 恵 訳
（早川書房）¥2,000＋税

[Do Androids Dream of Electric Sheep? ]
Philip K. Dick

『アンドロイドは
電気羊の夢を見るか？』
フィリップ・K・ディック
浅倉久志 訳
（早川書房）¥740＋税

羊の頭にモニタのようなものが置かれている
という初版の表紙の大ファンでした。
しかしあえて真逆の方法でなにかしてみよう
ということで色数の少ないこの装丁ができま
した。
フィリップ・Ｋ・ディックの世界はサイケデ
リックやシルバーなどの色もイメージしまし
たが、漆黒のなかにビビッドな色というもの
が一番インパクトがあると判断しました。
表面の光沢感のある加工も効果的です。
加えて様々なデジタルデバイスで見たときも
印象的になるような事も考慮しました。

（土井宏明）

装幀＝土井宏明（ポジトロン）装幀＝水戸部功
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その作品にはどんな効能があるのか──悩み
に効く小説を処方してくれるユニークな本。
挿画はシンプルながらも独創性のある薬瓶で
決まったが色の選択に迷った。悩みで弱って
いる読者にとって癒やし効果があるのは緑色
だろうか。白地に余白をたっぷりとった風通
しのよい本にすると手にとってもらいやすそ
うだ。しかし担当編集者から提案があったの
は「赤」。その力強い色の選択にしばしひる
んだが、薬瓶の線画とあわせてみると、みる
みる血が通うようにして生命感が宿った。そ
のようにしてデザインが決まることはわりと
よくある。　　　　　　　　　　（戸塚泰雄）

09 1009 09

エーコの文学講義をまとめたものなので「エーコ愛読者の好む重厚な感じだけでなく軽やかさや
フレッシュさも足したい」というオーダーでした。モチーフは本や原稿でも本人でもいいし、絵
画作品、イラスト、写真、立体など手法も自由とのことで選択肢の広さと巨匠作家ゆえ悩む部分
もありましたが、サイン会をしている写真をたまたま見つけて切り抜いて作ったものがほぼ完成
形になりました。写真のままいくか、イラストで起こすかで編集者さんと迷いましたが、敷居を
低くより親しみやすい方が、巨匠エーコの普段着の一面という意味で逆に新鮮なのではと、アン
グルや服装も調整して書斎で執筆しているイメージを再現してもらいました。　　　（坂川朱音）

[Confessions of a Young Novelist ]
Umberto ECO

『ウンベルト・エーコの小説講座
若き作家の告白』
ウンベルト・エーコ
和田忠彦 / 小久保真理江 訳
（筑摩書房）¥2,300＋税

[The Novel Cure: 
An A to Z Literature Remedies ]
Ella Berthoud / Susan Elderkin

『文学効能辞典
あなたの悩みに効く小説』
エラ・バーサド / スーザン・エルダキン
金原瑞人 / 石田文子 訳
（フィルムアート社）¥2,000＋税

装幀＝krran（坂川朱音・西垂水敦）
装画＝伊藤彰剛 

装幀＝戸塚泰雄（nu）
装画＝堀 節子
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「はじめて出逢う世界のおはなし」シリーズは、読者がいつもバッグに忍ばせて、カフェや公園
で気軽に読書を楽しめることをコンセプトに、新しいペーパーバックを目指して設計しました。
グラフィックは、イラストレーターの中村幸子さんに作品から感じたものを自由に描いていただ
き、それをデザイナーがイラストの意図をなるべく裏切るように大胆にコラージュする、という
手法で制作しています。初期段階ではどんな絵になるかまったく見えず、本当にスリリングです
が、作品に近い雰囲気の映画や舞台を連想して、おおよその着地点を編集者の津田啓行さんと共
有しています。今回の『キオスク』では、作者本人も役者である為か、文章もどこか映像的に感
じられたので、映画化された際のポスターをイメージして制作しました。　　　　　　（塙 浩孝）

ポーランドの作家による短編集であり、最
初期のホロコースト文学です。アウシュ
ヴィッツの写真を用いましたが、戦後すぐ
の証言により書かれた掌編に、70年以上
経った現代の（ある意味で観光地化された）
アウシュヴィッツのイメージを合わせるの
は難しく、さらに私が学生時代に見た映画
『ショア』の印象が先行し、と言うよりホロ
コーストのヴィジュアルはほぼそれに取り
憑かれてしまっていたため、編集者にはど
うしても当時の写真でいきたいとゴリ押し
しました。各編聞き書きのような形をとっ
ているので、メモや書類を連想させる古い
ノートの断片を写真に重ね、原タイトルも
その方眼に合わせて書体を作りました。写
真に敷いた色だけは、決して見ることので
きない薬品の色を想像し、蛍光色にしまし
た。帯にはタイトルと同じくメダルの画像
が載っています。　　　　　　 （仁木順平）

[Medaliony ]
Zo�a Nałkowska

『メダリオン』
ゾフィア・ナウコフスカ

加藤有子 訳
（松籟社）
¥1,600＋税

[DerTrafikant]
Robert Seethaler

『キオスク』
ローベルト・ゼーターラー

酒寄進一 訳
（東宣出版）¥1,900＋税

装幀＝塙 浩孝（ハナワアンドサンズ）
装画＝中村幸子

装幀＝仁木順平（fischiff VERLAG）
写真＝Stanislaw Mucha



[23 000 (Put' Bro; Led; 23 000 :  Trilogy)]
Vladimir Sorokin

『23000 氷三部作 3』
ウラジーミル・ソローキン

松下隆志 訳
（河出書房新社）

¥2,600＋税

1918

09 1409 13

[Report from the Interior ] [Winter Journal ]
Paul Auster

『内面からの報告書』『冬の日誌』
ポール・オースター
柴田元幸 訳
（新潮社）『内面からの報告書』¥2,200＋税｜『冬の日誌』¥1,900＋税

写真集を集めるのが趣味です。
ほとんどは、死、狂気、幻想にまつわるものです。
そうした情報を集めていると、面白いアーティストに
ぶつかります。
Stefano Bonazzi さんもそのひとりで、彼の作品性が、
ソローキンの『氷』三部作と、自分の中で重なった結果、
こういう形になりました。
美しく静謐な狂気を感じてもらえれば、うれしいです。

（木庭貴信）

装幀＝木庭貴信（OCTAVE） 装幀＝新潮社装幀室
写真＝Estate of André Kertész /Higher Pictures / PPS 通信社

本書二冊は現代米文学を代表するポール・オースターによる、か
つての自分の地層に分け入るように丹念に描かれたメモワール。「あ
る身体の物語」と「ある精神をめぐる物語」というように、身体
に起こっていたこと、精神が型つくられるまでと、対をなすかた
ちの二冊。メモワールにふさわしい作品を探していた折、アンドレ・
ケルテスの写真を同僚に紹介してもらった。彼は小型カメラを持っ
て街中を歩くのが大好きな写真家。冬のワシントンスクエアはま
さにオースター自身が歩いているかのように見える。水溜まりに
映るエンパイヤステートビルは、散歩の途中にふと見つけた不思
議な光景のようだが、内面を覗くようにも見える。ケルテス自身
もドキュメンタリーフィルムで「我々の眼というのは単に被写体
を映し出す装置に過ぎないが、何を選んで写すのかを決めるのは
眼ではなく、我々の内側にあるもの」と語っている。過去の地層
を掘り起こす作業と重なるように思えた。　　　（担当　望月玲子）
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[Die Frau auf der Treppe]
Bernhard Schlink

『階段を下りる女』
ベルンハルト・シュリンク
松永美穂 訳
（新潮社）¥1,900＋税

装幀＝新潮社装幀室
装画＝小野隆生

装幀＝新潮社装幀室
装画＝木原未沙紀

「アイディアを縮めるよりは膨らませるほうがずっと簡単なんです」とジョン・アーヴィング自身が
インタビューで語っているように、本作は完成するまでに25年という熟成期間を経て、長い長い物
語に。今回の舞台はメキシコ。オアハカのゴミ捨て場育ちの作家が、雪のNYからマニラへ過去と現
在の旅をする。強烈で愉快で悲しい登場人物がとにかく盛りだくさん。カバーのイラストは木原未沙
紀さんのリアルなタッチで現実をファンタジーに、時間と空間を円環として一つに繋がるように描い
ていただいた。ターコイズ色と金の箔押しはメキシコ風？に見えるでしょうか。　（担当　望月玲子）

クレストブックスでは６冊目になるベルン
ハルト・シュリンク、編集者と相談し、今
回は本書に描かれた謎の女性、イレーネを
想起させるような絵でいきましょう、とい
うことになりました。
そこで前からいつかお願いしたい！と思っ
ていた画家、小野隆生さんの作品を提案し
ました。
凛とした佇まい、澄んだ瞳の美しい肖像画、
読み終わって本を閉じたとき、イレーネと
いう女性の、決して平坦ではなかった人生
に思いを馳せることができたら……と。

（担当　田中愛子）

『神秘大通り』
ジョン・アーヴィング
小竹由美子 訳
（新潮社）上・下 各 ¥2,300＋税

[Avenue of Mysteries ]
John Irving
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「BOOKMARK」で取りあげる本は、三辺さんとぼくで選んできたけど、
オザワさんはどんな装幀の本が好きなんだろう。というわけで、今回は、
オザワ・オン・ステージ。フリーマガジンならではの、思いつき企画。
いかがだったでしょう？

編集
三辺律子（英米文学翻訳家）

イラスト・ブックデザイン

今から思うと、ぞっとするほど無知な状態で始めてしまった
「BOOKMARK」も無事（？）３年目に突入。その記念にふさわしいオザ
ワミカ・プロデュース号です。第一稿を見たときは大興奮。やっぱり「顔
がすき♡」かも……！

オザワミカ（イラストレーターとかいろいろ）

もともと本は好きだったけれど、最近はめっきり本を読まず、装幀のこ
とも全然詳しくないのに「装幀特集」。怖すぎです。でも、やっぱり「本」
というものの佇まいが好きだと改めて思うことができました。

「ほんねこ」
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