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個人が気軽に楽しめるものでありながら、文化や産業、医療などの側面も
併せ持つガーデニング。今回の小展示では、花、菜、庭、知、図の 5 つの
視点から、多彩な本や雑誌約 100点をご紹介します。 
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花 
チューリップ、バラ、紫陽花、蓮…。季節を彩る花々は、時代や場所を超
えて愛され、人々の美的関心や知的好奇心を刺激してきました。このトピ
ックでは芸術と花、科学と花、歴史と花、といった切り口から、資料をご
紹介します。 
 
★1. 本草図譜. 48 / 岩崎常正 著. (本草図譜刊行会, 大正 5-10.)【309-66】 
 
江戸時代末に作られた日本最初の本格的彩色植物図譜が、大正時代初期に
復刻されたもの。野生種、園芸種、外国産など 2,000 品を超える色鮮やか
な草木が 92冊にまとめられ、蔓草部や雑草部、穀部等に分類されている。
展示資料は百合の品種が集められた 48巻で、展示箇所は「おにゆり」。現
在は花としてのイメージが強い百合だが、本草図譜では菜部に分類され、
別ページには「根を培養して食用となす」「煑て食ふべし」等の記述も見ら
れる。ほかにも、49、62巻を展示（展示資料 21）。 
 
★2. 若冲名画集 / 伊藤若冲 画, 田島志一 編. (関西写真製版印刷, 明
37.10.)【400-48】 
伊藤若冲（いとう じゃくちゅう）は京都・錦小路の青物問屋に生まれ江
戸時代に活躍した画家であり、現代でも人気が高い。動植物の描画に定評
がある若冲だが、その力は徹底した観察により培われたようで、庭に鶏を
飼育してひたすら見つめていたという。展示箇所の 1 枚も、若冲の庭を鮮
やかに切り取ったものかもしれない。 
 
★3. 草花の栽培 : 家庭園芸 / 小川安村 編. (有隣堂, 明 44.6.)【82-712】 
 
明治時代のガーデニングハウツー本。同じ発行所から園芸書がほかにも多
数出版されており、この時代もガーデニングは人気のよう。展示箇所の、
「如露（じょろ；今でいうじょうろ）」、「ブリッキ」、「職人」といった言葉
が時代を感じさせる。 
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 インターネット公開 
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4.Engineering of the rose flavonoid biosynthetic pathway 
successfully generated blue-hued flowers accumulating delphinidin 
/ Yukihisa Katsumoto, Masako Fukuchi-Mizutani, Yuko Fukui 他. 掲
載誌 Plant and Cell Physiology 48(11). (Japanese Society of Plant 
Physiologists, 2007.11.)【Z53-C97】 
小展示関連講演会『夢の青いバラ～開発にこめられた想い～』の講師であ
る勝元幸久氏（サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 研
究部 主幹研究員）が筆頭著者の論文で、自然界には存在し得ない“青い”バ
ラの開発プロセス（青い色素（デルフィニジン）を合成するために必要な
遺伝子（青色遺伝子）を取り出すこと、バラの細胞に青色遺伝子を入れ、
その細胞から遺伝子組換えバラを作製する方法を開発すること）をまとめ
たもの。平成 21（2009）年度に、日本植物生理学会が植物科学の進歩に寄
与する独創的で国際的にも優れた論文に授与している PCP 論文賞を受賞
した。 
 
5. 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. (2008)
【UT51-2008-K404】 
小展示関連講演会「夢の青いバラ～開発にこめられた想い～」の講師であ
る勝元幸久氏の博士論文である。青いバラ開発に繋がる研究の成果がまと
められている。 
 
6. 青いバラ : 遺伝子組換えがかなえた「不可能」の花 / 田中 良和, 福井 
祐子. 掲載誌 Biostory =ビオストーリー : 生き物文化誌 : 人と自然の新
しい物語, 25. (生き文化誌学会, 2016.6.)【Z74-E103】 
こちらも“青いバラ”の関連書籍。関連講演会講師の勝元幸久氏と共に研究
開発に携わった田中良和氏、福井祐子氏による記事である。“青いバラ”の開
発過程が、一般向けの読みやすい文章で紹介されている。 
 
7. チューリップ・ブック : イスラームからオランダへ、人々を魅了した花
の文化史 / 國重正昭ほか 著, 南日育子, 小林頼子, 中島恵 訳. (八坂書房, 
2002.2.)【DM229-G38】 
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チューリップといえばオランダというイメージが強いが、西アジアから中
央アジアを中心とする地域が原産地であり、トルコ、イランをはじめ、イ
スラム世界で愛されてきた。それがトルコを経てヨーロッパにもたらされ
るのだが、実はオランダとチューリップの間には不幸な歴史がある。17世
紀、チューリップの球根が投機対象としてオランダの人々を熱狂させ、ま
た大いに落胆させた“チューリップ・バブル”があった。チューリップの意
外な歴史に触れられる 1冊。 
 
8. 蓮への招待  : 文献に見る蓮の文化史  / 三浦功大  著 . (西田書店 , 
2004.9.)【RA347-H32】 
筆者は写真家で、蓮の撮影については世界の第一人者と呼べる人物である
という。蓮に魅入られて、撮影するに留まらず、自ら蓮を栽培し、蓮に関
する資料や文献を数十年に渡って収集し続けてきた。長年の研究の成果が
結実したのが本書である。蓮の植物学と形態に始まって、蓮の考古学、本
草書と蓮、蓮の品種…と多岐に渡るトピックを丁寧に取り上げている。 
 
9. わたしは菊人形バンザイ研究者 / 川井ゆう 著. (新宿書房, 2012.9.)
【DM229-J14】 
某テーマパークで展覧会が長らく開催されていたこともあり、関西人にと
って菊人形は身近な存在ではないだろうか。知っているようで意外と知ら
ない、菊人形の歴史、興行の様子、職人の技術などを、枚方出身の研究者
が楽しく紹介する。 
 
10. 浮世絵でめぐる江戸の花 : 見て楽しむ園芸文化 / 日野原健司, 平野
恵 共著. (誠文堂新光社, 2013.4.)【KC16-L185】 
植物の描かれた浮世絵を集めた、まさに見て楽しめる 1冊。江戸時代の人々
の生活に、園芸がどれほど深く根付いていたかが伝わってくる。バラを描
いたものもあるらしく（pp.80-82）、「このままデパートの包装紙として使
える」という評価が的確。 
 
11. 考える花 : 進化・園芸・生殖戦略 / スティーブン・バックマン 著, 片
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岡夏実 訳. (築地書館, 2017.8.)【RB193-L53】 
原著『The Reason For Flowers』を訳し、上下巻に分冊したうちの上巻。
著者は花と花粉媒介者（ハチ、チョウなど）の研究者であり、上巻の内容
は花の生態学、人類史、品種改良、国際取引など。下巻は展示資料 12『感
じる花』。 
 
12. 感じる花 : 薬効・芸術・ダーウィンの庭 / スティーブン・バックマン 
著, 片岡夏実 訳. (築地書館, 2017.8.)【RB193-L52】 
展示資料 11『考える花』の下巻にあたる本書では、食べられる花、花と香
水、文化・文学・芸術・科学・医療における花などを語る。花を詠んだ和
歌や俳句など、日本文学の話題も登場。理系分野が専門の著者だが、文化
的側面にも造詣が深い。 
 
13. 花の庭を作ってみよう : ガーデニング夢の手引書! (ベネッセ・ムック. 
Bises books) / 加地一雅・郁代 著. (ベネッセコーポレーション, 2006.5.)
【Y94-H20916】 
花がいっぱい咲く「ガーデン」を作るための手引書。花の魅せ方が詳しく
掲載されているのはもちろんのこと、花を育てるための土づくりから、庭
のデザイン、緑の植物や樹木に関することまで、簡単な言葉と豊富な写真
で解説されている。庭に色とりどりの花を咲かせたい！という方にお勧め。 
 
14. 食虫植物栽培マニュアル / 柴田千晶 著. (誠文堂新光社, 2008.7.)
【RB193-J14】 
約 60種の食虫植物の学名、捕虫方法、原産地、特徴と、種類ごとの栽培方
法が掲載されている。所々にコラムも挿入されており、食虫植物の中でも
有名な「ハエトリグサ」は、「1枚の葉が一生の間で開閉できるのはせいぜ
い 4～5回です。」と、意外と少ない。 
 
15. 菜の花サイエンス = The Science of Rapeseed : 津波塩害農地の復
興  / 東北大学菜の花プロジェクト  編 . (東北大学出版会 , 2014.7.)
【DM224-L1】 
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東日本大震災による津波被害を受けた水田に、塩害に強いアブラナ科作物
を栽培し、被災地の復興を目指す「津波塩害農地復興のための菜の花プロ
ジェクト」の活動の記録である。耐塩性菜の花の選抜、被災農地の土壌調
査・分析、栽培実験、収益などの過程と結果が記録されているほか、菜の
花そのものについても詳しく紹介されている。被災農地に花を咲かせ、復
興を目指すこのプロジェクトは、広大な「ガーデニング」と言えるのでは
ないだろうか。 
 
16. 折り花 : 折り紙でつくる四季の素敵な花々 / 田中たか子 著. (河出
書房新社, 2016.3.)【Y78-L4089】 
子どもの工作の延長なのではと、侮るなかれ。筆者の「実際の花を観察し、
専門資料を精査して、本物の花の特徴を生かした作品を考案した」という
言葉通り、出来上がりは見事である。季節ごとに 4種ずつ、計 16種の作品
が折り方とともに紹介されている。 
 
17. 国際花と緑の博覧会公式記録写真集 : EXPO'90 Pictorial report. (国
際花と緑の博覧会協会, 1991.6.)【D7-E80】 
国際花と緑の博覧会は平成 2（1990）年、自然と人間との共生をテーマに
鶴見緑地（大阪府）で行われた、アジア初の大国際園芸博覧会である。83
の国と55の国際機関が参加し、来場者は特別博覧会史上最高の23,126,934
人を記録した。1 枚 1 枚の写真からはもちろん、豪華な装丁からも当時の
熱気が感じられる。 
 
18. 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, 
宇都宮美術館 編. (宇都宮美術館, c1998.)【KC16-G1642】 
ファンタン=ラトゥールは 19 世紀フランスの画家。「花の画家」とも称さ
れ、その名を冠したバラの品種があるほど。展示資料 40・60のモネら同時
代の画家たちと比べると知名度は高くないものの、数々の静物画、肖像画、
幻想画などを通してその確かな魅力が伝わってくる。 
 
19. 巨椋池蓮図鑑. (京都花蓮研究会, 2017.7.)【Y93-L11768】 
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昭和前半に干拓田に姿を変えた宇治の巨椋池は、戦前まで蓮の名所であっ
た。巨椋池に繁茂していたと考えられる蓮 90種を紹介する図鑑。ともに展
示している資料番号 8『蓮への招待』の中でも、巨椋池の蓮について紹介
している（pp.341-360など）。併せてご覧いただきたい。 
 
20. New Roses : ロ ー ズ ブ ラ ン ド コ レ ク シ ョ ン  : for 
gardening,horticulture,and your life. vol.15(2014). (産經メディックス, 
2014.5.)【RB197-L13】 
バラの新品種や人気品種を 33 ブランド 197 品種集め、美麗な写真を多く
交えながら紹介する。巻頭の言葉によると、「バラの半分以上は夢」だそう。
漫画からイメージされた、「ベルサイユのばら」シリーズがおもしろい
（pp.46-47）。 
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菜 
野菜やハーブに関する資料を中心にご紹介します。このトピックに登場す
る植物の特徴は何と言っても“食べられる”こと！おいしい野菜の育て方や
おすすめの食べ方から、野菜の豆知識、知られざる歴史に至るまで、様々
な資料を揃えました。 
 
★21. 本草図譜. 49,62 / 岩崎常正 著. (本草図譜刊行会, 大正 5-10.)【309-
66】 
展示資料 1 と同一タイトル。展示箇所は、49 巻・菜部から「なすび」、62
巻・果部から「しらわかうじ・あかかうじ」（「かうじ」は柑子（こうじ）、
柑橘類）。余白に生態や特徴などの説明が付記されている。海苔が載ってい
たり、キノコの巻が 6冊あったりと、全巻通して見るとなかなかユニーク。 
 
★22. 家庭園芸. 蔬菜の部 / 渡辺伸一 編. (広島県立農事試験場, 明 43.)
【327-236】 
広島県立農事試験場（現広島県立総合技術研究所農業技術センター）の技
手を務めた編者が、家庭向けの蔬菜（そさい）栽培法をまとめた 1 冊。土
壌や種まき、肥料等について簡潔に説明されている。後半ではいくつかの
野菜が詳説されており、イチゴやキュウリ、ナスなど、今でも馴染みのあ
る野菜も多い。 
 
★23. 西洋松茸マッシュルームの年中栽培 / 蔬菜園芸研究会 著. (蔬菜園
芸研究会, 昭和 3.)【特 212-537】 
“西洋松茸”の正体は、チキンライスやシチューの中にひっそり入っている
ことが多いあの食材。今では珍しくはないマッシュルームも、本書が刊行
された昭和初期はあまり知られていなかった。マッシュルームを国産化し、
農家を富ませて国を豊かに、という意図のもとに書かれた栽培法指南書で
ある。おいしく食べるためのレシピ付き。 
 
★24. きつと儲かる薬草の栽培法 / 板谷義三 著. (東京薬草園, 昭和 5.)
【50-339】 

 インターネット公開 

 インターネット公開 
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薬草栽培を通じて国を豊かにすることを目標に書かれた本であり、資料番
号 23に通じるものがある。出版されたのが同じ昭和初期であるため、当時
の世相を反映しているのだろうか。本書中で指南役を務める、薬草栽培で
大儲けしたという老人が、個性的で少し毒っ気のあるキャラクターなのが
楽しい。 
 
25. 「事典」果物と野菜の文化誌 : 文学とエロティシズム / ジャン=リュ
ック・エニグ 著, 小林茂 他共訳. (大修館書店, 1999.6.)【KE185-G47】 
本書のコンセプトは、「果物と野菜が呼び起こすエロティックなイメージを
文学テキストの中にたどること」にある。いちご、かぼちゃ、にんじんな
ど、馴染み深い野菜と果物数十種が取り上げられ、辞書風にそのイメージ
が整理されている。野菜と果物を“単なる農作物”から“官能的な存在”へと
変貌させる人間の想像力の深さに驚かされる。 
 
26. 現代にいきづく京の伝統野菜 : 古都の食文化を担って / 菊池昌治 
著. (誠文堂新光社, 2006.10.)【RB181-H78】 
昭和 63（1988）年に京都府は「京の伝統野菜」を定義し、現存する 30数
品種について保存が試みられてきた。本書はそのうち 20 種強の栽培の現
状について、エッセイにまとめたものである。畑での突撃取材を元にして
いるだけあって、農家の方々の本音や野菜への率直な思いが垣間見える。
それぞれの品種の歴史や京の歳時との関わりも紹介されている。 
 
27. トウモロコシの世界史 : 神となった作物の 9000 年 / 鵜飼保雄 著. 
(悠書館, 2015.2.)【RB134-L5】 
トウモロコシは約 9 千年前アメリカ大陸で野生種から派生して誕生し、そ
の後現在まで栽培されてきたという。まずその栽培歴の長さに驚かされる。
アメリカ大陸の先住民にとって、トウモロコシは単なる作物以上の聖なる
存在でもあった。その後コロンブスの新大陸発見を契機に、トウモロコシ
は世界中に伝播していく。聖なる作物から遺伝子組み換えトウモロコシへ。
長い栽培の歴史の中での作物としての進化と、その過程で社会に及ぼした
影響の両面が、互いの相関関係に着目しつつまとめられている。 
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28. ジャガイモ学ポテトサラダ文化論 / Ota 25 著, 大谷さん 編. (大谷号, 
2015.12.)【Y94-L27030】 
北海道のジャガイモ好きサークルによる、「日本一ジャガイモ愛の詰まった
本」。ジャガイモの品種別の食味解説に加え、明治時代のポテトサラダの再
現レシピ、おすすめのアレンジポテトサラダレシピの紹介など、楽しい企
画も。 
 
29. 身近にある毒植物たち : "知らなかった"ではすまされない雑草、野菜、
草花の恐るべき仕組み (サイエンス・アイ新書 ; SIS-359) / 森昭彦 著. 
(SBクリエイティブ, 2016.6.)【SD121-L64】 
庭に自生する野草や、園芸植物の中には、重篤な中毒を引き起こしたり、
皮膚炎などを起こす可能性のある植物もある。本書はこのような「毒植物」
77種の有毒成分や症状などを紹介した新書である。ガーデニングの過程で
事故など起こさないよう、気を付けたい。 
 
30. 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 編. (誠文堂新光社, 2016.7.)【RB181-L50】 
昭和 34（1959）年以来 3年ごとに刊行されている、蔬菜類の新品種を紹介
する解説書の最新号である。赤い彗星、羅皇（らおう）、ひとつだね Tiger。
これらは全て、スイカの品種名。新品種の斬新なネーミングを眺めるのも
楽しい。 
 
31. 無農薬でかんたん野菜づくり : 初めてでも大成功! (生活実用シリー
ズ. NHK趣味の園芸やさいの時間) / NHK出版 編, 藤田智 監修. (NHK出
版, 2017.4.)【Y78-L5187】 
ミニトマトやキュウリなど 19種類の野菜と、6種のハーブ類を無農薬で育
てる方法が、写真と文章で紹介されている。無農薬栽培は難しいと思われ
がちだが、本書の「はじめに」に書かれているポイントは 5 つだけ。野菜
ごとのページには詳しい手順と「大成功のコツ」が掲載されている。これ
なら、挑戦できそう？ 
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32. 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. 
(東洋経済新報社, 2017.6.)【RB61-L59】 
著者が考案した「生ごみリサイクル菌ちゃん野菜」について書かれた 1冊。
初心者がプランター栽培でも簡単に実践でき、おいしく元気な有機野菜が
できるという。単なるハウツー本にとどまらず、現代社会の問題や子ども
の食育にも言及する。 
 
33. 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. (ナナ・コーポレート・コミュニケーション, 2004.9.)【RB651-H153】 
犬や猫など、ペットのためのハーブの使い方を解説したガイドブック。第
3章「ハーブ学」では、ペットのためのハーブが 50音順に整理され、第 4
章「動物へのハーブ医療」では、疾患や症状ごとのハーブの利用法が掲載
されている。 
 
34. ハーバルガーデン = HERBAL GARDEN : 香りを空間にデザインす
る / 槇島みどり 著. (東京農業大学出版会, 2017.2.)【RB155-L21】 
ガーデンデザインを扱った資料は多くあれど、「香り」に注目したものは少
ないかもしれない。本書は、著者の学位論文『植物の芳香効果を活用した
公共空間のガーデンデザイン手法』【UT51-2011-D772】をまとめて出版さ
れたもので、植物の形状と植物に備わる香りとを組み合わせた植栽デザイ
ンを提案している。内容は、植物と人間の関わりなどの歴史から、日本で
活用可能な芳香植物の特性分析や、デザイン手法まで幅広い。 
 
35. 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, 石丸沙織 訳. (フレグランスジャーナル社, 2017.9.)【SD121-L83】 
フィンランドのハーブ専門家による、ハーブ療法の本。ハーブの種類別に
収穫・加工方法、効能、用法が詳しく記されている。起こりやすい失敗、
使用上の注意についてもきちんと触れられているのが心強い。 
 
36. 江戸東京野菜. 図鑑篇 / 大竹道茂 監修. (農山漁村文化協会, 2009.10.)
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【DM225-J26】 
京都では、京野菜は多く栽培され、販売されているが、江戸東京野菜を目
にする機会はほぼない。東京では夏の風物詩ともいえる「谷中しょうが」
も、関西ではほとんど見かけない。そんな馴染みの薄い「江戸東京野菜」
だが、本書はその仕掛け人や生産者の視点で、個々の野菜の魅力がふんだ
んに紹介されており、図鑑としてのみならず、読み物としても楽しむこと
ができる。「江戸東京野菜」についてさらに知りたくなった時には、『江戸
東京野菜. 物語篇』【DM225-J25】をどうぞ。 
 
37. ボタニカルイラストで見る野菜の歴史百科 : 栽培法から料理まで / 
サイモン・アケロイド 著, 内田智穂子 訳. (原書房, 2015.9.)【RB181-L34】 
様々な野菜の歴史や栽培、調理について、秀麗なカラーイラストを多数交
えつつ解説。耳なじみのない野菜も多いが、添えられたレシピのとおりに
作ってみたくなる。これさえ読めば、「グルメ園芸家」への道が開けるかも。 
 
38. 誰かに話したくなる雑草のふしぎ : 徹底カラー図解 / 森昭彦 著. 
(SBクリエイティブ, 2016.3.)【RA211-L25】 
道端に元気に居座り、知らぬ間に庭や畑にもお邪魔している、やっかいな
雑草たち。本書は、そんな雑草を「科学する」、ミニ図鑑のような体裁とな
っている。ガーデナーでもある著者は、年がら年中雑草たちを追い回すう
ちに、その生命力やフォルムにすっかり魅了されてしまったそう。これを
読めば、あなたも雑草の魅力に取りつかれてしまうかもしれない。 
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庭 
東洋の庭、西洋の庭。個人宅の庭、公共建築物の庭、寺院の庭…。「庭」は
その一つ一つに役割や目的、個性や物語があり、一つとして同じものはあ
りません。このトピックでは、“庭”そのものや、“庭づくり”に関する資料を
取り上げました。英語や朝鮮語、中国語など、様々な言語の資料も展示し
ています。 
 
★39. 園芸家 12カ月 (園芸手帖) / カレル・チャペック 著, 小松太郎 訳. 
(誠文堂新光社, 1959.)【620-cC23e-K】 
20世紀前半に活躍したチェコの作家カレル・チャペックによる園芸エッセ
イである。本書は 1959 年刊行の初版だが、その後訳者を変えて繰り返し
出版されている隠れた人気作品。園芸熱に取りつかれた人物の 1 年の過ご
し方をユーモラスに描く。園芸家の 1 年はとにかく庭が中心。庭の植物た
ちが機嫌よく、元気に育つように、季節や天候に応じてきめ細やかに世話
をする姿は、熱く、どこか愛らしい。 
 
★40. クロードゥ・オスカール・モネ : 人と作 / 岡田秀 著. (興文社, 昭
和 3.)【588-85】 
印象派の巨匠・モネは、人生の後半をフランスの農村で過ごし、情熱をか
たむけて理想の庭を作り上げたことで知られている。その美しい庭は、『睡
蓮』など多くの名作が描かれる舞台にもなった。展示資料 60『モネの庭』
も併せて、モネがこよなく愛した庭の姿をお楽しみいただきたい。 
 
★41. 園亭・ベンチ (ガーデン・シリーズ ; 第 15) / 上原敬二 著. (加島
書店, 1961.)【629.6-U267e】 
園亭は庭園などに見られる小建築物で、日本ではアズマヤが代表的だそう。
最初から最後まで園亭とベンチの説明に専念し、目的や用途、構造、材料
など幅広く詳説する、言わばニッチでディープな 1 冊。展示箇所は園亭の
棟上の装飾、風見についての一部分。風見鶏だけではない種類の多さに驚
かされる。 
 
42. Living in Japan / photos Reto Guntli, text Alex Kerr, Kathy Arlyn 

 館内限定公開 

 インターネット公開 

 館内公開／図書館送信 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2489925
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1171285
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2493323
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Sokol, edited by Angelika Taschen. (Taschen, c2006.)【KA71-B10】
（英語・ドイツ語・フランス語併記） 
アート系の書籍を多く扱う Taschen（タッシェン）社が出版した、日本の
建築物の写真集。茅葺きの農家から、古式ゆかしい旅館、近代的なガラス
張りの住居まで、魅力的な日本の建築物 23棟を、その庭も含めて紹介して
いる。巻末には、IORI(庵)、ENGAWA(縁側)、CHASEN(茶筅)、AKARI(明
かり)などの日本語を解説した用語集も収録。 
 
43. 日本园林与中国文化  / 许金生著 . (上海人民出版社 , 2007.11.)
【KA434-C1】（中国語） 
日本庭園の中に見られる中国文化を解説した資料。中国古典文学や、儒教、
仏教、道教、陰陽五行などの思想と日本庭園の関係について紹介している。
京都の有名な庭も数多く登場。 
 
44. 한국의 전통정원 : 조선시대 대표적인 전통정원을 중심으로（韓国の
伝統庭園：朝鮮時代 の 代表的 な 伝統庭園 を 中心 に ） = Traditional 
Korean gardens : representative gardens of the Joseon period 
개정[판] / 진혜영, 송정화, 안태현, 이선희, 이해주, 이정희, 권영한, 

신현탁 집필. (국립수목원, 2015.12.)【KA437-K6】（朝鮮語・英語併記） 
韓国の国立樹木園が発行した、韓国の伝統庭園の写真集。朝鮮時代の伝統
庭園 26箇所を、「宮殿庭園」「別荘庭園」「住宅庭園」「書院庭園」「寺刹庭
園」の 5 つに分類して紹介している。特に、植栽について詳しく解説され
ており、庭園ごとに植物の種類と配置図、そして一部の植物については、
その植物が持つ意味も掲載されている。日本庭園とは雰囲気の異なる、お
隣の国の伝統庭園を、美しい写真で楽しむことができる。 
 
45. 知日 = It is Japan 42 (枯山水) / 茶乌龙 主编. (中信出版集团, 
2017.5.)【GB63-C85】（中国語） 
『知日』は 2011 年に北京で創刊された、日本文化やライフスタイルを中
国語で紹介する書籍である。展示している 42号は「枯山水」特集。精華町
のお隣、京田辺市の「一休寺」も紹介されている。中国語がわからなくて
も、漢字を拾い読みすると何となく意味が伝わってくる。 
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46. 飛石の美 / 岡崎文彬 著. (養賢堂, 1996.3.)【KA445-G3】 
著者によると、本格的に飛石が発展したのは茶の湯が盛んになった安土・
桃山時代と考えられるという。茶室までの道すがら、打ち水をして濡れた
地面を歩行しやすいよう庭に飛石が置かれるようになり、次第に技巧的な
工夫が凝らされるようになった。注目されることは少ない飛石だが、著者
による分かりやすい概説と、豊富な解説付き実例に触れると、その存在が
輝いて見えてくる。 
 
47. 兼六園の今昔 : 加賀百万石の庭 / 下郷稔 著. (中日新聞社, 1999.3.)
【KA434-G29】 
平成 9（1997）年 2月から同 10（1998）年 9月まで、北陸中日新聞に掲載
された同名の連載をまとめたもの。藩祖・前田利家の誕生から築庭の過程、
現在に至るまでの歴史と、文学、絵図などを、多くの史料を引用しながら、
軽快な語り口で紹介している。 
 
48. 英国庭園を読む : 庭をめぐる文学と文化史 / 安藤聡 著. (彩流社, 
2011.11.)【KS74-J126】 
イギリスの庭園の歴史を英文学史と合わせて辿ることにより、イギリス（特
にイングランド）の文化的特質の解読を試みる 1 冊。筆者は、不規則性、
多様性、控えめであることを好む“イングランド的特質”をそのまま体現し
たのが、イングランドの風土の産物でもあるイングランド式庭園である、
と結論付けている。カラーも含め、論旨を裏付ける庭園の写真がたくさん
掲載されている。 
 
49. 庭を読み解く : なぜ京都のお寺には名庭が多いのか? : 京都の古寺 / 
白幡洋三郎 著. (淡交社, 2012.3.)【KA434-J70】 
「奈良の寺院に庭園が少なく、京都の寺院に見事な庭園が多いのはなぜか。」
この問いに著者は、京都が造園に好適な地況を呈していたという理由だけ
でなく、奈良時代の仏教と平安時代の仏教の性格の違いを考える必要があ
るとしている。序論の「京の庭論」と、30の寺院庭園の解説で、京都の“庭”
の持つ意味をより深く知ることのできる 1冊である。 
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50. 庭師が語るヴェルサイユ / アラン・バラトン 著, 鳥取絹子 訳. (原書
房, 2014.3.)【GG317-L3】 
フランスの観光地の代表格、ヴェルサイユ。本書はそのヴェルサイユに関
する、毛色の変わった本として、2006年にフランスでベストセラーとなっ
た。筆者は、30年以上に渡りヴェルサイユ大庭園内に居住してきた庭師で
ある。ルイ 14世、マリーアントワネット、フランス革命、パリコミューン
など、あまりにも有名な歴史上の人物や出来事が、ヴェルサイユの庭との
関連から紹介されているが、従来のイメージと異なるエピソードが多く、
興味深い。 
 
51. 図解庭師が読みとく作庭記・山水并野形図 / 小埜雅章 著. (学芸出版
社, 2016.11.)【KA434-L78】 
『作庭記』は寝殿造建築に対応する庭の作庭方法論をまとめた平安中期の
書物で、世界最古の庭園の秘伝書と言われる。『山水并野形図』も同じく作
庭書の古典で、室町時代のものと推測されている。これら 2 つの古典を、
現代の庭師が読みといている。現代語訳に加え、文字だけでは想像しづら
い作庭技法を平易な図解を用いて解説してくれているおかげで、古典や作
庭に疎くても、千年前の人々の庭に対する感性に触れることができる。 
 
52. 庭に鳥を呼ぶ本 (Birder スペシャル) / 藤本和典 著. (文一総合出版, 
1995.5.)【RA567-E236】 
野鳥を中心とした様々な生き物たちがやって来る「バードガーデン」の作
り方。「庭の鳥 33種」などの図鑑のほか、餌の作り方や「育て方」、巣箱や
バード・バスの作り方など、内容が豊富。 スズメやシジュウカラなど、庭
でよく見かける 6 種の野鳥については、個別に仲良くする方法が掲載され
ている。 
 
53. 屋上・ベランダガーデニングべからず集 : これだけは知っておきたい
緑化住宅の知識 / 屋上開発研究会 企画・編集. (創樹社, 2000.6.)【KA444-
G169】 
屋上・ベランダガーデニングでは、「建築空間・荷重・防水などの構造的問
題」「避難経路・消防活動空間などの共用スペースの問題」「物の落下・幼
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児の転落など安全問題」等、検討しなければならない項目が多い。本書は
屋上やベランダの構造的・空間的特性に合わせたガーデニングルールを解
説し、「やってはいけない、守ってほしい項目を網羅した」べからず集であ
る。ガーデニングの計画からデザイン、施工、維持管理まで、この 1 冊に
まとまっている。 
 
54. ペットガーデン : 命を育む庭づくり / 上野博昭 著. (グリーン情報, 
2006.3.)【Y78-H6132】 
犬にとって居心地の良い庭とは？という情報が、たっぷり詰まった 1 冊。
ペットガーデンの設計やメンテナンスの方法だけでなく、庭でのマナーの
教え方や、ドッグランの利用法、犬にとっての有害植物など、トラブルな
く庭を楽しむための情報が多く掲載されている。 
 
55. メンズガーデナーに学ぶ庭造り : Wonderful Gardening Life / 文化
出版局 編. (文化学園文化出版局, 2016.3.)【Y78-L4074】 
タイトルが語るとおり、男性の庭がたくさん紹介されている。レンガやラ
イトまで使いこなし、こだわりと遊び心が詰め込まれた庭は見ていて楽し
い。実際に体験してみたくなった方には、巻末のショップ＆ガーデンガイ
ドがお役立ち。 
 
56. 苔の本 = GREEN MOSS ARRANGE BOOK : 苔で作るナチュラルイ
ンテリアと身近な苔の種類がわかる図鑑 / 大野好弘 著. (グラフィス, 
2016.8.)【RB193-L38】 
苔の図鑑として楽しめるだけでなく、苔の生態、お洒落なインテリアとし
ての苔のアレンジ方法、苔の育て方なども紹介されている。 
 
57. プチ盆栽 = Petit BONSAI : 景色盆栽入門 : おしゃれでかわいい緑
のインテリア / 小林健二 著. (新星出版社, 2017.2.)【Y78-L5061】 
とにかくかわいい 1 冊。プチとつくと実践できそうな気になってくるのを
さらに後押しするかのように、写真を多用しながら丁寧に解説されている。
英語が併記されており、盆栽鑑賞、ひいては日本文化への注目度の高さを
うかがわせる。 
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58. 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 : 基本的
な作業も詳しく解説! / 主婦の友社 編. (主婦の友社, 2017.2.)【Y78-L5040】 
ガーデニングを始めてみたいけれど、何を栽培して良いかわからない、と
いう人にお勧めの 1冊。庭で楽しむ人気の草花や木 455種を「一～二年草」
「宿根草」などに分類し、特徴や育て方・仕立て方のコツを紹介している。
巻末には索引が付されているので、植物の名前から育て方を調べることも
可能。 
 
59. 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, 食野雅子 訳. (メディアファクトリー, 2005.6.)【KA437-H13】 
アメリカを代表する絵本作家、ターシャ・テューダーの自宅の庭の写真集。
自宅といっても、なんと敷地は 30 万坪！広大な庭の四季を切り取った写
真はどれも美しく、その庭を幸せそうに世話するターシャの姿もまた、印
象的である。 
 
60. モネの庭 : あふれる花々の色彩 (ベネッセ・ムック. Bises books) / 
Andrew Lawson 撮影. (ベネッセコーポレーション, 2007.9.)【Y94-J1169】 
モネの「ユニークなガーデンデザイナー」としての一面に焦点を当てた写
真集。子どもの頃からモネ好きだというガーデン写真家が撮る写真の数々
に、気分はまるでモネの庭を訪れたかのよう。モネの庭には浮世絵に基づ
いてデザインされた区画もあり、モネの日本通な一面もうかがえる。 
 
61. 現代ニッポンの庭百人百庭 = Contemporary Japanese Gardens 
100 Gardens by 100 Landscape Architects : 北海道から沖縄まで作者
百人による百の庭を、五つの世界に分けて見る壮大で多彩な今の日本の庭
のガイドブック. (建築資料研究社, 2014.12.)【KA434-L50】 
100人の庭師が作った 100の庭の写真に、簡潔な解説が掲載された「庭の
ガイドブック」。庭の内容は、住宅庭園を基本に、商業・医療・教育等の各
種施設の庭園も紹介され、タイトル通り「現代ニッポンの庭」を通覧でき
そうである。 
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知 
ガーデニングは、古くから世界中の人々に親しまれ、進化してきました。
現在では個人の趣味としてだけではなく、建築、医療、産業など、社会と
深く結びつき、発展を続けています。このトピックでは、ガーデニングを
幅広くとらえ、その歴史や進化を“知”ることのできる資料をご紹介します。 
 
★62. 園芸之友. 第 1年(1) (日本園芸研究会, 明 38.5.)【雑 40-4】 
 
自然界と人生を近づけ、人々の自然界に対する趣味を後押しして、優美の
国風を涵養する目的で発行されたという月刊誌の創刊号。「今日の婦女子の
短所は、田園の趣味を知らざるにあり」「自然界に逍遙するは、此れ無上の
快樂」など、当時の園芸事情をうかがわせる（？）文章が躍る。 
 
★63. 少國民の植物 : 栽培觀察 / 神戸伊三郎 著. (東洋圖書, 1942.10.)
【特 277-858】 
太平洋戦争下の昭和 17（1942）年に刊行された。タイトルに当時の世相が
反映されているが、内容はベーシックな教科書という印象である。例えば
「僕の朝顔日記」という章では、種まきから発芽まで、世話の方法、成長
時の観察ポイントなどが、詳細な図とともに平易な文章で詳しく説明され
ている。夏休みの宿題をする時には、今でも十分役立ちそう。 
 
64. 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. 掲
載誌 園芸学研究 = Horticultural research (Japan) 16(1). (園芸学会, 
2017.1.)【Z74-C757】 
園芸学会の平成 29（2017）年度優秀論文賞を受賞した論文。輸送時に果実
が傷みやすいイチゴについて、品質保持効果の高い（特に海外への）輸送
方法を確立することを目的にした研究である。日本の果物の人気が海外で
高まっているというが、その陰ではこういった地道な研究成果が生かされ
ている。 
 
65. 近世日本の園芸文化  : 植木屋とその周辺  / 平野恵  著 . (2005)

 館内公開／図書館送信 

 館内公開／図書館送信 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1891551
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1080350
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【UT51-2005-M901】 
十九世紀の江戸・東京地域における園芸文化を、植木屋などの担い手側か
ら検証した博士論文。園芸植物の流行と流行を担う層の変化、植木屋にお
ける本草学、植木屋が隆盛を極めていく様子などが論述されている。論文
中には当館の所蔵資料も多く引用されており、研究のお役に立てたようだ。 
 
66. 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 著. 
(1987-1988.)【Y151-S62450017】 
心理療法の一つである箱庭療法（砂を入れた箱に患者が玩具を自由に配置
して自分自身の世界を表現し、言葉にできない感情や考えを表現する心理
療法）は昭和 40（1965）年に河合隼雄氏によって日本に導入された。本書
は河合氏が研究代表者を務めた、科学研究費助成事業の研究成果報告書（通
称：科研費報告書）である。日本と欧米の箱庭療法の比較研究を行ってい
る。 
 
67. 一粒のタネ : タキイ種苗百八十年史 / タキイ種苗百八十年史編纂委
員会 編纂. (タキイ種苗, 2016.9.)【DH22-L1001】 
京都市に本社を置く種苗会社「タキイ種苗」の社史である。創業は天保 6
（1835）年で、この社史は 180 年史になる。よく知られる“桃太郎トマト”
は同社を代表する種苗である。1 企業の歴史を通じ、日本の園芸業界のこ
れまでとこれからを概観できる。 
 
68. 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. (科学書院, 2008.11.)【RB51-J24】 
日本では特に江戸時代に園芸が著しく発達し、園芸書も盛んに出版された。
そのうち、著名な 4 冊の原文及び解読文を収録。形態が奇異な園芸植物を
集めた『草木奇品家雅見』、日本初の園芸書と言われる『花壇綱目』、ツツ
ジ・サツキの専門書『錦繍枕』、当時初出の植物の紹介も多い『花壇地錦抄』
と、日本の園芸史の一端を垣間見ることができる。 
 
69. 江戸奇品解題 = edo kihinkaidai / 浜崎大 著. (幻冬舎ルネッサンス, 
2012.3.)【RB193-J36】 
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著者曰く「江戸文化の最たるもの」である鉢植えと、見た目が風変わりな
奇品について解説する。奇品の特徴は斑入りと葉変わりであり、葉の模様
や形の変異でありながらも美しい。人工的な育種ではなく、すべて自然に
発生していたというから驚きである。 
 
70. 園芸と文化 : 江戸のガーデニングから現代まで / 田中孝幸 著. (熊
本日日新聞社, 2012.9.)【RB193-J41】 
様々な国や時代の、文化としての園芸に着目。「その国が繁栄した時代の園
芸、文化を写し出す生きた鏡」が庭園だと著者は述べている。現代と比べ
ても世界と比べても、最も高度であったと著者が評する江戸時代の園芸に
ついての記述も多い。 
 
71. 絵図と写真でたどる明治の園芸と緑化 : 秘蔵資料で明かされる、現代
園芸・緑化のルーツ / 近藤三雄, 平野正裕 著. (誠文堂新光社, 2017.4.)
【RB51-L58】 
明治期の園芸について、「明治の園芸人の熱き血潮が感じられるような逸話
や秘話」を通して紹介。タイトルのとおり絵や写真が多い。展示資料 85『園
芸植物図譜』を共同刊行した横浜植木株式会社が出版に協力しており、『園
芸植物図譜』の図もしばしば登場する。 
 
72. ガーデニングとイギリス人 : 「園芸大国」はいかにしてつくられたか 
/ 飯田操 著. (大修館書店, 2016.10.)【KA437-L15】 
「園芸大国」「花の国」「ガーデナーの国」など、作中で使われる様々な表
現からも分かるように、イギリスはガーデニングの盛んな国である。植物
相の貧しい「岩だらけの島」が、国土の 60分の 1が庭とも言われる「エデ
ンの園」へと変わる様子を、文化史を通して辿る 1冊。 
 
73. 品種改良の世界史 . 作物編  / 鵜飼保雄 , 大澤良  編著 . (悠書館 , 
2010.12.)【RB31-J36】 
編者あとがきによると、「イタリアのマルゲリータ・ピザを飾る赤いトマト
も、ゴッホが描いたオランダ農民の主食ジャガイモも、五〇〇年前までの
ヨーロッパにはほとんど存在しなかった」そうである。本書では、トマト
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やジャガイモを含む 21 種類の植物について、その起源や伝播、育成、育
種、遺伝子組み換えなどの歴史が紹介されている。私たちが日常的に口に
する、あるいは目にする植物がたどってきた長い長い歴史を知ることがで
きる資料である。第 21章「バラ」の項目では、関連講演会のテーマである
「青いバラ」も取り上げられている。 
 
74. 品種改良の日本史 : 作物と日本人の歴史物語 / 鵜飼保雄, 大澤良 編. 
(悠書館, 2013.5.)【RB57-L3】 
展示資料 73『品種改良の世界史』の姉妹編。イネ、コムギなど 15 種類の
植物について、日本への伝来や、日本国内での品種改良の歴史、現状、今
後の展望などが詳しく解説されている。 
 
75. 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, 柴田譲治 訳. (原書房, 2015.3.)【RB51-L31】 
ガーデニングに欠かせない道具類の定義や起源、歴史を、カラフルな図や
写真と共に紹介した資料。道具類の日常的な手入れの仕方や使い方のコツ
など、実用的な情報も掲載されている。道具と共にたどるガーデニングの
歴史は味わい深く、随所にちりばめられた著者のユーモアにクスッとさせ
られる。 
 
76. 害虫殲滅工場 : ミバエ根絶に勝利した沖縄の奇蹟 / 小林照幸 著. 
(中央公論新社, 1999.11.)【RB81-G27】 
沖縄県の野菜の「本土復帰」が平成 5（1993）年だったということをご存
知だろうか。それまでは、ミバエという害虫の存在のため、野菜や果物の
本土への持ち込みが規制されており、根絶が宣言されたこの年にようやく
出荷可能になった。昭和 47（1972）年の沖縄本土復帰から 22年間、のべ
40 万人を超える人と 195 億円を投じて沖縄県が取り組んできた、ミバエ
根絶事業の詳細を追ったドキュメント。 
 
77. イーハトーヴの植物学 : 花壇に秘められた宮沢賢治の生涯 / 伊藤光
弥 著. (洋々社, 2001.3.)【KG567-G147】 
宮沢賢治やその作品は知っていても、彼が病院や温泉施設の花壇を設計し
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ていたことは余り知られていないのではないだろうか。本書は、従来の伝
記や評伝の内容にとらわれず、宮沢賢治が大好きだったという園芸との関
わりを通して、筆者なりの真の賢治像に迫ったものである。 
 
78. 俳句実作のための草木花春夏秋冬 : NHK 俳句 / 斎藤夏風 著. (日本
放送出版協会, 2008.1.)【KG345-J1】 
身近な植物の春夏秋冬の変化や、それらの四季折々の作品を鑑賞すること
で実作へのヒントを示す。草花・樹木・果樹・農作物の章立てで、菊や銀
杏、梨、大豆など、取り上げられる植物は幅広い。「NHK俳壇（現 NHK俳
句）」のテキストを元にしている。 
 
79. プラントハンター西畠清順 = Plant Hunter Nishihata Seijun : 人の
心に植物を植える : NHKスペシャル / NHK取材班 編. (小学館クリエイ
ティブ, 2015.9.)【RA211-L22】 
平成 27（2015）年に放送された NHKスペシャル「地球を活け花する～プ
ラントハンター 世界を行く～」を書籍化したもの。人を感動させる珍しい
植物を求めて世界中を飛び回る、現代の“プラントハンター”西畠清順氏の
活動のドキュメントである。移動距離が 1 年で地球 10 周分というスケー
ルの大きさに驚かされる。 
 
80. 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, 
旭川医科大学 著. (2003-2004.)【Y151-H15390678】 
本書は、痴呆性高齢者に対する園芸療法の効果の検証や、園芸療法の保険
点数化に関する検討などを行った、平成 15～16 年度の科学研究費助成事
業の研究成果報告書（通称：科研費報告書）である。 
 
81. 生活行為向上力の見つけ方 : 作業・環境・園芸療法の理論とプログラ
ム / 藤原茂, 山口県園芸療法研究会 編著. (青海社, 2015.10.)【SC557-
L127】 
本書は、「日常生活動作の向上・改善・維持」を目的とした園芸を「園芸療
法」とし、その理論、基礎知識、実践方法を紹介している。全編を通して
写真や図表が多用されており、読者の理解を助ける工夫が感じられる。山
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口園芸療法研究会の園芸療法士の方々の知識と経験がふんだんに盛り込ま
れた 1冊。 
 
82. コミュニティガーデン : 市民が進める緑のまちづくり / 越川秀治 
著. (学芸出版社, 2002.6.)【EG344-G30】 
本書によると、「コミュニティガーデン」とは、地域の住民やボランティア
が主体となって作り、人々が庭として共有できる緑地空間である。このガ
ーデンは、アメリカで数多く作られ、荒廃した町の再生などを担っている
という。本書では、そんなコミュニティーガーデンの“10の魅力”と、アメ
リカの事例、意義と歴史が紹介され、日本における可能性が考察されてい
る。 
 
83. 建築緑化入門 : 屋上緑化・壁面緑化・室内緑化を極める! (日経 BPム
ック) / 日経アーキテクチュア 編. (日経 BP社, 2009.10.)【Y94-J10668】 
屋上や壁、そして屋内に緑をデザインする「建築緑化」の入門書。屋上緑
化の基本から、実践、応用までのノウハウのほか、その歴史や海外動向、
専門家のコラムなどが掲載され、建築緑化全体を概観できる内容になって
いる。また、話題作の「その後」など、実際の建築プロジェクトが数多く
紹介されており、「第 6 章 ディティール秀作 25 選(2001～09 年)」には、
国立国会図書館関西館のノコギリ屋根も取り上げられている。 
 
84. Vertical garden city : Singapore / Tan Puay Yok, with 
contributions by Manfred Köhler, Steven Peck, Linda Velazquez. 
(Straits Times Press, 2014.)【KA444-P1】 
都市緑化に力を入れているシンガポールでは、建築物の屋上だけでなく、
壁面に植物をデザインしたバーチカル・ガーデン（垂直庭園）も多く見ら
れる。本書では、スーパーツリーが有名な"Gardens by the Bay"など、33
のバーチカル・ガーデンの建築事例を写真と共に紹介している。 
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図 
“図”鑑、事典、大百科から作品集まで、このトピックでは、いろいろを 1冊
に集めた本をさらにいろいろ集めました。内容だけではなく、大きさ、厚
さ、絵、写真、どれをとっても極めて多彩。流し読みだけでも十分に楽し
めます。 
 
★85. 園芸植物図譜. 第 1 輯 蘭之巻 / 東京園芸同好会 編. (郁文舎ほか, 
大正 2.)【特 117-39】 
6 種類の蘭を写生し、原産地や栽培法について解説。共同刊行が園芸会社
だからか、しっかり価格が記載されている。展示箇所の蘭のお値段は「五
圓以上八圓」。ちなみに出版者である東京園芸同好会の年会費は「拾圓」だ
ったそう。 
 
★86. 西洋草花図譜. 春之部 1, 夏之部 2, 秋冬之部 / 谷上広南 筆. (芸艸
堂, 大正 6.)【109-235】 
大正期には、様々な文化と共に西洋の園芸品種も日本へ流入した。展示箇
所は、春之部からチューリップ、夏之部からデルフィニウム、秋冬之部か
らクリビラミニエイタ（今でいうクリビアミニアタ）。目次によると、和名
はそれぞれ鬱香金（ママ；おそらく鬱金香の誤り）、飛燕草、君子蘭だそう。 
 
87. Non・noガーデニング基本大百科. (集英社, 2000.2.)【RB193-G288】 
女性ファッション雑誌の名がついているが、ファッションの話題は特にな
く、初心者にも読みやすいガーデニングの手引書。庭のコーディネートの
基本が分かる。同様のシリーズで、ほかにもお料理やお菓子の大百科が出
版されている。 
 
88. 庭に植えたい樹木図鑑 : 人気樹種から自然樹木まで管理・整枝もしっ
かりわかるガーデニングに役立つ樹木選び図鑑 / 村越匡芳 監修. (池田書
店, 2006.10.)【RB2-H93】 
庭に植える樹木の選定や栽培について分かりやすく解説。従来の樹種に加
え、新品種や外来種など「新しい感覚の庭づくり」に最適な樹木も多く取

 インターネット公開 

 館内公開／図書館送信 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/923952
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1184991
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1185009
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1185016
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り上げたというだけあって、オリーブやユーカリの記述まである。見慣れ
た庭を異国情緒漂うものにできるかもしれない。 
 
89. 花図譜 : <カーティス・ボタニカル・マガジン>ベストセレクション / 
ウィリアム・カーティス 著. (同朋舎出版, 1994.4.)【RA5-E134】 
1787年にイギリスで創刊された『ボタニカル・マガジン』から本文及び図
版を選んだもの。『ボタニカル・マガジン』は、ウィリアム・カーティスに
より植物学と園芸の融合を掲げ刊行された著名な雑誌である。ほとんどが
200年以上前のものでありながら、図版の美しさは今なお衰えていない。 
 
90. 花色図鑑. (講談社, 2003.3.)【RB2-H4】 
園芸用の花を色別に整理した図鑑。開花時期、世話のポイントなど、実際
に植える際に役立つ情報も盛り込まれており、便利。花の色合いにこだわ
った庭造りに役立つ 1冊。 
 
91. 花粉の世界をのぞいてみたら : 驚きのミクロの構造と生態の不思議 
/ 宮澤七郎, 中村澄夫 監修; 医学生物学電子顕微鏡技術学会 編. (エヌ・テ
ィー・エス, 2012.8.)【RA5-J126】 
電子顕微鏡で見た花粉の姿を植物の種類別に紹介している。花粉の生態に
ついての紹介も詳細である。面白いのが、花粉の電子顕微鏡画像を着色し
て作成した「花粉アートギャラリー」のコーナーである。言われなければ
前衛アートにしか見えない？！ 
 
92. 사계절꽃상식（四季の花の常識） / 강은별 집필, 김명근 사진. 
(조선출판물수출입사, 2016.4.)【RA341-K2】(朝鮮語) 
北朝鮮で発行された花図鑑。花の解説のほか、花言葉や伝説、由来、生活
との関わりなどが掲載されている。35ページには、“일본의 《모내기꽂》 
–꽃창포（以下、当館仮訳：日本の《田植え花》-花菖蒲）”というコラム
も 掲載 さ れ て お り 、“꽃의 력사에서 《모내기꽃》이라고 불리우는 
꽃창포는 일본의 대표적인 원예식물의 하나라고 
한다.（以下、当館仮訳：花の歴史において「田植え花」と呼ばれる
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花菖蒲は、日本の代表的な園芸植物の一つだという。）”と紹介されている。 
 
93. 原色園芸植物大図鑑. (北隆館, 1984.5.)【RB2-145】 
2,304 種の園芸植物のカラー図版を一堂に集めた、監修者曰く「図鑑らし
い図鑑」。“大”図鑑と銘打たれているだけあって、約 5.5 cm もの厚さがあ
る。学名・属名や原産地、生育温度など、学術的な情報を網羅するだけで
なく、季節別・用途別の索引も備えており、一般読者への気遣いも忘れて
いない。色鮮やかで緻密な図版の数々は、眺めているだけで目を楽しませ
てくれる。 
 
94. 原色植物検索図鑑 復刻版 / 矢野佐 著, 石戸忠 画. (北隆館, 2003.7.)
【RA5-H25】 
道端に咲く花の名前がふと気になった時に、便利な図鑑である。第 1 部の
「検索図表」では、花、雄しべの数、果実の形、茎と葉の形から、その植
物の属する科を検索することができる。第 2 部の「種類の説明」では、イ
ンデックス部分に花の拡大図、色、咲く季節、植物の高さが示されており、
実物と照らし合わせながらの検索が容易である。 
 
95. サボテン : PETCHTAMSEEの写真図鑑 / カイモック・チャウィーワ
ナコン 著. (グラフィック社, 2017.4.)【RB194-L14】 
タイにあるペッタムシィー・サボテン栽培園のサボテンを撮影した図鑑。
黒い背景に浮かび上がるサボテンたちは何とも言えず魅惑的である。ステ
レオタイプなサボテンのイメージとは一線を画し、宝石やキャンディに例
えた記述もうなずけるほど。 
 
96. 日本で育つ熱帯花木植栽事典 : トロピカル・ガーデニング・マニュア
ル / 坂崎信之 著, 尾崎章ほか 共著. (アボック社, 1998.5.)【RB2-G33】 
厚さ 8センチほどもある大事典。日本で育つ熱帯花木がこんなにあるとは、
と驚かされる。本書の約半分は「写真篇」で、色鮮やかな熱帯植物の写真
を楽しむことができる。残り半分は熱帯花木やその植栽に関する知識を得
ることのできる「事典篇」「概説篇」「植栽設計資料篇」「索引篇」からなる。 
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97. 食虫植物図鑑 : カラー版 / 近藤勝彦, 近藤誠宏 著. (家の光協会, 
2006.7.)【RA5-H81】 
食虫植物の写真と、特徴、分布の解説で構成された、シンプルな図鑑。巻
末には、食虫植物の分類や遺伝的分化、栽培法などがまとめられており、
図鑑部分と併せて、食虫植物に関する基礎的な知識を得ることができる。 
 
98. 植物の病害虫百科 : 植物の病害虫その知識と予防 : 決定版 / 根本久, 
矢口行雄 監修. (学研パブリッシング, 2012.3.)【RB74-J34】 
育てている花や野菜が虫害に遭った時、手元にあると心強い 1 冊。豊富な
カラー写真が症状の特定に役立つ。まずは植物別害虫診断の章で、どの植
物のどんな症状かを診断し、次に病気／害虫別の症状と原因・対処法の章
で適切な処置を知ることができる。症状がひどい時に役立つ農薬リストも
付いている。 
 
99. 人もペットも気をつけたい園芸有毒植物図鑑 / 土橋豊 著. (淡交社, 
2015.4.)【RB2-L49】 
有毒の園芸植物や街路樹をまとめた図鑑。有毒植物は食中毒や皮膚炎を引
き起こしたり、ひどい場合は死に至らしめたりもするという。人に対して
だけではなく、ペットに対して問題となる有毒の園芸植物についても言及
している。 
 
100. 熊谷守一油彩画全作品集 / 熊谷守一 画, 熊谷榧 監修. (求龍堂, 
2004.3.)【YP14-H29】 
風貌と暮らしぶりから“画壇の仙人”とも呼ばれた熊谷守一の油彩画の全作
品集。数十年に渡り自宅から出たことがなく、その小さな庭を観察するこ
とを楽しみにしていたという。庭に息づく生き物や植物が、度々絵のモチ
ーフとして描かれている。 
 
101. 瀬戸の植木鉢 : 園芸ブームを支えた江戸・明治のうつわ : 瀬戸蔵ミ
ュージアム企画展 / 瀬戸蔵ミュージアム 企画・編集. (瀬戸市, 2014.2.)
【Y121-L3562】 
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瀬戸蔵ミュージアムにおいて、平成 26（2014）年 2 月 15 日から 4 月 13
日まで開催された企画展の出品作品を収録した展覧会図録。江戸時代に始
まった園芸ブームは、それを支える植木鉢の発展にも影響を与えたようだ。
この図録には、江戸後期から明治までの瀬戸の植木鉢 41 点が掲載されて
いる。 
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