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全国植樹祭

第74回全国植樹祭基本構想
岡山県環境文化部
自然環境課全国植
樹祭推進室／[編]

岡山県 2020.4 KL653/2B/ 0015901580

全国植樹祭60周年記念写真集　かつて、日本
の山にはこんな姿もあった。

太田 猛彦／編
集委員

国土緑化推
進機構

2009.5 L652.1/ｵｵ10/ 0010000602

全国植樹祭70周年記念写真集　未来の子ども
たちにつなげたい日本の豊かな森林

国土緑化推進
機構／編集

国土緑化推
進機構

2019.7 L652.1/ｺｸ20/ 0015090848

植樹祭に奉仕して二十年 日本植生 1991.5 L653.4/ﾆﾎ03/ 0002000354

岡山県の樹木

岡山県の樹木図鑑 狩山 俊悟／著
倉敷市立自
然史博物館

2009.7 K652/21B/ 0009411786

新岡山の巨樹老樹名木
岡山県緑化推
進協会／編

岡山県緑化
推進協会

2020.7 K652/24/2020B 0015333271

岡山の樹木
西原　礼之助／
著

日本文教出版 1981.11 K652/4B/ 0002536811

樹樹のかがやき　豊かな緑を次世代に
岡山県岡山地方
振興局／編集

岡山県岡山
地方振興局

2002.3 KL652/6B/ 0002198109

晴れの国岡山の木　岡山の森林・林業・林産業 岡山県／〔編〕 岡山県 1999 KL650/2B/ 0003918539

緑化活動
緑の技法　自然と共生する持続型都市社会に
向けて

輿水 肇／編著 彰国社 2019.7 518.85/ｺｼ19/ 0014984306

知っておきたい壁面緑化のQ&A
都市緑化機構特殊緑
化共同研究会／編著 鹿島出版会 2012.6 518.85/ﾄｼ12/ 0011361441

知っておきたい屋上緑化のQ&A
都市緑化機構特殊
緑化共同研究会／
編著

鹿島出版会 2012.6 518.85/ﾄｼ12/ 0011361458

在来野草による緑化ハンドブック　身近な自然
の植生修復

根本 正之／編集 朝倉書店 2020.5 518.85/ﾈﾓ20/ 0015229545

街路樹は問いかける　温暖化に負けない<緑>
のインフラ

藤井 英二郎／著 岩波書店 2021.8 518.85/ﾌｼ21/ 0015461312

絵図と写真でたどる明治の園芸と緑化　秘蔵資料で
明かされる、現代園芸・緑化のルーツ

近藤 三雄／著 誠文堂新光社 2017.4 622.1/ｺﾝ17/ 0013961974

国土緑化運動五十年史
国土緑化推進
機構／編

国土緑化推
進機構

2000.12 650.7/ｺｸ01/ 0004368643

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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樹木を調べる

最高に美しい身近な樹木ビジュアルカタログ
樹形・葉・花・実・季節の変化が一目でわかる

江見 敏宏／写
真・文

技術評論社 2018.7 653.2/ｴﾐ18/ 0014465587

樹木見どころ勘どころまるわかり図鑑 大海 淳／著 大泉書店 2009.5 653.2/ｵｵ09/ 0009286071

散歩で見かける街路樹・公園樹・庭木図鑑 葛西 愛／著 創英社 2019.4 653.2/ｶｻ19/ 0014914402

葉っぱで気になる木がわかる　Q&Aで見分ける
350種樹木鑑定

林 将之／著
廣済堂あかつき
株式会社出版事
業部

2011.6 653.2/ﾊﾔ11/ 0010377737

「この木の名前、なんだっけ?」というときに役立
つ本　樹木がより身近になる!

菱山 忠三郎／
写真と文

主婦の友社 2015.3 653.2/ﾋｼ15/ 0012848594

樹木学事典 堀 大才／編著 講談社 2018.5 653.2/ﾎﾘ18/ 0014500276

日本大樹名木図説 青木 楓／著 クラフト舎 2020.11 653.21/ｱｵ21/ 0015766884

日本有用樹木誌　カラー版 伊東 隆夫／著 海青社 2019.7 653.21/ｲﾄ19/ 0015025638

図説日本の樹木 鈴木 和夫／編著 朝倉書店 2012.4 653.21/ｽｽ12/ 0011157310

日本の樹木 舘野 正樹／著 筑摩書房 2014.10 653.21/ﾀﾃ14/ 0012756003

鑑定図鑑日本の樹木　枝・葉で見分ける540種 三上 常夫／著 柏書房 2009.5 653.21/ﾐｶ09/ 0009187360

樹に聴く　香る落葉・操る菌類・変幻自在な樹形 清和 研二／著 築地書館 2019.10 653.7/ｾｲ19/ 0015035520

子どもに教えてあげられる身近な樹木図鑑 岩槻 秀明／著 大和書房 2020.6 B653.2/ｲﾜ20/ 0015367444

樹木のはなし

樹木にまつわる物語　日本の民話・伝説などを
集めて

浅井 治海／著 フロンティア出版 2007.7 388.1/ｱｻ07/ 0008362840

図説樹木の文化史　知識・神話・象徴
フランシス・ケア
リー／著

柊風舎 2016.1 653.2/ｹｱ16/ 0013294632

世界の樹木をめぐる80の物語
ジョナサン・ド
ローリ／著

柏書房 2019.12 653.2/ﾄﾛ19/ 0015102973

樹木と名字と日本人　暮らしの草木文化誌 有岡 利幸／著 八坂書房 2018.1 653.21/ｱﾘ18/ 0014250187

縁起のよい樹と日本人 有岡 利幸／著 八坂書房 2020.3 653.21/ｱﾘ20/ 0015253552

知っておきたい100の木　日本の暮らしを支え
る樹木たち

田中 潔／文・
写真

主婦の友社 2011.7 653.21/ﾀﾅ11/ 0010588176

樹木と木材の図鑑　種類・特徴から材質・用途
までわかる

西川 栄明／著 創元社 2016.3 653.21/ﾆｼ16/ 0013427828

樹木医が教える緑化樹木事典　病気・虫害・管
理のコツがすぐわかる!

矢口 行雄／監修 誠文堂新光社 2013.6 654.7/ﾔｸ13/ 0011998937

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　自然科学班
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