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※副題は省略しています。
タイトル、編著者名等
本草図譜. 48 / 岩崎常正 著.
若冲名画集 / 伊藤若冲 画, 田島志一 編.
草花の栽培 / 小川安村 編.
Engineering of the rose flavonoid biosynthetic pathway successfully
Z53-C97
generated blue-hued flowers accumulating delphinidin / Yukihisa
Katsumoto, Masako Fukuchi-Mizutani, Yuko Fukui 他.
UT51-2008-K404 フラボノイド代謝工学によるバラの花色改変 / 勝元幸久 著.
Z74-E103
青いバラ / 田中 良和 , 福井 祐子.
DM229-G38
チューリップ・ブック / 國重正昭ほか 著, 南日育子, 小林頼子, 中島恵 訳.
RA347-H32
蓮への招待 / 三浦功大 著.
DM229-J14
わたしは菊人形バンザイ研究者 / 川井ゆう 著.
KC16-L185
浮世絵でめぐる江戸の花 / 日野原健司, 平野恵 共著.
RB193-L53
考える花 / スティーブン・バックマン 著, 片岡夏実 訳.
RB193-L52
感じる花 / スティーブン・バックマン 著, 片岡夏実 訳.
Y94-H20916
花の庭を作ってみよう / 加地一雅・郁代 著.
RB193-J14
食虫植物栽培マニュアル / 柴田千晶 著.
DM224-L1
菜の花サイエンス / 東北大学菜の花プロジェクト 編.
Y78-L4089
折り花 / 田中たか子 著.
D7-E80
国際花と緑の博覧会公式記録写真集.
ファンタン=ラトゥール展カタログ / ファンタン=ラトゥール 画, 宇都宮美術
KC16-G1642
館 編.
Y93-L11768
巨椋池蓮図鑑.
RB197-L13
New Roses. vol.15(2014).
309-66
本草図譜. 49, 62 / 岩崎常正 著.
327-236
家庭園芸. 蔬菜の部 / 渡辺伸一 編.
特212-537
西洋松茸マッシュルームの年中栽培 / 蔬菜園芸研究会 著.
50-339
きつと儲かる薬草の栽培法 / 板谷義三 著.
「事典」果物と野菜の文化誌 / ジャン=リュック・エニグ 著, 小林茂 他共
KE185-G47
訳.
RB181-H78
現代にいきづく京の伝統野菜 / 菊池昌治 著.
RB134-L5
トウモロコシの世界史 / 鵜飼保雄 著.
Y94-L27030
ジャガイモ学ポテトサラダ文化論 / Ota 25 著, 大谷さん 編.
SD121-L64
身近にある毒植物たち / 森昭彦 著.
蔬菜の新品種. 第19巻(2016年版) / 伊東正 監修, 園芸植物育種研究所
RB181-L50
編.
Y78-L5187
無農薬でかんたん野菜づくり / NHK出版 編, 藤田智 監修.
RB61-L59
生ごみ先生が教える「元気野菜づくり」超入門 完全版 / 吉田俊道 著.
ペットのためのハーブ大百科 / メアリー・L.ウルフ-ティルフォード, グレゴ
RB651-H153
リー・L.ティルフォード 著, 金田郁子 訳, 服部かおる, 青沼陽子 監修.
RB155-L21
ハーバルガーデン / 槇島みどり 著.
フィンランド発ヘンリエッタの実践ハーブ療法 / ヘンリエッタ・クレス 著, 石
SD121-L83
丸沙織 訳.
DM225-J26
江戸東京野菜. 図鑑篇 / 大竹道茂 監修.
ボタニカルイラストで見る野菜の歴史百科 / サイモン・アケロイド 著, 内
RB181-L34
田智穂子 訳.
RA211-L25
誰かに話したくなる雑草のふしぎ / 森昭彦 著.
620-cC23e-K
園芸家12カ月 / カレル・チャペック 著, 小松太郎 訳.
588-85
クロードゥ・オスカール・モネ / 岡田秀 著.
629.6-U267e
園亭・ベンチ (ガーデン・シリーズ ; 第15) / 上原敬二 著.
Living in Japan / photos Reto Guntli, text Alex Kerr, Kathy Arlyn Sokol,
KA71-B10
edited by Angelika Taschen.
KA434-C1
日本园林与中国文化 / 许金生著.
한국의 전통정원. 개정[판] / 진혜영, 송정화, 안태현, 이선희, 이해주,
KA437-K6
이정희, 권영한, 신현탁 집필.
GB63-C85
知日. 42 (枯山水) / 茶乌龙 主编.
KA445-G3
飛石の美 / 岡崎文彬 著.
KA434-G29
兼六園の今昔 / 下郷稔 著.
KS74-J126
英国庭園を読む / 安藤聡 著.
KA434-J70
庭を読み解く / 白幡洋三郎 著.
GG317-L3
庭師が語るヴェルサイユ / アラン・バラトン 著, 鳥取絹子 訳.
KA434-L78
図解庭師が読みとく作庭記・山水并野形図 / 小埜雅章 著.
RA567-E236
庭に鳥を呼ぶ本 / 藤本和典 著.
KA444-G169
屋上・ベランダガーデニングべからず集 / 屋上開発研究会 企画・編集.
Y78-H6132
ペットガーデン / 上野博昭 著.
Y78-L4074
メンズガーデナーに学ぶ庭造り / 文化出版局 編.

出版者、発行年月、掲載誌等
本草図譜刊行会, 大正5-10.
関西写真製版印刷, 明37.10.
有隣堂, 明44.6.
Plant and Cell Physiology, 48(11).
2007.11.
2008.
Biostory, 25. 2016.6.
八坂書房, 2002.2.
西田書店, 2004.9.
新宿書房, 2012.9.
誠文堂新光社, 2013.4.
築地書館, 2017.8.
築地書館, 2017.8.
ベネッセコーポレーション, 2006.5.
誠文堂新光社, 2008.7.
東北大学出版会, 2014.7.
河出書房新社, 2016.3.
国際花と緑の博覧会協会, 1991.6.
宇都宮美術館, c1998.
京都花蓮研究会, 2017.7.
産經メディックス, 2014.5.
本草図譜刊行会, 大正5-10.
広島県立農事試験場, 明43.
蔬菜園芸研究会, 昭和3.
東京薬草園, 昭和5.
大修館書店, 1999.6.
誠文堂新光社, 2006.10.
悠書館, 2015.2.
大谷号, 2015.12.
SBクリエイティブ, 2016.6.
誠文堂新光社, 2016.7.
NHK出版, 2017.4.
東洋経済新報社, 2017.6.
ナナ・コーポレート・コミュニケーション,
2004.9.
東京農業大学出版会, 2017.2.
フレグランスジャーナル社, 2017.9.
農山漁村文化協会, 2009.10.
原書房, 2015.9.
SBクリエイティブ, 2016.3.
誠文堂新光社, 1959.
興文社, 昭和3.
加島書店, 1961.
Taschen, c2006.
上海人民出版社, 2007.11.
국립수목원, 2015.12.
中信出版集团, 2017.5.
養賢堂, 1996.3.
中日新聞社, 1999.3.
彩流社, 2011.11.
淡交社, 2012.3.
原書房, 2014.3.
学芸出版社, 2016.11.
文一総合出版, 1995.5.
創樹社, 2000.6.
グリーン情報, 2006.3.
文化学園文化出版局, 2016.3.

請求記号
RB193-L38
Y78-L5061

タイトル、編著者名等
苔の本 / 大野好弘 著.
プチ盆栽 / 小林健二 著.
455種のガーデニングプランツの育て方がひとめでわかる本 / 主婦の友
Y78-L5040
社 編.
ターシャの庭 / ターシャ・テューダー 著, リチャード・W.ブラウン 写真, 食
KA437-H13
野雅子 訳.
Y94-J1169
モネの庭 / Andrew Lawson 撮影.
KA434-L50
現代ニッポンの庭百人百庭.
雑40-4
園芸之友. 第1年(1)
特277-858
少國民の植物 / 神戸伊三郎 著.
航空便および船便輸送において新型包装容器およびMA包装がイチゴ果
Z74-C757
実にもたらす損傷低減効果の評価 / 遠藤(飛川) みのり, 曽根 一純.
UT51-2005-M901 近世日本の園芸文化 / 平野恵 著.
Y151-S62450017 箱庭療法の国際比較における基礎研究 / 河合隼雄, 京都大学.
DH22-L1001
一粒のタネ / タキイ種苗百八十年史編纂委員会 編纂.
RB51-J24
園芸 2 (近世歴史資料集成 ; 第5期 第8巻) / 近世歴史資料研究会 訳編.
RB193-J36
江戸奇品解題 / 浜崎大 著.
RB193-J41
園芸と文化 / 田中孝幸 著.
RB51-L58
絵図と写真でたどる明治の園芸と緑化 / 近藤三雄, 平野正裕 著.
KA437-L15
ガーデニングとイギリス人 / 飯田操 著.
RB31-J36
品種改良の世界史. 作物編 / 鵜飼保雄, 大澤良 編著.
RB57-L3
品種改良の日本史 / 鵜飼保雄, 大澤良 編.
50の道具とアイテムで知る図説ガーデンツールの歴史 / ビル・ローズ 著,
RB51-L31
柴田譲治 訳.
RB81-G27
害虫殲滅工場 / 小林照幸 著.
KG567-G147
イーハトーヴの植物学 / 伊藤光弥 著.
KG345-J1
俳句実作のための草木花春夏秋冬 / 斎藤夏風 著.
RA211-L22
プラントハンター西畠清順 / NHK取材班 編.
痴呆性高齢者に園芸療法を適用した看護ケアモデルの開発 / 安川緑,
Y151-H15390678
旭川医科大学 著.
SC557-L127
生活行為向上力の見つけ方 / 藤原茂, 山口県園芸療法研究会 編著.
EG344-G30
コミュニティガーデン / 越川秀治 著.
Y94-J10668
建築緑化入門 / 日経アーキテクチュア 編.
Vertical garden city / Tan Puay Yok, with contributions by Manfred Kö
KA444-P1
hler, Steven Peck, Linda Velazquez.
特117-39
園芸植物図譜. 第1輯 蘭之巻 / 東京園芸同好会 編.
109-235
西洋草花図譜. 春之部1, 夏之部2, 秋冬之部 / 谷上広南 筆.
RB193-G288
Non・noガーデニング基本大百科.
RB2-H93
庭に植えたい樹木図鑑 / 村越匡芳 監修.
RA5-E134
花図譜 / ウィリアム・カーティス 著.
RB2-H4
花色図鑑.
花粉の世界をのぞいてみたら / 宮澤七郎, 中村澄夫 監修; 医学生物学
RA5-J126
電子顕微鏡技術学会 編.
RA341-K2
사계절꽃상식 / 강은별 집필, 김명근 사진.
RB2-145
原色園芸植物大図鑑.
RA5-H25
原色植物検索図鑑 復刻版 / 矢野佐 著, 石戸忠 画.
RB194-L14
サボテン / カイモック・チャウィーワナコン 著.
RB2-G33
日本で育つ熱帯花木植栽事典 / 坂崎信之 著, 尾崎章ほか 共著.
RA5-H81
食虫植物図鑑 / 近藤勝彦, 近藤誠宏 著.
RB74-J34
植物の病害虫百科 / 根本久, 矢口行雄 監修.
RB2-L49
人もペットも気をつけたい園芸有毒植物図鑑 / 土橋豊 著.
YP14-H29
熊谷守一油彩画全作品集 / 熊谷守一 画, 熊谷榧 監修.
Y121-L3562
瀬戸の植木鉢 / 瀬戸蔵ミュージアム 企画・編集.

出版者、発行年月、掲載誌等
グラフィス, 2016.8.
新星出版社, 2017.2.
主婦の友社, 2017.2.
メディアファクトリー, 2005.6.
ベネッセコーポレーション, 2007.9.
建築資料研究社, 2014.12.
日本園芸研究会, 明38.5.
東洋圖書, 1942.10.
園芸学研究, 16(1):2017.1.15
2005.
1987-1988.
タキイ種苗, 2016.9.
科学書院, 2008.11.
幻冬舎ルネッサンス, 2012.3.
熊本日日新聞社, 2012.9.
誠文堂新光社, 2017.4.
大修館書店, 2016.10.
悠書館, 2010.12.
悠書館, 2013.5.
原書房, 2015.3.
中央公論新社, 1999.11.
洋々社, 2001.3.
日本放送出版協会, 2008.1.
小学館クリエイティブ, 2015.9.
2003-2004.
青海社, 2015.10.
学芸出版社, 2002.6.
日経BP社, 2009.10.
Straits Times Press, 2014.
郁文舎ほか, 大正2.
芸艸堂, 大正6.
集英社, 2000.2.
池田書店, 2006.10.
同朋舎出版, 1994.4.
講談社, 2003.3.
エヌ・ティー・エス, 2012.8.
조선출판물수출입사, 2016.4.
北隆館, 1984.5.
北隆館, 2003.7.
グラフィック社, 2017.4.
アボック社, 1998.5.
家の光協会, 2006.7.
学研パブリッシング, 2012.3.
淡交社, 2015.4.
求龍堂, 2004.3.
瀬戸市, 2014.2.

