
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
あの日の桜吹雪よりも 高野裕美子著 ﾀｶ
一本桜－森田敏隆写真集－ 森田敏隆著 748 ﾓ
一本桜百めぐり－森田敏隆写真集－ 森田敏隆著 748 ﾓ
おもしろくてためになる桜の雑学事典 井筒清次著 479.7 ｲ
風のなかの櫻香 内田康夫著 ｳﾁ
贋作・桜の森の満開の下 野田秀樹著 912.6 ﾉ
京都さくら(京都書院アーツコレクション
251 写真 21)

溝縁ひろし写真 748 ﾐ

京都・桜(Suiko books 100 カメラを持って
京都へ行こう)

橋本健次著 743.5 ﾊ

西行桜 辻井喬著 ﾂｼﾞ
最後の桜－妻・大庭みな子との日々－ 大庭利雄著 910.2 ｵ
在所の桜 水上勉著 914 ﾐﾅ
桜(岩波新書 新赤版 1534) 勝木俊雄著 S 479.7 ｶ
桜 1(ものと人間の文化史 137-1) 有岡利幸著 627.7 ｱ 1
桜 2(ものと人間の文化史 137-2) 有岡利幸著 627.7 ｱ 2
桜雨－文庫書下ろし/連作時代小説－
(光文社文庫 ふ17-2 渡り用人片桐弦一
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桜を撮る－竹内敏信・風景写真講座－
(ショトル・ミュージアム)

竹内敏信著 743.5 ﾀ

桜をめぐる生きものたち
竹内将俊著 田村正人著 飯嶋
一浩著

479.7 ｻ

桜と日本人(新潮選書) 小川和佑著 914 ｵｶﾞ
櫻の樹の下には瓦礫が埋まっている。 村上龍著 914 ﾑﾗ
桜の咲かない季節 伊岡瞬著 ｲｵ
桜の園(神代教授の日常と謎) 篠田真由美著 ｼﾉ
桜の通り抜け選句集 造幣局泉友会編 911.3 ｻ
桜の花が咲くまでは－俳優・三浦洋一食
道ガンと闘った日々－

三浦真理子著 772.1 ﾐ

桜の文学史(文春新書 363) 小川和佑著 910.2 ｵ
桜の実の熟する時(新潮文庫) 島崎藤村著 B ｼﾏ
桜の森の満開の下・白痴－他十二篇－
(岩波文庫 31-182-2)

坂口安吾作 B ｻｶ

桜の夢 内野克美著 748 ｳ
桜の話題事典 大貫茂編著 479.7 ｵ
桜ハウス 藤堂志津子著 ﾄｳ
桜姫 近藤史恵著 ｺﾝ
桜姫雪文章 領家高子著 ﾘﾖ
さくら百花事典－あなたも桜博士になれ
る 桜花爛漫－(あるすぶっくす 1)

479.7 ｻ

桜ブック－本当に桜のすべてが分かる－ 479.7 ｻ
桜遍路 津村節子著 914 ﾂﾑ
桜ほうさら 宮部 みゆき著 ﾐﾔ
桜もさよならも日本語 丸谷才一著 810.4 ﾏ
桜紅葉－書き下ろし時代小説－(双葉文
庫 ふ-14-07 藍染袴お匙帖 [7])
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展示テーマ：『桜』



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
桜よ－「花見の作法」から「木のこころ」ま
で－

佐野藤右衛門著 小田豊二聞
き書き

479.7 ｻ

左近の桜 長野まゆみ著 ﾅｶﾞ
四月七日の桜－戦艦「大和」と伊藤整一
の最期－

中田整一著 289.1 ｲﾄ

しだれ桜恋心中 松浦千恵美著 ﾏﾂ
新桜の精神史(中公叢書) 牧野和春著 479.7 ﾏ
仙人の桜、俗人の桜(平凡社ライブラリー
332)

赤瀬川原平著 915 ｱｶ

徹底京都桜めぐり－ガイドマップ付－
水野丹石写真・文 佐野藤右衛
門監修

TB 291.6 ﾐ

テロリストが夢見た桜 大石直紀著 ｵｵ
通り抜けの桜 忍泰男著 造幣局泉友会編 479.7 ｼ
通り抜けの八重桜－カラーアルバム－ 479.7 ﾄ
常世桜－地神盲僧、妖ヲ謡フ－ 加門七海著 ｶﾓ
奈良大和路の桜100選 山崎しげ子編著 矢野建彦編 291.6 ﾅ
日本の桜、歴史の桜(NHKライブラリー 小川和佑著 910.4 ｵ
日本列島桜紀行－永久保存版－ 291.0 ﾆ
日本列島桜紀行 291.0 ﾆ
日本列島桜旅(Shotor travel) 宮嶋康彦著 291.0 ﾐ
葉桜 橋本紡著 ﾊｼ
葉桜慕情(小学館文庫 わ7-4 口中医桂
助事件帖)
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裸の桜 桐生典子著 ｷﾘ
花の旅「サクラ」－日本列島花maps ワイド
版52コース－

479.7 ﾊ

花の旅「サクラ」－日本列島花maps ガイド
23コース－

479.7 ﾊ

花の下にて春死なむ 北森鴻著 ｷﾀ
母恋い桜(ハルキ文庫 ち1-12 時代小説
文庫 蕎麦売り平次郎人情帖 [4])

千野隆司著 B ﾁﾉ

ヴァルト・シューレの桜－小さな国粋主義
者たちが過ごしたドイツ－

三角美冬著 361.5 ﾐ

日帰り・一泊関西桜・花名所の旅(Seibido
mook)

TB 291.6 ﾋ

悲桜餅(ハルキ文庫 わ1-3 時代小説文庫
料理人季蔵捕物控 [2])
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一枝の桜－日本人とはなにか－
フセワロード・オフチンニコフ著
早川徹訳

361.5 ｵ

百年桜 藤原緋沙子著 ﾌｼﾞ
夜叉桜([「弥勒」シリーズ] [2]) あさのあつこ著 ｱｻ
山桜記 葉室麟著 ﾊﾑ
大和路さくら(京都書院アーツコレクション
216 写真 22)

西岡比古司写真・文 748 ﾆ

夕凪の街 桜の国 こうの史代著 M ｺ
夜桜(とんぼの本) 清水洋志著 748 ｼ
六月の桜－伊集院大介のレクイエム－ 栗本薫著 ｸﾘ
該当件数：７１冊


