
東部分館　５月一般展示「癒しのグリーン」

展示期間　平成２８年５月１日（日）～５月３１日（火）

No. 書名 著者名 出版者 出版年月 請求記号

1 へんてこりんな植物 パイインターナ
ショナル

2015.8 470

2 不可思議プランツ図鑑 おどろきの植物 木谷/美咲‖文 横山/拓彦‖絵 誠文堂新光社 2014.9 470

3 幻想植物園 花と木の話 巖谷/國士‖著 宇野/亜喜良‖絵 PHP研究所 2014.5 470.4

4 ときめくコケ図鑑 田中/美穂‖文 伊沢/正名‖写真 山と溪谷社 2014.2 475

5 コケの謎 ゲッチョ先生、コケを食う 盛口 満/著 どうぶつ社 2008.7 475.04

6 緑と暮らす設計作法 村田/淳‖編著 彰国社 2013.7 527.1

7 グリーンと雑貨を楽しむ心地よい暮らし インテリアに
溶け込むアレンジがいっぱい

学研パブリッシ
ング

2014.3 597

8 初めてのハーブ栽培手帖 5万人が愛したハーブ入門書 世界文化社 2013.4 617.6

9 育てておいしいまいにちハーブ 育て方使い方レシピ&図
鑑

NHK出版‖編 高浜/真理子‖監修 石倉/ヒ
ロユキ‖監修

NHK出版 2013.5 617.6

10 ベニシアの庭づくり ハーブと暮らす12か月 ベニシア・スタンリー・スミス‖著 [竹林
/正子‖訳]

世界文化社 2013.12 617.6

11 香りを楽しむやさしいハーブの育て方145種 人気ハーブ
145種の育て方がやさしくわかるハーブ栽培のバイブル!

桐原 春子/監修 成美堂出版 2011.3 617.6

12 キッチンハーブ26種の育て方&レシピ バジル、タイム、
ローズマリー…

主婦の友社/編 主婦の友社 2011.10 617.6

13 園芸家の十二ケ月 カレル・チャペック‖著 栗栖/茜‖訳 海山社 2013.10 620.4

14 趣味は園芸 気分は天気しだい 石倉 ヒロユキ/著 日本放送出版協
会

2004.4 620.4

15 ひみつの植物 藤田 雅矢/著 WAVE出版 2005.5 627

16 ミドリノオバサン 伊藤 比呂美/著 筑摩書房 2005.11 627.04

17 かわいい多肉植物たち ベランダで育てる、窓辺で楽し
む!

羽兼/直行‖監修 主婦の友社 2014.10 627.78



No. 書名 著者名 出版者 出版年月 請求記号

18 sol×solがおしえる多肉植物育て方ノート 松山 美紗/監修 河出書房新社 2010.9 627.78

19 小さな苔BONSAI 私のセンスで作りたい・飾りたいコケ
盆栽

学研 2002.10 627.8

20 コーナーから始められるおうちで楽しむミニガーデン
BOOK グリーンと雑貨でつくるおしゃれ実例とアレンジ

学研パブリッシ
ング

2011.4 627.8

21 飾って楽しむ和の苔玉 山野草盆栽 淡交社 2005.2 627.8

22 苔玉と苔 小さな緑の栽培テクニック NHK出版/編 日本放送出版協
会

2010.9 627.8

23 つくる・育てる・飾る!超ミニ盆栽 初心者でも簡単!小
さくてかわいい盆栽のおしゃれな楽しみ方

岩井/輝紀‖著 ブティック社 2014.7 627.8

24 苔玉・ミニ盆栽 おしゃれでかわいい緑のインテリア 砂森 聡/監修 新星出版社 2003.3 627.8

25 「盆栽」が教えてくれる人生の答え 山田/香織‖著 講談社 2013.2 627.8

26 苔園芸コツのコツ 苔玉・苔鉢盆栽・苔盆景・木付け・
石付け・テラリウム・苔庭

手塚 直人/著 岡田 雅善/著 条 克己/著 農山漁村文化協
会

2003.4 627.8

27 盆栽ライフ 小さな盆栽でつくる四季折々の景色 小林 健二/著 エクスナレッジ 2007.2 627.8

28 苔のある生活 ポンと置くだけで癒される「コケのある
生活」のすすめ

大島 恵/監修 木村 日出資/監修 日東書院本社 2012.3 627.8

29 はじめての豆盆栽 おしゃれに楽しむ小さな盆栽 東京凡才倶楽部/監修 河出書房新社 2006.11 627.8

30 苔盆景入門 作ったその日から愉しめる 木村 日出資/著 左古 文男/著 日東書院本社 2009.9 627.8

31 Green Life Book 4 主婦と生活社 2014.5 627.83

32 寄せ植えで楽しむ山野草 苔玉からミニ盆栽まで 内田 康男/監修 小学館 2006.7 627.83

33 心地いいグリーンのインテリア Home ideas 世界文化社 2005.11 627.85

34 アクアプランツインテリア ゆらゆらゆれるかわいい水
草

宮田 浩史/監修 小学館 2004.7 627.85

35 かんたんきれいはじめての水草 新版 水槽で屋外で小さ
な器で

月刊アクアライフ編集部‖編 エムピージェー 2014.9 627.85
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36 アクアリウムのつくり方・楽しみ方 プロが教えるはじ
めてのレイアウト水槽

千田 義洋/監修 成美堂出版 2010.5 627.85

37 小さなグリーンインテリア 苔玉、ミニ観葉、ミニサボ
テン、ミニ盆栽、寄せ植えの仕立て方

山口 まり/監修 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版 2003.4 627.9

38 小さなグリーンインテリア 苔玉、ミニ観葉、ミニサボ
テン、ミニ盆栽、寄せ植えの仕立て方

山口 まり/監修 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版 2003.4 627.9

39 癒しとくつろぎの庭スペシャル 主婦と生活社 2005.5 629.75

40 心と体を癒やす雑木の庭 これからの雑木の庭 主婦の友社 2014.11 629.75

41 日陰でよかった! ポール・スミザーのシェードガーデン ポール・スミザー/著 日乃 詩歩子/著 宝島社 2008.6 629.75

42 神様の木に会いに行く 神秘の巨樹・巨木・ご神木の聖
地巡礼

高橋 弘/著 東京地図出版 2009.9 653.213

43 骨董が映える草花あしらい 苔玉・草盆栽・山野草を楽
しむ

学研 2003.7 793

44 王国 その1 よしもと ばなな/著 新潮社 2002.8 913.6

45 神去なあなあ日常 三浦 しをん/著 徳間書店 2009.5 913.6

46 ボーイミーツガールの極端なもの 山崎/ナオコーラ‖著 小田/康平‖植物監
修

イースト・プレ
ス

2015.4 913.6

47 草を褥に 小説牧野富太郎 大原 富枝/著 小学館 2001.4 913.6

48 植物たち 朝倉/かすみ‖著 徳間書店 2015.12 913.6

49 神さまたちの遊ぶ庭 宮下/奈都‖著 光文社 2015.1 914.6

50 太陽がもったいない 山崎/ナオコーラ‖著 筑摩書房 2014.7 914.6


