
「資料にみる植物の世界」　リスト　（一般向け）

展示期間：平成２４年７月１８日～８月２２日　富山県立図書館＊＊

■植物図譜
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

フローラの神殿　Ｒ・Ｊ・ソーントン／〔制作〕　リブロポート 470/10/
ウィリアム・カーティス花図譜　〈カーティス・ボタニカル・マガジン〉ベストセレク
ション　井上健／〔ほか〕訳　同朊舎出版

470.3/100/

植物図譜の歴史　芸術と科学の出会い　ウィルフリッド・ブラント／著　八坂書房 470.3/70/

花譜博覧　荒俣宏／著　平凡社 470.3/85/
花の王国　１　園芸植物　２　薬用植物　３　有用植物　４　珍奇植物　荒俣宏／
著　平凡社

470.3/87/

花空庭園　荒俣宏／著　平凡社 470.4/69/

草木スケッチ帳　〔１〕～４　柿原申人／文・絵　東方出版 470.4/86/

原色精密　日本植物図譜　シーボルト・フロラ・ヤポニカ　シーボルト／著　講談社 472.1/28/

本草図譜総合解説　第１巻～第４巻　北村四郎／〔ほか〕共著　同朊舎出版 499.9/31/

花の図譜ワンダーランド　荒俣宏／著　八坂書房 723/130/

山野草を描く　ボタニカルアート　赤勘兵衛／著　グラフィック社 724.1/101/

ボタニカルアートの世界　植物画の楽しみ　朝日新聞社／編　朝日新聞社 724.1/57/
透明水彩で描く楽しい植物画１２ヶ月　ボタニカルアートレッスン　高橋京子／著
日貿出版社

724.4/86/

花のパステル画入門　Ｌｅａｒｎ　ｔｏ　ｐａｉｎｔ　１２　ジャッキー・シモンズ／著　エム・
ピー・シー

725/106/

■とやまの本 (植物）
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

とやま植物誌　とやまライブラリー　４　長井真隆／著　シー・エー・ピー T472/109/

とやま植物物語　とやまライブラリー　７　鳴橋直弘／編著　シー・エー・ピー T472/118/

二上山の植物（春）　二上山文庫　２　泉治夫／著　二上山総合調査研究会 T472/134/

二上山の植物（秋）　二上山文庫　３　泉治夫／著　二上山総合調査研究会 T472/134/
日本海側の植物と気候　日本海学研究叢書　佐藤卓／〔著〕　富山県知事政策
室国際・日本海政策課

T472/140/

魚津の植物　石須秀知／編著　魚津市 T472/158/
校庭の樹木１００　富山県高等学校生物教育研究会／編　富山県高等学校生
物教育研究会

T472/159/

富山の植物　風土と四季を訪ねて　富山文庫　１　進野久五郎／著　巧玄出版 T472/34/

富山の人と植物　ＫＮＢファミリーブック　長井真隆／著　ＫＮＢ興産 T472/35/

富山県の植生　富山県植生調査研究会／〔編〕　富山県 T472/50/

増補とやまの薬草　森田直賢／著　北日本新聞社
T499.48/8/

A
お殿さまの博物図鑑　富山藩主前田利保と本草学　特別展　富山市郷土博物
館／編　富山市教育委員会

T499.49/2

4/
立山に奇草を求めて　富山藩薬品会を通して　富山県［立山博物館］／編　富
山県［立山博物館］

T499.49/2

5/

■高山植物
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

立山の花　土肥行雄／著　立山の花グループ T472/77/A
花かおる立山黒部アルペンルート　中部山岳国立公園　ビジター・ガイドブック
２２　佐藤武彦／撮影・著　ほおずき書籍

T472/132/



書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

立山に咲くチングルマ　高橋敬市／文・写真　福音館書店 T472/157/

山に咲く花　山渓ハンディ図鑑　２　永田芳男／写真　山と溪谷社 470.3/106/

ヒマラヤ植物大図鑑　吉田外司夫／写真解説　山と溪谷社 470.3/129/

山の花１２００　山麓から高山まで　青山潤三／写真・解説　平凡社 471.7/103/

北アルプスのお花畑　増村征夫／著　栃の葉書房 471.7/48/

日本アルプス植物図鑑　大場達之／著　八坂書房 471.7/88/
大雪山のお花畑が語ること　高山植物と雪渓の生態学　生態学ライブラリー　１
０　工藤岳／著　京都大学学術出版会

471.7/92/

高山植物学    高山環境と植物の総合科学     増沢武弘／編著    共立出版
2009.7

471.7/118/
花の山山の花    写真集    山岳写真同人「峰」／著    東京新聞出版局 
2008.11

748/943/

■タケ
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

竹を語る　ネイチャーブックス　高間新治／著　世界文化社 479/35/

「竹」への招待　その不思議な生態　のぎへんのほん　内村悦三／著　研成社 479/48/

竹資源の植物誌  内村悦三／著  創森社  2012 479/101/
竹の民俗誌　日本文化の深層を探る　岩波新書　新赤版　１８７　沖浦和光／著
岩波書店

657/130/

竹資源　新素材－－「竹」の産業化が始まった　清岡高敏／著　マネジメント伸社 657/193/

現代に生かす竹資源    内村悦三／監修      創森社  657/240/
竹炭のふしぎな力　温暖化対策の可能性をさぐる　自然とともに　中根周歩／
著　小峰書店

J65/71/

竹とぼくとおじいちゃん　ふしぎいっぱい写真絵本　１３　星川ひろ子／著　ポプラ社 J65/76/

■ツバキ
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

雪椿　富山雪椿同好会／編　富山雪椿同好会 T477/16/

椿　花と木の文化　渡辺武，安藤芳顕／著　家の光協会 627/212/

日本の椿花　横山三郎，桐野秋豊／著　淡交社 627/244/

■キク
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

日本の野生菊写真集　福野町園芸植物園展示栽培　福野町園芸植物園／編
福野町園芸植物園

T477/28/

図解目で見る小ギク栽培　あなたも小ギクをつくってみませんか！　富山県園
芸振興推進協議会花き小委員会／編　富山県

T627/69/

日本の野菊 写真検索  山溪ハンディ図鑑  いがりまさし／写真・解説 山と溪谷社 479/87/
菊作り名人奥技　第１巻～第３巻　盆養　「菊作り名人奥技」編集委員会／編著
農山漁村文化協会

627/339/

図解菊つくりコツのコツ　これなら誰でも名人芸　上村遙／著　農山漁村文化協会 627/377/

花卉園芸大百科　８　キク　農文協／編　農山漁村文化協会 627/444/8

キクをつくりこなす  大石一史／編著 農山漁村文化協会 627/597/

キクの絵本 そだててあそぼう  かみむらはるか／へん 農山漁村文化協会 J61/58/26

■サクラ
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

名勝「高岡櫻馬場」の追憶　開町４００年　間馬秀夫，朝倉吉彦／共著　朝倉吉彦 T244/218/

富山さくらの名所　〔平成２３年〕　富山県農林水産部森林政策課／企画　富山
県農林水産部森林政策課

T290.9/28

0/N11
とやまの桜　北日本新聞写真部／撮影　北日本新聞社 T477/27/

伏木に於ける桜の花期の気象分析　伏木測候所／編　伏木測候所 T477/3/



書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

伏木における桜花期の気象分析　伏木測候所／編　伏木測候所 T477/4/

桜史　山田孝雄／著　桜書房 121.1/75/

現代日本生物誌　８　ツバキとサクラ　林良博／編集　岩波書店 462.1/44/8

桜　日本人の心の花・桜はなぜ人に愛されるのか　品川実／著　実業之日本社 479/52/

日本の桜　フィールドベスト図鑑　Ｖｏｌ．１０　勝木俊雄／著　学研 479/68/

桜　三好学／著　富山房 627/205/

国花さくら　自然から学ぼうシリーズ　第１集　大都直光／著　暁印書館 627/271/

通り抜け　その歩みと桜　造幣局泉友会／編　創元社 627/332/

花卉園芸大百科　１４　花木　農文協／編　農山漁村文化協会 627/444/1

それでも咲いていた千年桜  大沼英樹写真集   大沼英樹／著 窓社 748/1034/
サクラ  ＮＨＫ趣味の園芸 よくわかる栽培１２か月 改訂版   船越亮二／著［ＮＨ
Ｋ出版（発売）］

627/142/A

日本桜の名所１００選  主婦の友ベストＢＯＯＫＳ 見直したい日本の「美」  主婦の友社 291.09/69

桜の話題事典  大貫茂／編著 東京堂出版 479/97/

さくらにほへと    京都花の縁  小松華功／著 講談社 751/725/

さくら百科  永田洋／編 丸善 479/96/

花伝説・宙（そら）へ！  宇宙を旅した桜たち 長谷川洋一／著 ランダムハウス講談社 538.9/246/

中西進著作集  ８     花のかたち    ２  中西進／著 四季社 910.2/181/

サクラハンドブック  大原隆明／著 文一総合出版 479/93/

京都さくら帖  ａｃｔ　ｂｏｏｋｓ   橋本健次／写真 光村推古書院 291.6/302/

さくら  かがくのとも絵本 長谷川摂子／文 福音館書店 JE/ﾊｾ/

どうしてわかるの？サクラが咲く日　調べるっておもしろい！　七尾純／著　アリス館 J47/148/

■きのこ
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

とやまの山菜・きのこ　森田直賢／〔ほか〕著　北日本新聞社 T657/45/

きのこの１００不思議　日本林業技術協会／編　東京書籍 474/56/

朝日百科キノコの世界　朝日新聞社 474/59/

きのこの名優たち　ジョルジュ・ベッケル／解説　山と溪谷社 474/64/

キノコの不思議な世界　エリオ・シャクター／著　青土社 474/70/
都会のキノコ    身近な公園キノコウォッチングのすすめ      改訂版    大舘一
夫／著 八坂書房

474/78/A

世界きのこ図鑑　ネイチャー・ハンドブック　トマス・レソェ／著　新樹社 474/81/

单方熊楠菌類図譜   单方熊楠／〔著〕新潮社 474/86/

ふしぎな生きものカビ・キノコ    菌学入門  ニコラス・マネー／著 築地書館 474/87/

きのこ学　古川久彦／編　共立出版 657/135/

きのこの森の歩き方　赤沼博志／著　実業之日本社 657/170/

きのこ　自生の姿とその料理　高木国保／著　立風書房 657/172/

きのこハンドブック　衣川堅二郎／編集　朝倉書店 657/179/

キノコ栽培全科　大森清寿／編　農山漁村文化協会 657/190/

森のきのこ　絵本図鑑シリーズ　１１　小林路子／作　岩崎書店 J47/122/

ふしぎな花キノコ　かがくのほん　七宮清／ぶん　福音館書店 J47/132/

ほら、きのこが…　たくさんのふしぎ傑作集　越智典子／文　福音館書店 J47/144/
きのこの絵本　ちいさな森のいのち　しぜんのほん　小林路子／文と絵　ハッ
ピーオウル社

J65/75/

きのこ　だいすきしぜん　６　しょくぶつ　高山栄／指導・絵　フレーベル館 JE/ﾀｻ/



■熱帯植物
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

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　アボック社

471.7/87/

熱帯植物紀行    観葉植物の原生地　熱帯・亜熱帯植生誌   田中耕次／著    
誠文堂新光社  

471.7/116/

キナバル山の植物　佐藤卓／著　佐藤卓（植物学） 472.2/17/
無憂草　Ｔｈｅ　ｇｒｉｅｆ　ｖａｎｉｓｈｉｎｇ　Ｊｕｎｇｌｅ　ｂｏｏｋｓ　菅原一剛，倉田重夫／写
真　パルコ出版

479/38/

最後の熱帯雨林　地球環境保護アトラス　地球に生きる・地球と生きる　マーク・
コリンズ／編　同朊舎出版

652/74/

ジャングル　絵本図鑑シリーズ　１４　松岡達英／作　岩崎書店 J46/118/

ボルネオの熱帯雨林　生命のふるさと　横塚真己人／著　福音館書店 J46/159/

■沖縄の植物
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

入門沖縄の薬草　吉川敏男／著　ニライ社 499.8/205/

沖繩の蜜源植物　３０年の調査記録　嘉弥真国男／著　喜弥真国男 647/37/

■中国の植物
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

プラントハンター東洋を駆ける    日本と中国に植物を求めて   アリス・Ｍ．コー
ツ／著      八坂書房　2007.9

470.7/26/

中国の花ことば　中国人と花のシンボリズム　中村公一／著　岩崎美術社 477/41/

中国の花譜　東洋文庫　６２２　佐藤武敏／編訳　平凡社 627/358/

■その他植物
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

花の北アルプス　高嶺に咲く花々　Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ　永田芳男／写
真・文　ブルーガイドセンター

472.1/66/

植物民俗　ものと人間の文化史　１０１　長沢武／著　法政大学出版局 470.4/93/

家庭でできる植物実験　Ｄａｖｉｄ　Ｒ．Ｈｅｒｓｈｅｙ／著　丸善 470.7/23/

日本の植物園　岩槻邦男／著　東京大学出版会 470.7/24/

ファーブル植物記　Ｊ‐Ｈ．ファーブル／著　平凡社 471/23/

「植物観察学」入門　校庭の植物誌　岩田好宏／著　新生出版 471/28/

植物の私生活　デービッド・アッテンボロー／著　山と溪谷社 471/29/

タネの素顔　植物写真集　松井利一／著　ぎょうせい 471.3/25/

「根」物語　地下からのメッセージ　のぎへんのほん　高橋英一／著　研成社 471.3/28/

写真で見るたねの旅立ち　香取一／著　文一総合出版 471.3/29/

身近な植物から花の進化を考える　小林正明／著　東海大学出版会 471.3/41/

植物の形づくり　遺伝子から見た分子メカニズム　岡田清孝／〔ほか〕編　共立出版 471.3/42/

よじのぼり植物　その運動と習性　Ｃ．ダーウィン／原著　森北出版 471.5/63/

花に秘められたなぞを解くために　花生態学入門　田中肇／著　農村文化社 471.5/65/

月下美人はなぜ夜咲くのか　岩波科学ライブラリー　３０　井上健／著　岩波書店 471.5/70/

動く植物　植物生理学入門　Ｐ．サイモンズ／著　八坂書房 471.5/73/
花と昆虫、不思議なだましあい発見記　Ｋｏｄａｎｓｈａ　ｓｏｐｈｉａ　ｂｏｏｋｓ　田中肇
／文　講談社

471.5/80/

世界の食虫植物　食虫植物研究会／編　誠文堂新光社 471.7/100/

日本の植生　宮脇昭／編　学研 471.7/36/

植物の分布と環境適応　熱帯から極地・砂漠へ　酒井昭／著　朝倉書店 471.7/79/



書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

河川環境と水辺植物　植生の保全と管理　奥田重俊，佐々木寧／編集　ソフト
サイエンス社

471.7/81/

毒草大百科　奥井真司／著　データハウス 471.9/13/A

有用植物　ものと人間の文化史　１１９　菅洋／著　法政大学出版局 471.9/17/
植物による食中毒と皮膚のかぶれ　身近にある毒やかぶれる成分をもつ植物
の見分け方　写真を見ながら学べるビジュアル版新健康教育シリーズ　指田豊
／共著　尐年写真新聞社

471.9/18/

日本植物誌　シーボルト〈フローラ・ヤポニカ〉　博物図譜ライブラリー　６　シー
ボルト／〔著〕　八坂書房

472.1/48/

レッドデータブック　日本の絶滅危惧植物　日本植物分類学会／編著　農村文化社 472.1/51/

レッドデータプランツ　日本絶滅危機植物図鑑　宝島社 472.1/53/

図説日本列島植生史　安田喜憲／編　朝倉書店 472.1/70/

コケの手帳　のぎへんのほん　秋山弘之／編　研成社 475/23/

藤なんでも百科　藤だより藤づくし藤づくり　春日部市 479/56/
伝統の朝顔　くらしの植物苑特別企画　国立歴史民俗博物館／編　国立歴史
民俗博物館

479/63/

伝統の朝顔　Ⅱ　芽生えから開花まで　国立歴史民俗博物館／編　国立歴史
民俗博物館

479/63/2

日本のタンポポとセイヨウタンポポ　小川潔／著　どうぶつ社 479/69/

ひっつきむしの図鑑　伊藤ふくお／写真　トンボ出版 479/76/

日本のスミレ　山溪ハンディ図鑑　６　いがりまさし／写真・解説　山と溪谷社 479/77/

日本のスゲ　ＢＵＮＩＣＨＩネイチャーガイド　勝山輝男／著　文一総合出版 479/82/

日本の蜜源植物　日本養蜂はちみつ協会 647/43/

調べて楽しむ葉っぱ博物館　森の休日　３　亀田竜吉／写真　山と溪谷社 652/134/

葉で見わける樹木　小学館のフィールド・ガイドシリーズ　２２　林将之／著　小学館 652/135/

資料日本植物文化誌　有岡利幸／著　八坂書房 652/141/

■子どもの本 (植物）
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

アサガオ　講談社パノラマ図鑑　４　講談社 J47/114/

植物のかんさつ　講談社パノラマ図鑑　１６　矢野亮／文　講談社 J47/115/

植物のふしぎ　講談社パノラマ図鑑　２５　香取一／文　講談社 J47/127/
植物のつくりを調べる　実験はかせの理科の目・科学の芽　７　大竹三郎／
〔著〕　国土社

J47/131/

なぜアサガオの花は朝ひらくの？　植物と環境のはなし　ひとつの『なぜ』から
広がる世界　１　教科書がよくわかる理科の本　埴沙萠／文　偕成社

J47/139/

だれがつけたの？草木の名前　調べるっておもしろい！　七尾純／著　アリス
館

J47/145/
食虫植物の世界　虫を食べる不思議な生き物たち　子供の科学★サイエンス
ブックス　柴田千晶／著　誠文堂新光社

J47/165/

たんぽぽ　かがくのとも傑作集　どきどきしぜん　平山和子／ぶん・え　福音館
書店

J47/169/
世界の不思議な植物　厳しい環境で生きる　子供の科学★サイエンスブックス
湯浅浩史／著　誠文堂新光社

J47/171/

むしをたべるくさ　ふしぎいっぱい写真絵本　９　渡邉弘晴／写真　ポプラ社 J47/172/

■和書など (展示ケースにて展示）
書名・著者名・出版社・出版年 請求記号

羣芳図譜　第１輯第５編　和田英作，佐藤醇吉／共著　群芳図譜刊行会（白水社内） 477/8/

本草図譜　巻之２２〜２９　蔓草部　岩崎灌園／著　本草図譜刊行会 499.9/27/

有用植物図説　巻之１〜３　田中芳男、小野職愨／撰　大日本農会 499.9/28/


