
公園・庭園を歩く・見る

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

47都道府県・公園/庭園百科
西田正憲 編著, 飛田範夫, 黒田乃
生, 井原縁 著

丸善出版 2017.8 KA424-L28

日本の美しい庭園図鑑 = Beautiful garden in Japan 大野暁彦, 鈴木弘樹 エクスナレッジ 2017.3 KA434-L89

世界の美しい公園 = Beautiful Parks パイインターナショナル 編著
パイインターナショ
ナル

2018.8 KC726-L2825

世界の美しい庭園図鑑 = Beautiful gardens in the world エクスナレッジ 2016.3 KA437-L14
日本の庭園 2 講談社 1996.9 YP12-223

日本の庭京都 = JAPANESE GARDENS:KYOTO 中田昭 写真
パイインターナショ
ナル

2019.7 KC726-M258

奈良・依水園 = Nara-Isuien Garden : 静寂の名庭、四季の彩
り

上田安彦 写真・文 奈良新聞社 2017.3 KA434-L87

思考としてのランドスケープ地上学への誘い : 歩くこと、見つ
けること、育てること

石川初 LIXIL出版 2018.7 KA421-L224

すぐわかる日本庭園の見かた
仲隆裕, 今江秀史, 町田香 執筆, 尼
崎博正 監修

東京美術 2009.9 KA434-J33

日本庭園像の形成 片平幸 思文閣出版 2014.3 KA434-L29

「園学」のすすめ : 造園を哲学する (シリーズ・実学の森)
野澤清 著, 「園学のすすめ」編集
委員会 編

東京農業大学出版会 2008.2 KA444-J8

庭を読み解く : なぜ京都のお寺には名庭が多いのか? : 京都の
古寺

白幡洋三郎 淡交社 2012.3 KA434-J70

京都発・庭の歴史 今江秀史 世界思想社 2020.7 xxx

茶の文化と庭園 (庭園の歴史に関する研究会報告書 ; 平成30年
度)

国立文化財機構奈良文化財研究所
文化遺産部 編

国立文化財機構奈良
文化財研究所文化遺
産部

2019.3 KA434-M11

都市公園での自然観察会の組み立て方と森林インストラクター
の独立の仕方

岩下洋一 金壽堂出版 2019.1 RA255-M12

公園づくり・まちづくり

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

公園のグッドプラクティス : 新しい公園経営に向けて
公園のユニバーサルデザイン研究
チーム

鹿島出版会 2018.11 EG344-L51

パークマネジメント : 地域で活かされる公園づくり
田代順孝, 中瀬勲, 林まゆみ, 金子
忠一, 菅博嗣 編著

学芸出版社 2011.9 EG344-J53

アナザーユートピア = Another Utopia : 「オープンスペー
ス」から都市を考える

槇文彦, 真壁智治 編著 NTT出版 2019.3 KA421-M7

都市公園政策形成史 : 協働型社会における緑とオープンスペー
スの原点

申龍徹 法政大学出版局 2004.2 EG344-H14

まちづくりイノベーション : 公民連携・パークマネジメント・
エリアマネジメント (都市経営研究叢書 ; 1)

佐藤道彦, 佐野修久 編 日本評論社 2019.3 DD81-M5

日経グローカル = Nikkei glocal : 地域創造のための専門情報誌
/ 日経産業消費研究所 編 (349):2018.10.1

日経産業消費研究所 2018.10 Z71-L850

事例で学ぶビオトープづくりの心と技 : 人と自然がともに生き
る場所

日本ビオトープ協会 編, 鈴木邦雄
監修

農山漁村文化協会 2019.6 M95-M1

造園実務必携
藤井英二郎, 松崎喬 編集代表, 上野
泰, 大石武朗, 中島宏, 大塚守康,
小川陽一 編

朝倉書店  2018.12 KA444-L41

数寄者と庭の物語 (庭園学講座 ; 24)
京都造形芸術大学日
本庭園・歴史遺産研
究センター

2017.8 KA434-M14

日本庭園学会全国大会シンポジウム・研究発表資料集 平成26年
度

日本庭園学会 2014.6 KA434-L42

日本庭園学会全国大会シンポジウム・研究発表資料集 平成28年
度

日本庭園学会 2016.6 KA434-L108

ミニ展示

公園を楽しもう！～けいはんな記念公園から始める自然散歩～
展示資料リスト

日本や世界には、様々な公園・庭園があります。公園を歩くと、どんなことを考えるでしょうか。
また、見方や歴史を知ることで、庭園をさらに楽しめるかもしれません。

造園や公園の管理・運営の視点を知ると、身近な公園もいつもと違って見えてくるのではないでしょうか。
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けいはんな記念公園

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号
けいはんな記念公園 : 開園への軌跡 : 京都府立関西文化学術研
究都市記念公園写真集

京都府 1995.3 xxx

里山歳時記田んぼのまわりで 宇多喜代子 日本放送出版協会 2004.10 KH644-H55
ケビンの里山自然観察記 ケビン・ショート 講談社 1995.9 RA145-G2
里山の四季 : スケッチ画帳 夏坂周司 八坂書房 2002.3 KC16-G3030
里山の宇宙(くうかん) 泊和幸 彩流社 2018.7 KC726-L2809
里山の伝道師 : 里山は人が育て、人を育てた自然である 伊井野雄二 コモンズ 1999.11 EG323-G129
里山の成立 : 中世の環境と資源 水野章二 吉川弘文館 2015.10 DM515-L38

イラスト里山の手入れ図鑑 中川重年
全国林業改良普及協
会

2000.8 RB387-G12

里山学講義
村澤真保呂, 牛尾洋也, 宮浦富保 編
著

晃洋書房 2015.3 DM536-L2

里山のガバナンス : 里山学のひらく地平 牛尾洋也, 鈴木龍也 晃洋書房 2012.5 EG323-J213
里山学のまなざし : 〈森のある大学〉から 丸山徳次, 宮浦富保 編 昭和堂 2009.4 DM515-J31
里地里山文化論 上 (循環型社会の基層と形成) 養父志乃夫 農山漁村文化協会 2009.8 EG321-J25
里地里山文化論 下 (循環型社会の暮らしと生態系) 養父志乃夫 農山漁村文化協会 2009.9 EG321-J26

里山・里海 : 自然の恵みと人々の暮らし
国際連合大学高等研究所日本の里
山・里海評価委員会 編集

朝倉書店 2012.3 EG323-J197

里山の環境学 武内和彦, 鷲谷いづみ, 恒川篤史 編 東京大学出版会 2001.11 EG323-G194

里山における森林バイオマス資源の収穫利用に関する研究 酒井, 秀夫 東京大学
1998-
1999

Y151-
H10460061

里山を利用した「もの」「ひと」をつなぐ感性教育・環境教育 清水裕子, 宇都宮大学 [清水裕子]
2005-
2006

Y151-
H17602001

里山ビジネス (集英社新書) 玉村豊男 集英社 2008.6 DL687-J21

重要里地里山500 : 生物多様性保全上重要な里地里山 メッツ研究所
環境省自然環境局自
然環境計画課

2017.3 Y111-L3707

「里山の自然」図録 : 平成15年度特別展 埼玉県立自然史博物館
埼玉県立自然史博物
館

2003.10 Y121-H1577

里山ってなんだ! : 「やま」の手入れはなぜ必要なの? : 鎌倉の
美しい里山継承プロジェクト3年間の足跡

北鎌倉湧水ネットワーク 企画・編
集

夢工房 2014.3 RB351-L17

けいはんな学研都市（関西文化学術研究都市）の建設を記念して整備され、平成7（1995）年4月に開園しました。
日本の里の風景をテーマにしており、棚田状の広場、里山の風情を表現した谷あいなどのエリアがあります。

2 / 4



    Pick Up!  芽吹きの森

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号
里山生きもの博物記 (Nature discovery books) 荘司たか志 写真・文 山と溪谷社 2003.4 RA455-J19

里山の野鳥ハンドブック
NHK出版 編, 戸塚学 写真, 小宮輝
之 監修

NHK出版 2011.5 RA567-J178

里山の昆虫ハンドブック
日本放送出版協会 (NHK出版) 編,
新開孝 写真, 大林延夫 監修

日本放送出版協会 2010.6 RA7-J17

里山昆虫ガイドブック 新開孝
ティビーエス・ブリ
タニカ

2002.5 RA531-G312

日本の淡水魚 : 写真検索 増補改訂 (山溪ハンディ図鑑 ; 15) 細谷和海 編・監修 山と溪谷社 2019.10 RA6-M14
見えない脅威"国内外来魚" : どう守る地域の生物多様性 東海大学出版会 2013.7 RA554-L9
柿づくし : 柿渋、干し柿、柿酢、柿ジャム、紅葉保存 濵崎貞弘 農山漁村文化協会 2016.7 RB211-L4

どんぐりの生物学 : ブナ科植物の多様性と適応戦略 (学術選書 ;
088)

原正利 京都大学学術出版会 2019.4 RA347-M5

秋の樹木図鑑 : 紅葉・実・どんぐりで見分ける約400種 林将之 廣済堂出版 2017.10 RB2-L91
紅葉ハンドブック 林将之 文一総合出版 2008.9 RB2-J17

    Pick Up!  水景園

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号
暮らしの中に息づく棚田 : 日本の原風景の村を訪ね歩いて 上田三夫 著/写真 優しい食卓 2013.6 DM253-L8
棚田の自然景観と文化景観 春山成子 農林統計協会 2004.8 DM253-H26
棚田の謎 : 千枚田はどうしてできたのか (百の知恵双書 ; 1) 田村善次郎, TEM研究所 OM出版 2003.3 DM253-H11
日本の木の橋・石の橋 : 歴史を語るふるさとの橋

村瀬佐太美 山海堂 1999.4 NA151-G111

幸せを引き寄せる月の満ちかけ物語 前田まゆみ 創元社 2019.4 MB75-M1
月と暮らす。 : 月を知り、月のリズムで 新版 藤井旭 誠文堂新光社 2019.7 MB75-M2
月の地形観察ガイド = Geographical Features Watching
Guide of THE MOON : クレーター、海、山脈月の地形を裏側
まで解説

白尾元理 誠文堂新光社 2018.8 MB75-L20

相楽木綿 : 南山城の木綿と綿作 (展示図録 ; 26) 京都府立山城郷土資料館 編
京都府立山城郷土資
料館

2004.10 DL634-H6

御影石と中世の流通 : 石材識別と石造物の形態・分布 市村高男 高志書院 2013.3 KB71-L10
現代彫刻の方法 = Methodology of Modern Sculpture in
Japan

藤井匡 美学出版 2014.3 KB91-L14

池 (日本古代文化の探究) 森浩一 社会思想社 1978.2 GB111-54

けいはんな記念公園にある、回遊式日本庭園です。里棚田、観月橋、巨石群、紅葉谷などの見どころがあります。
中心にある交流施設「観月楼」の中には、相楽木綿伝承館もあります。

けいはんな記念公園にある一周約1.2km、徒歩約30分の里山林です。四季折々の自然が満喫できます。
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