
桜を知る～品種
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

桜が創った「日本」 : ソメイヨシノ起源への旅 佐藤俊樹 著 岩波書店 2005.2 RA347-H35

新日本の桜
木原浩 写真 , 大場秀章, 川崎哲也,
田中秀明 解説

山と溪谷社 2007.3 RA347-H64

桜の話題事典 大貫茂 編著 東京堂出版 2010.3 RA347-J38

桜の科学 : 日本の「サクラ」は10種だけ?新しい事実、知られざる由来とは 勝木俊雄 著 SBクリエイティブ 2018.2 RA347-L57

サクラの文化誌 = Cultural History of the Japanese Flowering Cherries 岩﨑文雄 著 北隆館 2018.1 RA347-L63

このはなさくや図鑑 : 美しい日本の桜 : 桜図鑑 1 オンデマンド版 藤原隆之 著
このはなさくや図鑑運営委
員会

2018.4 (4
刷)

RB2-L110

このはなさくや図鑑 : 美しい日本の桜 : 桜図鑑 2 オンデマンド版 藤原隆之 著
このはなさくや図鑑運営委
員会

2016.12 RB2-L80

笹部新太郎さくらのすべて : 花を恋して90年 特別展
白鹿記念酒造博物館付設笹部さく
ら資料室 編

白鹿記念酒造博物館 1982.8 RB197-E10

奈良大和路の桜100選 山崎しげ子, 矢野建彦 編著 東方出版 2001.4 RB197-G137

全国桜の名木100選 大貫茂 著 家の光協会 2002.2 RB197-G156

さくら : 平成15年度春の特別展 城陽市歴史民俗資料館 編 城陽市歴史民俗資料館 2004.2 RB197-H10

桜 1 有岡利幸 著 法政大学出版局 2007.3 RB197-H51

桜 2 有岡利幸 著 法政大学出版局 2007.3 RB197-H50

さくら百科
永田洋, 浅田信行, 石川晶生, 中村輝
子 編

丸善 2010.1 RB197-J32

サクラとウメの花の香り 堀内哲嗣郎 著 フレグランスジャーナル社 2007.12 PA555-J4

桜を楽しむ～花見、和菓子
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

京都桜名所 水野克比古 写真・文 京都書院 1994.3 KC726-E1842

花をたずねて吉野山 : その歴史とエコロジー 鳥越皓之 著 集英社 2003.2 GC176-H10

ノジュール = Nodule 137:2018.3
（特集 満開の桜に包まれて“花見×観光” 桜並木の散歩道）

JTBパブリッシング 2018.3 Z72-G82

「桜と日本人」ノート : カラー版 安藤潔 著 文芸社 2004.3 GD1-H44

桜は今、世界のどこかで咲いている = Cherry blossoms are blooming
somewhere in the world right now

峰村剛 著 考古堂書店 2013.3 GA92-L18

浮世絵と古地図でたどる江戸の名所 : 江戸の名所をめぐればわかる!江戸っ
子たちの暮らしと嗜み

洋泉社 2017.3 Y94-L38581

広重TOKYO : 名所江戸百景 小池満紀子, 池田芙美 著 講談社 2017.5 KC172-L82

江戸時代の和菓子デザイン 中山圭子 著 ポプラ社 2011.4 DL698-J91

ときめく和菓子図鑑 高橋マキ 文 , 内藤貞保 写真 山と溪谷社 2016.12 EF27-L698

桜を観る～美術、歌舞伎
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

金刀比羅宮と桜 : 特別公開桜樹木地蒔絵 : 特別展 香川県歴史博物館 編 香川県歴史博物館 2004.3 K16-H476

日本の図像櫻 ピエ・ブックス 2009.1 K16-J222

桜花爛漫 : 特別展図録 埼玉県立博物館 編 埼玉県立博物館 1998.3 K16-L439

Kimono Beauty : シックでモダンな装いの美 江戸から昭和 長崎巌 監修 東京美術 2013.1 KB16-L47

桜な時季 (とき) : さくら市ミュージアム-荒井寛方記念館- : 第70回企画展
さくら市ミュージアム-荒井寛方記
念館 編

さくら市ミュージアム-荒井
寛方記念館

c2009 KC16-L546

シーボルト・コレクション日本植物図譜展 : 日本のボタニカル・アートの原
点

タマラ・チェルナーヤ 監修・本文 アート・ライフ c2002 KC16-H321

城の春さくらの美術 : 名古屋城特別展 名古屋城特別展開催委員会 編 名古屋城特別展開催委員会 2008.3 KC16-J1594

ようこそ浮世絵の世界へ = An Introduction to Ukiyo-e,in English and
Japanese : 英訳付

太田記念美術館 監修 , 日野原健司
解説

東京美術 2015.8 KC172-L46

浮世絵でめぐる江戸の花 : 見て楽しむ園芸文化 日野原健司, 平野恵 共著 誠文堂新光社 2013.4 KC16-L185

肉筆浮世絵 = Seductive Smiles:Masterpieces of ukiyo-e paintings from
the Weston Collection : 美の競艶 : シカゴウェストンコレクション

永田生慈 監修 小学館スクウェア 2015.4 KC16-L1425

鈴木春信 : ART BOX 鈴木春信 [画] , 浅野秀剛 著 講談社 2017.8 KC16-L2566

ミニ展示

資料リスト桜



草木写生 春の巻
狩野重賢 画 , 高岡一弥 アートディ
レクション , 狩俣公介 解説

ピエ・ブックス 2010.2 KC16-J1236

色から読み解く日本画 = Colors in Nihonga 三戸信惠 著 エクスナレッジ 2018.8 KC216-L10

さくらに見る日本の美 : 大観・玉堂から現代作家まで 村木明 監修 共同通信社 c2000 KC16-G2100

花めぐり : 日本画にみる花 茨城県天心記念五浦美術館 編 茨城県天心記念五浦美術館 2005 KC16-H1739

加山又造展
加山又造 [画] , 茨城県近代美術館
編

茨城県近代美術館 c2007 KC16-H2267

山種美術館所蔵名品展 : 図録 富山県立近代美術館 編 富山県立近代美術館 [2007] KC16-H2497

新現代日本画家素描集 4 日本放送出版協会 1992.9 KC16-E1624

美術館からこんにちは : 中島千波作品集 中島千波 著 , 中島美子 監修 求龍堂 2003.11 KC16-H741

横山大観 : 新たなる伝説へ : 没後50年
横山大観 [画] , 国立新美術館, 横山
大観記念館, 朝日新聞社, 古田亮 編

朝日新聞社 2008.1 KC16-J135

奥村土牛作品集 : 山種美術館所蔵
奥村土牛 [画] , 山種美術館学芸部
編

山種美術館 c2010 KC16-J2346

川合玉堂展 : 美しい日本の風景 川合玉堂 [画] , 水野美術館 編 水野美術館 2008 KC16-J505

速水御舟とその周辺 = The roots and legacy of Gyoshu Hayami, master of
Japanese-style painting : 大正期日本画の俊英たち

速水御舟 [画] 世田谷美術館 2015 KC16-L1619

渡辺省亭 : 花鳥画の孤高なる輝き
渡辺省亭 [画] , 岡部昌幸 監修 , 植
田彩芳子 ほか 執筆

東京美術 2017.2 KC16-L2296

二条城二の丸御殿障壁画ガイドブック = A guide to the murals of Nijo-jo
Castle's Ninomaru-goten Palace

元離宮二条城事務所 編 元離宮二条城事務所 2015.1 KC16-L1623

月刊美術 36(4) (通号 415)
（特集 春爛漫"桜"対決--現代の名手が選ぶ傑作選）

サン・アート 2010.4 Z11-717

日本の文様 4 (桜) 今永清二郎 責任編集 小学館 1986.1 KC521-270

日本のデザイン : 日本の意匠 第4巻 紫紅社 2002.1 KC521-G368

演目別歌舞伎の衣裳鑑賞入門 丸山伸彦 監修 東京美術 2014.3 KD492-L3

バイリンガルで楽しむ歌舞伎図鑑 = Photographic Kabuki Kaleidoscope:in
Japanese and English

君野倫子 著 , 市川染五郎 監修 小学館 2016.6 KD492-L8

桜を読む～文学
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

京(みやこ)のいろ 荒井和生 文 , 田口葉子 写真 世界文化社 2017.3 KF126-L15

古今集の桜と紅葉 佐田公子 著 笠間書院 2008.12 KG42-J13

山家集 新装版 [西行] [著] , 後藤重郎 校注 新潮社 2015.4 KG135-L33

文豪と京の「庭」「桜」 海野泰男 著 集英社 2015.1 KG311-L84

コレクション近代日本文学 石尾奈智子, 市川浩昭, 岸規子 編 冬至書房 2015.3 KG311-L104

和歌の図像学
浅田徹, 勝原晴希, 鈴木健一, 花部英
雄, 渡部泰明 編

岩波書店 2006.2 KG712-H67

桜と日本人 小川和佑 著 新潮社 1993.6 KG748-E191

花のかたち : 日本人と桜 古典 中西進 著 角川書店 1995.4 KG748-E255

花-世の中に絶えて桜のなかりせば 斎宮歴史博物館 編 斎宮歴史博物館 2000.4 KG748-G167

桜の文学史 小川和佑 著 文藝春秋 2004.2 KG748-H45

暗黒のメルヘン 渋沢竜彦 編 立風書房 1990.9 KH6-E131

日本の名随筆 65 作品社 1988.3 KH17-90

樋口一葉 樋口一葉 [著] , 坪内祐三, 中野翠 編 筑摩書房 2000.9 KH134-G7

新編水上勉全集 第16巻 中央公論社 1997.1 KH347-G1

國文學 : 解釈と教材の研究 46(5)
（特集 桜--桜のエクリチュール）

學燈社 [編] 2001.4 Z13-334

短歌 51(5) (通号 664)
（特集 桜[歌とエッセイ]）

角川文化振興財団 2004.4 Z13-655

俳壇 28(4)
（特集 桜を詠む--日本列島桜紀行--沖縄から北海道まで、桜の名所を俳句
とエッセイで周遊）

本阿弥書店 [編] 2011.4 Z13-2897


