
北村さゆりが関わった書籍・文芸誌等一覧 本展で原画を展示しているもの：★

●表紙絵

タイトル 出版年 著者
装幀・カバー

デザイン
出版社

『よろこびの日』 '90,7月2日
I.B.シンガー著
工藤幸雄訳

岩波少年文庫

『朝の歓び　上・下』 '97,4月15日 宮本輝 菊地信義 文春文庫

『熱』 '97,5月10日 高樹のぶ子 菊地信義 文春文庫

『妻の恋』 '97,4月20日 内舘牧子 菊地信義 NHKノベルズ

『シュガーレス・ラヴ』 '97,5月30日 山本文緒 菊地信義 集英社

『奇天烈な店』 '99,6月12日 村松友視 菊地信義 小学館

『ウーナ・ミラノ』 '00,7月15日
内田洋子&Silverio

Pisu著
植杉翠 講談社文庫

『JKK月刊 自動車産業』 '00～'01 月刊誌(株)自動車経済研究所

『花笑み』預金通帳表紙 '01～ 焼津信用金庫(静岡)

★ 『奇天烈な店』 '02,1月1日 村松友視 菊地信義 小学館文庫

『ART’S18』 '02,3月
平野美術館 芸術文化情報
誌・アート浜松

『白鷹伝』 '02,4月20日 山本兼一 中原達治 祥伝社

★ 『火天の城』 '04,6月15日 山本兼一 大久保明子 文藝春秋

『孤宿の人 上下巻』 '05,6月10日 宮部みゆき 高橋寿貴 新人物往来社

★ 『雷神の筒』 '06,11月24日 山本兼一 岡邦彦 集英社

『いっしん虎徹』 '07,4月25日 山本兼一 番洋樹 文藝春秋

『幕末の尼将軍 篤姫』 '07,10月25日 童門冬二 芦澤泰偉 NHK出版

『ヒミコの夏』 '08,５月１日 鯨統一郎 石間淳 PHP文庫

『火天の城』 '08,6月15日 山本兼一 大久保明子 文春文庫

『奇天烈食道楽』 '08,8月8日 村松友視 菊地信義 河出書房新社

★ 『利休にたずねよ』 '08,10月24日 山本兼一 芦澤泰偉 PHP研究所

『忘れかけていた 人生の名言・名句』 '08,11月8日 森村誠一 芦澤泰偉 角川樹事務所

『雷神の筒』 '09,3月25日 山本兼一 岡邦彦 集英社文庫

★ 『弾正の鷹』 '09,7月30日 山本兼一 かとうみつひこ 祥伝社文庫

『いっしん虎徹』 '09,10月10日 山本兼一 番洋樹 文春文庫

★ 『児童文学作品コンクール「作品集」』 '09,10月24日
第24回国民文化祭藤枝市
実行委員会

★ 『黄蝶舞う』 '10,1月5日 浅倉卓弥 大塚充朗 PHP研究所

★ 『利休にたずねよ』 '10,10月29日 山本兼一 芦澤泰偉 PHP文藝文庫

★ 『お江の方と春日局』 '10,11月25日 植松三十里 芦澤泰偉 NHK 出版

『座右の銘』 '11,5月18日 森村誠一 芦澤泰偉 角川春樹事務所・ハルキ文庫

『幕末維新史の定説を斬る』 '11,5月19日 中村彰彦 芦澤泰偉 講談社

★ 『銀の島』 '11,6月30日 山本兼一 芦澤泰偉 朝日新聞出版

『風渡る』 '12,5月15日 葉室麟 芦澤泰偉 講談社文庫

★ 『影と胡蝶』 '12,9月20日 好村兼一 谷口博俊 光文社

★ 『国を蹴った男』 '12,10月25日 伊東潤 芦澤泰偉 講談社

★ 『遊び奉行』 '12,11月30日 野口卓 芦澤泰偉 祥伝社

★ 『花鳥の夢』 '13,４月25日 山本兼一 芦澤泰偉 文藝春秋

『とまどい関ヶ原』 '13,5月30日 岩井三四二 芦澤泰偉 PHP文藝文庫

★ 『王になろうとした男』 '13,7月30日 伊東潤
大久保明子,
DPT組版浅間芳朗

文藝春秋

★ 『五峰の鷹』 '13,12月2日 安部龍太郎 芦澤泰偉 小学館

映画 『利休にたずねよ』
'13,12月７日

一般公開
モントリオール世界映画祭・芸術貢献賞受賞。
劇中タイトルバックに同原作本表紙の原画を使用。



タイトル 出版年 著者
装幀・カバー

デザイン
出版社

★ 『日本橋本石町-やさぐれ長屋』 '14,2月20日 宇江佐真理 加藤愛子 講談社

★ 『師父の遺言』 '14,3月20日 松井今朝子 芦澤泰偉 NHK出版

★ 『銀の島』 '14,5月20日 山本兼一 芦澤泰偉 朝日新聞出版文庫

★ 『密室大阪城』 '14,5月28日 安部龍太郎 坂詰佳苗 角川文庫

★ 『役小角絵巻・神変』 '14,7月 山本兼一
中央公論デザイン
室

中央公論文庫

★ 『麹町常楽庵月並の記・老いの入舞い』 '14,7月 松井今朝子 野中深雪 文藝春秋

★ 『ぬけまいる』 '14,12月15日 朝井まかて 岡本洋平 講談社文庫

★ 『信長死すべし』 '14,12月20日 山本兼一 坂詰佳苗 角川文庫

★ 『大坂誕生』 '15,3月30日 片山洋一 鈴木正道 朝日新聞出版

★ 『菖蒲侍』 '15,4月15日 井川香四郎 鈴木正道 実業之日本社文庫

『七田眞ものがたり』 '15,4月15日 七田厚 デザインd’ しちだ・教育研究所

★ 『武士はなぜ腹をきるのか?』 '15,5月15日 山本博文 石間淳 幻冬舎

★ 『五峰の鷹』 '16,2月5日 安部龍太郎 芦澤泰偉 小学館文庫

★ 『麹町常楽庵月並の記・縁は異なもの』 '19,6月 松井今朝子 野中深雪 文藝春秋

『老いの入り舞』 '16,7月10日 松井今朝子 野中深雪 文春文庫

★ 『三鬼 三島屋変調百物語り四之続』 '16,12月10日 宮部みゆき 芦澤泰偉 日本経済新聞出版社

★ 『火喰鳥』 '17,3月20日 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『水壁』 '17,3月20日 高橋克彦 芦澤泰偉 PHP 研究所

★ 『ぶぶ漬屋 稲茶でございます』 '17年6月15日 今井絵美子 芦澤泰偉 ハルキ文庫

★ 『中世ふしぎ絵巻』 '17年6月20日
〔文〕西山克
〔絵〕北村さゆり

岡本洋平・
島田深雪

ウェッジ
第52回造本装幀コンクールで
受賞

★ 『夜哭烏』 '17,7月20日 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『九紋龍』 '17,11月20日 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『鬼煙管』 '18,2月20日 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『菩薩花』 '18,5月20日 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『平城京』 '18,5月31日 安部龍太郎 高柳雅人 KADOKAWA

★ 『夢胡蝶』 '18,8月20日 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『童の神』 '18,10月2日 今村翔吾 芦澤泰偉 ハルキ文庫

★ 『狐花火』 '18,11月12日 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『玉麒麟』 '19,3月11日 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『縁は異なもの』 '19,6月 松井今朝子 野中深雪 文春文庫

★ 『双風神』 '19,7月10日 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『脱藩』 '19,8月30日 高橋三千綱 高橋健二 集英社文庫

★ 『黄金雛』 '19,11月 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『開眼』 '20,2月25日 高橋三千綱 高橋健二 集英社文庫

★ 『日本橋本石町ーやさぐれ長屋』 '20,3月 宇江佐真理 加藤愛子 講談社文庫

★ 『童の神』 '20,6月15日 今村翔吾 芦澤泰偉 ハルキ文庫

★ 『 襲大鳳 /上巻』 '20,8月 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★ 『愛憐』 '20,10月30日 高橋三千綱 高橋健二 集英社文庫

★ 『襲大鳳 /下巻』 '20,10月 今村翔吾 芦澤泰偉 祥伝社文庫

★
『いのちを守る』
　　　　医療系時代小説アンソロジー

'21,3月25日 原田郁麻 角川文庫

★ 『激烈』 '21,4月25日 高橋三千綱 高橋健二 集英社文庫

『酒匂川越ゆ』 '21,4月26日 箕浦勉 南一夫 いりの舎

『高田歌舞伎を継いだ女役者』 近日発行予定 木下繁喜 石間淳 はる書房



●挿絵

タイトル 出版年 著者

★ 「悪友の条件」 '97,4~'98,3 村松友視

★ 「奇天烈な店」 '98,4~'99,3月号 村松友視

『水彩で描かれた静物たち』 '99,9月号

「妻恋」 '99,11月号 常盤新平

「天鵞絨の夢」 '01,8~'02,12月号 村松友視

「小川国夫エッセイ」 '03,1月6日

「テレビと私・エッセイ集」 '03,6月号

「心に残るあの一食・エッセイ集」 '03,9月号

「つむじ風」 '05,4月号 明野照葉

「双樹」 '05創刊号 浅倉卓弥

「悲鬼の娘」 '06,6~9月号連載 浅倉卓弥

「いっしん虎徹」 '05,11~'06,9月号 山本兼一

★ 「命もいらず名もいらず～幕末篇」 山本兼一

「武蔵野倶楽部｣、｢浅野川園遊会｣、
「あかぎ坂｣、｢キリストの涙｣、
「リターン・トゥ・センー｣、｢夜の神父さ
ん」

'06,2~'07,7月号 村松友視

目次カット '07,9月号

「アサッテの人」芥川賞掲載誌 諏訪哲史

「命もいらず名もいらず～明治篇」 山本兼一

「黄蝶舞う」 '07,10~'08,1月号 浅倉卓弥

「欠けた月の夜に」 '08,5月号 吉永南央

★ 「利休にたずねよ」 '06,7~'08,6月号 山本兼一

「本のある家」 '09,3月号 山本兼一

「心中しぐれ吉原」 '08,4~'09,10月号 山本兼一

「破邪の剣」 '10,3~'11,9月号 山本兼一

表紙カット

「されこうべ」 '09,10~'12,3月号 浅倉卓弥

★ 「花鳥の夢」 '09,11~'12,9月号 山本兼一

★ 「師父の遺言」 松井今朝子

★ 「とびきり屋見立て帖シリーズ」 '08,8~'13,12月号 山本兼一

「麴町常楽庵月並の記シリーズ」 '13,2~'16,3月号 松井今朝子

★ 「迷いの旅籠」 '15,6,1~'16,6,30 宮部みゆき

「平城京」 '16.10~'17.9月号 安部龍太郎

★ 「中世不思議ばなし」 '14,4~'18,3月号 〔文〕西山克

「潮待ちの宿」 '16,12~'19,6月号 伊東潤

★ 「歌壇俳壇」 '19,8月~10月

★ 「半島をゆく」 '17,9~'21,9月号 〔文〕安部龍太郎

★ テキスト 兼題カット '13,4月号~

2021年12月11日作成

出版社

静岡新聞連載小説、1年間353回連載

『GOLD』(小学館)

グラフィック社

月刊 『文藝春秋』 (文藝春秋)

『銀座百点』(銀座百店会)

『潮』(潮出版社)

静岡新聞社新年号

『潮』(潮出版社)

『潮』(潮出版社)

『オール讀物』(文藝春秋)

『文蔵』(PHP研究所)

『文蔵』(PHP研究所)

別冊『文藝春秋』（文藝春秋）、6回連載

新聞社連載小説、15紙で合同連載　1年間319回
連載

『オール讀物』（文藝春秋）

NHK出版HP“ WEB マガジン”扉絵

月刊 『文藝春秋』 (文藝春秋)

NHK出版HP “WEB マガジン” 扉絵

『文蔵』( PHP研究所)

『オール讀物』(文藝春秋)

『歴史街道』(PHP研究所）、24回連載

『オール讀物』(文藝春秋)

月刊『ランティエ』(角川春樹事務所)

『小説NON』(祥伝社)

月刊『しちだくらしの情報』
(しちだライフ)12回

『文蔵』(PHP研究所)

別冊『文藝春秋』(文藝春秋）、18回連載

朝日新聞、日曜日のカット、13回

月刊 『サライ』 (小学館)、48回連載

月刊 『NHK俳句』(NHK出版)

『オール讀物』(文藝春秋)

『オール讀物』(文藝春秋)、7回連載

日本経済新聞朝刊連載小説、384回連載

月刊 『野性時代』(角川書店）、12回連載

月刊『ひととき』(ウェッジ）、48回連載

『オール讀物』( 文藝春秋)、6回連載


