
書名 著者 発行所 発行年 請求記号

江戸と北京 英国園芸学者の極東紀行
ロバート・フォーチュン/
著 三宅馨/訳

廣川書店 1983 2910/49/83

幕末日本探訪記 江戸と北京
ロバート・フォーチュン
/[著] 三宅馨/訳

講談社 1998 2910/B286/98

江戸東京の自然を歩く 唐沢孝一/著  中央公論新社 1999 2913/939/99

江戸の遊び方 若旦那に学ぶ現代人の知恵 中江克己/[著] 光文社 2000 3848/B15/000

暮らしのなかの花 花の民俗誌 自然の中の人間シ
リーズ 花と人間編 1

並河治/著 樋口春三/
編

農山漁村文化協
会

2004 3861/L134/4

江戸の動植物図 知られざる真写の世界 朝日新聞社/編 朝日新聞社 1988 4602/1/88

年表日本博物学史 上野益三/著 八坂書房 1989 4603/4/89

日本博物誌年表 磯野直秀/著 平凡社 2002 4603/5/2

大江戸花鳥風月名所めぐり 松田道生/著 平凡社 2003 4621/9/3

図説草木名彙辞典 木村陽二郎/監修 柏書房 1991 4703/14/91

図説花と樹の大事典
植物文化研究会/編
木村陽二郎/監修

柏書房 1996 4703/15/96

植物文化人物事典 江戸から近現代・植物に魅せ
られた人々

大場秀章/編 日外アソシエーツ 2007 4703/21/7

江戸時代の自然 外国人が見た日本の植物と風
景

青木宏一郎/著 都市文化社 1999 4721/4/99

江戸の本草 薬物学と博物学 矢部一郎/著 サイエンス社 1985 4999/6/85

江戸の植物学 大場秀章/著 東京大学出版会 1997 4999/18/97

江戸博物図鑑 1 本草図説 植物
高木春山/〔著〕 荒俣
宏/監修 八坂安守/校
註

リブロポート 1988 4999/L16/1

総合種苗ガイド 3 古典園芸植物編 （改訂第2版）
ガーデンライフ編集部,
農耕と園芸編集部/編

誠文堂新光社 1969 6208/3/96

江戸のガーデニング 青木宏一郎/著 平凡社 1999 6221/2/99

江戸の園芸 自然と行楽文化 青木宏一郎/著 筑摩書房 1998 6221/3/98

温室 ものと人間の文化史 152 平野恵/著 法政大学出版局 2010 6240/2/10

江戸の変わり咲き朝顔 渡辺好孝/著 平凡社 1996 6274/1/96

萬年青の歴史 水野淳蔵/著 豊明園 2004 6275/13/4

江戸奇品解題 浜崎大/著
幻冬舎ルネッサン
ス

2012 6278/4/12

東京公園文庫 17 向島百花園
前島康彦/著 東京都
公園協会/監修

郷学舎 1981 6290/1/17

東京公園文庫 23 堀切菖蒲園
相関芳郎/著 東京都
公園協会/監修

郷学舎 1981 6290/1/23

樹芸百五十年　改訂2版 前島康彦/著 冨士植木 1996 6290//96

江戸の庭園 将軍から庶民まで 飛田範夫/著
京都大学学術出
版会

2009 6292/29/9

大名庭園を楽しむ お江戸歴史探訪 安藤優一郎/著 朝日新聞出版 2009 6292/30/9

植木の里 東京駒込・巣鴨 川添登,菊池勇夫/著 ドメス出版 1986 6297/1/86

江戸の花競べ 園芸文化の到来 大江戸カル
チャーブックス

小笠原左衞門尉亮軒/
著

青幻舎 2008 6720/4/8

目でみる江戸・明治百科 2 江戸歳時記の巻 国書刊行会/編 国書刊行会 1996 7218/313/2

特別展「花開く 江戸の園芸」
シンポジウム「江戸の園芸文化 －環境と観光－」

関連図書リスト

書籍 ・ 図録  ・ 雑誌特集号

江戸東京博物館7階図書室（入室無料） 



書名 著者 発行所 発行年 請求記号

目でみる江戸・明治百科 4 明治時代四季の行楽
と博覧会の巻

国書刊行会/編 国書刊行会 1996 7218/313/4

浮世絵でめぐる江戸の花
日野原健司,平野恵/
著

誠文堂新光社 2013 7218/500/013

江戸の花屋敷 百花園学入門 向島百花園創設
200周年記念

向島百花園サービスセ
ンター,内田博之/編

東京都公園協会 2008 C36/6290/3

緑と水のひろば 第23号(春号)  [特集：江戸のオー
プンガーデン東京のオープンガーデン]

東京都公園協会 2001 C36/6290/2-23

東京公園史話
前島康彦/著 東京都
公園協会/編

東京都公園協会 1989 C36/6293/1

新宿と庭園
東京都新宿区教育委
員会/編

東京都新宿区教
育委員会

1971 C3636/6292/1

染井遺跡の発掘調査 豊島区教育委員会/編
豊島区教育委員
会

1991 C3643/2102/11

豊島区遺跡調査会調査報告 27 染井 13 豊島区遺跡調査会/編
豊島区遺跡調査
会

2012 C3643/2102/9-27-S0

美術コレクション名品選
さいたま市大宮盆栽美
術館/編 [依田徹/他

さいたま市大宮盆
栽美術館

2010 M34/SA-27/2

ウキヨエ盆栽園 盆栽デ明治ヲアソブ 平成23年度
特別展

さいたま市大宮盆栽美
術館/編 [平野恵,田口
文哉/解説]

さいたま市大宮盆
栽美術館

2012 M34/SA-27/5-S0

いずれ菖蒲か杜若 水辺の花の物語 企画展
千葉県立大利根博物
館/編

千葉県立大利根
博物館

2005 M35/CH-3/28

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

1999 M35/KO-2/79-1

伝統の朝顔 2 芽生えから開花まで 日本の伝統植
物・くらしの植物苑

国立歴史民俗博物館/
編

国立歴史民俗博
物館

2000 M35/KO-2/79-2

伝統の朝顔 3 作り手の世界
国立歴史民俗博物館/
編

国立歴史民俗博
物館

2000 M35/KO-2/79-3

冬の華 サザンカ 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

2001 M35/KO-2/105

季節の伝統植物 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

2002 M35/KO-2/128

海をわたった華花 ヒョウタンからアサガオまで
国立歴史民俗博物館/
編 [岩橋文武/他編]

国立歴史民俗博
物館

2004 M35/KO-2/139

"朝顔図譜"をよむ 『あさかほ叢』 くらしの植物苑特
別企画 季節の伝統植物「伝統の朝顔」

国立歴史民俗博物館/
編 [仁田坂英二/他執
筆 岩淵令治/編集]

国立歴史民俗博
物館

2008 M35/KO-2/155

堀切菖蒲園 葛西花暦 特別展
葛飾区郷土と天文の
博物館/[編]

葛飾区郷土と天
文の博物館

1995 M3622/KA-2/29

葛飾区古文書史料集 11 堀切と花菖蒲
葛飾区郷土と天文の
博物館/[編]

葛飾区郷土と天
文の博物館

1998 M3622/KA-2/14-11

花菖蒲 江戸の面影・堀切菖蒲園 かつしかブック
レット8

葛飾区郷土と天文の
博物館/編

葛飾区郷土と天
文の博物館

1998 M3622/KA-2/12-8

花菖蒲 2 HORIKIRIJAPAN かつしかブックレット13
葛飾区郷土と天文の
博物館/編

葛飾区郷土と天
文の博物館

2002 M3622/KA-2/12-13

花菖蒲 3 伝統の堀切菖蒲園 かつしかブックレット
14

葛飾区郷土と天文の
博物館/[編] [橋本直
子/編集・執筆]

葛飾区郷土と天
文の博物館

2004 M3622/KA-2/12-14

いけばな 歴史を彩る日本の美 特別展 

京都府京都文化博物
館,東京都江戸東京博
物館,読売新聞社/編
[植山茂/他解説] 

京都府京都文化
博物館,東京都江
戸東京博物館,読
売新聞社 

2009 M3624/TO-3/326-S0

花開く江戸の園芸 開館20周年記念特別展
東京都江戸東京博物
館/編

東京都江戸東京
博物館

2013 M3624/TO-3/371-S0

花 特別展 [東京国立博物館/編] 東京国立博物館 1995 M3631/TO-2/302

菊人形今昔 団子坂に花開いた秋の風物詩 平成
14年度特別展図録

文京ふるさと歴史館/編
[川口明代/編・執筆
平野恵,田中斉/執筆]

文京区教育委員
会

2002 M3632/BU-1/26

本草から植物学へ 岩崎潅園から牧野富太郎まで
平成15年度学習企画展

[岩崎潅園,牧野富太
郎/他画] 文京ふるさと
歴史館/編

文京ふるさと歴史
館

2004 M3632/BU-1/27-S0



書名 著者 発行所 発行年 請求記号

描かれた動物・植物 江戸時代の博物誌 国立国
会図書館特別展示

磯野直秀/監修 国立
国会図書館/編

国立国会図書館 2005 M3634/KO-3/75

駒込・巣鴨の園芸史料　豊島区立郷土資料館調
査報告書 第1集

〔東京都〕豊島区立郷
土資料館/編

豊島区教育委員
会

1985 M3643/TO-1/19

竹本焼と園芸・盆栽文化 2001年度第2回収蔵資
料展

豊島区立郷土資料館
/[編]

豊島区立郷土資
料館

2001 M3643/TO-1/51

伊藤伊兵衛と江戸園芸 2003年度第2回企画展
豊島区立郷土資料館/
編 [秋山伸一/執筆・
編]

豊島区教育委員
会

2003 M3643/TO-1/59

A・LA・SUGAMO〈あ・ら・すがも〉 中山道と巣鴨地域
2007年度企画展図録

豊島区立郷土資料館/
編 [秋山伸一/執筆・
編集]

豊島区 2007 M3643/TO-1/68

江戸時代の百科事始 本草学者小野蘭山の世界
特別展

練馬区立石神井公園
ふるさと文化館/編 [小
宮佐知子/編集]

練馬区立石神井
公園ふるさと文化
館

2011 M3645/NE-3/9

江戸園芸花尽くし 特別展
太田記念美術館/編
[日野原健司/編集・執
筆 渡邉晃/執筆]

太田記念美術館 2009 M3648/OT-1/26

江戸のくすりハンター 小野蘭山 採薬を重視した本
草学者がめざしたもの

内藤記念くすり博物館
/[編] 伊藤恭子/編著

内藤記念くすり博
物館

2012 M53/NA-1/19-S0

江戸時代のガーデニング 岩瀬文庫資料から見
る！ 西尾市岩瀬文庫企画展

西尾市岩瀬文庫/編 西尾市岩瀬文庫 2009 M55/NI-3/21-S0

王者の華 牡丹 名古屋開府四〇〇年 徳川美術
館・蓬左文庫開館七十五周年記念春季特別展

徳川美術館/編 [瀧澤
彩/解説]

徳川美術館 2010 M55/TO-4/37

サライ 第14巻第5号,通巻第304号(2002.3.7)
  [特集：美し国の観葉植物]

小学館 2002

季刊銀花 第134号(2003.夏)
  [特集：朝顔 芸をする花]

文化出版局 2003

人形町 Vol.89(2003.夏号) 江戸開府400年記念号
江戸のガーデニング・平成人形町のガーデニング

人形町商店街協
同組合

2003

江戸楽 No.14(2010.6) 世界が驚いた 江戸の園芸
文化と現代

エー・アール・ティ/編 エー・アール・ティ 2010

古今要覧稿 第4・5・別巻 復刻版
草木部（上・下）、別巻（解説・索引）

屋代弘賢/編 西山松
之助,朝倉治彦/監修

原書房 1982 0312/4/4･5･7

江戸叢書 巻の3 十方庵遊歴雑記 第1編 江戸惣
鹿子名所大全

[大浄敬順/著] [藤田
理兵衛/著 菱川師宣/
画] 江戸叢書刊行会/
編

日本図書センター 1980 0810/42/3

日本名所風俗図会 3 江戸の巻
（『江戸名所記』、『江戸名所花暦』、『東都歳時
記』、『絵本江戸土産』他収録）

朝倉治彦/編 池田弥
三郎/他監修

角川書店 1979 2910/L30/3-S0

江戸名所花暦　生活の古典双書 8
岡山鳥/著 長谷川雪
旦/画 今井金吾/校注

八坂書房 1979 2913/15/79

江戸名所図会 上・中・下 原寸復刻
[斎藤幸雄/編 長谷川
雪旦/画] 石川英輔,田
中優子/監修

評論社 1996 2913/823/1～3

日本科學古典全書 9･10 本草（上・下） 復刻版
（小野蘭山『重訂本草綱目啓蒙』）

三枝博音/編 朝日新聞社 1978 4021/16/9・10

江戸科学古典叢書 21 薬圃図纂・草木奇品家雅
見 復刻版

[服部範忠/著]　上野
益三/解説

恒和出版 1979 4021/17/21

江戸科学古典叢書 24 植学啓原・植物学 復刻
版

[宇田川榕庵/著] [韋
廉臣/訳 李善蘭/記]
上野益三,矢部一郎/
解説

恒和出版 1980 4021/17/24

草木図説 木部 上・下
飯沼慾斎/原著 北村
四郎/編註

保育社 1977 4703/5/1・2

草木圖説 草部1～4 増補版復刻版
飯沼慾斎/著述 牧野
富太郎/再訂増補

国書刊行会 1988 4703/7/1～4

地誌 ・ 植物関係文献  （復刻 ・ 翻刻版）



書名 著者 発行所 発行年 請求記号

四季草花譜 飯沼慾斎「草木図説選」　博物図譜
ライブラリー 1

木村陽二郎/解説 八坂書房 1988 4703/8/88

花彙 上・下 生活の古典双書 19
小野蘭山,島田充房/
著 奥山春季/解説

八坂書房 1977 4999/20/1・2

草木錦葉集 解説
塚本洋太郎/監修 北
村四郎/校閲

青青堂出版 1977 4999/22/77

日本農書全集 第54巻 園芸1
 （伊藤伊兵衛『花壇地錦抄』）

佐藤常雄/他編 君塚
仁彦/校注・執筆

農山漁村文化協
会

1995 6108/1/54-S0

日本農書全集 第55巻 園芸2  （秀島英露『養菊
指南車』、『植木手入秘伝』、中山雄平『剪花翁
伝』）

佐藤常雄/他編 今江
正知/他校注・執筆

農山漁村文化協
会

1999 6108/1/55-S0

花壇地錦抄,草花絵前集　東洋文庫 288
伊藤伊兵衛(3代目),伊
藤伊兵衛(4代目)/著
加藤要/校注

平凡社 1982 6270/1/82

日本庶民文化史料集成 第9巻 遊び
 （『丸山菊大会』、壺天堂主人『花壇菊花大全』、
『花壇朝顔通』、花菱逸人『透百合培養法』、岩崎
潅園『草木育種』・阿部櫟斎『草木育種後編』他
収録）

芸能史研究会/編 三一書房 1983 7721/23/9

日本庶民文化史料集成 第13巻 芸能記録2
 （『宴遊日記』、『宴遊日記別録』）

芸能史研究会/編 三一書房 1977 7721/23/13

江戸・東京近郊の史的空間
(秋山伸一「江戸北郊地域における花名所の創出」、平
野恵「十九世紀江戸・東京の植木屋の多様化　--近郊
農村型から都市型へ--」)

地方史研究協議会/編 雄山閣出版 2003 2136/667/003

緑と水のひろば 第67号(春号)
（青木宏一郎「世界に誇る江戸の園芸）

東京都公園協会 2012 C36/6290/2-67

国立歴史民俗博物館研究報告 第138集
（岩淵令治「八戸藩江戸勤番武士の日常生活と行動」）

国立歴史民俗博物館/
編
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