
プラントハンター

            ～まだ見ぬ植物に憧れ世界探検に赴く人たち～

①プラントハンターについて
書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

1 プラントハンター  ヨーロッパの植物熱と日本白幡　洋三郎 著 講談社 1994 4702/SH81（中央）

2 植物巡礼  プラント・ハンターの回想 
Ｆ．キングドンウォード
著  塚谷　裕一 訳

岩波書店 1999 47073/1（中央）

3 プラント・ハンター物語  植物を世界に求めて 
Ｔ．ホイットル 著
白幡　洋三郎 訳

八坂書房 1983 4702/H81（中央）

4 黒船が持ち帰った植物たち 小山　鉄夫 編著 アボック社出版局 1996 4721/3（中央）

5 紅茶スパイ  英国人プラントハンター中国をゆく
サラ・ローズ 著
築地　誠子 訳

原書房 2011 6198/33（東部）

6
プラントハンター東洋を駆ける
　　　  日本と中国に植物を求めて

アリス・Ｍ．コーツ 著
遠山　茂樹 訳

八坂書房 2007 47073/1（西部）

②花の文化史関係
書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

7
シーボルトと日本の植物
       東西文化交流の源泉

木村　陽二郎著  恒和出版 1981 4702/KI39（中央）

8 花の文化史
ピーター・コーツ 著
安部　薫 訳

八坂書房 1978 627/KO94（中央）

9 花と木の文化史   岩波新書　黄版 中尾　佐助 著 岩波書店 1986 627/N41（中央）

10 チューリップ・バブル  人間を狂わせた花の物語
マイク・ダッシュ 著
明石　三世 訳

文芸春秋 2000 6276/1（中央）

11 花の変奏  花と日本文化
中西　進 編著
辻　惟雄 編著

ぺりかん社 1997 704/2（西部）

12
花を愉しむ事典  神話伝説・文学・利用法か
ら花言葉・占い・誕生花まで

Ｊ．アディソン 著
樋口　康夫 訳

八坂書房 2002 3823/3（東部）

13
人はなぜ花を愛でるのか　地球研ライブラ
リー

日高　敏隆 編
白幡　洋三郎 編

 八坂書房 2007 38904/50（東部）

14 蓮への招待  文献に見る蓮の文化史 三浦　功大 著  西田書店 2004 47971/1（西部）

15
チューリップ・ブック  イスラームからオラン
ダへ、人々を魅了した花の文化史

国重　正昭［ほか］著
南日　育子 訳

 八坂書房 2002 6276/11（東部）

16 花のデザイン  日本美術に見る草木花の意匠朝日新聞社 編 朝日新聞社 1987 757/H27（東部）

17 緑と人間の文化
アンソニー・ハックスリ
著  鈴木　邦雄 訳

東京書籍 1988 470/H17（中央）
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③神話･民話･伝説になった植物たち
書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

18 世界の花と草木の民話
日本民話の会外国民
話研究会 編訳

三弥井書店 2006 388/39（中央）

19
森と樹木と人間の物語
ヨーロッパなどに伝わる民話・神話を集めて

浅井　治海 著 フロンティア出版 2006 3883/7（中央）

20
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 3881/58（中央）

21
魔法の植物のお話
　　ヨーロッパに伝わる民話・神話を集めて

浅井　治海 著 フロンティア出版 2008 3883/8（中央）

22 異界の花  ものがたり植物図鑑 塚谷　裕一 著 マガジンハウス 1996 91026/71（東部）

④役に立つ植物たち
書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

23 ファラオの秘薬  古代エジプト植物誌
リズ・マニカ 著
八坂書房編集部 訳

八坂書房 1994 242/MA44（中央）

24 薬草歳時記 鈴木　昶 著 青蛙房 1995 49987/1（中央）

25
鬱金の謎
琉球王朝の「秘花」５万キロ流転の光と影

井上　宏生 著 双葉社 1995 49987/2（中央）

26
大地の薬 　ヨーロッパの薬用植物の神話、
医療用途、料理レシピ

 スザンネ・F・リチィ 著
手塚　千史 訳

あむすく 1996 49987/3（中央）

27
古代出雲の薬草文化
　　　見直される出雲薬と和方

昭和漢方生薬ハーブ
研究会 編

出帆新社 2000 49987/14（中央）

28 クスリになる身近な野草  効能と用い方  田中　博 著  主婦と生活社 1990 4998/TA84（中央）

29 木曽御岳百草物語 銀河書房 編 銀河書房 1993 4997/KI59（中央）

30 媚薬の博物誌 立木　鷹志 著 青弓社 1993 4998/TA14（中央）

31 図解四季の薬草利用 小林　正夫 著 農山漁村文化協会 1981 4998/KO12（中央）

32 薬になる花
安藤　博 写真
田中　孝治 文

朝日新聞社 1972 4998/A47（中央）

33 熱帯林の恵み  カラー版 渡辺　弘之 著 京都大学学術出版会 2007 657/14（東部）

⑤植物の過去と未来
書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

34 植物の起源と進化
Ｅ．Ｊ．Ｈ．コーナー 著
大場　秀章 訳

八坂書房 1989 470/KO71（中央）

35 植物物語  自然からの贈り物
Ｊ．ハッチンソン 共著
Ｒ．メルヴィル 共著

八坂書房 1987 471/H11（中央）

36 植物は驚異のデザイナー  形態・適応・生存
フェリクス・パトゥリ 著
土田　光義 訳

白揚社 1988 471/P27（中央）

37 品種改良の世界史  作物編
 鵜飼　保雄 編著
大澤　良 編著

悠書館 2010 61521/20(中央)

38 花の歴史  花々との出会い
Ａ・アンダーソン 著
竹田　雅子 訳

八坂書房 1998 4704/4(中央)
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39 植物の生と死 江刺　洋司 著 平凡社 1997 4713/9(中央)

40
バイオパイラシー
　　グローバル化による生命と文化の略奪

バンダナ・シバ 著
松本　丈二 訳

緑風出版 2002 5799/8（西部）

41
文明を変えた植物たち
     コロンブスが遺した種子

酒井　伸雄 著 ＮＨＫ出版 2011 61502/3（東部）

42 植物が消える日  地球の危機
H・クーポウィッツ ［著］
ヒラリー・ケイ ［著]

八坂書房 1993 470/KU51(中央)

43 植物からの警告  生物多様性の自然史 岩槻　邦男 著 日本放送出版協会 1994 470/I97(中央)

⑥植物図誌
書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

44 植物学と植物画 大場　秀章 著 八坂書房 1996 723/1（東部）

45 花の風物誌　新装版 釜江　正巳 著 八坂書房 1997 4704/2（東部）

46 花の図譜ワンダーランド 荒俣　宏 著 八坂書房 1999 723/16（東部）

17 花の歳時記  草木有情 釜江　正巳 著 花伝社 2001 4704/22（東部）

48 花の西洋史  草花篇
Ａ．Ｍ．コーツ 著
白幡　洋三郎 訳

八坂書房 1989 4723/1/1（西部）

19 花の西洋史  花木篇
Ａ．Ｍ．コーツ 著
白幡　洋三郎 訳

八坂書房 1991 4723/1/2（西部）

50 フローラ逍遙 渋沢　竜彦 著 平凡社 1987 7502/N71/1（中央）

51 花空庭園 荒俣　宏 著 平凡社 1992 477/A64（中央）

52 牧野富太郎植物画集 牧野富太郎・〔画〕 ミュゼ 1999 470/4（中央）

53 バラ図譜
ピエール＝ジョゼフ・
ルドゥーテ 画

河出書房新社 2008 72335/84（中央）

54 花の肖像  ボタニカルアートの名品と歴史 大場　秀章 ［編］著 創土社 2006 72087/7（西部）

55 花譜博覧 荒俣　宏 著 平凡社 1990 477/A64（中央）

56 フローラの神殿
Ｒ・Ｊ・ソーントン［制作］
荒俣　宏 編著

リブロポート 1990 4702/SO48(中央)
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