
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
安曇野の白い庭 丸山健二著 620.4 ﾏ
アフターガーデニング－庭で咲いた花を
切り花、ドライフラワー、押し花にして－
（セレクトＢＯＯＫＳ）

青木純子著 793 ｱ

石の庭園
モリー・モイナハン著　星野真
理訳

933 ﾓｲ

イリスの庭－自然が続くパリのガーデニン
グものがたり－

イリス・Ｌ．シュリヴァン著　〔碓
井洋子訳〕

620 ｼ

“イングリッシュガーデン”の源流－ミス・
ジーキルの花の庭－

宮前保子著 629.2 ﾐ

宇宙の庭－竜安寺石庭の謎－ 明石散人著　佐々木幹雄著 629.2 ｱ
浦からマグノリアの庭へ 小野正嗣著 914 ｵﾉ
エクステリアＤＩＹ入門－素敵な庭を楽し
む、手づくりの手引き－（ものづくりブック

592.7 ｴ

園芸家の一年　新装版 カレル・チャペック GB 620.4
園芸の手帖－家族が育つ庭－ 石倉ヒロユキ著 GB 620.4 ｲ
落葉　神の小さな庭で－短篇集－ 日野啓三著 ﾋﾉ
男のガーデニング入門（角川ｏｎｅテーマ２
１　Ｂ－８３）

柳生真吾〔著〕 620.4 ﾔ

終わらない庭－昭和の三大作家とめぐる
「宮廷の庭」－

三島由紀夫著　井上靖著　大
仏次郎著　伊藤ていじ庭園解

629.2 ｵ

骸骨ビルの庭　上 宮本輝著 ﾐﾔ 1
骸骨ビルの庭　下 宮本輝著 ﾐﾔ 2
花空庭園（平凡社ライブラリー　３３６） 荒俣宏著 470.4 ｱ
カスティリオーネの庭 中野美代子著 ﾅｶ
鎌倉の庭園－鎌倉・横浜の名園をめぐる 宮元健次著 629.2 ﾐ
北鎌倉のお庭の台所－果実とハーブと小
さな野菜－

藤田みどり〔著〕　福岡将之写
真

625 ﾌ

京都花の名庭散歩－四季折々の美を堪
能する古都案内－（講談社カルチャーブッ
クス　１１７）

水野克比古写真・文　野田正
彰文

629.2 ﾐ

荒野の庭 丸山健二言葉、写真、作庭 748 ﾏ
御所のお庭 宮内庁協力 472.1 ｺﾞ
コミュニティガーデンのすすめ－花と緑の
まちづくりガイド　協働の庭－

都市緑化基金監修 518.8 ｺ

桜のいのち庭のこころ 佐野藤右衛門著 629.0 ｻ
自分でできる！玄関・外まわりの修理と庭
の手入れマニュアル－Ｄｏ　ｉｔ　ｙｏｕｒｓｅｌｆ
地震・防犯対策と住む人にやさしい

主婦と生活社編 592.7 ｼﾞ

週末の庭の手作りノート－育てる摘む料
理する－

堀井和子著　横山美恵子著 LB 596 ﾎ

小説家の庭 丸山健二作庭・写真・文 748 ﾏ
食は庭にあり－家庭菜園で自給力をつけ
よう－

永田洋子著　永田照喜治監修 626.9 ﾅ

新作庭記－国土と風景づくりの思想と方
法－

進士五十八〔ほか〕著 629.0 ｼ

新・作庭記 丸山健二著 914 ﾏﾙ
水上庭園（シリーズ〈物語の誕生〉） 富岡多恵子著 ﾄﾐ
図解日本の庭－石組に見る日本庭園史 斎藤忠一著　光永隆絵図 629.2 ｻ
図説・茶庭のしくみ－歴史と構造の基礎
知識－

尼崎博正著 791.6 ｱ
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ターシャ・テューダーのガーデン
トーヴァ・マーティン著　リ
チャード・Ｗ・ブラウン写真　相
原真理子訳

GB 620.4 ﾏ

ターシャの輝ける庭 リチャード・Ｗ．ブラウン写真 748 ﾌﾞ

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

620.4 ﾁ

ターシャの庭づくり
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

GB 620.4 ﾁ

小さな庭のウォッチング（ハヤカワ文庫
ＮＦ　２０３）

乾信一郎著 B 914 ｲﾇ

小さなビオトープガーデン－庭やベランダ
で水辺の花と生き物を楽しむ！－（セレク
トＢＯＯＫＳ）

泉健司著 629.7 ｲ

庭園日本一　足立美術館をつくった男 足立全康著 289.1 ｱﾀﾞ
庭園の美・造園の心－ヨーロッパと日本
－（ＮＨＫライブラリー　１０９）

白幡洋三郎著 629.2 ｼ

閉ざされた庭（海外文学セレクション）
レジーヌ・ドゥタンベル著　有働
薫訳

953 ﾄﾞｳ

日本思想大系　２３　古代中世芸術論 081 ﾆ 23
日本的ガーデニングのすすめ－農のある
庭－

629.7 ﾆ

日本の庭（ほたるの本） 内藤忠行写真 629.2 ﾅ
日本の庭－形と流れ－上 大橋治三著 629.2 ｵ 1
日本の庭－形と流れ－下 大橋治三著 629.2 ｵ 2
庭を出ためんどり ファンソンミ文　ピョンキジャ訳 929.1 ﾌ

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〕　小梨直訳

GB 620.4 ｸﾞ

庭仕事の素敵な友だち
アリソン・Ｍ．スターチャー著
沢口たまみ訳

486.1 ｽ

庭仕事の愉しみ
ヘルマン・ヘッセ著　Ｖ・ミヒェル
ス編　岡田朝雄訳

944 ﾍﾂ

庭仕事の喜び
ダイアン・アッカーマン著　古草
秀子訳

934 ｱﾂ

庭づくりへの誘い マリリン・バレット著　桜内篤子 GB 620.4 ﾊﾞ
庭に鳥を呼ぶ本（ＢＩＲＤＥＲスペシャル） 藤本和典著 488.0 ﾌ
庭の押し花－ガーデニングのもうひとつ
の楽しみ－

原田昭子著 LB 594.9 ﾊ

庭の小道から
スーザン・ヒル文　アンジェラ・
バレット絵　新倉せいこ訳

629.0 ﾋ

庭の小径で
ロウラ・ストダート絵　きたむら
さとし文

726.6 ｽ

庭の時間 辰巳芳子著 596.0 ﾀ
庭のつるばら 庄野潤三著 ｼﾖ
庭の歴史を歩く－縄文から修学院離宮ま
で－

大橋治三著 629.2 ｵ

野や庭の昆虫（自然観察シリーズ） 中山周平著 486 ﾅ
灰の庭 デニス・ボック著　小川高義訳 933 ﾎﾞﾂ
ハミングバードの庭で－パームスプリング
スの１２か月－

佐山透著 295.3 ｻ

パリジャンたちの庭と花－さまざまな表情
を持つパリジャンたちの秘密の花園へよう
こそ－

エディシォン・ドゥ・パリ編 629.7 ﾊﾟ

東山殿御庭 朝松健著 ｱｻ
ひもとく花 丸山健二作庭・写真・言葉 748 ﾏ
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病牀六尺　改版（岩波文庫） 正岡子規著 B 914 ﾏｻ

ファーブルの庭
マルティン・アウアー著　渡辺
広佐訳

289.3 ﾌｱ

武市の夢の庭 さとうち藍文　関戸勇写真 289.1 ﾀｶ

ベス・チャトー奇跡の庭－英国・グラベル
ガーデンの四季便り－

ベス・チャトー著　スティーブン・
ウースター写真　高月園子訳
大出英子監修

629.2 ﾁ

万寿子さんの庭 黒野伸一著 ｸﾛ

魔法の庭
イタロ・カルヴィーノ著　和田忠
彦訳

973 ｶﾙ

木槿の咲く庭－スンヒィとテヨルの物語－
リンダ・スー・パーク著　柳田由
紀子訳

933 ﾊﾟｸ

虫といっしょに庭づくり－オーガニック・
ガーデン・ハンドブック－

ひきちガーデンサービス著 627.1 ﾑ

夢窓疎石　日本庭園を極めた禅僧（ＮＨＫ
ブックス　１０２９）

枡野俊明著 629.2 ﾏ

モネが創った庭－画家ならではのアイデ
アインスピレーション洞察力それを支えた

エリザベス・マレー著・写真　清
水道子訳

GB 629.2 ﾏ

柳生博の庭園作法－花鳥風月の里山－
（講談社ＭＯＯＫ）

柳生博著　生和寛著 629 ﾔ

琉球ガーデンＢＯＯＫ－沖縄の庭を見直
そう－

比嘉淳子文　飯塚みどり写真 GB 629.7 ﾋ

リーラ－神の庭の遊戯－ 玄侑宗久著 ｹﾞﾝ
ロマン派のエコロジー－ワーズワスと環
境保護の伝統－

ジョナサン・ベイト著　小田友弥
訳　石幡直樹訳

931 ﾜ

私のガーデンスタイル－神奈川の素敵な
庭巡り－

神奈川新聞社出版部編 GB 629.7 ﾜ

わたしの庭 今森光彦写真・文 748 ｲ
該当件数：82冊


	200903

