
ガーデニングを始めてみよう！

園芸の基本とガーデニングツール　決定版　 梶　みゆき／監修 講談社 2011 620

園芸道具の使い方と栽培テクニック　よくわかる植える・切る・育てるテクニック（別冊ＮＨＫ趣味の園芸） 柳　宗民／監修 日本放送出版協会 2004 624

伝承農法を活かす家庭菜園の科学　自然のしくみを利用した栽培術　（ブルーバックス） 木嶋　利男／著 講談社 2009 S 626.9

柳生真吾のガーデニングはじめの一歩　これなら続けられる！楽しい園芸入門 柳生　真吾／著 家の光協会 2008 627

やさしい土づくり入門 小林　五郎／著　橋本　智明／著 実業之日本社 2006 626.1

はじめてでもよくわかる土・肥料　　草花・野菜・庭木が元気に育つ！　 中山　草司／著 日本文芸社 2009 627.1

三橋理恵子の基本からよーくわかるコンテナガーデニング 三橋　理恵子／著 農山漁村文化協会 2006 627.8

ものぐさ庭づくりはじめの一歩　何も始められないあなたが最初に開く本 斉藤　吉一／著 主婦と生活社 2009 629.7

ガーデニング木工　女性にもできるやさしい木工入門 大沢　まりこ／著 ブテック社 2001 592.7

ベランダや庭を素敵に！ 　

ガーデニング風水　幸せになるための庭づくり リチャード・ウェブスター ビイング・ネット・プレス 2000 148.5

庭作りの材料と使い方がわかる本　初心者からベテランまで 主婦と生活社 2011 629.5

自分でつくるおしゃれで小さな庭　決定版　 天野　勝美／著 講談社 2011 629.7

女性プランナーがつくる美しい庭　 ブティック社 2011 629.7

手間いらずのらくちんガーデン成功実例 主婦と生活社 2011 629.7

美しい和風の庭づくり　小さくても魅力満点！ 主婦と生活社 2010 629.7

小さな日陰の庭　どこにだってすてきな庭はつくれる 主婦と生活社 2010 629.7

プロが教える庭づくりと庭木の育て方　“庭師の知恵”が満載！　 永井　淳一／著 日本文芸社 2010 629.7

四季の変化を楽しむ花と雑木の庭 主婦と生活社 2010 629.7

日陰をいかすガーデニング　場所を選ばず楽しめる美しい庭づくり　 高山　徹也／著 日本文芸社 2009 629.7

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 629.7

私の手づくりガーデニング成功実例アイデア　Ｈａｐｐｙ　ｈａｎｄｍａｄｅ　ｇａｒｄｅｎ 主婦と生活社 2005 629.7

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！　泉　健司／著 主婦の友社 2005 629.7

私の手づくりガーデニング　Ｎｏ．２　アイディアグッズがいっぱいの庭　個性的なテラス・デッキ・屋上の庭 主婦と生活社 2002 629.7

金井良一の手作りガーデン小物　ＴＶチャンピオン４連覇殿堂入りの“ガーデニング王”　 辰巳出版 2002 629.7

ベランダで花づくり　鉢植えやコンテナで楽しむ 主婦の友社 2011 627.8

すてきなベランダ＆ルーフガーデン　光と風を感じる、空中のアウトドアリビング 主婦と生活社 2011 627.8

花や庭木を育てよう

庭で楽しむ四季の花２８０　人気の草花、木の花が大集合　 主婦の友社／編 主婦の友社 2009 627

つるバラとつる植物のガーデニング 山　浩美／監修 成美堂出版 2006 627

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 627

園芸百科　花と観葉植物・ハーブ・ミニ野菜・果樹の育て方が満載　改訂版 ブティック社 2005 627
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『手間いらずの 

  らくちんガーデン成功実例』 

                                                                                                                

 『決定版 園芸の基本と 

     ガーデニングツール』                         
    梶 みゆき／監修 講談社／編 

後で困らない手間いらずの花＆木、土面

を覆って雑草を減らす土台づくりなど、

手入れがラクな庭づくりのヒントを豊富

な実例で紹介。プロの技が一目瞭然のデ

ザイン集、人気のテラス＆デッキ実例図

園芸の基本テクニックをプロセス写
真で解説し、使いやすいガーデニン
グツールを多数紹介する。植物を育
てる楽しさとツールを使う楽しみが
わかる本。 
 

少しずつ暖かくなってきましたね！ 春は植物を育て始めるのに良い季節です。 
今まで植物を育てたことがないという方も、始めてみませんか？ 
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出版年書名 著者名 出版社 請求記号

小さな球根で楽しむナチュラルガーデニング 井上　まゆ美／著 家の光協会 2011 627.6

失敗しない球根花　決定版　（今日から使えるシリーズ　ｇａｒｄｅｎｉｎｇ） 講談社／編 講談社 2009 627.6

球根ガーデニング　庭やコンテナでおしゃれに楽しむ　 主婦の友社／編 主婦の友社 2006 627.6

人気のガーデニング花木１００　一年中、花を楽しみたい！　 主婦の友社／編 主婦の友社 2007 627.7

小さな庭で楽しむ人気の花木・庭木育て方と剪定のコツ　 主婦の友社／編 主婦の友社 2006 627.7

鉢花＆寄せ植えの花３２０　人気の花、可憐な花が大集合　 主婦の友社／編 主婦の友社 2009 627.8

はじめて育てる四季の鉢花　（ＮＨＫ出版実用セレクション　園芸） 日本放送出版協会／編 日本放送出版協会 2008 627.8

四季の寄せ植え百科　容器・季節・場所・性質別のコンテナガーデン　 ブティック社 2006 627.8

コンテナガーデン　気軽に楽しむカンタン寄せ植え　（園芸ＳＯＳ！） 杉井　志織／監修 技術評論社 2006 627.8

今日からはじめるハンギングバスケット　長く楽しむつくり方とデザイン 上田　奈美／著 農山漁村文化協会 2006 627.8

鉢花の基本１２か月　簡単ケアできれいに咲かせる　（特選実用ブックス　花と庭） 小黒　晃／監修 世界文化社 2005 627.8

１年中咲き続けるガーデニング大図鑑 井上　真知子／監修 成美堂出版 2007 629.7

芝庭つくりコツのコツ　かんたんずっと楽しむ 京阪園芸／著 農山漁村文化協会 2006 629.7

コニファー　きれいに育てる全テクニック　（大人の園芸ブックス） 尾上　信行／監修 小学館 2006 629.7

一年中楽しめるコンテナ野菜づくり　畑がなくても簡単おいしい！ 金田　初代／著 西東社 2011 626.9

ミニ＆ベビー野菜のコンテナ菜園 松井　孝／著 講談社 2011 626.9

コップ＆コンテナですぐできるおうち野菜 やさい畑編集部／編 家の光協会 2011 626.9

苗で始める失敗しない野菜づくり 学研パブリッシング 2011 626.9

農薬・化学肥料に頼らないおいしい野菜づくりの裏ワザ 木嶋　利男／著 家の光協会 2011 626.9

藤田智の必ずできる！野菜づくり教室　　 藤田　智／監修 学研パブリッシング 2010 626.9

野菜づくり畑の教科書　意外と知らない基本常識からレベルアップの作業のコツまで 板木　利隆／監修　川越　秀夫／監修 瑛の光協会 2010 626.9

知識ゼロからの食べる庭づくり　野菜、果物、ハーブたっぷり 桐原　春子／著 幻冬舎 2009 626.9

はじめよう野菜づくり　無農薬栽培って、簡単！ 井原　英子／著 学研 2008 626.9

プランターで楽しむはじめての野菜づくり　イラスト版　プランターで楽しむはじめての野菜づくり　 相川　未佳／著 講談社 2008 626.9

一坪家庭菜園　狭い庭でもここまでできる 藤田　智／著 家の光協会 2008 626.9

木村式ラクラク家庭菜園　手間をかけなくても野菜は育つ 木村　正典／著 家の光協会 2008 626.9

これで失敗しない家庭菜園Ｑ＆Ａ 藤田　智／監修 家の光協会 2007 626.9

やさしい野菜づくり入門 小林　五郎／著 実業之日本社 2006 626.9

野菜つくり入門 戸沢　英男／著 農山漁村文化協会 2006 626.9

養生野菜　春から秋までとれたて野菜が毎日食べられる 村上　由紀／著 永岡書店 2006 626.9

野菜作り百科　１年中楽しめる家庭菜園　改訂版 ブティック社 2006 626.9

はじめての野菜づくり１２か月　定番・人気の新鮮野菜１００種 板木　利隆／著 家の光協会 2006 626.9

はじめてでも簡単おいしい家庭果樹づくり　決定版　 大森　直樹／著 講談社 2010 625

はじめてでもできるおいしい果樹の育て方　小さな庭や鉢でも楽しめる 野田　勝二／著 家の光協会 2010 625

観葉植物を育てよう

手軽に楽しむ小さなグリーン　テーブルの上や窓辺を飾る　 薮　正秀／監修 主婦の友社 2005 627.7

はじめての観葉植物　インテリアグリーンを楽しむ 渡辺　均／監修 池田書店 2008 627.7

見てわかる観葉植物の育て方　苗木の選び方から殖やし方まで　（見てわかる園芸シリーズ） 高橋　良孝／監修 誠文堂新光社 2006 627.7

観葉植物の上手な育て方　これでもう枯らさない！美しく保つポイントをやさしく解説 主婦の友社／編 主婦の友社 2007 627.7

盆栽を育てよう

盆栽入門 群　境介／著 西東社 2002 627.8

見てわかる盆栽の仕立て方　苗選びから作り方まで 安井　義昌／監修 誠文堂新光社 2007 627.8

山田香織の小さな盆栽づくり　季節の風情を楽しむ　 山田　香織／著 主婦の友社 2007 627.8

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 627.8

つくってみたい！かわいいミニ盆栽　やさしいつくり方と失敗しない育て方　 小室　妙子／著 日本文芸社 2008 627.8

まめぼん　世界で一番ちいさな盆栽　（コロナ・ブックス） 山本　順三／著 平凡社 2005 627.8

ウォーターガーデニングを始めよう

小さなウォーターガーデニング　水辺の植物、コケ、シダでつくるインテリア・プランツ　 岩見　悦明／監修 小学館 2003 627.9

水をいかしたインテリア・ガーデン　室内やテラスで手軽に楽しめる　 主婦の友社／編 主婦の友社 2006 627.7

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 627.8

熱帯魚・水草ガーデニングに挑戦！　水槽の生き物たちに癒される　 江良　達雄／著 技術評論社 2005 666.9

とことん答える８００問！園芸なんでもＱ＆Ａ　（生活実用シリーズ　ＮＨＫ趣味の園芸） ＮＨＫ出版／編 ＮＨＫ出版 2011 620

どうして枯れるの？　わたしのガーデニング　（園芸ＳＯＳ！） 長岡　求／監修 技術評論社 2005 627

野菜・草花・果樹・庭木の病害虫がわかる本　予防と対策！ 根本　久／監修 成美堂出版 2011 623

庭先果樹の病気と害虫　見分け方と防ぎ方 米山　伸吾／著 農山漁村文化協会 2002 625.1

こんな時、どうするの？

野菜を育てよう


