
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0117739235 あした、ハーブを植えよう 山本　真理／著 京都：光村推古書院 農業園芸 

0117563304 安心野菜の1畳菜園 東京：エフジー武蔵 農業園芸 

0116923970 1・2年草&宿根草 和田　薫／監修 東京：ブティック社 農業園芸 

0116351958 一年中楽しめるコンテナ野菜づくり 金田　初代／著 東京：西東社 書庫

0116641457 一番くわしい四季の花づくり 東京：ブティック社 書庫

0116079377 イチバン親切な野菜づくりの教科書 松井　孝／編 東京：新星出版社 書庫

0117848853 いちばんていねいな野菜づくり図鑑 加藤　義貴／監修 東京：ナツメ社 農業園芸 

0117220210 いつでもとれたて!はじめてのベランダ野菜 末永　和也／監修 東京：学研プラス 農業園芸 

0115497935 いつもとれたて!ベランダ菜園 真木　文絵／著 東京：日本放送出版協会 書庫

0115280505 糸井重里のつくって食べようおいしい野菜 糸井　重里／著 東京：日本放送出版協会 書庫

0115979213 うきうきキッチンガーデン 大橋　明子／著 東京：家の光協会 書庫

0116190638 江尻光一のしくじり園芸日記 江尻　光一／著 東京：主婦の友社 農業園芸 

0115963340 江尻光一のはじめての洋ラン 江尻　光一／著 東京：日本放送出版協会 書庫

0117222208 園芸大図鑑 東京：ブティック社 農業園芸 

0117565671 園芸大百科 田中　幸雄／監修 東京：ブティック社 農業園芸 

0116631524 園芸百科 東京：ブティック社 書庫

0118360569 「園芸店で買った花」をすぐ枯らさない知恵とコツ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 農業園芸 

0117351247 おいしい彩り野菜のつくりかた 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 農業園芸 

0116169889 おいしい菜園とれたて野菜手帖 石倉　ヒロユキ／著 東京：日本放送出版協会 書庫

0117119719 おいしいハーブガイド 東京：主婦の友社 農業園芸 

0116021163 おいしいベランダ菜園 たなか　やすこ／著 東京：家の光協会 書庫

0116873282 おいしい野菜がたくさんできる!土・肥料の作り方・使い方 原　由紀子／著 東京：西東社 農業園芸 

0116546607 おいしい野菜ができる堆肥づくりハンドブック 野菜だより編集部／編 東京：学研パブリッシング 農業園芸 

0117193151 おいしい野菜づくり 北条　雅章／監修 東京：池田書店 農業園芸 

0117069229 おいしくできる!トマト NHK出版／編 東京：NHK出版 農業園芸 

0117069237 おいしくできる!ナス NHK出版／編 東京：NHK出版 農業園芸 

0117767954 おうちでとれたて野菜 河村　毬子／著 東京：河出書房新社 農業園芸 

0117225227 おしゃれな植物園テラリウム 東京：ブティック社 農業園芸 

特集名：長野5・6月一般テーマ「おうち時間にはじめよう！野菜＆花づくり」
特集期間：2021／4／29／～2021／6／23



0117852715 おしゃれに飾るベランダ菜園 原　由紀子／監修 東京：ブティック社 農業園芸 

0116913054 おてがる茶花ガーデニング 斉藤　吉一／著 京都：淡交社 農業園芸 

0116931510 お悩み解決!家庭菜園入門Q&A 東京：ブティック社 農業園芸 

0117710418 ガーデニング大百科 東京：ブティック社 農業園芸 

0115482028 ガーデニング・庭づくりの基礎 東京：ブティック社 書庫

0117376616 ガーデニングの基礎 東京：ブティック社 農業園芸 

0116325929 香りを楽しむやさしいハーブの育て方145種 桐原　春子／監修 東京：成美堂出版 農業園芸 

0116037714 家庭菜園 成松　次郎／著 東京：日本放送出版協会 書庫

0117483156 家庭菜園でできる自然農法 東京：学研プラス 農業園芸 

0116976523 家庭でできるおいしいイチゴづくり12か月 荻原　勲／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0114888571 金井良一の手づくりインテリアガーデニング 金井　良一／著 東京：講談社 書庫

0116847187 かわいい多肉植物たち 羽兼　直行／監修 東京：主婦の友社 農業園芸 

0116953365 かわいいミニ・プランツたち 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 農業園芸 

0117080358 川瀬良子のプランター野菜 川瀬　良子／著 東京：主婦と生活社 農業園芸 

0116843475 かんたんきれいはじめての水草 月刊アクアライフ編集部／編 横浜：エムピージェー 農業園芸 

0115753634 かんたんきれいはじめての水草 月刊アクアライフ編集部／編 横浜：エムピージェー 書庫

0117079889 キッチン&ベランダ菜園 東京：ブティック社 農業園芸 

0117820068 キッチンからはじめる再生栽培 原　由紀子／監修 東京：ブティック社 農業園芸 

0117679159 キッチンではじめる家庭菜園 ｹｲﾃｨ･ｴﾙｻﾞｰ･ﾋﾟｰﾀｰｽﾞ／著 東京：ガイアブックス 農業園芸 

0116952284 キッチンハーブ 東京：学研パブリッシング 農業園芸 

0116412578 キッチンハーブ26種の育て方&レシピ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 農業園芸 

0117069211 基本の花づくりLesson 東京：ブティック社 農業園芸 

0117739243 基本の野菜じょうずな育て方 飯塚　恵子／監修 東京：主婦の友社 農業園芸 

0116050147 球根で楽しむ小さなガーデニング 平野　威／編 東京：枻出版社 書庫

0117661140 キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア 長澤　淨美／著 東京：農山漁村文化協会 農業園芸 

0115865230 きれいに飾りたいはじめての花の寄せ植え 井田　洋介／監修 東京：池田書店 書庫

0114743156 きれいに咲かせたいはじめての花づくり 白瀧　嘉子／監修 東京：池田書店 書庫

0117705046 グリーン 境野　隆祐／著 [東京]：翔泳社 農業園芸 

0117083642 グリーンインテリア観葉植物のある生活 東京：ブティック社 農業園芸 

0117594127 国産・イタリア野菜のすすめ 山下　ようこ／著 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0116235391 苔玉と苔 NHK出版／編 東京：日本放送出版協会 書庫

0116414764 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 東京：家の光協会 書庫

0117577924 コップひとつからはじめる自給自足の野菜づくり百科 はた　あきひろ／文・イラスト 東京：内外出版社 農業園芸 



0116050154 こどもとつくるベランダ菜園 青木　美加子／著 東京：自由国民社 書庫

0117081562 小花図鑑 黒田　健太郎／著 東京：グラフィック社 農業園芸 

0117294561 これでうまくいく!よく育つ多肉植物BOOK 靍岡　秀明／著 東京：主婦の友社 農業園芸 

0115620577 これで失敗しない家庭菜園Q&A 藤田　智／監修 東京：家の光協会 書庫

0116734112 これだけは知っておきたい園芸の基礎知識 金田　初代／監修 東京：西東社 農業園芸 

0116635970 コンテナ・コーディネートガイド グラフィック社編集部／編 東京：グラフィック社 農業園芸 

0117391250 コンテナで育てるハーブと野菜 深町　貴子／著 東京：西東社 農業園芸 

0116330390 コンテナで野菜づくり 藤田　智／著 東京：日本文芸社 書庫

0116632373 コンテナ野菜づくりの教科書 松井　孝／監修 東京：新星出版社 書庫

0116469677 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 東京：家の光協会 書庫

0117376301 コンパニオンプランツの野菜づくり 木嶋　利男／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0116820424 菜園から愛をこめて 藤田　智／著 東京：清流出版 農業園芸 

0117342139 栽培のコツがわかるベランダガーデニング NHK出版／編 東京：NHK出版 農業園芸 

0116642471 雑貨とグリーンをもっと上手に飾る150のアイデア 東京：主婦と生活社 書庫

0116500596 365日の寄せ植えスタイル　春・夏シーズン 黒田　健太郎／著 東京：グラフィック社 書庫

0117292482 3ポットから作れる寄せ植え105 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 農業園芸 

0114090665 四季彩を楽しむコンテナガーデン ニューハウス出版株式会社／編 東京：ニューハウス出版 書庫

0116798430 実例ベランダガーデン 東京：ブティック社 書庫

0114801525 自分で作るパンジー、ビオラガーデン&コンテナ 東京：主婦の友社 書庫

0117049833 12ケ月の小花の寄せ植えレシピ 黒田　健太郎／著 東京：グラフィック社 農業園芸 

0116405895 12ケ月の寄せ植えレシピ 黒田　健太郎／著 東京：グラフィック社 書庫

0117178582 小品盆栽をはじめよう 梶山　富蔵／監修 東京：河出書房新社 農業園芸 

0116644428 植物と暮らす毎日 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 書庫

0117710426 植物色の毎日 井上　盛博／[著] 東京：主婦の友社 農業園芸 

0117339747 シロウト夫婦のきょうも畑日和 金田　妙／著 東京：農山漁村文化協会 農業園芸 

0114884737 新種の花・人気の花の育て方 松家　昇／監修 東京：ブティック社 書庫

0116072364 スイレン鉢とテーブルアクアリウム アクアライフ編集部／編 横浜：エムピージェー 農業園芸 

0114718554 杉井明美の花の寄せ植えレッスン 杉井　明美／[著] 東京：主婦の友社 書庫

0116297839 すてきなベランダ&ルーフガーデン 東京：主婦と生活社 書庫

0117719641 1000円以下でできるオーガニック菜園 原　由紀子／監修 東京：ブティック社 農業園芸 

0117083212 1000円以下でできるプランター菜園 原　由紀子／著 東京：ブティック社 農業園芸 

0116195777 育てて味わうベランダ野菜レシピ たなか　やすこ／著 東京：グラフ社 書庫

0116029539 育てておいしいはじめてのゴーヤー+島やさい図鑑 八月社／編 東京：主婦の友ｲﾝﾌｫｽ情報社 農業園芸 



0116634304 育てておいしいまいにちハーブ NHK出版／編 東京：NHK出版 農業園芸 

0116896283 育てて楽しむはじめてのハーブ 高浜　真理子／栽培監修 東京：家の光協会 農業園芸 

0116806043 育ててみたい美しいスイレン 加藤　宣幸／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0117480061 達人が教える!農家直伝おいしい野菜づくり 加藤　正明／監修 東京：永岡書店 農業園芸 

0117222232 多肉植物でプチ!寄せ植え 平野　純子／著 東京：主婦の友社 農業園芸 

0117126516 多肉植物のあるおしゃれライフ 古谷　卓／著 東京：宝島社 農業園芸 

0116823832 多肉植物の楽しみがわかる本 東京：学研パブリッシング 書庫

0115336851 タネや株分けで育てる花づくり 東京：主婦と生活社 書庫

0117782243 たのしい路上園芸観察 村田　あやこ／著 東京：グラフィック社 農業園芸 

0117760876 楽しく作る、美味しく食べる 加藤　俊二／著 東京：彩流社 農業園芸 

0116780131 楽しく作る!おいしく食べる!はじめてのリボベジ&収穫野菜 岡井　路子／監修 東京：日東書院本社 農業園芸 

0117849927 食べられる庭図鑑 良原　リエ／著 東京：KTC中央出版 農業園芸 

0116369166 だれでもできる!庭木・花木の剪定 玉崎　弘志／監修 東京：主婦の友社 書庫

0117565663 だれでもできるプランター菜園 原　由紀子／監修 東京：ブティック社 農業園芸 

0116090622 だれでもできるベランダで野菜づくり 麻生　健／著 東京：家の光協会 書庫

0116102658 小さなお庭で野菜ガーデニング 東京：学研パブリッシング 書庫

0115684268 小さな庭のハーブ&ベジタブル 飯塚　恵子／監修 東京：主婦の友社 書庫

0115940959 小さなビオトープを楽しむ本 平野　威／編 東京：枻出版社 書庫

0116076134 知識ゼロからの食べる庭づくり 桐原　春子／著 東京：幻冬舎 書庫

0116802554 つくる・育てる・飾る!超ミニ盆栽 岩井　輝紀／著 東京：ブティック社 書庫

0116483140 土を使わないはじめての野菜づくり 中島　水美／著 東京：新星出版社 農業園芸 

0116653486 手軽におしゃれインテリアプランツ ｸﾞﾘｰﾝ・ｷﾞｬﾗﾘｰ･ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ／監修 東京：講談社 書庫

0117376608 10日〜3か月で収穫!コンテナスピーディー菜園 原　由紀子／監修 東京：ブティック社 農業園芸 

0116811282 とっておきのハーブ百科 東京：ブティック社 農業園芸 

0116102666 とれたての幸せ。はじめてのベランダ菜園 たなか　やすこ／著 東京：集英社 書庫

0117443978 長くきれいに楽しむハンギングバスケット寄せ植えの法則 井上　まゆ美／著 東京：講談社 農業園芸 

0115923468 永田農法でコンテナ野菜 永田　照喜治／監修 [東京]：主婦と生活社 書庫

0114410657 夏に咲く花の育て方 松家　昇／監修 東京：ブティック社 書庫

0116780149 庭をきれいに見せる宿根草の選び方・使い方 山本　規詔／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0117269944 人気ブロガー・横着じいさんのかんたん水耕栽培決定版! 伊藤　龍三／著 東京：主婦と生活社 農業園芸 

0117398537 農家が教える野菜づくりのコツと裏ワザ 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 農業園芸 

0117686923 ハーブで楽しむ庭づくり 東山　早智子／監修 東京：成美堂出版 農業園芸 

0116915380 はじめて育てる野菜とハーブ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 農業園芸 



0116280900 はじめてでも簡単おいしい家庭果樹づくり 大森　直樹／著 東京：講談社 書庫

0117350066 はじめてでも失敗しない手作りガーデンの基本100 浜野　典正／監修 東京：主婦の友社 農業園芸 

0117318543 はじめてでも失敗しない花づくりの基本100 古賀　有子／監修 東京：主婦の友社 農業園芸 

0117393553 はじめてでも失敗しない寄せ植えづくりのコツ100 古賀　有子／監修 東京：主婦の友社 農業園芸 

0117128504 はじめてのエアプランツ 鹿島　善晴／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0116976531 はじめての園芸入門 金子　明人／著 東京：講談社 農業園芸 

0115459976 はじめてのガーデニング基礎作業BOOK 東京：主婦の友社 書庫

0116248147 はじめての果樹づくり 高橋　栄治／監修 東京：主婦の友社 書庫

0116604505 はじめてのコンテナ野菜づくり 麻生　健洲／監修 東京：ナツメ社 書庫

0117862276 はじめてのコンテナ野菜づくり図鑑90種 北条　雅章／著 東京：新星出版社 農業園芸 

0117716563 はじめての多肉植物栽培 松山　美紗／著 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0116797879 はじめての多肉植物育て方&楽しみ方 国際多肉植物協会／監修 東京：ナツメ社 書庫

0117339168 はじめての小さな庭の花図鑑 辻　幸治／解説 東京：八月社 農業園芸 

0117094417 はじめてのテラリウム 勝地　末子／著 東京：エクスナレッジ 農業園芸 

0116346107 はじめてのハーブ手入れと育て方 高浜　真理子／監修 東京：ナツメ社 農業園芸 

0117090571 はじめての花づくり 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 農業園芸 

0117243519 はじめての花苗アレンジメント 柿原　さちこ／著 東京：マガジンランド 農業園芸 

0115688756 はじめてのベランダガーデニング 藤田　智／著 東京：創英社 書庫

0117362681 はじめてのボックス水耕栽培 岡部　勝美／著 東京：講談社 農業園芸 

0117424846 はじめての盆栽 山田　香織／著 東京：世界文化社 農業園芸 

0115561508 はじめての豆盆栽 東京凡才倶楽部／監修 東京：河出書房新社 書庫

0114870322 はじめての野菜づくり 新井　敏夫／[監修] 東京：主婦の友社 書庫

0117361360 はじめての野菜づくり12か月 板木　利隆／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0115473951 初めての野菜作り人気50種 庭野　省三／監修 東京：世界文化社 書庫

0116902958 はじめての寄せ植えレッスンBOOK 上田　広樹／著 東京：学研パブリッシング 農業園芸 

0115963316 はじめよう野菜づくり 井原　英子／著 東京：学研 書庫

0116409541 鉢植えで野菜づくり 飯塚　恵子／著 東京：主婦の友社 書庫

0116462227 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 東京：成美堂出版 書庫

0115474686 花・野菜づくり百科 東京：ブティック社 書庫

0117133363 花生活のたね 岡本　典子／著 東京：エクスナレッジ 農業園芸 

0117217273 ハンギングバスケット&コンテナ 日本ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ協会／監修 東京：主婦の友社 農業園芸 

0115917635 一坪家庭菜園 藤田　智／著 東京：家の光協会 書庫

0116720038 ひと鉢でかわいい多肉植物の寄せ植えノート 黒田　健太郎／著 東京：家の光協会 書庫



0117845883 袋栽培でかんたん野菜づくり 梁川　正／著 東京：秀和システム 農業園芸 

0116252891 藤田智の必ずできる!野菜づくり教室 藤田　智／監修 東京：学研パブリッシング 書庫

0117499533 藤田智の新・野菜づくり大全 藤田　智／監修 東京：NHK出版 農業園芸 

0116617838 藤田智の成功するコンテナ菜園 藤田　智／著 東京：NHK出版 農業園芸 

0116769258 藤田智のもっと知りたい野菜づくりQ&A 藤田　智／著 東京：NHK出版 農業園芸 

0117377143 プランターで寄せ植え野菜 竹内　孝功／監修 東京：学研プラス 農業園芸 

0116267063 ベランダガーデニング植物ガイド グラフィック社編集部／編 東京：グラフィック社 書庫

0116198920 ベランダガーデニングベストガイド グラフィック社編集部／編 東京：グラフィック社 書庫

0116937251 ベランダ菜園スタートBOOK 平野編集制作事務所／監修 東京：枻出版社 農業園芸 

0116503236 ベランダでサラダ野菜 松井　孝／[著] 東京：主婦の友社 農業園芸 

0116313602 ベランダで花づくり 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 書庫

0116214040 ベランダでもっともっとすずなり野菜 深町　貴子／著 東京：カンゼン 書庫

0115775637 ベランダで野菜を育てる本 平野編集制作事務所／編 東京：枻出版社 書庫

0116503244 ベランダプチ菜園 永田　あおい／監修 東京：ブティック社 農業園芸 

0116052283 ベランダ野菜 エコ楽編集部／編 東京：徳間書店 書庫

0117339739 ベランダ寄せ植え菜園 たなか　やすこ／著 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0116936758 ボトルアクアリウム 千田　義洋／監修 東京：日東書院本社 農業園芸 

0116328600 まるごとわかる!野菜づくり手帖 北条　雅章／監修 東京：池田書店 農業園芸 

0117095687 身近に植物のある暮らし 塩津丈洋植物研究所／文・写真 東京：自由国民社 農業園芸 

0116817040 水辺の花スタートBOOK 鹿沼：栃の葉書房 書庫

0117724732 魅せる苔テラリウムの作り方 石河　英作／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0115922619 魅せる花づくり 江尻　光一／著 東京：家の光協会 書庫

0116336926 ミニ&ベビー野菜のコンテナ菜園 松井　孝／著 東京：講談社 書庫

0117214239 無農薬でかんたん野菜づくり NHK出版／編 東京：NHK出版 農業園芸 

0117809723 愛でる、食べる、楽しめる!「暮らしとからだに効く植物の名前」300がよくわかる図鑑 東京：主婦と生活社 農業園芸 

0117700617 もっと咲かせる園芸「コツ」の科学 上田　善弘／著 東京：講談社 農業園芸 

0117165282 野菜 東京：枻出版社 農業園芸 

0117439760 野菜がおいしく育つ肥料の与え方 東京：学研プラス 農業園芸 

0117306704 野菜がよく育つ土づくり 東京：学研プラス 農業園芸 

0117664417 野菜だより図解土づくりタネまき植えつけ 東京：学研プラス 農業園芸 

0116783036 野菜とハーブのプランター菜園 藤田　智／監修 東京：ブティック社 農業園芸 

0117699058 野菜の植え合わせベストプラン 竹内　孝功／著 東京：学研プラス 農業園芸 

0117407361 野菜作り「コツ」の科学 佐倉　朗夫／著 東京：講談社 農業園芸 



0115804510 野菜づくり大図鑑 藤田　智／編著 東京：講談社 書庫

0117695023 野菜づくり大百科 板木　利隆／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0116629692 野菜づくり百科 板木　利隆／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0115473928 やさしい土づくり入門 小林　五郎／著 東京：実業之日本社 書庫

0115620585 やさしい花づくり 江尻　光一／著 東京：家の光協会 書庫

0115473936 やさしい野菜づくり入門 小林　五郎／著 東京：実業之日本社 書庫

0116490517 有機・無農薬でできる野菜づくり大事典 金子　美登／著 東京：成美堂出版 農業園芸 

0115919524 よくわかる土・肥料・鉢 東京：日本放送出版協会 書庫

0117186395 寄せ植えギャザリング・メソッド 青木　英郎／著 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0116707050 寄せ植えスタイリングブック 上田　広樹／著 東京：NHK出版 書庫

0117387472 リメ缶とグリーンのスタイリングブック たかはし　ようこ／著 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0117494500 60代からのガーデニング 東京：ブティック社 農業園芸 

0116884289 私の小さなアクアリウム〜手作り超ミニ水族館 田畑　哲生／著 東京：ブティック社 書庫

0116003120 わたしのバラ庭づくり 後藤　みどり／著 東京：農山漁村文化協会 書庫


