
＜花づくり＞
書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号

ガーデン草花 小黒晃著 日本放送出版協会 2009.10 627/G
はじめて以前の花づくり 香山三紀監修 主婦の友社 2008.5 627/HA
パンジー・ビオラからはじめる超簡単花づくり園芸 主婦と生活社 2005.3 627/P
3ステップで咲かせる花づくり 金田洋一郎著 ナツメ社 2008.6 627/SU
種から楽しむ花そだて 鷲沢孝美著 文化出版局 1999.3 627/TA
わが家の花づくり365日 主婦の友社 1996.4 627/W
やさしい花づくり 江尻光一著 家の光協会 2007.2 627/Y
花をたのしむ 一条真也著 現代書林(発売) 2009.3 627.04/HA
あふれるように咲くペチュニア 主婦の友社 2002.4 627.4/A
わくわくパンジー大好きビオラ 主婦の友社 2000.10 627.4/W
クンシラン 小笠原誓著 日本放送出版協会 2008.3 627.5/KU
人気のクレマチス 金子明人監修 主婦の友社 2005.4 627.5/NI
プリムラ 矢澤秀成著 日本放送出版協会 2006.11 627.5/P
セロジネ 江尻光一著 日本放送出版協会 2003.2 627.5/SE
トケイソウ 山方政樹著 日本放送出版協会 2005.3 627.5/TO
キクをつくりこなす 大石一史編著 農山漁村文化協会 2011.8 627.55/KI
菊つくりなんでも相談室 上村遙著 農山漁村文化協会 2006.10 627.55/KI
江尻光一のはじめての洋ラン 江尻光一著 日本放送出版協会 2008.12 627.57/E
シュンラン、カンラン 平見昌裕著 日本放送出版協会 2005.1 627.57/SH
やさしい洋ランづくり 江尻光一著 家の光協会 2006.1 627.57/Y
マジカルプランツ 木谷美咲著 山と溪谷社 2012.2 627.58/MA
ダリア 山口まり著 日本放送出版協会 2010.7 627.6/D
庭を華やかに彩るとっておきのダリア 春井勝著 家の光協会 2011.4 627.6/NI
失敗しない球根花 講談社編 講談社 2009.10 627.6/SH
アジサイ 川原田邦彦著 日本放送出版協会 2007.6 627.7/A
バラのウィーピングスタンダード 石井強著 日本放送出版協会 2005.5 627.7/B
はじめてのエアプランツ 鹿島善晴著 家の光協会 2016.10 627.7/HA
バラを美しく咲かせるとっておきの栽培テクニック 鈴木満男著 日本放送出版協会 2007.11 627.77/B
はじめてのバラ育て 鈴木せつ子著 集英社 2009.11 627.77/HA
完全オーガニックバラ栽培 真島康雄著 日本インテグレート 2012.6 627.77/KA
ローズガーデン実例とつくり方 主婦と生活社 2012.9 627.77/R
わたしのバラ庭づくり 後藤みどり著 農山漁村文化協会 2008.10 627.77/W
ひと鉢でかわいい多肉植物の寄せ植えノート 黒田健太郎著 家の光協会 2013.11 627.78/HI
鉢、コンテナで楽しむ寄せ植えの基本とコツ 高柳良夫著 大泉書店 2003.5 627.8/HA
きれいに飾りたいはじめての花の寄せ植え 井田洋介監修 池田書店 2008.5 627.8/KI
今日からはじめるハンギングバスケット 上田奈美著 農山漁村文化協会 2006.11 627.8/KY
まめぼん 山本順三著 平凡社 2005.3 627.8/MA
はじめての寄せ植えつくり方&育て方 丸山美夏監修 ナツメ社 2009.6 627.83/HA
花のコンテナコツのコツ 山崎誠子監修 小学館 2008.2 627.83/HA
鉢花 金子明人著 日本放送出版協会 2009.5 627.83/HA
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書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号
鉢花 金子明人著 日本放送出版協会 2008.12 627.83/HA
鉢花の基本12か月 小黒晃監修 世界文化社 2005.1 627.83/HA

＜ガーデニング＞
書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号

小さなグリーンのある暮らし 井田洋介著 家の光協会 2005.5 627.85/C
くらしを楽しむ庭木の本 講談社編 講談社 2014.10 627.7/KU
ベランダで楽しむ「庭」づくり 小杉左岐著 河出書房新社 2005.9 627.8/B
Green Life Book 主婦と生活社 2012.5 627.8/G/3
雑貨とグリーンを上手に飾る100のアイデア 主婦と生活社 2011.5 627.9/Z
Garden Handbook 松田行弘著 グラフィック社 2016.1 629.7/G
日陰を楽しむ庭づくり 主婦と生活社 2004.10 629.7/HI
コニファー 尾上信行監修 小学館 2006.10 629.7/KO
庭師の知恵袋 日本造園組合連合会編 講談社 2008.11 629.7/NI
芝庭つくりコツのコツ 京阪園芸著 農山漁村文化協会 2006.3 629.7/SH
バルコニー&ベランダ作りを楽しむ! じゅわ樹著 技術評論社 2006.7 629.75/B
フレンチスタイルガーデニング 双葉社 2013.10 629.75/F
イェンスの庭時間 イェンス・イェンセン

著
学研パブリッシング 2014.9 629.75/I

1年中咲き続けるガーデニング大図鑑 井上眞知子監修 成美堂出版 2007.3 629.75/I
自分でできる!ペイビングで庭づくり 学研パブリッシング 2014.7 629.75/J
香山三紀のはじめて以前の庭づくり 香山三紀監修 主婦の友社 2007.11 629.75/KA
緑のカーテンの育て方・楽しみ方 緑のカーテン応援団編

著
創森社 2009.4 629.75/MI

庭の色 吉谷桂子著 主婦の友社 2015.6 629.75/NI
ポール・スミザーのガーデン講座 ポール・スミザー著 宝島社 2009.6 629.75/P
パリ素敵に暮らす庭づくり エディシォン・ドゥ・

パリ編
エディシォン・ドゥ・パリ 2012.3 629.75/P

ポール・スミザーのナチュラル・ガーデン ポール・スミザー著 宝島社 2007.4 629.75/P
里庭ガーデニング 神保賢一路著 農山漁村文化協会 2011.3 629.75/SA
つる植物でガーデニング 小須田進著 日本文芸社 2007.3 629.75/TS
私だけの庭を作る 荒井章著 平凡社 2004.9 S629.7/W

＜ハーブ＞
書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号

ハーブ・バイブル アースプランツ リサー
チ オーガニゼーション

双葉社 2005.9 499.87/HA
カラダを元気にするハーブ&野菜 林真一郎著 日東書院本社 2010.7 499.87/KA
ハーブを楽しむ 主婦と生活社編 主婦と生活社 1984.12 617.6/HA
はじめてのハーブづくりQ&A 主婦の友社 1999.4 617.6/HA
初めてのハーブ作り定番50種 小黒晃監修 世界文化社 2005.3 617.6/HA
広田靚子のNewハーブブック 広田靚子著 山と溪谷社 2005.10 617.6/HI
オーガニックハーブ図鑑 ジェッカ・マクビカー

著
文化学園文化出版局 2013.3 617.6/O

育てる・楽しむ失敗しないハーブ作り 永田ヒロ子著 講談社 2009.3 617.6/SO
食がいっぱい小さなガーデン 主婦と生活社 2001.4 626.9/SH
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書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号
わくわく野菜・ハーブづくり教室 主婦の友社 2000.5 626.9/W
花とハーブの鉢植え日和 桐原春子著 千早書房 2005.4 627.8/HA

＜果物づくり＞
書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号

フルーツひとつばなし 田中修著 講談社 2013.8 S625/F
図説果物の大図鑑 日本果樹種苗協会監修 マイナビ出版 2016.10 625.038/Z
カキ 出町誠著 日本放送出版協会 2007.10 625.4/KA
ブルーベリー 堀込充著 日本放送出版協会 2002.8 625.6/B
ブドウ 芦川考三郎著 日本放送出版協会 2000.11 625.61/B/ｲ
家庭でできるおいしいブドウづくり12か月 大森直樹著 家の光協会 2012.11 625.61/KA
基礎からわかるブルーベリー栽培 玉田孝人著 誠文堂新光社 2014.10 625.64/KI
コンテナで楽しむブルーベリー 志村勲監修 小学館 2006.12 625.64/KO
ラズベリー、ブラックベリー 國武久登著 日本放送出版協会 2006.7 625.65/R
庭先でつくるトロピカルフルーツ 米本仁巳著 農山漁村文化協会 2014.1 625.8/NI
家庭で楽しむ果樹づくり 大坪孝之著 家の光協会 2005.11 625/KA
失敗しない果樹の育て方 小林幹夫監修 西東社 2006.2 625/SH

＜野菜づくり＞
書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号

からだにおいしい野菜の便利帳 板木利隆監修 高橋書店 2008.4 498.5/KA
極楽トマト 講談社 2010.6 626.27/G
Beans! 御倉多公子監修 小学館 2008.2 626.3/B
知識ゼロからの食べる庭づくり 桐原春子著 幻冬舎 2009.8 626.9/C
だれでもできるベランダで野菜づくり 麻生健著 家の光協会 2009.10 626.9/D
伝承農法を活かすマンガでわかる家庭菜園の裏ワザ 木嶋利男著 家の光協会 2010.2 626.9/D
畑と野菜のしくみ 家庭菜園検定委員会編 家の光協会 2008.10 626.9/HA
はじめてでもできる!ベランダですずなり野菜 深町貴子著 カンゼン 2008.5 626.9/HA
初めての野菜作り人気50種 庭野省三監修 世界文化社 2006.4 626.9/HA
はじめての野菜づくり 東京都立農芸高等学校

監修
新星出版社 2005.3 626.9/HA

かんたんかわいいミニ&ベビー野菜ガーデニングノート 淡野一郎著 農山漁村文化協会 2006.5 626.9/KA
からだにやさしい野菜づくり 菊地建志著 日東書院本社 2008.3 626.9/KA
木村式ラクラク家庭菜園 木村正典著 家の光協会 2008.2 626.9/KI
こどもとつくるベランダ菜園 青木美加子著 自由国民社 2009.6 626.9/KO
こんなに使えるコンパニオンプランツ 木嶋利男著 家の光協会 2012.9 626.9/KO
コンテナでできる本格野菜づくり 学研パブリッシング 2010.4 626.9/KO
農家に教わるおいしい野菜のつくり方 星野直治著 家の光協会 2009.2 626.9/NO
おうちですずなり野菜 深町貴子著 カンゼン 2009.6 626.9/O
おいしいベランダ菜園 たなかやすこ著 家の光協会 2009.2 626.9/O
オーガニックな野菜づくり 千成真奈美著 家の光協会 2009.3 626.9/O
楽々ズボラ菜園コツのコツ 南洋著 農山漁村文化協会 2007.1 626.9/R
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書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号
楽ラク野菜づくり 藤田智監修 双葉社 2009.3 626.9/R
育てて食べるはじめてのキッチンガーデニング 千成真奈美監修 創英社 2008.2 626.9/SO
スプラウト&ベビーリーフ 和田直久著 家の光協会 2005.4 626.9/SU
とれたての幸せ。はじめてのベランダ菜園 たなかやすこ著 集英社 2009.10 626.9/TO
つくる、たべる、昔野菜 岩崎正利文 新潮社 2007.3 626.9/TS
うきうきキッチンガーデン 大橋明子著 家の光協会 2008.9 626.9/U
野菜づくり名人の知恵袋 加藤義松著 講談社 2009.3 626.9/Y
野菜つくり入門 戸澤英男著 農山漁村文化協会 2006.8 626.9/Y
旬がおいしい野菜事典 田中由美監修 学研 2009.7 626/SH
野菜を見分けるコツ百科 西村和雄著 七つ森書館 2009.7 626/Y

＜How　To　土いじり＞
書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号

園芸なんでも相談 江尻光一[ほか]著 日本放送出版協会 1998.11 620/E
植物の病害虫百科 根本久監修 学研パブリッシング 2012.3 623/SH
トロピカルプランツの育て方 三輪正幸著 ブティック社 2014.6 625.8/TO
ひと目でわかる野菜の病害虫防除 根本久著 家の光協会 2009.2 626.18/HI
イラスト基本からわかる土と肥料の作り方・使い方 後藤逸男監修 家の光協会 2012.2 626.9/I
よくわかる土・肥料・鉢 日本放送出版協会 2008.3 627.14/Y
はじめての庭木手入れ・剪定のコツ 日本造園組合連合会著 家の光協会 2008.1 627.7/HA
ハワイの花のある暮らし マリン企画書籍編集部

編
マリン企画 2008.11 627/HA

花育ハンドブック 農耕と園芸編集部編 誠文堂新光社 2014.10 627/HA
決定版はじめての園芸百科 主婦の友社編 主婦の友社 2007.3 627/KE
三橋理恵子の基本からよーくわかるガーデニングワーク 三橋理恵子著 農山漁村文化協会 2005.12 627/MI
庭づくりの材料と使い方がわかる本 主婦と生活社 2011.6 629.5/NI

＜読んで楽しむ庭づくり＞
書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号

園芸家の一年 カレル・チャペック著 恒文社 1997.10 620.4/E
はじめての英国流園芸テクニック 舘林正也著 講談社 2016.11 620.4/HA
人はなぜ、こんなにも庭仕事で幸せになれるのか エイミィ・ステュワー

ト著
主婦と生活社 2002.4 620.4/HI

緑につつまれて アン・レイバー著 主婦の友社 1998.11 620.4/MI
庭からの贈りもの ジュディス・ハンデル

スマン著
講談社 1997.5 620.4/NI

庭仕事から学んだ人生のレッスン ヴィヴィアン・エリザ
ベス・グリック[著]

白水社 1998.5 620.4/NI
男のガーデニング入門 柳生真吾[著] 角川書店 2006.5 620.4/O
素人園芸家の12ヵ月 中尾真理著 講談社 1997.2 620.4/SH
しばわんこの四季の庭 川浦良枝絵と文 白泉社 2011.9 620/SH
北鎌倉のお庭の台所 藤田みどり[著] 主婦の友インフォス情報社 2009.11 625/KI
挑んでみますミニ菜園 藤野昌也著 朝日新聞社 1993.5 626.9/I
「家庭菜園」この素晴らしい世界 竹間忠夫著 講談社 2008.2 626.9/KA
おどろきいっぱい野菜畑 大橋明子著 光文社 2010.4 626/O
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書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号
恋上手のフラワー・ランゲージ 中島祥子著 麻布台出版社 1993.10 627/KO
366日の誕生花物語 植松黎著 日本法令 1996.8 627/SA
ターシャが愛した花の名前 メディアファクトリー

編
メディアファクトリー 2011.4 627/TA

庭に生きる ケイ山田著 アシェット婦人画報社 2007.5 629.23/NI
庭いじりの楽しみとコツ 高取忠彦編著 淡交社 2008.3 629.75/NI

＜収穫してから楽しむ＞
書名情報 著者名 出版者 出版年 請求記号

お風呂を楽しむハーブ&アロマ 古後匡子著 東京堂出版 2005.9 498.37/O
しあわせバスタイム!手づくり入浴剤 小幡有樹子著 高橋書店 2002.12 498.37/SH
香りある薬効酒100 阿部絢子著 文化出版局 1998.10 499.8/KA
花のくすり箱 鈴木昶著 講談社 2006.5 499.87/HA
いちばんわかりやすいハーブティー大事典 榊田千佳子監修 ナツメ社 2011.5 499.87/I
身近なハーブ・野菜でからだ美人になる自然派レシピ 小林妙子監修 家の光協会 2011.11 499.87/MI
わたしを整えるハーブのめぐみ 幻冬舎 2011.11 499.87/W
簡単・おいしい漬けもの入門 藤巻あつこ著 主婦と生活社 1997.6 596.2/KA
つけもの術 編集室バッチョ編 翔泳社 1996.11 596.2/TS
漬け物と果実酒 主婦の友社編 主婦の友社 1997 596.2/TS
漬け物百科 家の光協会編 家の光協会 2005.5 596.2/TS
梅干しとふるさとのお漬けもの 杵島直美[著] ブティック社 2007.5 596.2/U
干し野菜の作り方&レシピ104 重信初江著 主婦と生活社 2011.12 596.3/HO
手間なく作れるおなじみ野菜のお漬け物 河田美佐監修 小学館 2008.3 596.3/TE
干し野菜百科 濱田美里著 河出書房新社 2011.7 596.37/HO
グリーンスムージーをはじめよう 仲里園子著 文藝春秋 2011.3 596.7/G
果実酒・果実酢・フルーツシロップBOOK 飯田順子著 主婦の友社 2016.5 596.7/KA
旬がおいしい果実酒・ジャム・フレッシュジュース 村井りんご著 成美堂出版 2008.6 596.7/SH
保存食の基本と習慣 文化出版局編 文化出版局 2009.10 596/HO
ジャムの本 田中博子著 東京書籍 2016.3 596/J
プリザービング オーディド・シュ

ウォーツ著
山と溪谷社 2013.11 596/P

四季のジャムと甘煮 婦人之友社編集部編 婦人之友社 2001.10 596/SH
とっておきの保存食とおすそ分けレシピ ベターホーム協会編集 ベターホーム出版局 2013.6 596/TO
日本の豆ハンドブック 長谷川清美著 文一総合出版 2016.7 616.7/NI
農家直伝豆をトコトン楽しむ 農文協編 農山漁村文化協会 2010.10 616.7/NO
焼きいもが、好き! 日本いも類研究会「焼

きいも研究チーム」企
農文協プロダクション 2015.1 616.8/Y

農家が教える加工・保存・貯蔵の知恵 農文協編 農山漁村文化協会 2009.6 619/NO
水揚げ&花のケア 薄木健友著 誠文堂新光社 2012.6 627.19/MI
花束の作り方テクニック フローリスト編集部編 誠文堂新光社 2016.2 627.9/HA
季節の花のアクセサリー 渡辺俊治著 高橋書店 2008.10 627.9/KI
ジャム 小清水正美著 農山漁村文化協会 2004.7 628.3/J
漬物 佐竹秀雄著 農山漁村文化協会 1999.9 628.8/TS
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