
生活に緑を取り入れよう

植物を楽しむインテリアのルール 　成美堂出版編集部‖編 　成美堂出版 597

スプラウト&ベビーリーフ 　和田 直久‖著 　家の光協会 626.9

心地いいグリーンのインテリア 　 　世界文化社 627.7

観葉植物と暮らす 　NHK出版‖編 　NHK出版 627.7

手軽に楽しむ小さなグリーン 　藪 正秀‖監修 　主婦の友社 627.7

見てわかる観葉植物の育て方 　高橋 良孝‖監修 　誠文堂新光社 627.7

おしゃれなインドア・グリーン 　 　主婦と生活社 627.7

水をいかしたインテリア・ガーデン 　主婦の友社‖編 　主婦の友社 627.7

とっておきのインドアガーデニング 　杉井 志織‖監修 　誠文堂新光社 627.8

苔玉と苔 　NHK出版‖編 　日本放送出版協会 627.8

とっておきのひと鉢づくり 　明るい部屋‖著 　グラフィック社 627.8

手軽におしゃれインテリアプランツ 　Ｇ・Ｇ　ガーデンズ‖監修 　講談社 627.9

Deco Room with Plants in NEW YORK 　川本 諭‖著 　ビー・エヌ・エヌ新社 627.9

ガーデニングを始めよう

育てておいしいまいにちハーブ 　NHK出版‖編 　NHK出版 617.6

コンテナで楽しむハーブ 　大久保 弘子‖著 　山と渓谷社 617.6

コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園 　竹内 孝功‖著 　家の光協会 626.9

育てて、食べるキッチン・ガーデニング 　グリーンライフ研究会‖編 　河出書房新社 626.9

食べたら種まき 　ヒナ‖著 　祥伝社 626.9

ミニ&ベビー野菜のコンテナ菜園 　松井 孝‖著 　講談社 626.9

一坪家庭菜園 　藤田　智‖著 　家の光協会 626.9

コンテナガーデン 　杉井 志織‖監修 　技術評論社 627.8

クリエイティブ・コンテナガーデン 　松田 一良‖著 　誠文堂新光社 627.8

育てて楽しむ山野草のすべて 　富澤 正美‖著 　NHK出版 627

季節感あふれる山草・野草のガーデニング 　 　日本放送出版協会 627

手間をかけずに楽しむはじめての宿根草 　山 浩美‖著 　講談社 627.5

すてきなベランダ&ルーフガーデン 　 　主婦と生活社 627.8

花と緑と雑貨でつくるはじめてのベランダガーデン 　山元 和実‖監修 　成美堂出版 627.8

今日からはじめるハンギングバスケット 　上田 奈美‖著 　農山漁村文化協会 627.8

育てて楽しむはじめての緑のカーテン 　緑のカーテン応援団‖著 　家の光協会 629.7

花も実もあるよくばり!緑のカーテン 　「緑のカーテン」普及チーム‖著　農山漁村文化協会 629.7

庭づくりの参考になる本

緑のある庭づくり 　安藤 洋子‖監修 　池田書店 629.7

雑草と楽しむ庭づくり 　ひきちガーデンサービス‖著 　築地書館 629.7
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リーフアレンジメントを

楽しむ本

坂倉 有香著 河出書房新社

手軽に楽しむ小さなグリーン

藪 正秀 監修 主婦の友社

春から夏にかけては、緑の葉がみずみずしく

美しい季節です。

旬の葉を中心にしたアレンジメントは、さわ

やかですっきりとしています。

あきカンやあきビン、グラスなど、

家にあるもので、手軽にグリーンを楽

しむことができる本です。

まずは、小さなグリーンから始めて

みませんか？

4/15～5/14は、みどりの月間です。

植物を室内に置くだけで、自然を身近に感じることができます。

ガーデニングにもいい季節です。緑のあるくらしを楽しんでみませんか？
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ものぐさ庭づくりはじめの一歩 　斉藤 吉一‖著 　主婦と生活社 629.7

小さなビオトープガーデン 　泉 健司‖著 　主婦の友社 629.7

くつろぎのナチュラルガーデン 　主婦の友社‖編 　主婦の友社 629.7

私のガーデニング 　 　双葉社 629.7

自分でつくるおしゃれで小さな庭 　天野 勝美ほか‖著 　講談社 629.7

雑木の庭づくり 　 　学研パブリッシング 629.7

日陰の庭を楽しむ!成功実例集 　 　主婦と生活社 629.7

手作りで楽しむガーデンアイデア 　 　学研 629.7

コニファー 　尾上 信行‖監修 　小学館 629.7

カラーリーフ 　中野 嘉明‖著 　農山漁村文化協会 629.7

美しい和風の庭づくり 　 　主婦と生活社 629.7

芝庭つくりコツのコツ 　京阪園芸‖著 　農山漁村文化協会 629.7

最高に心地いいガーデン&エクステリア 　エクステリア工学会‖編 　主婦と生活社 629.7

自然の中でリフレッシュ

森林浴の森100選 　主婦の友社‖編 　主婦の友社 291

森へ行く日 　光野 桃‖著 　山と溪谷社 291.3

葉っぱの不思議な力 　鷲谷 いづみ‖文 　山と溪谷社 471.1

光るキノコと夜の森 　西野 嘉憲‖写真 　岩波書店 474.8

ツリーハウスで遊ぶ 　ポーラ　ヘンダーソンほか‖著 　二見書房 527

ツリーハウスで夢をみる 　アラン　ロランほか‖著 　二見書房 527

北海道ガーデンを旅する 　 　世界文化社 629.2

日本の森100 　日本森林インストラクター協会‖編著 　山と溪谷社 652.1

調べて楽しむ葉っぱ博物館 　亀田 竜吉‖写真 　山と渓谷社 653.2

照葉樹ハンドブック 　林 将之‖著 　文一総合出版 653.7

草花遊び図鑑 　小林 正明‖著 　全国農村教育協会 781.9

親子で楽しむ四季の草花遊び 　小林 正明‖著 　日東書院本社 781.9

森で過ごして学んだ101のこと 　本山 賢司‖文　絵 　東京書籍 786

自然は楽しい!野外生活雑学図鑑 　アウトドアライフを楽しむ会‖編著 　大和書房 786

大人のための野遊び術 　おくやま ひさし‖著 　家の光協会 786

たのしい野あそびカレンダー 　岩井 明子ほか‖著 　かもがわ出版 786

自然と親しむはじめてキャンプ 　 　JTBパブリッシング 786.3

環境問題・緑の写真集・その他

環境問題を知りつくす本 　山本 茂‖監修 　Ｉ・コミュニケーションズ 519

木立のなかに引っ越しました 　高木 美保‖著 　幻冬舎 611.9

森は地球のたからもの１・森が泣いている 　宮脇 昭‖著 　ゆまに書房 ＹＡ650

森は地球のたからもの２・森は生命の源 　宮脇 昭‖著 　ゆまに書房 ＹＡ650

森は地球のたからもの３・森の未来 　宮脇 昭‖著 　ゆまに書房 ＹＡ650

基礎から学ぶ森と木と人の暮らし 　鈴木 京子ほか‖著 　農山漁村文化協会 650

林業男子 　山崎 真由子‖著 　山と溪谷社 ＹＡ651.7

森ではたらく! 　古川 大輔ほか‖編著 　学芸出版社 651.7

森のシナリオ 　西口 親雄‖著 　八坂書房 652.1

木のことば森のことば 　高田 宏‖著 　筑摩書房 YA・S914.6タカダ

ターシャの庭 　ターシャ　テューダー‖著 　メディアファクトリー 620.4

今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー　未来へ贈る風景・里山 　今森 光彦‖著 　偕成社 ＹＡ653.2

東山魁夷Art Album　第2巻 　東山 魁夷‖著 　講談社 721.9

白い馬 　東山 魁夷‖絵 　講談社 726.5

里山のことば 　今森 光彦‖著 　世界文化社 748

ビアトリクス・ポターが残した風景 　辻丸 純一‖写真 　メディアファクトリー 748

森の祝福 　姉崎 一馬‖写真 　淡交社 748

食べて健康!よもぎパワー 　大城 築‖著 　農山漁村文化協会 498.5オオギ

体を強くするサラダジュース 　浜内 千波‖著 　日本文芸社 498.5ハマウ

緑野菜　上（ほうれん草/しそ/ねぎ/にら/三つ葉など） 　舘野 鏡子‖著 　マーブルトロン 596.3

緑野菜　下（豆類/キャベツ/レタス/ブロッコリーなど） 　舘野 鏡子‖著 　マーブルトロン 596.3

緑茶入門 　谷本 陽蔵‖著 　保育社 619.8

リーフアレンジメントを楽しむ本 　坂倉 有香‖著 　河出書房新社 627.9

薬草の科学 　佐竹 元吉‖著 　日刊工業新聞社 499.8

YA…ヤングアダルト　　S…新書　　


