
庭園関係書籍概覧 
（本目録は国会図書館総合目録ネットワーク（東京都立図書館、京都府立図書館、京都府

立総合資料館含む。雑誌・洋書は省略。2007 年６月 17 日複写、2008 年６月 15 日・2009
年６月 10 日・2010 年６月 22 日補正）を中心に、国立情報学研究所提供の「Webcat Plus」
や「日本庭園学会学会ニュース」などで若干の補足を行い作成しました。なお、叢書類に

ついては、庭園に関係すると思われる書籍のみを表示し、全冊の検索は行なっていません。

また、表示内容から同一の書籍と確認ができなかったものは、別々に表示してあります。 
 
※検索のキーワードは、「庭園」、「茶庭」とした。なお「露地」は農業関係のキーワードと

して認識されたため、検索項目から省いた。 
※表示は（叢書・シリーズ名）、書名、著作者など、発行者（発売者除く）、発行年（かっ

こでの表示は表題などの年代）、（版数）とした。発行年については、複数の図書館の資料

を検索したため、一部記載ミスもあるようだが、全て記載した。また、再版されているも

のは、発行が確認された一番古い年代に表示した。なお、再版に当たり発行者が変更され

たものは、各発行者ごとで発行年を表示した。また、著作者や発行者等の記載が無い場合

は、「--」と表示した。なお、叢書・シリーズ類の表記については、最初に共通事項を表示

し、下に各巻ごとの内容を表示した。 
※便宜上、旧字体は新字体に変更した。 
 
（叢書・シリーズ類） 
＊建築写真類聚、建築写真類聚刊行会／編、洪洋社 
第１期第３輯 茶室１、１９１５ 
第１期第３輯 茶室及数寄屋造、１９１６ 
第１期第 20 輯 庭門及四阿１、１９３３ 
第２期第 12 輯 茶室２、１９１９ 
第２期第 21 輯 庭園の局部、１９２０ 
第２期第 23 輯 庭門及四阿２、１９２０ 
第６期第 14 輯 林泉集、１９２８ 
第６期第 15 輯 数寄屋造住宅、１９２８ 
第６期第 17 輯 住宅翠巒荘、１９３１ 
第７期第 21 輯 数寄屋造の別荘、１９３１ 
第７期第 24 輯 小住宅庭園図集、１９３１ 
第８期第 01 輯 茶室建築３、１９３１ 
第８期第 19 輯 住宅渡月荘、１９３３ 
第９期第 18 輯 住宅楽萃荘、１９３６ 
第９期第 23 輯 近代数寄屋住宅、１９３７ 



第 10 期第 09 輯 数寄屋趣味の料亭２、１９３８ 
第 10 期第 10 輯 茶室建築、１９３８ 
第 11 期第 09 輯 日本住宅庭園集(1)、１９４２ 
（註：建築写真類聚は全冊 480冊に及ぶとされる戦前でも有数の建築などの写真集ですが、

一部に書名が確認できないものもあり、一括で所蔵している機関は国内で確認できません。

よって、ここでは、特に庭園の写真が多く掲載されているもので、所在が確認できるもの

のみを掲載しました。） 
 
＊実用庭園叢書、(下記参照)、鈴木書店 
 １ 垣と門、横山磐、１９２９ 
 ２ 庭園植物の病虫害、駒村作次郎、１９３１ 
 ３ 現代庭園の設計、田村剛、１９３０・１９３１ 
 
＊綜合園芸大系、石井勇義／編纂、誠文堂実際園芸社 
 第６篇 最新造園法 日本式庭園、１９３１ 
 第７篇 最新造園法 洋庭・公園・遊園地篇、１９３０ 
 第 11 篇 最新造園法［２］、１９３１ 
 
＊造園叢書、(下記参照)、雄山閣 
 01 別荘の庭、永見健一／著、１９２８・１９３１ 
 02 都市の美装、黒田鵬心／著、１９２８ 
 03 天然公園、本多静六／著、１９２８ 
 04 公園の設計、井下清／著、１９２８ 
 05 日本式庭園、龍居松之助／著、１９２８・１９３１ 
 06 欧洲の庭園、戸野琢磨／著、１９２８ 
 07 敷石・飛石・手水鉢、--、１９２９ 
 08 造園と草花園芸、石井勇義／著、１９２９ 
 09 庭木と庭石、上原敬二／著、１９２８ 
 10 庭園と衛生、遠山椿吉／著、１９２８・１９３１ 
 11 造園土木、谷村鉄三郎／著、１９２８ 
 12 庭木の病虫害、堀正太郎／著、１９２９ 
 13 運動遊戯設備、相川要一／著、１９２８ 
 14 洋風の庭園、田村剛／著、昭和１９２８・１９３１ 
 15 庭園の設計と其実例、椎原兵市／著、１９２８・１９３２ 
 16 日時計とファウンテン、吉田享二／著、１９２８ 
 17 支那の風景と庭園、後藤朝太郎／著、１９２８ 



 18 造園の保護と管理、中島卯三郎／著、１９２８ 
 19 並木、三浦伊八郎／著、１９２８ 
 20 花壇と芝生、関倫三郎／著、１９２８ 
 21 社寺の林苑、本郷高徳／著、１９２９ 
 22 学校々庭の設計、森歓之助／著、１９２８ 
 23 日本造庭法秘伝、龍居松之助／著、１９２９ 
 24 茶席と露地、保岡勝也／著、１９２８ 
 
＊数寄屋聚成、北尾春道、洪洋社：１９３５～１９３７、叢文社：１９７１～１９７４(増
補) 
 １数寄屋建築史図聚(東山桃山時代)、１９３５・１９７１(増補) 
 ２数寄屋建築史図聚(徳川初期時代)、１９３５・１９７１(増補) 
 ３数寄屋建築史図聚(徳川時代後期)、１９３６・１９７２(増補) 
 ４数寄屋建築史図聚(明治大正時代)、１９３６・１９７２(増補) 
 ５数寄屋名席聚(各流茶祖好)、１９３６・１９７２(増補) 
 ６数寄屋名席聚(武人文人好)、１９３５・１９７２(増補) 
 ７数寄屋名席聚(名流茶匠好)、１９３６・１９７３(増補) 
 ８数寄屋名園聚(茶庭・燈籠)、１９３６・１９７２(増補) 
 ９数寄屋名園聚(茶庭局部)、１９３５・１９７３(増補) 
 10 数寄屋名園聚(蹲踞・手水鉢)、１９３５・１９７３(増補) 
 11 近代数寄屋名席聚(現代茶室)、１９３５・１９７３(増補) 
 12 近代数寄屋名席聚(書院式茶室)、１９３７・１９７３(増補) 
 13 近代数寄屋名席聚(新興茶室)、１９３６・１９７３(増補) 
 14 数寄屋住宅聚(歴史図録)、１９３５・１９７２(増補) 
 15 数寄屋住宅聚(続歴史図録)、１９３６ 
 16 数寄屋住宅聚(数寄屋造別荘)、１９３６ 
 17 数寄屋建築構造聚(外観構成)、１９３６・１９７１(増補) 
 18 数寄屋建築構造聚(窓・躙口)、１９３６・１９７２(増補) 
 19 数寄屋建築構造聚(室内構成)、１９３５・１９７１(増補) 
 20 数寄屋建築構造聚(続室内構成)、１９３７・１９７４(増補) 
 
＊京都美術大観、(下記参照)、高山堂 or 東方書院 
 庭園、重森三玲／解説、１９３３・１９３６ 
 茶室、中野楚渓／解説、１９３３ 
（註：京都美術大観には他に、社寺史蹟、石造美術、建築などがありますが、特に庭園に

関係あるものとして上の２冊を掲載しました。） 



 
＊日本庭園史図鑑、重森三玲／著、有光社 
 １ 上古・飛鳥奈良・平安時代、１９３８ 
 ２ノ上・２ノ下 鎌倉・吉野(朝)時代、１９３８ 
 ３ノ上・３ノ下 室町時代、１９３７ 
 ４ 室町時代、１９３８ 
 ５ 桃山時代、１９３８ 
 ６ 桃山時代、１９３６ 
 ７ 桃山時代、１９３７ 
 ８ 江戸時代初期、１９３６ 
 ９ 江戸時代初期、１９３７ 
 10 江戸時代初期、１９３７ 
 11 江戸時代初期、１９３６ 
 12 江戸時代初期、１９３７ 
 13 江戸時代中期、１９３６ 
 14 江戸時代中期、１９３７ 
 15 江戸時代中期、１９３７ 
 16 江戸時代中期、１９３８ 
 17 江戸時代末期、１９３７ 
 18 江戸時代末期、１９３８ 
 19 明治大正昭和時代、１９３７ 
 20 明治大正昭和時代、１９３７ 
 21 明治大正昭和時代、１９３６ 
 22 明治大正昭和時代、１９３８ 
 23 日本庭園史年表、１９３９ 
 24 江戸時代初期、１９３６ 
 
＊茶室百選、佐々木三味、芸艸堂出版部 
 １ 裏千家・松花堂、１９４８ 
 ２ 東本願寺・西本願寺・金閣寺、１９４８ 
 ３ 大徳寺(山内)、１９４８ 
（註：茶室百選は、当初 10 冊組で発行される予定でしたが、全冊発行されたかは確認され

ていません。ここでは出版が確認されたもののみを掲載しました。） 
 
＊建築写真文庫、彰国社／編、彰国社 
 ００５ 茶室 



 ００７ 茶庭、１９５４・１９５５・１９６７ 
 ０２７ 庭とテラス、１９５５・１９５６・１９６５・１９６９ 
 ０３４ 茶室２、１９５６・１９５９ 
 ０５０ 灯篭と手水鉢、１９５６ 
 ０５１ 池と泉、１９５６ 
 ０５２ 茶室３、１９５６ 
 ０５９ 門と前庭、１９６７ 
 ０６０ 煎茶室、１９５７ 
 １１０ 門・庭・テラス、１９５９・１９６７ 
（註：建築写真文庫は全冊 120 冊に及ぶ建築物などの写真集です。ここでは、特に庭園の

写真が多く掲載されているもののみを掲載しました。なお、書名の前の番号は正式の巻数

ではありません。） 
 
＊ガーデン・シリーズ、上原敬二／著、加島書店 
 １ 地割本位 小庭の作り方、１９５７・１９５８・１９５９・１９６０・１９６２・

１９６５(８版)・１９６８・１９７８ 
 ２ 庭石と石組、１９５８・１９６０・１９６２・１９６３・１９６７・１９７３・１

９７６・１９８３ 
 ３ 飛石・手水鉢、１９５８・１９６０・１９６１・１９６７・１９８６ 
 ４ 石灯篭・層塔、１９５８・１９６０・１９６１・１９６４・１９６６・１９８０・

１９８６ 
 ５ 井戸・瀧・池泉、１９５８・１９６０・１９６１・１９６３・１９７４・１９７９ 
 ６ 芝生と芝庭、１９５８・１９５９・１９６０・１９６６・１９７９ 
 ７ 垣・袖垣・枝折戸（上）、１９５９・１９６０・１９６１・１９７６・１９７９ 
 ８ 垣・袖垣・枝折戸（下）、１９５９・１９６０・１９６１・１９６８・１９８８ 
 ９ 木柵・門・トレリス、１９５９・１９６１・１９６９、１９７６・１９８６ 
 10 ペルゴラ・藤棚・蔓植物、１９６０・１９６１・１９７６・１９８６ 
 11 テラス・石積工、１９６０・１９６１・１９６７ 
 12 橋・泉・池・壁泉、１９６０・１９６６・１９６７ 
 13 日時計と日照、１９６０・１９８３・１９８９ 
 14 巣箱と鳥類保護、１９６０・１９６６・１９７９ 
 15 園亭・ベンチ、１９６１・１９７６ 
 16 茶庭、１９６１・１９６７・１９７６・１９８５ 
 17 日本式庭園、１９６２・１９８６ 
 18 実用庭園、１９６３・１９６６・１９７０・１９７７ 
 19 造園の施工まで、１９６４・１９６７・１９７８ 



 20 庭木の植え方と手入れ、１９６６・１９６７・１９７５ 
 
＊造園古書叢書、上原敬二／編、加島書店 
 １ 築山庭造伝 前編解説、北村援琴／著、１９６５・１９６７・１９７０・１９７５ 
 ２ 築山庭造伝 後編解説、北村援琴／著、１９６５・１９６７・１９７３・１９７５ 
 ３ 石組園生八重垣伝解説、秋里籬島／著、１９６９・１９９２ 
 ４ 芥子園樹石画譜、--、１９７０・１９７７・１９８５・１９９３ 
 ５ 芥子園風景画譜、--、１９７０・１９７７・１９８５・１９９３ 
 ６ 山水並野形図・作庭記、--、１９７２・１９８２ 
 ７ 南坊録抜萃・露地聴書、南坊宗啓／著、１９７２・１９８３ 
 ８ 余景作り庭の図、--、１９７２ 
 ９ 都林泉名勝図会、秋里籬島／著、１９７２ 
 10 解説園冶、計成／著、１９７２ 
 
＊京都名園記、久恒秀治／著、誠文堂新光社 
 上：１９６７、 中：１９６８、 下：１９６９ 
 
＊庭園入門講座、上原敬二／著、加島書店 
 １ 庭づくりの用意と構想、１９６８・１９６９・１９７０・１９７１・１９７６・１

９７９・１９８０・１９８２ 
 ２ 庭の調査・測量・見積、１９６８・１９６９・１９７０・１９７３・１９７５・１

９８２ 
 ３ 庭樹解説・植栽・用途、１９６８・１９６９・１９７０・１９７５・１９７９ 
 ４ 剪定・生垣・庭樹各論、１９６８・１９６９・１９７０・１９７３・１９７６・１

９７９ 
 ５ 芝生・苔・庭草・草花、１９６９・１９７５・１９７９ 
 ６ 庭垣・袖垣・工作物類、１９６９・１９７０・１９７５・１９９３ 
 ７ 岩石・庭石・石組方法、１９６９・１８７０・１９７６・１９７８１９８５・１９

８９ 
 ８ 軒内・園路・池泉石組、１９６９・１９７５・１９７９ 
 ９ 滝・橋・灯篭・石造物、１９６９・１９７０・１９７５・１９７９ 
 10 日本式庭園・各種庭園、１９６９・１９７０・１９７１・１９７６・１９７８・１

９７９・１９８７ 
 
＊造園実務集成 庭園篇、斉藤勝雄／編纂、技報堂 
 １  庭園設計の実際、１９７２・１９７３・１９７５・１９７９ 



 ２  庭園施工の実際、１９７３・１９７４ 
 ３  庭園地被と植物病虫害、１９７２・１９７３・１９８５ 
 ３別 難訓語および庭園特殊用語解説、１９７３・１９７５ 
 
＊日本庭園史大系、重森三玲・重森完途／著、社会思想社 
 １ 上古・日本庭園源流、１９７３ 
 ２ 飛鳥・奈良・平安の庭、１９７４・１９７７ 
 ３ 鎌倉の庭、１９７１・１９７７ 
 ４ 鎌倉の庭、１９７４・１９７７ 
 ５ 室町の庭、１９７３・１９７７・１９７８ 
 ６ 室町の庭、１９７４・１９７７ 
 ７ 室町の庭、１９７１・１９７８ 
 ８ 桃山の庭、１９７１・１９７８ 
 ９ 桃山の庭、１９７２・１９７７ 
 10 桃山の庭、１９７５・１９７８ 
 11 桃山の庭、１９７２・１９７８ 
 12 桃山の庭、１９７３・１９７８ 
 13 桃山の庭、１９７４・１９７８ 
 14 江戸初期の庭、１９７３・１９７７・１９７８ 
 15 江戸時代初期の庭、１９７２・１９７７ 
 16 江戸初期の庭、１９７４・１９７７ 
 17 江戸初期の庭、１９７１ 
 18 江戸初期の庭、１９７４ 
 19 江戸初期の庭、１９７３・１９７８ 
 20 江戸初期の庭、１９７２ 
 21 江戸初期の庭、１９７３・１９７８ 
 22 江戸初期の庭、１９７３・１９７８ 
 23 江戸初期の庭、１９７２・１９７８ 
 24 江戸末期の庭、１９７３・１９７８ 
 25 江戸中末期の庭、１９７２・１９７７ 
 26 江戸中末期の庭、１９７４・１９７８ 
 27 現代の庭、１９７１・１９７７ 
 28 現代の庭、１９７２・１９７７ 
 29 現代の庭、１９７２・１９７８ 
 30 現代の庭、１９７４・１９７７ 
 31 補１ 上古・日本庭園源流、１９７５・１９７７・１９７８ 



 32 補２ 江戸中末期の庭、１９７５・１９７７・１９７８ 
 33 補３ 現代の庭、１９７６・１９７７・１９７８ 
 34 別１ 日本庭園史年表他、１９７６・１９７８ 
 35 別２ 全国庭園所在一覧他、１９７６・１９７８ 
 
＊西沢文隆小論集 、西沢文隆／著、相模書房 
 １ コート・ハウス論、１９７４・１９７９ 
 ２ 庭園論１、１９７５・１９７６・１９７７ 
 ３ 庭園論２、１９７６ 
 ４、庭園論３、１９７６ 
 
＊斉藤勝雄作庭技法集成、斉藤勝雄／著、河出書房新社 
 １ 日本庭園伝統の基盤、１９７６ 
 ２ 庭園の設計と製図、１９７６ 
 ３ 日本庭園細部技法、１９７７ 
 ４ 庭工事段取と労務、１９７８ 
 ５ 日本庭園の手入法、１９７７ 
 
＊信州の庭園、小口基実／著、小口庭園グリーンエクステリア 
 １ 中南信、１９７６ 
 ２ 中南信、１９７８ 
 ３ 中南信、１９７９ 
 ４ （不詳）、１９８１ 
 ５ （不詳）、１９８３ 
 ６ （不詳）、１９８５ 
 ７ （不詳）、１９８６ 
 ８ （不詳）、１９８８ 
 ９ （不詳）、１９９０ 
 10 （不詳）、１９９３ 
 
＊日本庭園の手法、重森完途／責任編著、毎日新聞社 
 １ 地割と意匠、１９７７ 
 ２ 石組、１９７７ 
 ３ 石組２、１９７６ 
 ４ 植栽と景物、１９７７ 
 ５ 露地、１９７６ 



 
＊小庭つくり方叢書、上原敬二／著、加島書店 
 １ 芝・苔・草の庭、１９７６・１９８６ 
 ２ 庭石・石組の小庭、１９７８・１９８４ 
 ３ 築山・池泉の小庭、１９７９・１９８７ 
 ４ 数寄屋風の小庭、１９７９ 
 ５ 平庭・枯山水・植栽、１９７９ 
 ６ 洋風庭と構作物、１９８７ 
 
＊探訪日本の庭、相賀徹夫／編著、小学館 
 １ 九州・四国、１９７９・１９８９ 
 ２ 山陰、１９７９・１９８９ 
 ３ 山陽、１９７９・１９８９ 
 ４ 近畿、１９７９・１９８９ 
 ５ 京都、１９７８・１９８８・１９８９ 
 ６ 京都、１９７９・１９８９ 
 ７ 京都、１９７８・１９８８・１９８９ 
 ８ 近江、１９７９・１９８８・１９８９ 
 ９ 東海・北陸、１９７９・１９８９ 
 10 関東・東北、１９７９・１９８９ 
 別巻１ 茶庭と坪庭、１９７９ 
 別巻２ 現代の名庭、１９７９ 
 
＊（シリーズ太陽）太陽庭と家シリーズ、--、平凡社、１９８０ 
 １：公家・武将の庭、 ２：枯山水、 ３：浄土の庭、 ４：数寄屋の庭 
 
＊東京公園文庫、東京都公園協会／監修、(下記参照)、郷学舎 
 １ 日比谷公園、前島康彦／著、１９８０ 
 ２ 井の頭公園、前島康彦／著、１９８０ 
 ３ 新宿御苑、金井利彦／著、１９８０ 
 ４ 東京の並木道、林次郎／著、１９８０ 
 ５ 上野公園、小林安茂／著、１９８０ 
 ６ 多摩動物公園、中川志郎／著、１９８１ 
 ７ 伊豆七島めぐり、加藤雍太郎／著、１９８１ 
 ８ 東京のさくら名所今昔、相関芳郎／著、１９８１ 
 ９ 皇居外苑、前島康彦／著、１９８１ 



 10 駒沢オリンピック公園、三橋一也／著、１９８１ 
 11 東京の港と海の公園、樋渡達也／著、１９８１ 
 12 浜離宮庭園、小杉雄三／著、１９８１ 
 13 砧緑地、石内展行／著、１９８１ 
 14 小石川植物園、川上幸男／著、１９８１ 
 15 多摩霊園、村越知世／著、１９８１ 
 16 上野動物園、小森厚／著、１９８１ 
 17 向島百花園、前島康彦／著、１９８１ 
 18 清澄庭園、北村信正／著、１９８１ 
 19 六義園、森守／著、１９８１ 
 20 代々木の森、内山正雄・簑茂寿太郎／著、１９８１ 
 21 哲学堂公園、前島康彦／著、１９８０ 
 22 蘆花恒春園、川本昭雄／著、１９８１ 
 23 堀切菖蒲園、相関芳郎／著、１９８１ 
 24 高雄山探訪、滝野孝・山下実・榎本了／著、１９８１ 
 25 自然教育園、桜井信夫／著、１９８１ 
 26 お濠をめぐって、金井利彦／著、１９８１ 
 27 代々木公園、相川貞晴・布施六郎／著、１９８１ 
 28 小石川後楽園、吉川需／著、１９８１ 
 29 旧古河庭園、北村信正／著、１９８１ 
 30 石神井・善福寺公園、佐藤保雄／著、１９８１ 
 31 東京の公園通誌 上、末松四郎／著、１９８１ 
 32 東京の公園通誌 下、末松四郎／著、１９８１ 
 33 青山霊園、田中■／著、１９８１ 
 34 小金井公園、北村信正・吉田格・川崎博茂／著、１９８１ 
 35 東京の老樹名木、金井利彦／著、１９８１ 
 36 旧芝離宮庭園、小杉雄三／著、１９８１ 
 37 神代植物公園、浅野三義・鳥居恒夫／著、１９８１ 
 38 有栖川宮記念公園、前島康彦／著、１９８１ 
 39 東京の遊園地、内山正雄・簑茂寿太郎／著、１９８１ 
 40 隅田公園、川本昭雄／著、１９８１ 
 
＊東京公園文庫、東京都公園協会／監修、(下記参照)、東京都公園協会 
 ６ 多摩動物公園、中川志郎／著、１９９４(改訂) 
 13 砧公園、石内展行・板垣修悦／著２００３(２版) 
 15 多摩霊園、村越知世／著、２００２(３版) 



 16 上野動物園、石田■／著、１９９８(改訂)・２０００(改訂２版） 
 18 清澄庭園、北村信正／著、１９９９(改訂) 
 19 六義園、森守／著、１９９２(２版)・２００１(３版)・２００４(４版) 
 28 小石川後楽園、吉川需・高橋康夫／著、２００１(３版) 
 29 旧古河庭園、北村信正／著、２００２(２版)・２００５(３版) 
 31 東京の公園通誌 上、末松四郎／著、１９９６(改訂) 
 33 青山霊園、田中キヨシ／著、２００１(２版) 
 36 旧芝離宮庭園、小杉雄三／著、２００２(２版) 
 37 神代植物公園、浅野三義・鳥居恒夫／著、２００２(２版) 
 42 葛西臨海の公園と水族園、清水政雄／編、１９９６ 
 43 林試の森公園、小林安茂・中島宏／著、１９９６ 
 44 水元公園、中島宏・桜田通雄・山口善正／著、１９９７ 
 45 井の頭自然文化園、石田■／著、２０００ 
 46 旧岩崎邸庭園、小口健蔵・大塚正治／著２００５・２００６(２版) 
 47 殿ヶ谷戸庭園、住吉泰男／著、２００７ 
 
＊実例 庭のデザインシリーズ、(下記参照)、家の光協会 
 庭木のある庭、芳賀敬／著、１９８０ 
 水と石のある庭、平岡典明・大橋忠成／著、１９８０・１９８３ 
 住まいの小庭、佐藤義治／著、１９８１ 
 手づくりの庭、大橋忠成／著、１９８１・１９８２ 
 生垣・門・塀、平岡典明／著、１９８２ 
 
＊日本の庭園、--、講談社 
 １：神と仏の庭、１９８０・１９８１・１９９６(新装版) 
 ２：池泉の庭、１９８０・１９８１・１９９６(新装版) 
 ３：枯山水の庭、重森完途・石元泰博／著、１９８０・１９８１・１９９６(新装版) 
 ４：茶の庭、１９８０・１９８１・１９９５・１９９６(新装版) 
 ５：宮廷の庭・大名の庭、中根金作・岡本茂男／著、１９８０・１９８１・１９９６(新
装版) 
 ６：民家の庭・坪庭、１９８０・１９８１・１９９６(新装版) 
 ７：現代の名庭、１９８０・１９８１・１９９６(新装版) 
 
＊日本の庭園美、(下記参照)、集英社、１９８９ 
 １：西芳寺、西川孟／撮影 
 ２：鹿苑寺金閣、柴田秋介／撮影 



 ３：慈照寺銀閣、大橋治三／撮影 
 ４：龍安寺、西川孟／撮影 
 ５：大仙院、大橋治三／撮影 
 ６ 桂離宮、岡本茂男／撮影 
 ７：三渓園、岡本茂男／撮影 
 ８：兼六園・成巽閣、田畑みなお／撮影 
 ９：一乗谷朝倉氏遺跡、水野克比古／撮影 
 10：栗林公園、中村昭夫／撮影 
 
＊庭園施工自習講座、(下記参照)、加島書店 
 １ 庭園計画・設計、池田二郎／著、１９８５ 
 ２ 庭園材料、松本孔志／著、１９８６ 
 ３ 庭園植栽施工、相川貞晴／著、１９９０ 
 ４ 庭園土木施工、松本孔志／著、１９９０ 
 ５ 庭園施設施工、川上幸男／著、１９９１ 
 ６ 庭園維持管理、池田二郎／著、１９８８ 
 ７ 庭園施工管理・庭園用語、三橋一也・中島宏共／著、１９９６ 
 
＊名園を歩く、大橋治三／写真、斉藤忠一／解説、毎日新聞社 
 １ 奈良・平安・鎌倉時代、１９８９ 
 ２ 室町時代、１９８８ 
 ３ 桃山時代、１９８９ 
 ４ 江戸時代初期、１９８９ 
 ５ 江戸時代初期、１９８９ 
 ６ 江戸時代中・末期、１９８９・１９９０ 
 ７ 明治・大正時代、１９８８・１９８９ 
 ８ 茶庭、１９９０ 
 
＊ガーデンライブラリー、龍居庭園研究所／編、建築資料研究社 
 １ 水琴窟の話 、１９９０・１９９３ 
 ２ 竹垣の話、１９９０ 
 ３ 枯山水の話、１９９１ 
 ４ 石灯籠の話、１９９２ 
 
＊庭のデザイン実例集、三橋一夫／著、家の光協会 
 １ 門・塀・アプローチ・カースペース、１９９１ 



 ２ 生垣・竹垣、１９９１ 
 ３ 樹木・下草・花、１９９１ 
 ４ 石・水・添景物、１９９１ 
 ５ 小庭・坪庭、１９９１ 
 ６ 欧米の小庭、１９９４ 
 
＊庭、水野克比古／写真、京都書院 
 １ 京都嵯峨野・洛西、１９９１ 
 ２ 京都東山・洛南、１９９１ 
 ３ 京都洛中・洛北、１９９１ 
 ４ 京都秘蔵の庭、１９９１ 
 ５ 京都尼寺の庭、１９９２ 
 
図解楽しい庭づくり大百科、--、ぎょうせい 
 １ 水を楽しむ庭、１９９２ 
 ２ 石を楽しむ庭、１９９２ 
 ３ 花と緑を楽しむ庭、１９９３ 
 ４ 小庭づくりと茶庭、１９９２・１９９６ 
 ５ 玄関とエクステリア、１９９２ 
 
＊古都庭の旅、--、読売新聞社／編、１９９４ 
 １：京都 洛東・洛北、 ２：京都 洛西 ３：京都 洛中・洛南 奈良、 ４ 比叡 

近江 
 
＊（私のカントリー別冊）はじめてのガーデニング、--、主婦と生活社 
 １、１９９５ 
 ２、１９９６ 
 ３、１９９７ 
 ４、１９９８ 
 ５、１９９９ 
 ６、２０００ 
 ７、２００１ 
 デラックス、２００２ 
 
＊ランドスケープデザイン、京都造形芸術大学／編、角川書店 
 １ 森の生態と花修景、高田研一・鷲尾金弥・高梨武彦／著、１９９８ 



 ２ ランドスケ－プデザインと環境保全、大手信人ほか／著、１９９９ 
 ３ 庭づくりの心と実践、今井直久ほか／著、１９９９ 
 ４ ランドスケープ空間の諸相、佐々木葉二ほか／著、２０００ 
 
＊日本の名庭研究講座、--、東洋文化学院がくぶん総合教育センター、［１９９－］ 
 １：庭の歴史、 ２：庭の構成と見方、 ３：庭園観賞のポイントを知る、 
 ４：名庭探訪、 ５：名庭探訪、 ６：名庭探訪 
 
＊（Gakken graphic books deluxe）庭のデザイン、中根史郎／文、日■貞夫／写真、学習

研究社 
 １ 灯篭、２００１ 
 ２ 飛石・敷石、２００１ 
 ３ 手水鉢、２００１ 
 ４ 垣・塀、２００１ 
 ５ 橋・石組、２００２ 
 
＊小学館ウイークリーブック 週刊日本庭園をゆく、--、小学館 
 01 京都 離宮の庭１ 桂離宮、２００５ 
 02 京都 洛北の名庭１ 金閣寺・龍安寺、２００５ 
 03 京都 洛西の名庭１ 西芳寺・天龍寺、２００５ 
 04 京都 洛東の名庭１ 銀閣寺、２００５ 
 05 京都 離宮の庭２ 修学院離宮、２００５ 
 06 東京の名園 小石川後楽園・六義園・浜離宮庭園、２００５ 
 07 京都 御所の庭 京都御所・仙洞御所、２００５ 
 08 京都 洛東の名庭２ 南禅寺・平安神宮・無鄰庵、２００５ 
 09 北陸の名園 兼六園・一乗谷朝倉氏庭園、２００５ 
 10 京都・洛南・宇治・南山城の名庭 醍醐寺三宝院・平等院、２００５ 
 11 東北の名園 毛越寺・盛美園・御薬園、２００５ 
 12 山陽・山陰の名園 岡山後楽園・縮景園・常栄寺、２００５ 
 13 京都 洛北の名庭２ 大徳寺、２００６ 
 14 東海の名園 名古屋城・北畠氏館跡庭園・龍潭寺、２００６ 
 15 奈良の名園 平城宮東院庭園・慈光院・當麻寺、２００６ 
 16 京都 洛西の名庭２ 妙心寺、２００６ 
 17 鎌倉の名園 建長寺・円覚寺・瑞泉寺、２００６ 
 18 九州・沖縄の名園 水前寺成趣園・知覧武家屋敷・識名園、２００６ 
 19 京都 洛北の名庭３ 曼殊院・円通寺・詩仙堂、２００６ 



 20 四国の名園 栗林公園・徳島城、２００６ 
 21 近畿の名園 高野山・和歌山城・南宗寺、２００６ 
 22 京都 洛東の名庭３ 東福寺・高台寺・智積院、２００６ 
 23 関東の名園 偕楽園・称名寺・三渓園、２００６ 
 24 近江の名園 玄宮園・旧秀隣寺・坂本里坊庭園、２００６ 
 25 京都 洛中の名庭 二条城・西本願寺、２００６ 
 26 甲信越の名園 恵林寺・清水園・渡辺家庭園、２００６ 
 27 用と美の結晶 茶庭、２００６ 
 28 時を超える禅の世界 夢窓国師の庭、２００６ 
 29 綺麗寂びの世界 小堀遠州の庭、２００６ 
 30 中国・イスラム・ヨーロッパの庭 世界の名園、２００６ 
 
＊中井家文書の研究 内匠寮本図面篇、平井聖、中央公論美術出版 
 01 １９７６ 
 02 １９７７ 
 03 １９７８ 
 04 １９７９ 
 05 １９８０ 
 06 １９８１ 
 07 １９８２ 
 08 １９８３ 
 09 １９８４ 
 10 １９８５ 
 
 
 
（年報類） 
＊京都の文化財１～23、京都府教育委員会、京都府教育委員会、１９８３～２００５ 
＊京都市の文化財１～23、京都市文化財保護課、京都市文化財保護課、１９８３～２００

５ 
＊世田谷区文化財調査報告集１～15、世田谷区教育委員会／編、世田谷区教育委員会、１

９９２～２００６ 
 
 
（一般） 
江戸名園記、甫喜山景雄、--、１８８１ 



 
図解庭造法、本多錦吉郎／著、団々社：１８９０・１８９２、六合館：１９０７・１９０

８・１９２６ 
 
後楽園真景及詳誌、北村長太郎、--、１８９１ 
 
後楽園誌、木畑道夫、森博文堂、１８９２ 
 
香川県栗林公園真景、斉藤利三郎、木村摺物所、１８９４ 
兼六公園誌、小川攷成、--、１８９４ 
 
茶室構造 共茶室図解、--、--、１８９５ 
 
岡山後楽園光景、北村長太郎、--、１８９７ 
 
庭園植物いろは引、中塚久米之助／編、有隣堂、１８９９ 
 
金沢兼六公園之図、--、金陽堂、１９００ 
 
造家と築庭、竹貫佳水、--、１９０１ 
 
庭訓五十題、菊亭静、--、１９０２ 
 
庭園草花栽培法、片山熊太郎／著、育成会営業部、１９０６ 
 
後楽園、計見東山・坂上忠之介、--、１９０７ 
 
（家庭百科全書）家屋と庭園、内山正如／著、博文館、１９０８ 
茶道宝鑑１～３、宮崎幸麿／編、小杉榲邨・山本麻溪／閲、青山堂書房：１９０８～１９

０９、朝陽舎書店：１９１６(３版) 
高松栗林公園真景之図、--、--、１９０８ 
 
花洛林泉帖、［１９０９］ 
京華林泉帖、湯本文彦／編纂、京都府、１９０９ 
庭園図説、近藤正一、博文館、１９０９ 
 



娯楽園芸花と庭、北村東紅、博文館、１９１０ 
純正日本庭園解説、杉本文太郎／著、--、１９１０・１９１３ 
日本庭造法図解、杉本文太郎、建築書院、１９１０ 
名園五十種、近藤正一／著、博文館、１９１０ 
 
茶室と茶庭図解、杉本文太郎／著、建築書院：１９１１、有明書房：１９７６ 
築山造庭秘訣 図解詳説、日本園芸会、大学館、１９１１ 
庭造法図式大鑑、中島義信、魁真書楼、１９１１ 
日本名園図譜、本多錦吉郎／著、--：１９１１、平凡社：１９６４ 
 
新撰日本庭造図面百種及其説明、杉本文太郎／著、建築書院、１９１２ 
図解座敷と庭の作り方、杉本文太郎、大洋堂、１９１２ 
（園芸叢書）庭園の作り方、田中収吉／著、宝文館、１９１２ 
 
関西名家庭園図集、--、東雲新報社、１９１４ 
庭園築造法 古令図説、近藤正一／著、博文館、１９１４ 
 
（職工問題資料）工場構内の庭園化とエフィシエンシー、--、工業教育会、１９１５ 
明治庭園記、小沢圭二郎、--、１９１５ 
 
茶室庭園画帖、岡本定吉、一声社、１９１６ 
一坪でも出来る四季家庭園芸、酒井忠興／著、藤沢衛彦／編、平和出版社、１９１６ 
 
造園概論、田村剛、農業図書、１９１８ 
茶室と庭園、岡本定吉／著、新時代社、１９１８ 
明治園芸史、玉利喜造ほか／著、日本園芸研究会／編、西ヶ原叢書刊行会、１９１８ 
 
実用主義の庭園、田村剛、成美堂書店、１９１９ 
住宅と庭園の設計、上原敬二／著、嵩山房、１９１９・１９２０(増補再版) 
庭園鑑賞法、田村剛／著、成美堂、１９１９ 
 
京都美術精観、石井政次郎／編、美術タイムズ社、１９２０ 
庭園の設計と施工、大屋霊城／著、掌華房、１９２０ 
洋式庭園図譜、建築評論社／編、大日本文華出版部南北社、１９２０ 
最も調和せる家と庭 前・後、鹽野庄四郎、須原屋書店、１９２０ 
 



文化生活と庭園、田村剛／著、成美堂書店、１９２１ 
 
泉石雅観、上田伝三郎／編纂、城丹公論社、１９２２（初版・２版とも） 
 
図解 庭園樹木手入法、野間守人／著、建築書院、１９２３ 
庭園学概要、上原敬二、新光社：１９２３、紀元社：１９２６(増訂) 
（文化叢書）庭園研究十五題、龍居松之助／著、国史講習会、１９２３ 
庭園樹木要覧、野間守人／編、建築書院、１９２３ 
理想の庭園及公園、野間守人／著、日本評論社出版部、１９２３ 
 
家庭園芸と庭園設計、上原静子、文化生活研究会、１９２４ 
現代庭園図説、椎原兵市、現代庭園図説刊行会、１９２４(改訂版) 
御所及二條離宮拝観記、京都府神職会、--、１９２４ 
素人にわかる住み心地よき住宅と庭園、菊地修一郎／著、二松堂書店、１９２４・１９２

５ 
 
花壇(・)庭園の知識、石井勇義／著、新光社 or 資文堂、１９２５・１９２６・１９２９・

１９３５ 
造園学概論、田村剛、成美堂、１９２５ 
庭園研究 庭の造りかた、龍居松之助／著、雄山閣、１９２５・１９３７ 
庭園の知識、田村剛／著、文化生活研究会、１９２５(改訂) 
日本名園記、龍居松之助、--、１９２５ 
茶式建築及庭園１～10、茶式建築及庭園研究会、川上邦基／編、光琳社 or 竜吟社、１９

２５～１９２８ 
 
家庭園芸、三木泰治／著、養賢堂、１９２６ 
十坪より五十坪迄模範住家の設計 及建築材料と庭園の知識、坂口利夫／著、鈴木書店、

１９２６・１９３４(訂正増補) 
続 庭の造り方、龍居松之助／著、雄山閣、１９２６ 
祖庭長岡安平翁造庭遺稿、井下清、文化生活研究会、１９２６ 
日本の庭園、--、日本鉄道省、１９２６ 
 
源氏物語と日本庭園、外山英策／著、交友社、１９２７ 
最新図解日本造庭法、杉本文太郎、成光堂、１９２７ 
聚楽 東洋古建築・庭園画集、座右賽刊行会、丸善、１９２７・１９２８ 
茶室と茶庭、保岡勝也／著、鈴木書店、１９２７(初版)・１９２８(増補再版)・１９３０(増



補３版)・１９３９(訂正増補) 
茶室の構造法と茶庭図解、杉本文太郎／著、建築書院、１９２７・１９３０(再版) 
（建築資料叢書）庭園と住宅、戸野琢磨、洪洋社、１９２７・１９３１ 
（日本風俗史講座）庭園と風俗、長坂金雄／編、龍居松之助／著、雄山閣、１９２７・１

９２８・１９２９・１９３８(？)・１９７３ 
 
京都 仙洞御所 二条 桂 修学院離宮 御写真実測図集１～36、川上邦基、古建築及庭園研

究会、１９２８～１９３２ 
薩藩庭園調査覚書、永見健一／著、出版者不明、［１９２８］ 
指定庭園調査報告１ 京都府、史蹟名勝天然紀念物保存協会／編纂、内務省、１９２８ 
 
世界造園図集、田村剛、--、１９２９ 
中流住宅庭園の造り方と庭木の知識、深山晃／著、鈴木書店、１９２９・１９３０ 
庭園工芸と室内装飾、西川友孝／著、資文堂、１９２９ 
日本庭園の手法、斉藤勝雄／著、成美堂、１９２９・１９３３ 
米国西部庭園植物、野村文哉／著、牧野富太郎／校訂、新光社、１９２９ 
和洋風庭園の作り方、上原敬二／著、資文堂、１９２９ 
 
建築・造園・工芸３ 特集様式の出発点と方向、西川友孝、金星堂、１９３０ 
実用庭園学 植物篇、田村剛／著、成美堂、１９３０ 
日本造庭材料図編 庭門の部、杉本文太郎、建築書院、１９３０ 
日本造庭図鑑、森永達男、欣龍堂、１９３０ 
 
家庭造園と副業庭園、五十嵐孝治／著、博文館、１９３１ 
庭園の鑑賞と築造、上原敬二／著、金星堂、１９３１ 
 
家族本位の庭、吉村厳、文書堂、１９３２ 
（万有科学大系）建築・庭園と公園、仲摩照久／編、新光社、１９３２ 
住宅小庭園図説、吉村厳著、文書堂、１９３２ 
誰にも出来る和洋風庭園の作り方、上原敬二、資文堂、１９３２ 
庭園植物及花卉の病氣と其の防ぎ方、遠藤茂／編著、昇文堂、１９３２ 
日本庭園史要、龍居松之助／著、雄山閣、１９３２ 
吉田半日荘庭園樹石入札、--、東京美術印刷社、１９３２ 
（小庭園叢書）これからの小庭園、上原敬二／著、金星堂、１９３２ 
（小庭園叢書）小庭園の園芸、上原敬二／著、金星堂、１９３２ 
（小庭園叢書）新しい室内庭園、上原敬二／著、金星堂、１９３２ 



 
高等建築学 14 建築計画２ 住宅・アパートメントハウス・庭園、清水一・北村徳太郎／

著、常磐書房、１９３３・１９３５(改訂) 
（家具写真集成）子供室・ベランダ・庭園の家具、洪洋社編部／編、洪洋社、１９３３ 
庭園図説 工費明細、斉藤勝雄／著、成美堂、１９３３・１９３６ 
（日本宗教講座）寺院の庭園、重森三玲／著、東方書院、１９３３ 
庭園意匠鑑、斉藤勝雄／著、成美堂書店、１９３３ 
庭園設計の実際、吉村厳／著、明文堂、１９３３ 
庭園手入暦、斉藤勝雄／著、成美堂、１９３３・１９３４・１９４９ 
 
京洛林泉古寂、松阪青渓、街路樹社、１９３４ 
最新建築造園大観、西川友孝、吉田書店、１９３４ 
支那庭園、後藤朝太郎／著、成美堂書店：１９３４、大空社：２００７ 
新時代の庭園と住宅、西田富三郎／著、太陽社：１９３４、巧人社：１９３４(再版) 
数寄屋建築 茶室と茶庭編・数寄屋風住宅編、鈴木荘太郎、建築世界社、１９３４ 
茶室・茶庭、重森三玲／著、河原書店、１９３４・１９３５ 
庭園秘伝口伝解、斉藤勝雄／著、成美堂、１９３４ 
満支風景庭園鑑、後藤朝太郎／著、成美堂、１９３４ 
（岩波講座日本歴史）室町時代の庭園、国史研究会／編、外山英策／著、岩波書店、１９

３４・１９３６ 
室町時代庭園史、外山英策／著、岩波書店：１９３４、思文閣：１９７３ 
 
図説日本庭園大鑑、吉村厳／著、文書堂、１９３５ 
日本庭園の鑑賞、重森三玲／著、スズカケ出版、１９３５・１９３７ 
日本庭園の鑑賞 第二輯、木下桂風／著、木下桂風、１９３５ 
 
一住宅と其庭園、堀口捨已／著、洪洋社、１９３６ 
近代的な住宅と小庭園、西川友孝／著、文京堂書店、１９３６ 
慈光院庭園、重森三玲／著、慈光院、１９３６ 
住宅と庭園１・３、増戸敬止郎／編、住宅と庭園社、１９３６ 
図鑑近江の林泉、中野楚渓、昭森社、１９３６ 
造庭建築、西川友孝、巧人社、１９３６ 
茶室構造図解、玉置一成、成光館、１９３６ 
（茶道全集）茶庭篇、--、創元社、１９３６ 
（日本趣味芸術叢書）庭園芸術、田村剛、河出書房 or 成美堂、１９３６ 
（日本精神叢書）庭園と日本精神、龍居松之助／著、日本文化協会出版部、１９３６・１



９３８・１９４０ 
庭造百題、吉村厳、明文堂、１９３６ 
 
観賞園芸、東京府立園芸学校／編纂、明文堂、１９３７ 
後楽園復旧記念写真帖、--、岡山県、１９３７ 
国際造園装備、西田富三郎、有光社、１９３７ 
茶庭・茶室、重森三玲／著、河原書店、１９３７(４版)・１９４２(６版) 
（民衆文庫）庭園の話、本多静六／著、社会教育協会、１９３７ 
（日本文化講座）日本建築及庭園、原田治郎／著、帝国教育会第七回世界教育会議日本事

務局、１９３７ 
琉球建築９ 庭園、田邊泰、--、１９３７ 
 
史蹟と名勝後楽園、--、東京市役所、１９３８ 
史蹟名勝小石川後楽園写真帖、--、東京市役所、１９３８ 
庭園襍記、針ケ谷鐘吉／著、西ケ原刊行会、１９３８・１９９７ 
 
図録日本庭園小史、重森三玲／著、河原書店、１９３９ 
茶庭、重森三玲、河原書店、１９３９ 
庭園植物の害虫防除、上原敬二・加藤常吉／著、成美堂書店、１９３９ 
（東雲文庫）庭園の見方、龍居松之助／著、宝雲舎、１９３９ 
日本式庭園の造り方、上原敬二／著、三省堂、１９３９ 
古代羅馬に於けるウィラ、特にその庭園に就て１～３、岡崎文彬／著、--、１９３９～１９

４０ 
 
新らしい趣味の小庭園、上原敬二／著、大洋社出版部、１９４０ 
京都の庭園、京都市観光課／編、京都市観光課、１９４０ 
慈照寺庭園の変遷を論ず、吉永義信／著、吉永義信、１９４０ 
社寺の庭園、重森三玲、河原書店、１９４０ 
小庭園の作り方、上原敬二／著、大洋社、１９４０ 
数寄屋建築、保岡勝也、洪洋社、１９４０ 
庭園制度之大要、吉田東伍、日本学術普及会、１９４０ 
（教養文庫）日本庭園、岡崎文彬、弘文堂、１９４０ 
（日本文化名著選）日本庭園発達史、横井時冬／著、堀口捨己・森蘊／校註、創元社、１

９４０(６版) 
造形芸術 13 平安朝の庭園、--、--、１９４０ 
 



京都および附近産庭石について、佐野藤右衛門、--、１９４１ 
（電建叢書）小庭園の見方造り方、清水栄二／編纂、日本電建株式会社出版部、１９４１ 
禅４ 禅と庭園、龍居松之助ほか／著、雄山閣、１９４１ 
茶室建築、北尾春道、鈴木書店、１９４１ 
 
京都皇居の御庭園、重森三玲／著、晃文社、１９４２ 
（現代叢書）近世の庭園、龍居松之助／著、三笠書房、１９４２ 
（趣味の京阪叢書）古都百庭 略史篇、重森三玲／著、京阪電気鉄道、１９４２ 
日本人の生活と庭園、上原敬二／著、三省堂、１９４２ 
日本庭園の発達、重森三玲／著、晃文社、１９４２ 
露地、小尾春道、鈴木書店、１９４２ 
露地・茶庭、北尾春道／著、彰国社、１９４２・１９５６・１９６１ 
 
近畿茶室行脚、岡田孝男、晃文社、１９４３ 
源氏物語の自然描写と庭園、外山英策／著、丁子屋書店：１９４３、クレス出版：１９９

７ 
（東亜建築撰書）支那庭園論、岡大路／著、彰国社、１９４３ 
茶室茶庭考、重森三玲／著、晃文社、１９４３ 
庭園新考、斉藤勝雄／著、成美堂、１９４３ 
日本庭園、重森三玲／著、一條書房 or 三條書房、１９４３ 
（大東名著選）日本庭園史話、龍居松之助／著、大東出版社、１９４３ 
日本庭園歴覧、重森三玲／著、晃文社、１９４３(２版) 
大和の庭園、重森三玲／著、天理時報、１９４３ 
 
日本庭園の構造、--、一修書房、１９４４ 
（日本の美と教養）日本庭園の伝統、森蘊、一條書房、１９４４ 
 
平安時代庭園の研究、森蘊／著、桑名文星堂、１９４５ 
 
（茶道精観）茶室、金井紫雲／解説、岡本東洋／撮影、芸艸堂、１９４６ 
茶庭入門、重森三玲／著、京都印書館、１９４６・１９４７ 
日本の庭園芸術、重森三玲／著、富書店、１９４６ 
 
京都庭園の研究、重森三玲／著、河原書店、１９４７ 
近畿名園の鑑賞、重森三玲／著、京都書院、１９４７ 
日本の庭園 JAPANESE GARDENS、龍居松之助、日本交通社、１９４７ 



 
（茶道全集）茶室・茶庭、林不同庵／著、晃文社、１９４８ 
築山庭造法、中島春郊／編、芸艸堂出版部、１９４８ 
（社会科文庫）庭園、龍居松之助／著、三省堂出版、１９４８ 
庭園の話、重森三玲／著、宝文館、１９４８ 
日本の庭園、重森三玲／著、富書店、１９４８ 
 
後楽園名勝誌、河本一夫、--、１９４９ 
日本の茶庭芸術、重森三玲／著、臼井書房、１９４９ 
 
（創元選書）美しい庭園、森蘊／著、創元社、１９５０ 
茶室、江守奈比古・旭谷左右、朝日新聞社、１９５０ 
（日本農林全書）日本庭園要説、丹羽鼎三、日本農林社、１９５０ 
日本の庭園、森蘊／著、河原書店、１９５０ 
 
桂離宮、森蘊、創元社、１９５１ 
これからの庭の造り方、西田富三郎／著、鳳山社、１９５１ 
小住宅の庭園設計、田村剛・森歓之助／著、地球出版、１９５１・１９５８(改訂２版) 
（新園芸 別冊）すまいを楽しくする四季の庭園、--、朝倉書店、１９５１ 
（新修茶道全集）茶室茶庭篇、堀口捨己／編、創元社、１９５１ 
 
桂離宮の飛石、彰国社、１９５２・１９５５ 
桂離宮の庭燈籠、--、彰国社、１９５２ 
京都の庭園、龍居松之助／著、協同印刷、１９５２ 
石庭林泉、北川桃雄／著、筑摩書房、１９５２ 
造園と茶室建築、前田巳之助／著、槙書店、１９５２ 
わが家の庭、農耕と園芸編部／編、誠文堂新光社、１９５２ 
 
（Modern living）家の設計・庭の設計、婦人画報編局／編、婦人画報社、１９５３(２版) 
民家の庭、西村貞／著、美術出版社、１９５３・１９５７・１９５９ 
 
新らしい庭園の造り方、秋田浩／著、筑陽書房、１９５４ 
小庭園 附時価見積表、斉藤勝雄／著、河出書房、１９５４ 
庭園物語、岩手日報社編局／編、岩手日報社、１９５４(２刷) 
全国庭園調、--、全日本観光連盟、１９５４ 
（実用百科選書）新しい庭の造り方、平山勝蔵／著、金園社、１９５５ 



（河出新書）京都の庭、奈良本辰也／著、河出書房、１９５５・１９６０・１９６２ 
住宅の囲りと庭の設計、田中隆之助／著、川津書店、１９５５ 
修学院離宮、森蘊、創元社、１９５５ 
（新修茶道全集）茶室茶庭篇、千宗左・千宗室・千宗守／監修、矢部良作／編、春秋社、

１９５５ 
（三省堂百科シリーズ）庭園、龍居松之助／著、三省堂出版、１９５５ 
庭つくり、斉藤勝雄／著、技報堂、１９５５・１９５９ 
日本庭園集、津村秀男／著、小谷書房、１９５５ 
（岩波写真文庫）日本の庭園、--、岩波書店、１９５５ 
（日本美図絵）日本の庭園、龍居松之助／編、河出書房、１９５５ 
日本美術全集６ 建築・庭園篇、東都文化交易Ｋ．Ｋ．／編、東都文化交易、１９５５ 
鹿苑、鹿苑寺／編、鹿苑寺、１９５５ 
 
住宅庭園、吉村厳／著、朝倉書店、１９５６・１９５７ 
西洋造園史、針ケ谷鐘吉／著、彰国社、１９５６ 
（角川写真文庫）日本の庭園、角川書店／編、角川書店、１９５６ 
庭づくりと庭木の手入、野崎信夫／著、加島書店、１９５６ 
（講談社版アート・ブックス）庭と茶室、西村貞／著、大日本雄弁会講談社、１９５６・

１９５７ 
（百合選書）京の庭、京都名園の会／編、素人社、１９５７ 
住宅の庭、西田富三郎／著、彰国社、１９５７ 
（主婦の友シリーズ）小住宅の庭園、主婦の友社／編、主婦の友社、１９５７・１９６３(50
版) 
たのしい庭、吉村厳／著、雄鶏社、１９５７ 
（雄山閣芸術全書）茶庭、柳沢宗淵／著、雄山閣出版、１９５７・１９６７・１９６９ 
（創元選書）日本の庭園、森蘊／著、創元社、１９５７ 
日本の庭園芸術１～３、重森完途／著、理工図書、１９５７ 
（創元選書）ヨーロッパの庭園、岡崎文彬／著、東京創元社、１９５７ 
 
憩いの庭、龍居松之助／著、新樹社、１９５８ 
荘内名園百景、小野寺清／編、荘内日報社、１９５８ 
日本の庭園、吉永義信／著、彰国社、１９５８・１９６０(２版) 
（日本歴史新書）日本の庭園、吉永義信／著、至文堂、１９５８・１９６６(増補) 
庭、重森三玲・重森完途／著、ダヴィッド社、１９５８ 
庭作りガイドブック、川上幸男／著、明文堂、１９５８ 
庭の造り方、西川友孝／著、愛隆堂、１９５８ 



みんなのための憇いの庭、龍居松之助・龍居竹之介／著、新樹社、１９５８ 
 
ガーデナー語録、南雲正次／著、南加庭園業聯盟、１９５９ 
（百合選書）京の庭 続、京都名園の会／編、素人社、１９５９ 
図説欧米の造園、岡崎文彬／著、養賢堂、１９５９ 
（奈良国立文化財研究所学報）中世庭園文化史、森蘊／著、奈良国立文化財研究所、１９

５９ 
庭園工作物集、西田富三郎／著、理工図書、１９５９ 
東京の庭、西田富三郎／著、紀伊国屋書店、１９５９ 
日曜庭作り、飯島亮／著、池田書店、１９５９ 
日本庭園、吉村厳／著、朝倉書店、１９５９ 
（現代教養文庫）庭の美しさ、重森完途／著、社会思想社、１９５９ 
（私たちの文化財）国立公園と庭園、飯野彰／編、朱雀社、１９５９ 
 
お庭拝見、光村推古書院編部／編、光村推古書院、１９６０ 
（現代教養文庫）京都の名庭、重森完途・著、社会思想社、１９６０・１９６５(増訂) 
現代のにわ、--、彰国社、１９６０ 
小住宅の庭づくり、龍居松之介・龍居竹之介／著、嶋書房、１９６０ 
庭園の設計、永嶋正信・土肥周丸／著、理工図書、１９６０・１９６４(改訂２版)・１９６

５(改訂３版)・１９６９(改訂６版)・１９７４(８版)・１９７６(改訂版) 
日本の庭・作者、流派、作風、森蘊・恒成一訓、朝日新聞社、１９６０ 
庭づくりと工作、小野武雄／著、彰国社、１９６０ 
庭つくりのすべて、炊江勇／著、農業図書、１９６０ 
庭のデザインブック、三橋一也・石川岩雄／著、大泉書店、１９６０・１９６６ 
 
京都の庭園、文化保護法施行十周年京都記念会／編、文化保護法施行十周年京都記念会、

１９６１ 
史跡名勝常磐公園内好文亭及び庭園復元工事報告書、茨城県／編、茨城県、１９６１ 
（住宅新書）小庭園の設計、--、主婦の友社、１９６１ 
（創元選書）西洋の庭園、鼓常良／著、創元社、１９６１ 
造園技術、関口■太郎／編著、養賢堂、１９６１ 
徳島の庭園、福原健生／著、福原健生、１９６１ 
庭のデザイン、斉藤勝雄／著、技報堂、１９６１・１９６６ 
庭のデザイン、西田富三郎／著、池田書店、１９６１ 
庭草園芸、近藤龍雄／著、加島書店、１９６１ 
 



京都の庭、矢内原伊作／著、淡交社、１９６２・１９７７(改訂)・１９７８ 
京の庭を歩く、中村直勝／著、白川書院、１９６２ 
（奈良国立文化財研究所学報）寝殿造系庭園の立地的考察、森蘊／著、奈良国立文化財研

究所、１９６２ 
禅の庭、岡本東洋／撮影、光村推古書院、１９６２ 
禅の庭２、光村推古書院／編、光村推古書院、１９６２ 
（現代教養文庫）茶室と庭、重森三玲・著、社会思想研究会出版部、１９６２ 
（図説茶道体系）茶の建築と庭、--、角川書店、１９６２ 
（名古屋城叢書）名勝名古屋城二之丸庭園、名古屋城振興協会／編、名古屋城振興協会、

１９６７ 
日本庭園の構成と表現、吉永義信／著、彰国社、１９６２ 
日本の庭、福田和彦／著、河出書房新社、１９６２ 
名園百趣、光村推古書院編部／編、光村推古書院、１９６２・１９７０ 
林泉備要、京都林泉協会／著、京都林泉協会、１９６２ 
 
京の茶室と庭、井口海仙・中村昌生／著、淡交新社、１９６３ 
（カラーブックス）京の名庭、中根金作／著、保育社、１９６３・１９７６・１９８２(新
訂) 
江南園林志、童／著、新華書店北京発行所、１９６３ 
（カラーブックス）小庭園、吉村厳／著、保育社、１９６３・１９７７ 
（百合選書）庭園の見方、直川健一／著、素人社、１９６３ 
（スイコブックス）名園を探る、高桑義生／著、光村推古書院、１９６３・１９６８ 
 
中小庭園設計図集、月村正雄、月村庭園芸術研究所、１９６４ 
日本の庭園、森蘊／編、吉川弘文館、１９６４・１９７６ 
（日本の美と教養）日本の庭、中根金作／著、河原書店、１９６４・１９６８・１９８４(改
訂) 
（現代教養文庫）日本の名庭、福田和彦／著、社会思想社、１９６４ 
庭、重森三玲／著、平凡社、１９６４ 
 
（カラーブックス）新しい庭、龍居竹之介／著、保育社、１９６５・１９７９・１９８０ 
石の寺、栗田勇文、淡交新社、１９６５ 
小川治兵衛、山根徳太郎、--、１９６５ 
京都 民家の庭、京都新聞社／編、鹿島研究所出版会、１９６５・１９７３ 
借景と坪庭、伊藤ていじ／文、淡交新社、１９６５ 
住宅庭園 環境と設計、伊藤邦衛／著、誠文堂新光社、１９６５・１９７３(５版) 



（角川文庫）石庭林泉、北川桃雄／著、角川書店、１９６５ 
特別名勝栗林公園内掬月亭建物並びに庭園修理工事報告書、香川県経済労働部観光課／編、

香川県経済労働部観光課、１９６５ 
庭づくり新入門 農耕と園芸編、--、誠文堂新光社、１９６５・１９６６・１９６９ 
 
（福岡県教育委員会提供郷土史研究資料）郷土の史跡と庭園、筑紫豊／解説、県政評論社：

１９６６、福岡県文化財資料刊行会：１９７９ 
（奈良国立文化財研究所学報）小堀遠州の作事、森蘊／著、吉川弘文館、１９６６ 
全国庭園ガイドブック、京都林泉協会／編、誠文堂新光社、１９６６・１９７３(５版)・１

９７５・１９８０(増補改訂) 
茶室と茶庭、重森三玲／著、誠文堂新光社、１９６６・１９７８(新訂)・１９７９(新訂) 
中国の庭、杉村勇造／著、求龍堂、１９６６ 
庭の手入れ１２カ月、石川格／著、誠文堂新光社、１９６６ 
 
新しい庭の設計、石川格／著、誠文堂新光社、１９６７ 
新しい庭の造り方、西田富三郎／著、東都書房、１９６７ 
石組と池泉の技法、上原敬二／著、加島書店、１９６７・１９６８・１９８６ 
鹿児島県文化財調査報告書 14、鹿児島県教育委員会／編、鹿児島県教育委員会、１９６７ 
図録・庭園概説、岡崎文彬／著、京都府教育庁文化財保護課、１９６７ 
庭園の美と鑑賞法、重森三玲／著、宝文館出版、１９６７ 
（ＳＤ選書）日本の庭園、田中正大／著、鹿島出版会、１９６７・１９７３・１９７８ 
わが家の庭づくり、誠文堂新光社ガーデンライフ編部／編、誠文堂新光社、１９６７ 
 
お庭拝見、浅野喜市／撮影、光村推古書院、１９６８～１９７１ 
カラー京都の庭、竹山道雄／文、淡交社、１９６８ 
カラー宮廷の庭？、--、淡交新社、１９６８ 
カラー宮廷の庭３ 修学院離宮、--、淡交新社、１９６８ 
カラー宮廷の庭？ 桂離宮、井上靖・伊藤ていじ／文、淡交社、１９６８・１９７７ 
カラー宮廷の庭？ 仙洞御所、三島由紀夫・伊藤ていじ／文、淡交社、１９６８・１９７

７ 
京都の庭、奈良本辰也／著、鹿島研究所出版会、１９６８・１９７２ 
古庭園のみかた、吉川需／著、第一法規出版、１９６８・１９７２・１９７５(５刷)・１９

７６(６刷)・１９８１・１９８５(10 刷) 
（住宅デザイン双書）小住宅の庭、小林清／編、創元社、１９６８・１９７７ 
（実用百科選書）小庭園、岡崎文彬・村岡正／著、金園社、１９６８ 
昭和の庭、岩城亘太郎／著、鹿島研究所出版会、１９６８ 



禅と庭園、川瀬一馬／著、講談社、１９６８ 
東宮御所 建築・美術・庭園、渡辺義雄／撮影、毎日新聞社、１９６８ 
日本文化としての庭園、丹羽鼎三記念出版会／編、丹羽鼎三／著、誠文堂新光社、１９６

８ 
（教養カラー）庭、重森三玲／著、社会思想社、１９６８・１９６９ 
庭木と植栽の技法、上原敬二／著、加島書店、１９６８ 
（カラーブックス）庭づくり、中根金作／著、保育社、１９６８・１９７３・１９７６ 
（サンケイ住まいの本）庭づくりと園芸、サンケイ新聞社／編、サンケイ新聞社出版局、

１９６８ 
 
妹背邸園の沿革、松田茂樹／著、松田茂樹、１９６９ 
現代和風庭園、重森三玲／著、誠文堂新光社、１９６９ 
小庭・中庭づくり、斉藤勝雄／著、技報堂、１９６９ 
宗隣禅寺庭園復元改修之記、宇部郷土文化会／編、宗隣禅寺、１９６９ 
竹と庭、室井綽／著、農業図書、１９６９ 
（茶の湯ライブラリー）茶庭の話、中根金作／著、淡交社、１９６９・１９７８ 
庭園材料 植物編、池田二郎／著、農業図書、１９６９ 
庭園材料 造形素材編、池田二郎・津留誠一／著、農業図書、１９６９・１９７０ 
（日本の美術 034）庭園とその建物、森蘊／著、至文堂、１９６９ 
日本庭園の美、重森完途／著、井上書院、１９６９ 
図説日本の造園、岡崎文彬／著、養賢堂、１９６９・１９７３(２版) 
日本の名園、重森三玲／著、誠文堂新光社、１９６９ 
和歌山公園紅葉谷庭園一帯復元調査報告書、森蘊／著、庭園文化研究所、１９６９ 
摩訶耶寺庭園学術調査報告書、日本庭園研究会、日本庭園研究会、１９６９ 
 
（住まいと庭シリーズ）石の庭・自然の庭、--、誠文堂新光社、１９７０ 
園冶、計無否／著、渡辺書店、１９７０(翻刻) 
住宅庭園・茶庭、住宅庭園・茶庭編部／編、誠文堂新光社、１９７０ 
（中央区史蹟研究）白河少将楽翁公築地下邸浴恩園資料、安藤菊二編／著、--、１９７０ 
滄浪園の建築物と庭園の構造、佐藤重夫・木村卿彦／著、広島県名勝滄浪園緊急調査団、

１９７０ 
築庭秘事、--、有明書房、１９７０ 
茶庭、北尾春道／著、光村推古書院、１９７０ 
中国・四国の庭、山陽新聞社／編、鹿島出版会、１９７０・１９７３ 
庭園花木のつくり方、久保利夫／著、加島書店、１９７０ 
伝統の庭木づくり、斉藤勝雄／著、河出書房新社、１９７０ 



日本庭園基本計画報告書 レバノン、ベイルート市、加藤栄一／著、海外技術協力事業団、

［１９７０］ 
日本庭園の思惟、重森完途／著、日貿出版社、１９７０ 
日本庭園の秘法、斉藤勝雄・和田貞次／著、日貿出版社、１９７０ 
龍安寺石庭、大山平四郎／著、講談社、１９７０・１９９５ 
わが家の庭１、庭匠会／編、庭匠会、１９７０ 
 
（日本の美術 061）枯山水の庭、--、至文堂、１９７１ 
空間の神話学 玩具・庭園・劇場、海野弘／著、造形社、１９７１ 
（住まいと庭シリーズ）これからの住宅と庭、--、誠文堂新光社、１９７１ 
実測図日本の名園、重森三玲／著、誠文堂新光社、１９７１ 
写真でみる東京の庭、西田富三郎／著、金園社、１９７１・１９７６ 
（新しい住宅写真双書）小住宅の庭 13、脇坂誠／著、実業之日本社、１９７１ 
新宿と庭園、--、東京都新宿区教育委員会、１９７１ 
滄浪園、--、広島県名勝滄浪園緊急調査団、１９７１ 
奈良を測る、森蘊／著、学生社、１９７１ 
日本の庭、伊藤ていじ・岩宮武二・亀倉雄策／著、中央公論社、１９７１ 
（ブック・オブ・ブックス 日本の美術）禅寺と石庭、--、小学館、１９７１ 
庭造りのコンサルタント、西田富三郎／著、東都書房、１９７１ 
東日本の庭園、吉河功／著、有明書房、１９７１ 
 
お庭拝見、--、荘内日報社、１９７２ 
作庭記、田村剛／著、相模書房、１９７２・１９７７ 
茶道の庭、福田和彦／著、鹿島研究所出版会、１９７２ 
住宅庭園、辻口忠夫／著、文研出版、１９７２ 
小庭園のつくり方、河原武敏／著、永岡書店、１９７２ 
推賞日本の名園 京都・中国編、京都林泉協会／編、誠文堂新光社、１９７２・１９７８(新
版) 
推賞日本の名園 奈良・滋賀全国編、京都林泉協会／編、１９７２ 
（茶道文庫）茶庭、重森三玲／著、河原書店、１９４９・１９５６(改訂再版)・１９７２(３
訂)・１９８８(３訂) 
庭づくりの相談、池田二郎／著、農業図書、１９７２ 
 
滋賀県の庭園、--、滋賀県東京物産観光あっ旋所、１９７３ 
史跡和歌山城紅葉溪庭園整備報告書、和歌山市公園課／編、和歌山市公園課、１９７３ 
詳解日本庭園図説、吉河功／著、有明書房、１９７３ 



茶室茶庭事典、重森三玲／著、誠文堂新光社、１９７３ 
（造園大系）庭園論、上原敬二／著、加島書店、１９７３ 
新潟の庭づくり 1973 年度版、新潟日報事業社／編、新潟日報事業社、１９７３ 
庭、重森三玲・重森完途／著、成美堂出版、１９７３ 
庭、中根金作／著、保育社、１９７３・１９７９ 
庭・自然と造形、小形研三／著、誠文堂新光社、１９７３ 
庭づくりのすべて、炊江勇／著、農業図書、１９７３ 
庭ひとすじ、森蘊／著、学生社、１９７３・１９７５ 
ヨーロッパの名園、岡崎文彬／著、朝日新聞社、１９７３ 
 
京都の造園・作庭集、京都府造園協同組合／編、誠文堂新光社、１９７４ 
刻々是好刻、重森三玲／著、北越出版、１９７４ 
住宅の庭、ニューハウス編部／編、ニューハウス出版、１９７４・１９８４ 
新潟の庭づくり 1974 年度版、新潟日報事業社／編、新潟日報事業社、１９７４ 
日本庭園歴覧辞典、重森三玲／著、東京堂出版、１９７４ 
（ＳＤ選書）日本の公園、田中正大／著、鹿島出版会、１９７４ 
日本の庭園、森蘊／文、集英社、１９７４ 
曼荼羅庭園廃瓦塔の由来、石田茂作／著、久間龍治、１９７４ 
薬草栽培教室 趣味と実益の薬草庭園、森下徳衛／著、富民協会、１９７４ 
 
出雲流庭園、小口基実・戸田芳樹／著、小口庭園、１９７５ 
木と石のデザイン、川本敏雄／著、鶴書房、１９７５ 
木と石のデザイン 続、川本敏雄／著、鶴書房、１９７５ 
九州の庭 福岡編、九州の庭編委員会、日本造園組合連合会、１９７５ 
京の庭を巡る、重森三玲／著、白川書院、１９７５ 
倉敷市の庭園１、佐藤清明／編、倉敷市教育委員会、１９７５ 
御所離宮の庭、--、世界文化社、１９７５ 
諸国茶庭名蹟図会、紅染山鹿庵／著、庭園古書刊行会、１９７５(翻刻) 
図説庭の主要設備、西田富三郎／著、技報堂、１９７５ 
築山染指録、東睦／著、庭園古書刊行会、１９７５(翻刻) 
庭園の旅、森蘊／著、芸艸堂、１９７５ 
日本の庭 作庭編 素材編、重森完途／著、毎日新聞社、１９７５・１９７９(７版) 
日本の庭 名園編、重森完途・井上靖ほか／著、毎日新聞社、１９７５・１９７９(７版) 
庭のデザインと設計、星進／著、池田書店、１９７５ 
余景作り庭の図、菱川師宣／画、庭園古書刊行会、１９７５(翻刻) 
臨川寺庭園遺跡発掘調査概要、臨川寺庭園遺跡発掘調査団／編、［臨川寺庭園遺跡発掘調査



団］、１９７５ 
 
イスラムの庭園、村田孝／著、オーム社、１９７６ 
お庭拝見、誠文堂新光社／編、誠文堂新光社、１９７６ 
京の庭、岩宮武二／写真、国際情報社、１９７６ 
兼六園全史、兼六園全史編纂委員会ほか、兼六園観光協会、１９７６ 
小島佐一作庭集、--、誠文堂新光社、１９７６ 
讃岐の庭園、伊藤滋／編、浅野二郎／解説、不二出版社、１９７６ 
実測図日本の名園 続、重森三玲編／著、誠文堂新光社、１９７６ 
（カラーブックス）小住宅の庭、吉田徳治／著、保育社、１９７６ 
諸国茶庭名跡図会 巻上、紅染山鹿庵／撰、針ケ谷鐘吉／編、加島書店、１９７６(翻刻) 
住宅の和庭、ニューハウス編部／編、ニューハウス出版、１９７６・１９８０ 
樹木 庭園樹・公園樹 正・続、ワールドグリーン編部／編、ワールドグリーン、１９７

６・１９７７・１９８１(５版) 
庭園樹木図鑑１ 常緑樹編、小林義雄・大山陽生・埴生雅章／著、池田書店、１９７６ 
名古屋城二之丸庭園発掘調査概要報告書、--、名古屋市教育委員会、１９７６ 
日本の住宅庭園、建築資料研究社・建築思潮研究所／編、建築資料研究社、１９７６ 
（１００選シリーズ）日本名庭１００選、西ケ谷恭弘・大橋治三／編、秋田書店、１９７

６ 
にわ 日本庭園史考、江幡潤／著、祥文社、１９７６ 
庭、重森三玲／著、誠文堂新光社、１９７６ 
庭の見取図・平面図集、斉藤勝雄／著、技報堂出版、１９７６ 
（マイホームシリーズ）水を使った庭、主婦と生活社／編、主婦と生活社、１９７６ 
（ガーデンシリーズ）ロックガーデンと山草の栽培、ガーデンライフ／編、誠文堂新光社、

１９７６ 
 
（ニューガーデンシリーズ）石の庭、吉河功／著、立風書房、１９７７ 
江戸中期の庭、重森三玲／著、鹿児島県立図書館、１９７７ 
（ニューガーデンシリーズ）垣根と生垣、吉村明夫／著、立風書房、１９７７ 
枯山水、重森三玲／著、河原書店、１９７７ 
（ミニミニガイド文庫）京都 古寺・庭園・歴史散歩・味めぐり、現代旅行研究所／著、

昭文社、１９７７ 
（フルール双書）京の名園散歩、岡本章／文、光村推古書院、１９７７ 
玄関の庭、--、毎日新聞社、１９７７ 
小庭、京都府造園協同組合／編著、誠文堂新光社、１９７７ 
三徳庵田中仙樵全集２ 茶庭・茶席考、田中仙翁／編、茶道之研究社、１９７７ 



松風閣とその庭園、北陸放送／編、北陸放送、１９７７ 
西洋造園変遷史、針ケ谷鐘吉／著、誠文堂新光社、１９７７ 
造園芸術、植周造園、--、１９７７ 
日本庭園要説、長谷川正海／著、白川書院、１９７７ 
（新潮文庫）日本の庭、立原正秋／著、新潮社、１９７７・１９８４ 
（カラーフォト・シリーズ）日本の庭、日■貞夫・中矢代憲子／写真、朝日ソノラマ、１

９７７・１９７９ 
庭木と造園技術 農耕と園芸編、--、誠文堂新光社、１９７７ 
庭と空間構成の伝統、堀口捨己／著、鹿島出版会、１９７７・１９８７ 
庭のプラン集、建築資料研究社／編、建築資料研究社、１９７７ 
（ひょうご百科）ひょうごの庭園、津村秀男／著、神戸新聞出版センター、１９７７ 
名勝円成寺庭園 環境整備事業報告書、庭園文化研究所／編、円成寺、１９７７ 
（カラーブックス）名庭のみかた、中根金作／著、保育社、１９７７・１９８１ 
 
岩見沢に育つ植物 中薮庭園 250 選、［岩見沢市教育委員会］、岩見沢市教育委員会、１９

７８ 
写真で見る世界の庭園手法、岡崎文彬／著、建築資料研究社、１９７８ 
数寄屋の庭、川崎幸次郎／著、誠文堂新光社、１９７８ 
（観光資源調査報告）津軽の庭、--、観光資源保護財団、１９７８ 
庭園学概論、石川格／著、誠文堂新光社、１９７８ 
日本庭園の原像、長谷川正海／著、白川書院、１９７８ 
日本の庭 伝統編、岩城亘太郎／文、信原修／写真、淡交社、１９７８ 
庭が語る、上田等真／著、植駒造園、１９７８ 
庭づくり植木いじり専科、ガーデンライフ／編、誠文堂新光社、１９７８ 
庭づくり３６５日、龍居竹之介／著、日刊スポーツ出版社、１９７８ 
庭づくり全科、三橋一也／著、家の光協会、１９７８ 
庭の文化史、江山正美／著、文一総合出版、１９７８ 
平城京・庭園遺跡の保存のために、--、奈良県文化財保存対策連絡会、１９７８ 
（ＳＤ選書）ヨーロッパの造園、岡崎文彬／著、鹿島出版会、１９７８ 
（ガーデンシリーズ）わが家の庭の設計、ガーデンライフ／編、誠文堂新光社、１９７８ 
 
生垣の仕立方と手入、上原敬二／著、加島書店、１９７９ 
（筑摩叢書）草庭、堀口捨己／著、筑摩書房、１９７９ 
作庭記秘抄、久恒秀治／著、誠文堂新光社、１９７９ 
（暮らしのしおり 山陰の歳時とガイド）山陰の庭園、遠藤仁誉／著、山陰中央テレビジ

ョン放送、１９７９ 



史跡名勝旧有備館及び庭園保存修理工事報告書、岩出山町教育委員会／編、岩出山町、１

９７９ 
信州の庭、長野県造園協会／編、長野県造園協会、１９７９ 
（日本美術全集）禅院と庭園、川上貢・吉川需／編、学習研究社、１９７９・１９９４(改
訂版)・１９９９(新装版) 
だれにもわかる住宅の庭づくりの実際、東京造園家協会／編、オーム社、１９７９ 
（茶と美）茶室と露地、表千家／編、茶と美舎、１９７９ 
（裏千家茶道教科 教養編）茶の露地、--、淡交社、１９７９ 
坪庭 続／日本アート・センター編、毎日新聞社、１９７９ 
（家庭の園芸シリーズ）日曜庭づくり、佐久間哲／著、学研、１９７９ 
日本の美術 別巻 庭、--、平凡社、１９７９(２版) 
日本の美術 別２ 庭、--、平凡社、１９７９(２版) 
（別冊家庭画報）庭いじりの手本、--、世界文化社、１９７９ 
（オレンジバックス）庭師の知恵袋、安藤吉蔵／著、講談社、１９７９ 
庭づくりの第一歩、上原敬二／著、加島書店、１９７９ 
庭への招待、浜地和子／写真、未来社、１９７９ 
北海道の庭園、西村保五郎／著、ミニコミセンター、１９７９ 
緑の東京史、東京都造園建設業協同組合／編、思考社、１９７９ 
琉球・薩摩の庭園、小口基実／著、小口庭園グリーンエクステリア、１９７９ 
 
足立美術館、山陰中央新報社／編、山陰中央新報社、１９８０・２００１(改訂) 
飯田十基庭園作品集、日本庭園協会／編、創元社、１９８０ 
（山陽カラーシリーズ）岡山の名庭古庭、山本利幸／文、花田富士雄／写真、山陽新聞社、

１９８０ 
香川作庭集１ 香川の作庭家・人とその作品、--、春秋社、１９８０ 
（山溪カラーガイド）京の庭、山本建三／写真、山と渓谷社、１９８０ 
原色日本の美術 10 禅寺と石庭、小学館、１９８０(改訂) 
（名古屋城叢書）史蹟名勝名古屋城の庭園、名古屋城振興協会／編、名古屋城振興協会、

１９８０(増補新版) 
（建築現場実務大系）住宅庭園の設計と管理、秋輪造園土木株式会社・井上書院編部／編、

井上書院、１９８０・１９８７ 
数寄屋 建築と庭園、恒成一訓／写真、伊藤ていじ・横山正／文、毎日新聞社、１９７９・

１９８５(新装版) 
（日本発見 心のふるさとをもとめて）庭園の美、--、暁教育図書、１９８０ 
西浜御殿と養翠園、松田茂樹／著、松田茂樹、１９８０ 
日曜庭づくり、龍居竹之介／著、永岡書店、１９８０ 



日本庭園 万博日本庭園造庭誌、万博日本庭園造庭誌編委員会／編、万博日本庭園造庭誌

編委員会、１９８０ 
日本有名庭園実測図集、--、同朋社出版、１９８０ 
庭づくりのための庭園植物 200 種、池田二郎／著、農業図書、１９８０ 
庭手入れ全科、川上幸男ほか／著、家の光協会、１９８０ 
庭の細部手法集、京都府造園協同組合／編著、誠文堂新光社、１９８０ 
（人間と教育）人と自然と、斉藤喜博／著、一茎書房、１９８０ 
病院環境造園、藤井常男／編著、大塚製薬工場、１９８０ 
（Bunken Living Guide Deluxe）予算・敷地に応じた住宅庭園、辻口忠夫／著、文研出版、

１９７９(新版)・１９８０(新版) 
 
池の沢庭園遺跡発掘調査概要、朽木村教育委員会／編、朽木村教育委員会、１９８１ 
（岡山文庫）岡山の庭、山本利幸／著、日本文教出版、１９８１ 
京都枯山水庭園図譜、池崎功／作画、村岡正／解説、平凡社、１９８１ 
（講談社文庫）京の庭、吉河功／著、講談社、１９８１ 
史跡弘前城跡保存修理事業三の丸庭園発掘調査報告書、史跡弘前城跡三の丸庭園発掘調査

団ほか／編、弘前市、１９８１ 
住宅の造園、大山陽生／著、鹿島出版会、１９８１ 
称名寺庭園苑池遺構発掘調査報告書 昭和 55 年度、横浜市教育委員会事務局社会教育部文

化財課／編、横浜市教育委員会事務局社会教育部文化財課、１９８１ 
田中栄作庭集、西桂ほか／編、中央出版、１９８１ 
坪庭、日本アート・センター／編、毎日新聞社、１９８１ 
（建築・note）隆、西沢文隆／著、丸善、１９８１ 
（ＮＨＫブックス）日本庭園史話、森蘊／著、日本放送出版協会、１９８１ 
日本の庭、井上靖・重森完途／著、毎日新聞社、１９８１ 
庭、吉村貞司／著、六興出版、１９８１ 
（マイホームシリーズ）庭づくり、主婦と生活社／編、主婦と生活社、１９８１ 
名園を訪ねて、中部愛苑会／編、中部愛苑会、１９８１ 
 
京・数寄屋と茶庭 四君子苑百景、北村美術館／編、講談社、１９８２ 
入江泰吉写真全集８ 京の名庭、--、集英社、１９８２ 
滋賀県の庭園１、滋賀県教育委員会／編、滋賀県教育委員会、１９８２ 
（アール・ヴィヴァン叢書）蘇州園林、陳従周編著、リブロポート、１９８２ 
大悲王院庭園調査報告書、池田二郎／編、池田二郎、１９８２ 
（中国カラー文庫）中国古典園林、中国人民美術出版社／著、美乃美、１９８２ 
中国の名庭、劉敦■／著、小学館、１９８２ 



庭園、伊藤ていじ／著、光村推古書院、１９８２ 
庭園都市 松代、長野市教育委員会／編、長野市教育委員会、１９８２ 
（New garden series）庭づくり入門、森真太郎／著、立風書房、１９８２ 
（エクステリアシリーズ）和風の庭実例集、ハウジング企画社／編、永岡書店、１９８２・

１９８５・１９９５ 
 
紀州林泉名勝図会、小西章三／著、ゆのき書房、１９８３ 
作庭と観賞、重森完途／著、淡交社、１９８３ 
数寄の庭、木戸雅光／撮影、木戸雅光作庭事務所／編、木戸雅光作庭事務所、１９８３ 
（日本庭園集成）数寄の庭、--、小学館、１９８３ 
（日本の美と文化 art japanesque）庭園と離宮、磯崎新ほか／編、講談社、１９８３ 
（美しい日本）庭園百景、鈴木勤／編、世界文化社、１９８３ 
（東京都庭園美術館資料）東京都庭園美術館 建築とその歴史、--、東京都文化振興会、１

９８３・１９９５ 
特別名勝毛越寺庭園発掘調査報告書（第４次）、平泉町教育委員会／編、平泉町教育委員会、

１９８３ 
（新潮選書）都市の庭・森の庭、海野弘／著、新潮社、１９８３ 
日本庭園雑考、長谷川正海／著、東洋文化社、１９８３ 
日本の庭 続、重森完途／著、毎日新聞社、１９８３ 
日本の名勝１・２ 庭園、吉川需／編著、講談社、１９８３ 
庭のイングランド、川崎寿彦／著、名古屋大学出版会、１９８３・１９９７(新装版) 
（エクステリアシリーズ）洋風の庭実例集、ハウジング企画社／著、永岡書店、１９８３・

１９９２ 
 
京都千年３ 庭と茶室、原田伴彦ほか／編、講談社、１９８４ 
（日本庭園集成）玄関の庭、--、小学館、１９８４ 
建築文化再見４ 庭－三つのかたち、伊藤ていじ／著、淡交社、１９８４ 
信州の庭園めぐり、小口基実／解説、宮本辰雄／写真、信濃毎日新聞社、１９８４ 
蘇州の庭園、曹玉泉・鄭可俊／撮影、安春陽／編、外文出版社、１９８４ 
（日本庭園集成）茶庭、中村昌生・西沢文隆／監修、小学館／編、小学館、１９８４ 
中国の園林、木村英夫ほか／編、日本造園修景協会、１９８４ 
庭園 虚構仕掛のワンダーランド、ＳＤ編部／編、鹿島出版会、１９８４ 
（日本史小百科）庭園、森蘊／著、近藤出版社：１９８４、東京堂出版：１９９３ 
奈良の庭園、大久保信治／著、奈良市、１９８４ 
庭を見つめて、山本政東／著、山本造園、１９８４ 
庭のたのしみ、アンヌ=スコット=ジェイムズ／著、横山正・増田能子／訳、鹿島出版会、



１９８４ 
（弘前の文化財シリーズ）弘前の文化財 庭園、弘前市教育委員会／編、弘前市教育委員

会、１９８４ 
（中公新書）楽園と庭、川崎寿彦／著、中央公論社、１９８４ 
 
アール・デコの建築と庭園 パリ アール・デコ展、ミッシェル=ルウ=スピッツ／著、鈴

木博之／翻訳監修、学習研究社、１９８５ 
亀岡の庭を訪ねて、福知正温／著、南郷書房出版部、［１９８５］ 
滋賀県の庭園２ 湖北地方、滋賀県教育委員会／編、滋賀県文化財保護協会、１９８５ 
滋賀県の庭園３、滋賀県教育委員会／編、滋賀県教育委員会、１９８５ 
集成 日本の古庭園 上・下、岡崎文彬／著、同朋舎出版、１９８５ 
称名寺庭園苑池保存整備報告書 昭和 59 年度、横浜市教育委員会事務局社会教育部文化財

課／編、横浜市教育委員会事務局社会教育部文化財課、１９８５ 
（旅とトポスの精神史）西湖案内 中国庭園論序説、大室幹雄／著、岩波書店、１９８５ 
中国庭園の技法、河原武敏／著、河原武敏、１９８５ 
（庭 別冊 42）特集日本の庭園作家、--、建築資料研究社、１９８５ 
特別史跡特別名勝毛越寺庭園発掘調査報告書（第６次）、平泉町教育委員会／編、平泉町教

育委員会、１９８５ 
日本庭園史、吉永義信／著、小学館、１９８５ 
庭、京都新聞滋賀本社／編、京都新聞社、１９８５ 
人間の庭、ジャック=ブノワ=メシャン／著、思索社、１９８５ 
花岡親知の庭、花岡親知／著、東京造園、１９８５ 
水と緑のすむ庭園都市 手づくりのふるさと甲西、甲西町企画課／編、甲西町役場、１９

８５ 
名園のはなし、岡崎文彬／著、同朋舎出版、１９８５ 
名勝会津松平氏庭園（楽寿亭）修理工事報告書、文化財建造物保存技術協会／編、会津保

松会、１９８５ 
やさしい庭園入門、龍居松之助／著、建築資料研究社、１９８５ 
山梨の庭園、山梨県造園技能士会編委員会、--、１９８５ 
 
足立美術館の庭園、足立美術館／編、足立美術館、１９８６・２００２ 
（梁川町文化財調査報告書）遺跡梁川城本丸・庭園、--、梁川町教育委員会、１９８６ 
園冶研究、佐藤昌／著、日本造園修景協会東洋庭園研究会、１９８６ 
（求龍堂グラフィックス）韓国の庭、美谷島醇／写真、求龍堂、１９８６ 
（ＮＨＫブックス）「作庭記」の世界、森蘊／著、日本放送出版協会、１９８６ 
四季日本の庭 続、大橋治三／著、グラフィック社、１９８６ 



称名寺庭園苑池保存整備報告書 昭和 60 年度、横浜市教育委員会事務局社会教育部文化財

課／編、横浜市教育委員会事務局社会教育部文化財課、１９８６ 
説園、陳従周／著、日本造園修景協会・東洋造園研究会、１９８６ 
（平泉町文化財調査報告書）特別史跡特別名勝毛越寺庭園発掘調査報告書（第７次）、平泉

町教育委員会／編、平泉町教育委員会、１９８６ 
特別史跡平城京左京三条二坊宮跡庭園復原整備報告、奈良市教育委員会／編、奈良市教育

委員会、１９８６ 
（シリーズ・グラフ文化史）日本の名庭、朝日新聞社／編、朝日新聞社、１９８６ 
風景のデザイン、ガレット=エクボ／著、久保貞ほか／訳、鹿島出版会、１９８６ 
（園芸ライフシリーズ）プロが教える庭づくりの知恵、--、永岡書店、１９８６ 
名勝瑞泉寺庭園保存修理工事報告書、文化財保存計画協会／編、瑞泉寺、１９８６ 
 
足立美術館庭園一〇〇選、--、足立美術館、１９８７ 
家と庭の風景、増田友也／著、ナカニシヤ出版、１９８７ 
枯山水庭園考、塩見篤史／著、塩見篤史、１９８７ 
京都暮らしの庭、水野克比古／写真、京都書院、１９８７ 
京都御所、藤岡通夫／著、中央公論美術出版、１９８７(新訂) 
京都名庭、水野克比古／写真、京都書院、１９８７ 
建築及び庭園遺構にみられる中国古代遺制の調査、田中淡、田中淡、１９８７ 
讃岐の名園紀行 中・西讃編、長岡公／著、［長岡公］、１９８７ 
称名寺庭園苑池保存整備報告書 昭和 61 年度、横浜市教育委員会事務局社会教育部／編、

横浜市教育委員会事務局社会教育部、１９８７ 
（カラーブックス）小住宅、井出正雄／著、保育社、１９８７ 
（小沢コレクション）人工庭園の秩序、磯田光一／著、小沢書店、１９８７・１９９０ 
診察室の窓から つぼ･にわ･いし、堀沢真澄／著、近代文芸社、１９８７ 
知覧文化 24、鹿児島県知覧町立図書館／編、鹿児島県知覧町立図書館、１９８７ 
（知恵の森文庫 古美術読本）庭園、竹西寛子編、淡交社：１９８７、：２００６ 
（テオリア叢書）庭園の詩学、ドミトリイ=Ｓ=リハチョフ／著、坂内知子／訳、平凡社、

１９８７ 
庭園歴史散歩、重森完途／著、平凡社、１９８７ 
（平泉町文化財調査報告書）特別史跡特別名勝毛越寺庭園発掘調査報告書（第 10 次）、平

泉町教育委員会／編、平泉町教育委員会、１９８７ 
西沢文隆のディテール、西沢文隆・金沢良春／著、彰国社、１９８７ 
日本庭園史新論、大山平四郎／著、平凡社、１９８７ 
日本庭園の特質、進士五十八／著、東京農業大学出版会、１９８７・１９９０(２版)・１９

９８(３版) 



庭と道、岡田威海／著、鹿島出版会、１９８７ 
庭の落葉、丹羽鼎三／著、丹羽義郎、１９８７ 
兵庫の庭園、西桂／著、同朋舎出版、１９８７・１９９０ 
兵庫の庭園、西桂／著、のじぎく文庫、１９８７ 
（Do-life guide 趣味創作シリーズ）文化財ウォッチング、井上芳明・小野原光子／著、日

本交通公社、１９８７ 
名勝永保寺庭園無際橋修理工事報告書、文化財建造物保存技術協会／編、永保寺、１９８

７ 
名勝仙厳園附花倉御仮屋庭園修理工事報告書、文化財建造物保存技術協会／編、島津興業、

１９８７ 
山梨県指定名勝東光寺庭園復元整備報告書、--、東光寺、１９８７ 
ヴェルサイユ宮殿・ロワールの古城物語、勝井規和／写真、鈴木亨／文、グラフィック社、

１９８７ 
 
石と緑の庭園街、--、住宅生産振興財団、１９８８ 
イスラムの造景文化、岡崎文彬／著、同朋舎出版、１９８８ 
（図説検証原像日本）遺跡に浮かぶ古代風景、陳舜臣・門脇禎二・佐原真／編、旺文社 
円明園、佐藤昌／著、日本公園緑地協会、１９８８ 
旧芝離宮庭園、旧芝離宮庭園調査／編、旧芝離宮庭園調査団、１９８８ 
（人物叢書）小堀遠州、森蘊／著、吉川弘文館、１９８８(新装版) 
（駿遠豆ブックス）静岡県の庭、稲垣泰美／著、明文出版社、１９８８ 
史跡慈照寺（銀閣寺）旧境内保存整備事業報告書、--、慈照寺、１９８８ 
小庭園と坪庭のつくりかた、小口基実／著、農業図書、１９８８ 
称名寺庭園苑池保存整備報告書 昭和 53～62 年度、横浜市教育委員会／編、横浜市教育委

員会、１９８８ 
図説ヨーロッパの庭と公園、岡崎文彬／著、養賢堂、１９８８ 
（西沢文隆の仕事）すまう、西沢文隆／著、鹿島出版会、１９８８ 
（学芸和風建築叢書）仙厳園茶席、建築フォーラム／編、学芸出版社、１９８８ 
造園ものがたり静岡県の庭、稲垣泰美、明文出版社、１９８８ 
中国風景見て歩き、山本政東／著、山本造園、１９８８ 
寺井町の庭園、寺井町愛園友の会、--、１９８８ 
（カラーブックス）東京緑散策 森ミドリ・日■貞夫／著、保育社、１９８８ 
（Tokyo mook）東京名苑散歩、大貫茂／著、東京新聞出版局、１９８８ 
東京都における文化財庭園の保存・復原・管理等に関する調査報告書 昭和 62 年度、--、
東京都建設局公園緑地部、１９８８ 
（平泉町文化財調査報告書）特別史跡特別名勝毛越寺庭園発掘調査報告書（第 11 次）、平



泉町教育委員会／編、平泉町教育委員会、１９８８ 
日本の庭園 上（名園探訪）・下（名園鑑賞）、日本通信教育連盟／企画、日本通信教育連

盟、１９８８・１９９４ 
北海道やさしい庭づくり、蝶野秀郷／著、北海道新聞社、１９８８ 
名勝観音院庭園保存修理事業報告書、名勝観音院庭園保存修理事業報告書編纂委員会／編、

観音院、１９８８ 
ヨーロッパの庭園、横山正写真／文、第一出版センター／編、講談社、１９８８・１９８

９ 
ヨーロッパ名園散歩、谷尾襄／編、中央公論社、１９８８ 
 
（中公新書）尾張藩江戸下屋敷の謎、小寺武久／著、中央公論社、１９８９ 
京都の名園、山本建三／写真、光村推古書院、１９８９ 
京の庭、山本建三／写真、光村推古書院、１９８９ 
（庭）現代日本の庭、龍居庭園研究所／編著、建築資料研究社、１９８９ 
（学芸和風建築叢書）現代の茶室建築、建築フォーラム／編、学芸出版社、１９８９ 
坂本里坊庭園調査報告書、大津市教育委員会／編、大津市教育委員会、１９８９ 
史跡白水阿弥陀堂境域保存管理計画書、--、いわき市教育委員会、１９８９ 
信濃路現代の庭、日本造園組合連合会長野県支部／編著、日本造園組合連合会長野県支部、

１９８９ 
（Home Life）新感覚の住まいの庭、講談社／編、講談社、１９８９ 
茶庭、大橋治三／著、グラフィック社、１９８９ 
手水鉢 庭園美の造形、吉河功／著、グラフィック社、１９８９ 
（INAX booklet）坪庭、--、ＩＮＡＸ、１９８９ 
東京都指定名勝旧古河庭園旧古河邸本館修理工事報告書、東京都指定名勝旧古河庭園旧古

河邸本館修理委員会／編、東京都指定名勝旧古河庭園旧古河邸本館修理委員会、１９８９ 
東京の池、小沢信男・富田均／著、作品社、１９８９ 
（平泉町文化財調査報告書）特別史跡特別名勝毛越寺庭園発掘調査報告書（第 12 次）、平

泉町教育委員会／編、平泉町教育委員会、１９８９ 
新潟の名園、新潟日報事業社出版部／編、新潟日報事業社出版部、１９８９ 
（新潟県文化財調査年報）新潟県の庭園 下越・佐渡地区、新潟県教育委員会／編、新潟

県教育委員会、１９８９ 
日本美を語る７ 瞑想と悟りの庭、--、ぎょうせい、１９８９ 
日本美を語る 10 佳所薄明、--、ぎょうせい、１９８９ 
広島市植物公園、広島市植物公園／編著、八坂書房、１９８９ 
楽園のデザイン イスラムの庭園文化、ジョン=ブルックス／著、神谷武夫／訳、鹿島出版

会、１９８９ 



 
（Process architecture）新しい日本庭園の創造、吉村元男・ディナ=ヤンド=ヨシムラ／編、

廣田治雄／写真、プロセスアーキテクチュア、１９９０ 
（庭）石と砂の庭、龍居庭園研究所／編著、建築資料研究社、１９９０ 
（足利市埋蔵文化財調査報告）板倉城跡、足利市遺跡調査団／編、足利市教育委員会、１

９９０ 
植治の庭、尼崎博正／編、淡交社、１９９０ 
角川茶道大事典 本編・資料索引編、林屋辰三郎ほか／編、角川書店、１９９０ 
（京都市文化財ブックス）京都の庭園 遺跡にみる平安時代の庭園、京都市文化観光局文

化部文化財保護課／編、京都市、１９９０ 
現代の数寄屋 公共施設集、中村昌生／著、毎日新聞社、１９９０ 
建築家のための造園設計資料集、豊田幸夫／著、誠文堂新光社、１９９０ 
（花の万博業務記録）国際庭園、--、国際花と緑の博覧会協会、［１９９０］ 
古溪荘研究、古溪荘に親しむ会、１９９０ 
讃岐の名園紀行 栗林・玉藻編、長岡公／著、［長岡公］、１９９０ 
女性たちの庭、杉尾邦江／監修・責任編、プロセスアーキテクチュア、１９９０ 
京都禅の庭、水野克比古／写真、光村推古書院、１９９０・１９９６(新装版) 
卆寿・足立全康の庭づくり、--、［足立美術館］、［１９９０］ 
（園芸ハンドブック）楽しい手づくりの庭と生け垣、佐久間哲／著、学習研究社、１９９

０ 
中国江南の名園、吉河功／著、グラフィック社、１９９０ 
庭園と住居の＜ありやう＞と＜見せかた・見えかた＞、稲次敏郎／著、山海堂、１９９０ 
庭園・水・遊び、テスピス／編、大輪会、１９９０ 
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告 64 松林苑跡、奈良県立橿原考古学研究所、奈良県

教育委員会、１９９０ 
日本と韓国における庭園を中心にした緑地の比較文化的研究、藤井英二郎、藤井英二郎、

１９９０ 
庭・エクステリア、吉河功著、グラフィック社、１９９０ 
発掘された古代の苑池、橿原考古学研究所／編、学生社、１９９０ 
文明開化と造園、針ケ谷鐘吉／著、東京農業大学出版会、１９９０・１９９７(縮刷版) 
便覧式概観中国造園関連文化史、下山重丸／著、下山重丸、１９９０ 
鳳林、--、講談社第一出版センター、１９９０ 
見立ての手法、磯崎新／著、鹿島出版会、１９９０ 
「名勝田淵氏庭園」春陰斉保存修理工事報告書、--、田淵新一郎、１９９０ 
山口県の庭園、日本造園修景協会山口県支部、--、１９９０ 
 



英国ハーブと花の旅、桐原春子／著、桃李出版、１９９１ 
大阪フォリー、--、アーキテクチュラル・アソシエーション、１９９１ 
おりおりの庭園論、龍居竹之介／著、建築資料研究社、１９９１ 
（中公文庫）桂離宮、和辻哲郎／著、中央公論社、１９９１ 
京都の庭と風土、中根金作／著、加島書店、１９９１ 
（和風建築の意匠）自然にとけこむ 庭園・露地庭・坪庭、建築フォーラム／編、学芸出

版社、１９９１ 
世界の宮苑、岡崎文彬／著、養賢堂、１９９１ 
禅寺の庭、吉河功／著、グラフィック社、１９９１ 
中国造園史 上・中・下、佐藤昌／著、日本公園緑地協会、１９９１ 
（絵で見る建設図解事典）庭園工事、--、建築資料研究社、１９９１ 
庭園の美と輝き、小林務／著、紫峰園、１９９１ 
（平泉町文化財調査報告書）特別史跡特別名勝毛越寺庭園発掘調査報告書（第 13 次）、平

泉町教育委員会／編、平泉町教育委員会、１９９１ 
（新潟県文化財調査年報）新潟県の庭園 上越・中越地区、新潟県教育委員会／編、新潟

県教育委員会、［１９９１］ 
日本人の住まい(新装版)、Ｅ=Ｓ=モース／著、斉藤正二・藤本周一／訳、八坂書房、１９９

１・２００４ 
日本庭園、菊地徳伍／著、菊地徳伍、１９９１ 
（フォトギャラリー）日本の庭、龍居庭園研究所／編、建築資料研究社、１９９１ 
パティオ、藤塚光政／撮影、建築資料研究社、１９９１ 
（のじぎく文庫）兵庫の庭園探訪、西桂／著、神戸新聞総合出版センター、１９９１ 
名勝居初氏庭園（天然図画亭）修理工事報告書、建築研究協会／編、居初寅夫、１９９１ 
楽園のイングランド、川崎寿彦／著、河出書房新社、１９９１ 
（トータルランドスケープデザイン）ランドスケープ＆イクイップメント、グラフィック

社編部／編、グラフィック社、１９９１・２００２ 
 
（福江市文化財調査報告書）石田城五島氏庭園、--、福江市教育委員会、１９９２ 
石のはなし、白水晴雄／著、技報堂出版、１９９２ 
奥州藤原氏と柳之御所跡、平泉文化研究会／編、吉川弘文館、１９９２ 
石組の庭、吉河功／著、グラフィック社、１９９２ 
石と水の意匠 植治の造園技法、尼崎博正／著、田畑みなお／撮影、淡交社、１９９２ 
 
（山陽新聞サンブックス）岡山の名庭、花田富士雄／写真、山陽新聞社、１９９２ 
尾張徳川家戸山屋敷への招待、東京都新宿区新宿歴史博物館／編、新宿区教育委員会、１

９９２ 



加賀・能登の庭園、歴史書刊行会／編、石川県、１９９２ 
（カラーブックス）桂離宮、和田邦平著、保育社、１９９２(２版) 
京都の茶庭、水野克比古／写真、光村推古書院、１９９２ 
湖国百選 庭、滋賀総合研究所／編、滋賀県企画部地域振興室、１９９２ 
住まいの自然、平良敬一ほか／編、建築資料研究社、１９９２ 
住まいの庭園技能講座１～３、日本園芸協会、あるて出版、１９９２(改訂増補)・２００６

(５版) 
住まいの庭 東北編１、--、庭正庭芸研究所出版部、１９９２ 
世界のガーデンデザイン、小出兼久／文・写真、トーソー、１９９２ 
造園史、浅野二郎／著、ワールドグリーン出版、１９９２ 
（光風社選書）庭 作る楽しみ観る楽しみ、重森三玲・重森完途／著、光風社出版、１９

９２ 
庭の歴史を歩く、大橋治三／著、三交社、１９９２ 
平等院 庭園発掘調査概要報告、宇治市教育委員会／編、平等院、１９９２ 
（日本の民俗学シリーズ）万葉びとの世界 民俗と文化、桜井満／著、雄山閣出版、１９

９２ 
名園の見どころ、河原武敏／著、東京農業大学出版会、１９９２(増補版３)・１９９６(改
訂) 
ロンドン京都庭園造園事業報告書、京都商工会議所／編、京都商工会議所、１９９２ 
ヴォー・ル・ヴィコント春秋、岡崎文彬／著、養賢堂、１９９２ 
 
（ちくま文庫）アール・デコの館 旧朝香宮邸、増田彰久／写真、藤森照信／文、筑摩書

房、１９９３ 
九州・山口・沖縄庭園の美、白石直典／著、西日本新聞社、１９９３ 
（城郭・侍屋敷古図集成）熊本城、平井聖／監修、北野隆／著、至文堂、１９９３ 
（Home Life）現代の和風住宅、講談社／編、講談社、１９９３ 
（さっぽろ文庫）公園と緑地、札幌市教育委員会文化資料室／編、北海道新聞社、１９９

３ 
公園緑地資料、牟田基久／著、牟田基久、［１９９３］ 
胡宮神社社務所庭園保存修理事業報告書、--、多賀町教育委員会、１９９３ 
（三省堂図解ライブラリー）古代ローマの別荘（ヴィラ）、ジャクリーン=モーリー／文、

ジョン=ジェイムズ／画、桐敷真次郎訳、三省堂、１９９３ 
作庭と植栽、飯島亮記念出版編委員会／編、飯島亮／著、誠文堂新光社、１９９３ 
史跡松山城跡二之丸跡保存整備事業報告書、松山市教育委員会／編、松山市教育委員会、

１９９３ 
私註 庭作古記録、荒井留五郎、--、１９９３ 



実用茶道用語辞典、淡交社編局／編、淡交社、１９９３ 
（日本美術全集）禅宗寺院と庭園、戸田禎佑ほか／編著、講談社、１９９３ 
造園を読む、進士五十八・白幡洋三郎／編、彰国社、１９９３ 
大名屋敷、新宿区立新宿歴史博物館／編、新宿区教育委員会、１９９３ 
小さな庭、小出兼久／著、朝日新聞社、１９９３ 
日本古代の庭園における景観構成に関する研究、本中真／著、［本中真］、１９９３ 
日本庭園に於ける流派の研究、重森完途／著、重森完途遺稿集刊行会／編、龍居庭園研究

所、１９９３ 
日本の名勝庭園、日■貞夫／著、グラフィック社、１９９３ 
日本文化としての公園、飯沼二郎・白幡洋三郎／著、八坂書房、１９９３ 
（サライ・ムック）庭の道具 カントリー・ガーデン・ライフ、田渕義雄・文、小学館、

１９９３ 
（さきたま文庫）能仁寺、浅見徳男／文、新井幸一／写真、さきたま出版会、１９９３ 
文学及び美術に表現された庭園についての比較文化的研究（1）、阿部良雄、阿部良雄、１

９９３ 
ミニ庭園つくりコツのコツ、岡田文夫／著、農山漁村文化協会、１９９３ 
ヨーロッパの造園、岡崎文彬／著、ワールドグリーン出版、１９９３ 
ルネサンスの楽園、岡崎文彬／著、養賢堂、１９９３ 
ヴィジュアル日本庭園鑑賞事典、大橋治三・斉藤忠一／編、東京堂出版、１９９３・２０

００(改訂増補版) 
 
岩崎家四代ゆかりの邸宅・庭園、三菱広報委員会／編纂、高井潔・鏑木宏司／写真、藤森

照信・青木信夫／文、三菱広報委員会、１９９４ 
（INAX album）江戸の大名庭園、白幡洋三郎／著、ＩＮＡＸ、１９９４ 
岡山の庭づくり花づくり、--、山陽新聞社、１９９４ 
（岩手県金ケ崎町文化財報告書）金ケ崎町城内地区等庭園・樹木調査報告書、金ケ崎町中

央生涯教育センター／編、金ケ崎町教育委員会、１９９４ 
京の橋物語、松村博／著、松籟社、１９９４ 
（京都市文化財ブックス）京の名勝、京都市文化観光局文化部文化財保護課／編、京都市、

１９９４ 
数寄の庭、川崎幸次郎／著、淡交社、１９９４ 
（ランドスケープデザイン）設景の世界、小林治人／編著、理工図書、１９９４ 
中国人の生活と文化、朱恵良／著、筒井茂徳・蔡敦達／訳、二玄社、１９９４ 
中国の庭園、木津雅代／著、東京堂出版、１９９４ 
（ベストライフ）坪庭のすすめ 小さな庭のプラン常識集、--、講談社、１９９４ 
庭園に死す、野田正彰／著、春秋社、１９９４・１９９９ 



都市と彫刻 欧米にみる公園・広場と街づくり、樋口正一郎／著、鹿島出版会、１９９４ 
日本古代の庭園と景観、本中真／著、吉川弘文館、１９９４ 
（Ars books）日本庭園・鑑賞ガイド、--、婦人画報社、１９９４ 
（淡交別冊 愛蔵版）庭 和風庭園の意匠と技法、--、淡交社、１９９４ 
ふるさとの名庭、日■貞夫／著、グラフィック社、１９９４ 
ブッチャートガーデン（The Butchart gardens）、--、--、１９９４(２版) 
都ホテル葵殿庭園及び佳水園庭園、尼崎博正ほか／編、都ホテル、１９９４ 
（山口県未指定文化財調査報告）山口県の庭園、山口県教育委員会文化課／編、山口県教

育委員会、１９９４ 
 
大隈重信の余業、針ケ谷鐘吉／著、東京農業大学出版会、１９９５ 
桂離宮庭園景観の情報化に関する研究、森本幸裕研究、森本幸裕、１９９５ 
鑑賞と庭造り、中根金作／著、加島書店、１９９５ 
京の古寺庭めぐり、角省三／著、［角省三］、１９９５ 
（ワーキングウーマンのための情報コレクションシリーズ）骨董・文化財に強くなろう 焼

きものからお寺・仏像・庭園まで、フレーベル館編部／編、フレーベル館、１９９５ 
茶庭、風間宗丘・宗景／著、大橋治三／写真、講談社、１９９５ 
庭園倶楽部 日本庭園の「ありやう」を求めて、稲次敏郎／著・写真、イッシプレス、１

９９５ 
庭園の詩学、チャールズ=Ｗ=ムーアほか／著、有岡孝／訳、鹿島出版会、１９９５ 
ドイツ造景紀行、岡崎文彬／著、養賢堂、１９９５ 
東京庭園散歩、青木登／著、のんぶる舎、１９９５ 
日本庭園をつくる、日本庭園研究会／編、グラフィック社編部、１９９５ 
日本の名園五十撰、大橋治三／写真、毎日新聞社、１９９５ 
庭の意匠、日■貞夫／撮影、日本放送出版協会、１９９５ 
庭の綺想学、高山宏／著、ありな書房、１９９５ 
（INAX booklet）鋪地・中国庭園のデザイン、ＩＮＡＸギャラリー企画委員会／企画、Ｉ

ＮＡＸ出版、１９９５ 
見る庭と触れる庭、藤井英二郎／著、淡交社、１９９５ 
モネが創った庭、エリザベス=マレー／著・写真、日本経済新聞社、１９９５ 
ランドスケープデザイン 野生のコスモロジーと共生する風景の創造、吉村元男／著、鹿

島出版会、１９９５ 
Gardens of the world、堤野仁史・グロッセ世津子／訳、マルモ出版、１９９５ 
 
（愛媛文化双書）伊予路の庭園、日本庭園鑑賞会／編著、愛媛文化双書刊行会、１９９６ 
（ホームメイク）美しい住まいの庭、ニューハウス出版株式会社／編、ニューハウス出版、



１９９６ 
（Ｌｅｅリビング）英国ガーデンのバラに恋して、ケイ山田／著、集英社、１９９６ 
英国式ガーデンライフ、ケイ山田／著、主婦の友社、１９９６ 
英国のハーブと庭、桐原春子／写真・文、誠文堂新光社、１９９６ 
遠州流作庭術秘伝、中村青岳／編著、自然社、１９９６ 
神奈川庭園散歩、青木登／著、のんぶる舎、１９９６ 
（東京都庭園美術館資料）旧朝香宮邸のアール・デコ、東京都庭園美術館／編、東京都歴

史文化財団、１９９６ 
（日高町文化財調査報告書）旧大岡寺庭園保存修理事業報告書、日高町教育委員会／編、

日高町教育委員会、１９９６ 
（Suiko books）京都茶の庭、水野克比古／写真、光村推古書院、１９９６ 
（Suiko books）京都花の庭、水野克比古／著、光村推古書院、１９９６ 
京の坪庭、水野克比古／撮影、光村推古書院、１９９６ 
京の名庭、横山健蔵／著、淡交社、１９９６ 
ケイ山田のイングリッシュガーデンブック、ケイ山田／著、講談社、１９９６ 
小堀遠州物語、田中館哲彦／文、梶鮎太／絵、汐文社、１９９６ 
作庭帖 自然風庭園の手法、秋元通明／著、誠文堂新光社、１９９６ 
下館跡門前地区と庭園の調査、富山大学人文学部考古学研究室／編、神岡町教育委員会、

１９９６ 
１９世紀フランス光と闇の空間、小倉孝誠／著、人文書院、１９９６ 
（叢書象徴のラビリンス）象徴としての庭園、ヴォルフガング=タイヒェルト／著、青土社、

１９９６ 
知られざる日本海文化の謎、塩照夫／著、北国新聞社出版局、１９９６ 
睡眠庭園、藤井春日／文、大栄出版、１９９６ 
図解植木・芝生・花壇の手入れ、ゴルファーの緑化促進協力会／編、博友社、１９９６ 
数寄屋逍遥、横山正／著、彰国社、１９９６ 
石庭のつくり方、上原敬二／著、加島書店、１９９６ 
大中寺庭園記、沢門・桃壑／著、下山光悦、１９９６ 
（ブティック・ムック）坪庭・小庭作り、吉河功／著、ブティック社、１９９６ 
（ＮＨＫ人間大学）庭園との対話、--、日本放送出版協会、１９９６ 
（ＪＴＢキャンブックス）東京鎌倉横浜名庭を歩く、大和田秀樹／写真、日本交通公社出

版事業局、１９９６・１９９７ 
（あるすぶっくす）東京四季の花名所図鑑、--、婦人画報社、１９９６ 
（旅行読売ＭＯＯＫ）東京の名園・庭園散歩、--、旅行読売出版社、１９９６ 
飛石の美、岡崎文彬／著、養賢堂、１９９６ 
（INAX album）日本庭園入門、稲次敏郎／著、ＩＮＡＸ出版、１９９６ 



日本庭園のデザイン Japanese garden design、マーク=ピーター=キーン／著、Charles E. 
Tuttle、１９９６ 
庭の意味論、Ｍ=フランシス・Ｒ=Ｔ=ヘスターＪｒ．、鹿島出版会、１９９６ 
よみがえれ和歌の浦 景観保全訴訟全記録、和歌の浦景観保全訴訟の裁判記録を刊行する

会／編、東方出版、１９９６ 
（講談社文庫）龍安寺石庭の謎、明石散人／著、講談社、１９９６ 
 
（主婦の友生活シリーズ）憧れのイングリッシュガーデン、八尋和子／著、主婦の友社、

１９９７ 
（講談社文庫）イギリス花の庭、広田［セイ］子／著、講談社、１９９７・２００３ 
イタリアのヴィラと庭園、Ｐ=ファン=デル=レー・Ｇ=スミンク／著、野口昌夫／訳、鹿島

出版会、１９９７ 
イングリッシュ・ガーデン・ガイド、倉林沙恵子／編、主婦の友社、１９９７・１９９８ 
印象派の庭と花、デレック=フェル／著・写真、日本経済新聞社、１９９７ 
英国ガーデン物語、赤川裕／著、研究社出版、１９９７ 
（自然とあそぼ）園庭・地面で遊ぼう、水野豊二／著、明治図書出版、１９９７ 
（造園学論集）欧米人の日本庭園観、東京農業大学農学部造園学科／編、鈴木誠／著、東

京農業大学農学部造園学科、１９９７ 
甲斐庭園散歩、青木登／著、のんぶる舎、１９９７ 
（講談社カルチャーブックス）京都花の名庭散歩、水野克比古／写真・文、講談社、１９

９７ 
（京都書院アーツコレクション）京都名庭散歩、水野克比古／写真、京都書院、１９９７ 
建築家のためのランドスケープ設計資料集、豊田幸夫／著、鹿島出版会、１９９７ 
現代の京風庭園、京都府造園協同組合／監修、水野克比古／撮影、淡交社、１９９７ 
建築と庭、西沢文隆／著、建築資料研究社、１９９７ 
作庭のプロセス、信太秀夫／著、信山社サイテック、１９９７・１９９８ 
史跡大覚寺御所跡発掘調査報告、旧嵯峨御所大覚寺／著、旧嵯峨御所大覚寺、１９９７ 
（日本の美術）借景、本中真、至文堂、１９９７ 
浄土庭園と寺院 永福寺創建八〇〇年記念シンポジウム記録集、鎌倉考古学研究所／編、

鎌倉市教育委員会、１９９７ 
（INAX booklet）新・坪庭考、ＩＮＡＸギャラリー企画委員会／企画、ＩＮＡＸ出版、１

９９７ 
大通寺庭園修理工事報告書、斉藤忠一／編、大通寺、１９９７ 
（講談社選書メチエ）大名庭園、白幡洋三郎／著、講談社、１９９７ 
大名庭園、サライ編部／編、小学館、１９９７ 
（ショトル・ミュージアム）旅に出たら寄ってみたい庭３０、野村勘治／著、小学館、１



９９７ 
（東洋学文獻センター叢刊）中国造園史文獻目録、田中淡／編、京都大学人文科学研究所

附属東洋学文獻センター、１９９７ 
（ＳＤ選書）庭園から都市へ、材野博司／著、鹿島出版会、１９９７ 
（京都市埋蔵文化財研究所調査報告）特別史跡特別名勝鹿苑寺（金閣寺）庭園 防災防犯

施設工事に伴う発掘調査報告書、京都市埋蔵文化財研究所／編、鹿苑寺、１９９７ 
庭石組の基本、池田二郎／著、加島書店、１９９７ 
庭とのふれあい、佐藤京子／著、相模書房、１９９７ 
庭の憂、古川三盛／著、善本社、１９９７ 
庭のこころ、ジョニー=ハイマス／著、主婦の友社、１９９７ 
（ＳＤ選書）風景のコスモロジー、吉村元男／著、鹿島出版会、１９９７ 
フランスのハーブと庭、桐原春子／著、誠文堂新光社、１９９７ 
窓辺のコンテナガーデン、植原直樹／写真、野村和子／解説、七賢出版、１９９７ 
見えない庭、ピーター=ウォーカー・メラニー=サイモ、鹿島出版会、１９９７ 
（婦人生活ベストシリーズ）モネの庭、Andrew=Lawson／撮影、婦人生活社、１９９７ 
和風建築を彩る庭園手法、和風建築社／編、学芸出版社、１９９７ 
 
イギリスのバラに逢いに行く、今井秀治／写真、主婦と生活社、１９９８ 
宇宙のかたち 日本の庭、内藤忠行／写真、世界文化社、１９９８ 
（Ｌｅｅリビング）英国キッチンガーデンの楽しみ、吉谷桂子／著、集英社、１９９８ 
（主婦と生活生活シリーズ）英国プライベートガーデンを訪ねて、二宮英兒／写真、主婦

と生活社、１９９８ 
（にほんのにほん）お庭と和室、千趣会、--、１９９８ 
ガーデニング王国花紀行、鈴木せつ子／写真・文、日経ＢＰ社、１９９８ 
建築の「かたち」が決まる理由、吉田桂二／著、鳳山社、１９９８ 
詳解庭のつくり方、石田宵三／著、農山漁村文化協会、１９９８ 
朱雀門・東院庭園復原記念事業「平城京'98」公式記録、朱雀門・東院庭園復原記念事業実

行委員会事務局／編、朱雀門・東院庭園復原記念事業実行委員会、１９９８ 
（ふくろうの本）図説英国庭園物語、小林章夫／著、河出書房新社、１９９８ 
「図説」日本庭園のみかた、宮元健次／著、学芸出版社、１９９８ 
聖書の庭、小出兼久／著、ＮＴＴ出版、１９９８ 
創園、創園／編、ミサワホーム総合研究所、１９９８ 
中国庭園、青羽光夫／著、誠文堂新光社、１９９８ 
中国文化から見た古代日本庭園の理念と構造、陳明玉／著、致良出版社、１９９８ 
津軽山革秀寺庭園遺跡発掘調査報告書、弘前市教育委員会／編、--、１９９８ 
庭園史をあるく 日本・ヨーロッパ編、武居二郎・尼崎博正／監修、昭和堂、１９９８ 



（講談社学術文庫）庭園の世界史、ジャック=ブノア=メシャン／著、河野鶴代・横山正／

訳、講談社、１９９８ 
庭園の歓び、高木昌史／編訳、三交社、１９９８ 
（ニューガイド）東京都内一日遊べる公園・庭園、--、弘済出版社、１９９８ 
中根金作とその庭の美、中根金作／作、浜松市美術館、１９９８ 
日本庭園鑑賞事典、大橋治三・斉藤忠一／編、東京堂出版、１９９８(新装普及版) 
日本の庭 上、大橋治三／著、クレオ、１９９８ 
（Suiko books）日本の名園、日■貞夫／著、光村推古書院、１９９８ 
庭の楽しみ、アン=スコットージェイムズ／著、横山正／訳、鹿島出版会、１９９８ 
はじめてのガーデニング、鈴木路子／著、日東書院、１９９８ 
（宇治市発掘調査報告会）発掘宇治 平成９年度発掘調査速報 庭園に秘められた物語、--、
宇治市教育委員会、１９９８ 
（奈良国立文化財研究所史料）発掘庭園資料、奈良国立文化財研究所／編 or 著、奈良国立

文化財研究所、１９９８ 
バラとローズガーデン、Elvin=McDonald ほか／著、マルモ出版、１９９８ 
（小学館文庫）ポケットガーデニング、阪東恭一／文、ケイ山田／監修、小学館、１９９

８ 
萬葉集と庭、佐竹秀雄／著、トライ、１９９８ 
名勝福田寺庭園修復事業報告書、--、福田寺、１９９８ 
夢窓国師の風光、中村文峰／著、井上博道／写真、春秋社、１９９８ 
（コロナ・ブックス）ヨーロッパ１００の庭園、厳谷国士／文・写真、平凡社、１９９８ 
ランドスケープコンストラクション、造園研究グループ／編、技報堂出版、１９９８ 
（ランドスケープ大系）ランドスケープデザイン、日本造園学会／編、技報堂出版、１９

９８ 
 
（Bises books）イギリス家庭のガーデニングアイデア２００、今井秀治／写真、婦人生活

社、１９９９ 
イギリスとっておきの庭を見に行こう、荒井かずみ／文・写真、ＮＴＴ出版、１９９９ 
（ＳＳＣムック）イギリス１００の庭めぐり、高見沢幸子／著、ＳＳコミュニケーション

ズ、１９９９ 
英国ガーデニング物語、チャールズ=エリオット／著、中野春夫／訳、集英社、１９９９ 
英国ガーデンスタイル、桐原春子／著、毎日新聞社、１９９９ 
（講談社選書メチエ）英国式庭園、中尾真理／著、講談社、１９９９ 
英国庭園を旅する、赤川裕／監修、文化出版局、１９９９ 
江戸絵画と文学 「描写」と「ことば」の江戸文化史、今橋理子／著、東京大学出版会、

１９９９ 



（中部庭園同好会庭園資料集）江戸時代中期旧千村家春秋園庭園、沢田天瑞／調査、中部

庭園同好会、１９９９ 
（Bises books）屋上ガーデン・バルコニー・テラス、ジェリー=ハーパー／写真、デヴィッ

ド=スティーブンス／文、八尋和子／訳、婦人生活社、［１９９９］ 
解説日本の名庭、西ヶ谷恭弘／著、ＮＨＫサービスセンター、１９９９ 
（和風建築シリーズ）外壁の意匠、和風建築社／編、建築資料研究社、１９９９ 
韓国の庭苑、小口基実／著、小口庭園グリーンエクステリア、１９９９ 
北の庭園、白木五美／著、「北の庭園」刊行委員会、１９９９ 
兼六園旅物語、下郷稔／編著、ほおずき書籍、１９９９ 
江南の庭、中村蘇人／著、新評論、１９９９ 
古庭園と作庭手法、吉田徳治／著、吉田徳治、１９９９ 
桜、日■貞夫／著、光村推古書院、１９９９ 
（世界史リブレット）植物と市民の文化、川島昭夫／著、山川出版社、１９９９ 
（山口県阿東町埋蔵文化財報告）常徳寺庭園、山口県埋蔵文化財センター／編、阿東町教

育委員会、１９９９ 
図解日本の庭、斉藤忠一／著、東京堂出版、１９９９ 
世界と日本のローズガーデン、亀山寧／著、タキイ種苗、１９９９ 
（小学館文庫）庭園、荒俣宏／著、小学館、１９９９ 
中根金作京都名庭百選、中根金作／著、淡交社、１９９９ 
（見聞塾）日本庭園観照術、枡野俊明／監修、ベネッセコーポレーション、１９９９ 
日本庭園と風景、飛田範夫／著、学芸出版社、１９９９ 
日本の庭 下、大橋治三／著、クレオ、１９９９ 
（生活実用シリーズ）庭の美しいＢ＆Ｂに泊まる旅、土井ゆう子／文、日本放送出版協会、

１９９９ 
平安鎌倉時代の庭園植栽、河原武敏／著、信山社出版、１９９９ 
（講談社学術文庫）都林泉名勝図会 上、秋里籬島／著、講談社、１９９９(翻刻) 
（世界美術大全集 東洋編）明、西岡康宏・宮崎法子／責任編、小学館、１９９９ 
（知の再発見双書）ヨーロッパ庭園物語、ガブリエーレ=ヴァン=ズイレン／著、小林章夫

／監修、創元社、１９９９ 
よくわかる日本庭園の見方、斉藤忠一／監修、ＪＴＢ、１９９９・２００７ 
私のガーデニング・ノート、杉井明美／監修、小学館、１９９９ 
 
アメリカ田園墓地の研究、黒沢真里子／著、玉川大学出版部、２０００ 
安藤忠雄 淡路夢舞台 千年庭園の記録、安藤忠雄／著、新建築社、２０００ 
イギリス風景式庭園の美学、安西信一／著、東京大学出版会、２０００ 
（建築巡礼）イギリス風景庭園、田路貴浩／著、丸善、２０００ 



（コロナ・ブックス）イタリア庭園の旅、厳谷国士／文・写真、平凡社、２０００ 
（Suiko books）京都阿弥陀の寺と庭、横山健蔵／著、光村推古書院、２０００ 
（新撰京の魅力）京都・絶品の四季、高城修三／文、橋本健次／写真、淡交社、２０００ 
京都を中心にした近代日本庭園の研究、小野健吉／著、奈良国立文化財研究所、２０００ 
グリーンピア津南中央庭園、戸田芳樹／著、公害対策技術同友会、２０００ 
古庭園の観賞と作庭手法、吉田徳治／著、農業図書、２０００ 
世界遺産条約「文化的景観」とその導入による我が国の歴史的庭園の保護施策研究、進士

五十八、東京農業大学、２０００ 
雪舟の庭、白石直典／著、西日本新聞社、２０００ 
大通寺庭園、斉藤忠一／著、大通寺、２０００ 
庭園・植栽用語辞典、日本庭園研究会／編、吉河功／監修、井上書院、２０００ 
（ＮＨＫライブラリー）庭園の美・造園の心、白幡洋三郎／著、日本放送出版協会、２０

００ 
武将茶人上田宗箇と桃山文化 徳島城表御殿庭園作庭者の素顔 平成 12 年度秋の特別展、

徳島市立徳島城博物館／編、徳島市立徳島城博物館、２０００ 
（「物づくり」に見る日本人の歴史）日本人は石で何をつくってきたか、西ヶ谷恭弘／監修、

あすなろ書房、２０００ 
日本庭園の不易と流行、--、平安建都千二百年記念協会、２０００ 
（北陸再発見シリーズ）北陸の庭園 富山・石川・福井、橋本確文堂／編、橋本確文堂、

２０００ 
（塙新書）万葉びとの生活空間 歌・庭園・くらし、上野誠／著、塙書房、２０００ 
（講談社学術文庫）都林泉名勝図会 下、秋里籬島／著、講談社、２０００(翻刻) 
（おきなわ文庫）名勝｢識名園｣の創設 上・下、古塚達朗／著、ひるぎ社、２０００ 
名勝浄土寺庭園、尾道市教育委員会／編、浄土寺、２０００ 
名勝深田氏庭園保存修理事業報告書、名勝深田氏庭園修理委員会／編、名勝深田氏庭園修

理委員会、２０００ 
名勝曼殊院書院庭園記念物（上之台所）保存修理工事報告書、京都伝統建築技術協会／編、

曼殊院、２０００ 
モダニズムの建築・庭園をめぐる断章、新見隆／著、淡交社、２０００ 
吉谷桂子のガーデニングスタイル 庭と花のある暮らし 英国に暮らして、吉谷桂子／著、

学研、２０００ 
（知の旅シリーズ）ヨーロッパ庭園紀行、勝井悦子／文、勝井規和／写真、クレオ、２０

００ 
（Home Make）和庭の美と景 住まいの中のやすらぎ、ニューハウス出版株式会社／編、

ニューハウス出版、２０００ 
 



イギリス式庭園文化、松平圭一／著、西日本法規出版、２００１ 
イギリス庭園めぐり、桐原春子／著、千早書房、２００１ 
”イングリッシュガーデン”の源流、宮前保子／著、学芸出版社、２００１ 
英国のガーデンデザイン、エフジー武蔵、--、２００１ 
おかやま後楽園 300 年祭 庭園のこころ 新世紀へ 上・下、おかやま後楽園 300 年祭実

行委員会／編、岡山県、２００１ 
海外における日本庭園の実態調査業務委託報告書、国際花と緑の博覧会記念協会、--、２０

０１ 
（金沢文化再発見シリーズ）金沢歴史探訪 加賀前田家の城下町を歩く、金沢市文化再発

見編委員会／編、宇佐美孝・横井美里／著、金沢市観光協会、２００１ 
閑雅感動、藤紋、--、２００１ 
作庭記、林屋辰三郎／校注、＜リキエスタ＞の会、２００１ 
定信と庭園、白河市歴史民俗資料館／編、白河市歴史民俗資料館、２００１ 
（週刊ユネスコ世界遺産）シェーンブルン宮殿と庭園、--、講談社、２００１ 
（別冊美しい部屋）実例・新しい和風の庭づくり、--、主婦と生活社、２００１ 
尋求伊甸園、周武忠／著、東南大学出版社、２００１ 
盛美園保存整備事業報告書、清藤茂夫／編、清藤茂夫、２００１ 
銭湯の謎、町田忍／著、扶桑社、２００１ 
（旅名人ブックス）中国・江南地方、時田慎也／文、岩間幸司／写真、旅名人編室／編、

日経ＢＰ企画、２００１・２００４(２版) 
（文化財探訪クラブ）庭園と茶室、毛利和夫／野呂肖生／執筆、田中哲雄／監修、山川出

版社、２００１ 
庭園の京都、水野克比古／著、日本放送出版協会、２００１ 
（シリーズ・実学の森）庭園のこころと形、白幡洋三郎／編、東京農業大学出版会、２０

０１ 
東京都指定名勝旧古河庭園本館修理工事報告書、文化財建造物保存技術協会／編、大谷美

術館、２００１ 
東京都庭園美術館旧朝香宮邸をたずねて、霞会館華族資料調査委員会／編、霞会館、２０

０１ 
日本庭園の伝統施設、河原武敏／著、東京農業大学出版会、２００１ 
日本の伝統美とヨーロッパ、宮元健次／著、世界思想社、２００１ 
（暮しの手帖別冊）庭と花の手帖２００１年版、--、暮しの手帖社、２００１ 
（生活実用シリーズ）庭の美しいＢ＆Ｂに泊まる旅Ｐａｒｔ２ 湖水地方＆ノースヨーク

シャー・スコットランド・ウェールズ、土井ゆう子／文、日本放送出版協会、２００１ 
バイエルンの城・庭園・湖シリーズ、--、プレステル出版、２００１ 
花の庭づくり自由自在、天野勝美／著、講談社、２００１ 



風景をつくる、中村一・尼崎博正／著、昭和堂、２００１ 
（週刊ユネスコ世界遺産）フォンテンブロー宮殿と庭園、--、講談社、２００１ 
（週刊ユネスコ世界遺産）ポツダムとベルリンの宮殿と庭園、--、講談社、２００１ 
（集英社新書）龍安寺石庭を推理する、宮元健次／著、集英社、２００１ 
和英対照日本庭園用語辞典 2001 年版(Bilingual ［Japanese & English］ dictionary of 
Japanese garden terms)、小野健吉・Ｗ=エドワーズ／編、-- 
Cosy English gardens、佐藤啓子／著、アムズ・アーツ・プレス、２００１ 
 
（赤穂市文化財調査報告書）赤穂城跡二の丸庭園錦帯池発掘調査概要、赤穂市教育委員会

生涯学習課／編、赤穂市教育委員会生涯学習課、２００２ 
イングリッシュガーデナーの仲間入り、樫岡遥／著、文芸社、２００２ 
ウィリアム・モリスの庭、ジル=ハミルトン・ペニー=ハート・ジョン=シモンズ／著、鶴田

静／訳、東洋書林、２００２ 
関東すてきなガーデンがいっぱい!、レブン／著、メイツ出版、２００２ 
（Suiko books）京都御所・仙洞御所、庄司成男／著、光村推古書院、２００２ 
（Suiko books）京都名庭園、水野克比古／著、光村推古書院、２００２ 
（江南訪古之旅）江南名園指南 下、朱宇暉／著、上海科学技術出版社、２００２ 
（角川選書）古代庭園の思想、金子裕之／編、角川書店、２００２ 
四季東京 新宿御苑写真集、楳村修治／著、ナビ出版、２００２ 
（小学館ウイークリーブック）週刊日本の美をめぐる３４（室町２ 龍安寺石庭と禅の文

化）、--、小学館、２００２ 
将軍の庭－浜離宮と幕末政治の風景、水谷三公、中公叢書、２００２ 
図説 茶庭のしくみ、尼崎博正／著、淡交社、２００２ 
設計から楽しむガーデンデザイン入門、日本花普及センター／編、農山漁村文化協会、２

００２ 
（禅と日本文化）禅と建築・庭園、横山正／編・解説、ぺりかん社、２００２ 
（造形ライブラリー）造形数理、古山正雄／著、共立出版、２００２ 
（高知市文化財調査報告書）竹林寺庭園及び客殿調査報告書 平成 13 年度、高知市教育委

員会社会教育課／編、高知市教育委員会、２００２ 
茶の匠 茶室建築三十六の技、飯島照仁／文、竹前朗／写真、淡交社、２００２ 
（中華風物）中国亭子芸術、朱鈞珍／編著、外文出版社、２００２ 
中国名亭、呉継路／編著、百花文芸出版社、２００２ 
伝統的日本建築と日本庭園の美、岩田弥富／著、ロックフィールド・ファウンデーション、

２００２(再版) 
特別史跡平城宮跡東院庭園隅楼・大垣及び朱雀門両脇大垣復原工事の記録、文化財建造物

保存技術協会／編著、文化財建造物保存技術協会、２００２ 



日本庭園鑑賞便覧、京都林泉協会／編著、学芸出版社、２００２ 
日本庭園の植栽史、飛田範夫／著、京都大学学術出版会、２００２ 
（ポケットサライ）「日本庭園」の見方、斉藤忠一／監修、田中昭三・『サライ』編部／編、

小学館、２００２ 
日本庭園を愉しむ、田中昭三／著、実業之日本社、２００２ 
（週刊朝日百科）日本の歴史 中世２～８ 庭、--、朝日新聞社、２００２(新訂増補) 
庭石と水の由来、尼崎博正／著、昭和堂、２００２ 
（日本の美術 429）発掘された庭園、東京国立博物館ほか／監修、田中哲雄／編著、至文堂、

２００２ 
（世界遺産シリーズ）文化的景観、古田陽久・古田真美／監修、世界遺産総合研究センタ

ー／編、シンクタンクせとうち総合研究機構、２００２ 
水が生かす暮らしの風情 日本の自然界と伝統庭園における水空間の造形性の現代都市環

境への応用、蔡民圭／著、蔡民圭、［２００２］ 
緑と花の刻 夢みどりいしかわ 2001 庭園写真集、--、第 18 回全国都市緑化いしかわフェ

ア実行委員会、２００２ 
名勝及び史跡北畠氏館跡庭園記念物保存修理事業報告、北畠神社・三重県美杉村教育委員

会／編、北畠神社・三重県美杉村教育委員会、２００２ 
（中主町文化財調査報告書）名勝兵主神社庭園保存整備報告書 発掘調査編、中主町教育

委員会／編、中主町教育委員会、２００２ 
名勝兵主神社庭園保存整備報告書 保存整備編、兵主神社／編、兵主神社、２００２ 
（文春新書）森と庭園の英国史、遠山茂樹／著、文芸春秋、２００２ 
よみがえる大名庭園赤穂城跡二の丸庭園錦帯池、赤穂市教育委員会生涯学習課／編、赤穂

市教育委員会生涯学習課、２００２ 
ランドスケープ批評宣言、landscape network 901／編、ＩＮＡＸ出版、２００２・２００

６(増補改訂版) 
わが国戦前の和風住宅・庭園における関西と関東の文化の比較研究、鈴木博之、鈴木博之、

２００２ 
 
アール・デコ様式（スタイル） 朝香宮がみたパリ、東京都庭園美術館／編、東京都庭園

美術館、２００３ 
イギリス庭園の文化史、中山理／著、大修館書店、２００３ 
（Semester series）イギリス庭園物語、赤川裕／著、南雲堂、２００３ 
（仙北町文化財報告書）池田家の庭園及び建造物群に関する基礎調査報告書、仙北町教育

委員会／編、仙北町教育委員会、２００３ 
（講談社文庫）イサム・ノグチ 宿命の越境者 上・下、ドウス昌代／著、講談社、２０

０３ 



イングランドのルネサンス庭園、ロイ=ストロング／著、ありな書房、２００３ 
えひめの古庭園、愛媛県造園緑化事業協同組合、--、２００３ 
（甘木市文化財調査報告）旧三奈木黒田家庭園、--、甘木市教育委員会、２００３ 
京の庭、重森千青／著、ウェッジ、２００３ 
（別冊太陽）京の庭師と歩く京の名庭、小埜雅章／監修、平凡社、２００３ 
（ＳＤ選書）建築家・吉田鉄郎の「日本の建築」、吉田鉄郎／著、薬師寺厚／訳、伊藤てい

じ／註解、鹿島出版会、２００３ 
（京・古社寺巡）建仁寺の四季、水野克比古／著、東方出版、２００３ 
菜香亭建物・庭園調査報告書、文化財建造物保存技術協会／編著、山口市、２００３ 
（七戸町埋蔵文化財調査報告書）史跡七戸城跡西館（庭園内樹木移設に関わる試掘調査）

大池館遺跡（個人住宅新築工事に伴う試掘調査）、七戸町教育委員会／編、七戸町教育委員

会、２００３ 
（新・庭のデザイン実例集）主庭・茶庭・坪庭、三橋一夫／著、家の光協会、２０００ 
（Home Make）住まいの和庭 日本の美と心を楽しむ、ニューハウス出版株式会社／編、

ニューハウス出版、２００３ 
禅の庭、枡野俊明／著、田畑みなお／写真、毎日新聞社、２００３ 
造園の施設とたてもの、小林章・山口剛史・近藤勇一／著、コロナ社、２００３ 
蘇州古典園林営造、蘇州民族建築学会／編著、中国建設工業出版社、２００３ 
大名庭園の利用の研究 岡山後楽園と藩主の利用、神原邦男／著、吉備人出版、２００３ 
（人文中国書系）中国園林、楼慶西／著、五洲伝播出版社、２００３ 
（全国旅游専業系列教材）中国古代建築与園林、唐鳴鏑／編著、旅游教育出版社、２００

３ 
中国古代造園史料集成、田中淡・外村中・福田美穂／編、中央公論美術出版、２００３(増
補改訂) 
（奈良文化財研究所学報）東院庭園地区の調査、文化財研究所奈良文化財研究所、文化財

研究所奈良文化財研究所、２００３ 
（京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報）特別史跡・特別名勝鹿苑寺（金閣寺）庭園、京

都市埋蔵文化財研究所／編、京都市埋蔵文化財研究所、２００３ 
南京新園林、南京市園林局／主編、中国建築工業出版社、２００３ 
日本庭園の心得 日本造園設計編、枡野俊明／著、国際花と緑の博覧会記念協会、２００

３ 
平等院庭園保存整備報告書、宇治市歴史資料館／編、平等院、２００３ 
万葉民俗学を学ぶ人のために、上野誠・大石泰男／編、世界思想社、２００３ 
（会津若松市文化財調査報告書）名勝会津松平氏庭園、--、会津若松市教育委員会文化課／

編、会津若松市教育委員会、２００３ 
モダン・ジャパニーズ・ガーデン、能勢理子／著、エディシオン・トレヴィル、２００３ 



（プレイブックスインテリジェンス）洋館を訪ねる、妹尾高裕／著、青春出版社、２００

３ 
ランドスケープのしごと、ランドスケープのしごと刊行委員会／編、彰国社、２００３ 
（伝統文化で体験学習）和室と庭にふれよう、永井順国／監修、ポプラ社、２００３ 
 
（岩波アクティブ新書）イギリス庭園散策、赤川裕／著、岩波書店、２００４ 
石をたてん事、マーク=ピーター=キーン／著、観峰文化センター、２００４ 
行ってみたい英国庭園、高橋守／著、東京書籍、２００４ 
岩波日本庭園辞典、小野健吉／著、岩波書店、２００４ 
「植治の庭」を歩いてみませんか、小川治兵衞／監修、洛翠「植治の庭」を歩いてみませ

んか刊行委員会 or 白川書院、２００４ 
植える 作庭編、北沢周平／編、井上書院、２００４ 
英国の庭園、岩切正介／著、法政大学出版局、２００４ 
環境と景観の社会史、徳橋曜編／著、文化書房博文社、２００４ 
（別冊「緑青」）木戸雅光の世界 京の作庭家 住まいの庭、木戸雅光／著、木戸雅光・難

波龍／写真、マリア書房、２００４ 
（景（ひかり））古都の名庭園、岸本太造／著、かんと出版、２００４ 
京都秘蔵の庭、水野克比古／写真、光村推古書院、２００４ 
（光文社新書）京都名庭を歩く、宮元健次／著、光文社、２００４ 
（別冊太陽）京の庭師と歩く京・近江・大和の名庭、小埜雅章／監修、平凡社、２００４ 
近代の茶室と数寄屋、桐浴邦夫／著、田畑みなお／写真、淡交社、２００４ 
考古学と中世史研究１ 中世の系譜、小野正敏・五味文彦・萩原三雄／編、高志書院、２

００４ 
（講談社選書メチエ）対称性人類学 カイエ・ソバージュⅤ、中沢新一／著、講談社、２

００４ 
大名たちの庭園、鳥取市歴史博物館、鳥取市歴史博物館、２００４ 
大名庭園、徳川美術館／編、徳川美術館、２００４ 
（さがしてみよう日本のかたち）庭園、日■貞夫／写真、中村良夫・桑子敏雄／文、谷口

研語・山崎幹泰・和崎晶／解説、山と溪谷社、２００４ 
庭園探訪 九州・山口・沖縄、白石直典／著、西日本新聞社、２００４ 
庭園探訪記、吉沢国雄／著、新風舎、２００４ 
庭園とそれをとりまく自然 文化遺産に関する国際会議・国際シンポジウム、--、ユネスコ・

アジア文化センター文化遺産保護協力事務所、２００４ 
庭、森田敏隆／著、光村推古書院、２００４ 
庭の旅、白井隆／著、ＴＯＴＯ出版、２００４ 
東京和館 古き良き日本の家、阿部編事務所／編、淡交社、２００４ 



花とハーブのフランス紀行、桐原春子／著、千早書房、２００４ 
飛田百番 遊郭の残照、橋爪紳也／著、創元社、２００４ 
兵庫県の日本庭園：歴史と美を訪ねて、西桂／著、神戸新聞総合出版センター、２００４ 
古い庭園 メルヒェン、マリー=ルイーゼ=カシュニッツ／原著、田尻三千夫／訳、同学社、

２００４ 
蓑虫庵庭園整備報告書、--、上野市、２００４ 
（仙北町文化財報告書）名勝池田氏庭園保存整備活用基本構想、仙北町教育委員会／編、

仙北町教育委員会、２００４ 
鹿苑寺と西園寺、鹿苑寺／編、思文閣出版、２００４ 
（週刊ユネスコ世界遺産）ヴェルサイユ宮殿と庭園、--、講談社、２００４ 
（「知の再発見」双書）ヴェルサイユ宮殿の歴史、クレール=コンスタン／著、遠藤ゆかり

／訳、創元社、２００４ 
 
アウターアンドガーデン 外構計画と庭園デザインの融合、加藤隆士／著、TOKYO FM 出

版、２００５ 
明日こそは緑の森へ、松平圭一／著、西日本法規出版、２００５ 
（週刊朝日百科）イサム・ノグチ庭園美術館、--、朝日新聞社、２００５ 
ガーデン・ブック、須田志保・平石律子／訳、ファイドン、２００５ 
（小学館ウイークリーブック）頤和園と北京名園、--、小学館、２００５ 
近世日本建築の意匠 庭園・建築・都市計画、茶道にみる西欧文化、宮元健次／著、雄山

閣、２００５ 
近代の和風住宅・庭園にみられる関西的作風の展開と大工・庭師の動向に関する研究、矢

ヶ崎善太郎、矢ヶ崎善太郎、２００５ 
（中尾佐助著作集）景観と花文化、金子務ほか／編、中尾佐助／著、北海道大学図書刊行

会、２００５ 
（ＳＤ選書）建築家・吉田鉄郎の『日本の庭園』、吉田鉄郎／著、大川三雄・田所辰之助／

訳、鹿島出版会、２００５ 
（角川 one テーマ 21）古寺歩きのツボ 仏像・建築・庭園を味わう、井沢元彦／著、角川

書店、２００５ 
縮景園山荘図の世界、広島市文化財団広島城／編、広島市文化財団広島城、２００５ 
浄楽園、奥山典子、信楽社、２００５ 
（ガーデン・テクニカル・シリーズ）植栽作法 木は気を植える、龍居庭園研究所／編、

建築資料研究社、２００５ 
世界遺産姫路城 遊歩ガイド、寺林峻／編、北村泰生／写真、神戸新聞総合出版センター、

２００５ 
雑木林が創り出した景色 文学・絵画・庭園からその魅力を探る、岡島直方／著、郁朋社、



２００５ 
蘇州と古典庭園、--、小学館、２００５ 
庭園植物記、東京都庭園美術館／編、東京都庭園美術館、２００５ 
（京都市文化財ブックス）庭園の系譜、京都市文化市民局文化部文化財保護課／編、京都

市文化市民局文化部文化財保護課、２００５ 
東京の公園と原地形、--、けやき出版、２００５ 
（岩手県平泉町文化財調査報告書）特別史跡毛越寺跡附鎮守社跡特別名勝毛越寺庭園名勝

旧観自在王院庭園第２次保存管理計画書、平泉町教育委員会／編、平泉町教育委員会、２

００５ 
（中公新書）日本の庭園、進士五十八／著、中央公論新社、２００５ 
日本の庭園文化、西桂／著、学芸出版社、２００５ 
（光文社知恵の森文庫）日本の伝統、岡本太郎／著、光文社、２００５ 
日本の庭、木戸雅光／撮影、マリア書房、２００５ 
（自然の中の人間シリーズ 花と人間編）日本の庭・世界の庭、農林水産省農林水産技術

会議事務局／監修、鈴木誠／著、農山漁村文化協会、２００５ 
日本美術の歴史、辻惟雄／著、東京大学出版会、２００５ 
庭師が教えるもう失敗しない「小さな庭」づくり、井上花子／著、河出書房新社、２００

５ 
花から華へ、賀来宏和／著、主婦の友インフォス情報社、２００５ 
秘蔵写真で知る京都御所入門、渡辺誠／文・写真、東京書籍、２００５ 
（ＮＨＫブックス）夢窓疎石 日本庭園を極めた禅僧、枡野俊明／著、日本放送出版協会、

２００５ 
名勝旧岩船氏庭園（香雪園）、函館市教育委員会／編、函館市教育委員会、２００５ 
（八代市文化財調査報告書）名勝松浜軒、--、八代市教育委員会、２００５ 
モネの庭、ヴィヴィアン=ラッセル／文・写真、西村書店、２００５ 
（講談社 mook）柳生博の庭園作法、柳生博／著、生和寛著、講談社、２００５ 
（ユーラシア・ブックレット）ロシア庭園めぐり、坂内知子／著、東洋書店、２００５ 
 
（旅名人ブックス）イギリス庭園紀行 上、邸景一・寺田直子・柳木昭信・今井卓・小嶋

三樹、日経ＢＰ／企画、日経ＢＰ出版センター、２００６ 
（旅名人ブックス）イギリス庭園紀行 下、邸景一・柳木昭信・辻丸純一・小嶋三樹、日

経ＢＰ／企画、日経ＢＰ出版センター、２００６ 
英国 おしゃれでおいしい庭園めぐり、続京子／文・写真、青林堂、２００６ 
オープンガーデンガイドブック ２００６～２００８年、--、マルモ出版、２００６ 
旧岩崎邸庭園、小口健藏・大塚正治／著、東京都公園協会、２００６(２版) 
（日本庭園をゆく）九州・沖縄の名園、大山邦興、--、２００６ 



京の坪庭を楽しむ、コロナブックス編集部／編、平凡社、２００６ 
近代造園学 80 年のあゆみ 東京高等造園学校から東京農業大学造園科学科へ/東京農業大

学地域環境科学部造園科学科／編、東京農業大学出版会、２００６ 
国指定名勝西福寺書院庭園保存修理工事報告書 庭園編、京都造形芸術大学日本庭園研究

センター／編著、西福寺、２００６ 
（ＪＴＢキャンブックス）皇室の邸宅、鈴木博之／監修、和田久士／写真、ＪＴＢパブリ

ッシング、２００６ 
（奈良文化財研究所学報）古代庭園研究１ 古墳時代以前－奈良時代、奈良文化財研究所

／著、奈良文化財研究所、２００６ 
古代ローマのヴィラ・ガーデン、エリザベス=ブレア=マクドゥーガル／編、文化財研究所

奈良文化財研究所／訳、文化財研究所奈良文化財研究所、２００６ 
市中の山居、尼崎博正／著、淡交社、２００６ 
造園史論集、白幡洋三郎・尼崎博正／編、養賢堂、２００６ 
茶庭・小庭づくり、淡交社編局／編、淡交社、２００６ 
（知恵の森文庫）庭園、井上靖／監修、光文社、２００６ 
（歴史文化ライブラリー）庭園の中世史、飛田範夫／著、吉川弘文館、２００６ 
（Aube 比較芸術学）特集すまう、京都造形芸術大学比較芸術学研究センター／編、淡交

社、２００６ 
とっておきの英国庭園、桐原春子／著、千早書房、２００６ 
二條城庭園の歴史、内田仁／著、東京農業大学出版会、２００６ 
日本の建築と庭 解説篇、西沢文隆実測図集刊行会／編、中央公論美術出版、２００６ 
庭からの視線、伊藤公文／著、アクシス、２００６ 
庭の文化史 英国式風景庭園文献集成、松平圭一／解説、ユーリカ=プレス、２００５ 
人気ガーデンデザイナーとつくる美しい庭、エフジー武蔵、--、２００６ 
バラ、鈴木せつ子／著、誠文堂新光社、２００６ 
パリジャンたちの庭と花、エディシォン・ドゥ・パリ／編、エディシォン・ドゥ・パリ、

２００６ 
風景の手入れ、ホンマタカシ／写真、森ビル株式会社広報室、２００６ 
（コロナ・ブックス）フランス庭園の旅、厳谷国士／文・写真、平凡社、２００６ 
松本オープンガーデン２００６、松本市公園緑地課／編、松本市、２００６ 
名勝旧津山藩別邸庭園（衆楽園）、津山市教育委員会／編、津山市教育委員会、２００６ 
名勝頼久寺庭園保存整備等指針報告書、頼久寺／編、名勝頼久寺庭園整備委員会、２００

６ 
（京・古社寺巡礼）龍安寺の四季、水野克比古／写真、東方出版、２００６ 
（旅名人ブックス）ロンドンから始める庭と歴史の旅、邸景一ほか／著、日経ＢＰ企画、

２００６ 



わび・さび・幽玄、鈴木貞美・岩井茂樹／編、水声社、２００６ 
 
愛・地球博と造園人、日本造園修景協会東海支部／編、日本造園修景協会東海支部、２０

０７ 
（だいわ文庫）イギリス式暮らしガーデン、井形慶子／著、大和書房、２００７ 
（ＮＴＴ出版ライブラリーレゾナント）イギリス的風景、中島俊郎／著、ＮＴＴ出版、２

００７ 
英国の庭園、「英国の庭園」出版委員会／編著、環境緑化新聞、２００７ 
（平安文学と隣接諸学）王朝文学と建築・庭園、倉田実／編、竹林舎、２００７ 
オープンガーデン２００７、 兵庫県中播磨県民局県土整備部まちづくり課、兵庫県中播磨

県民局県土整備部まちづくり課、２００７ 
終わらない庭 昭和の三大作家とめぐる「宮廷の庭」、三島由紀夫・井上靖・大仏次郎／著、

伊藤ていじ／解説、淡交社、２００７ 
鎌倉の庭園、宮元健次／著、神奈川新聞社、２００７ 
環境デザイン学 ランドスケープの保全と創造、森本幸裕・白幡洋三郎／編、朝倉書店、

２００７ 
京石工芸石大工の手仕事 西村石灯呂店作品集 1995-2006、西村金造・大造・光弘／著、

現代書林、２００７ 
（Suiko books 145）京都坪庭拝見、水野克比古／著、光村推古書院、２００７ 
京都とっておきの庭案内、田中昭三／小学館、２００７ 
（らくたび文庫）京の庭ＮＡＶＩ002 枯山水庭園編、--、コトコト、２００７ 
（らくたび文庫）京の庭ＮＡＶＩ015 池泉庭園編、--、コトコト、２００７ 
（ＪＴＢキャンブックス）元勲・財閥の邸宅、鈴木博之編／著、和田久士／写真、ＪＴＢ

パブリッシング、２００７ 
皇居 吹上御苑・東御苑の四季、近田文弘／著、日本放送出版協会、２００７ 
茶道ハンドブック、田中仙翁／著、三省堂、２００７(新版) 
三溪園、天野洋一／著、光村印刷、２００７ 
（京・古社寺巡礼）三千院の四季、水野克比古／著、東方出版、２００７ 
 (シリーズ京の庭の巨匠たち)重森三玲、溝縁ひろし／写真、京都通信社、２００７ 
重森三玲モダン枯山水、重森【ゲイ】／監修、小学館、２００７ 
（アジア学叢書）支那庭園、後藤朝太郎／著、大空社、２００７ 
図解庭造法、本多錦吉郎／著、マール社、２００７（※同書の解説本） 
史跡瑞泉寺境内・名勝瑞泉寺庭園保存管理計画書、鎌倉市教育委員会／編、鎌倉市教育委

員会、２００７ 
（山口市埋蔵文化財調査報告 95）善生寺庭園、山口市教育委員会文化財保護課／編、山口

市教育委員会、２００７ 



對龍山荘、尼崎博正／監修、淡交社、２００７ 
建物の鑑定評価必携、「建物の鑑定評価必携」編集委員会／編、建設物価調査会、２００７ 
庭園日本一足立美術館をつくった男、足立全康／著、日本経済新聞出版社、２００７ 
（東京都緑化白書）特集東京の庭園管理 維持管理を考える、東京都造園緑化業協会／編、

東京都造園緑化業協会、２００７ 
（季刊まちづくり 17）特集地域ネットによる景観づくり：湘南の邸園文化を守り育てる、

--、学芸出版社、２００７ 
ドラマチック・ガーデン、上野祐司／著、海鳥社、２００７ 
（白河市埋蔵文化財調査報告書 46）南湖公園確認調査報告書、--、白河市教育委員会、２

００７ 
日本庭園の作り方、小口基実／著、講談社インターナショナル、２００７ 
日本庭園を世界で作る、福原成雄／著、学芸出版社、２００７ 
（ほたるの本）日本の庭、内藤忠行／写真、世界文化社、２００７ 
日本の庭京都、中田昭／写真、ピエ・ブックス、２００７ 
庭に生きる、ケイ山田／著、アシェット婦人画報社、２００７ 
平安京の住まい、西山良平・藤田勝也／編著、京都大学学術出版会、２００７ 
夢窓疎石の庭と人生、中村蘇人／著、創土社、２００７ 
名勝頼久寺庭園保存整備等指針報告書、--、頼久寺、２００７ 
モダンランドスケープアーキテクチュア、マーク・トライブ／編著、三谷徹／訳著、鹿島

出版会、２００７ 
揚州園林、陳従周／編著、同済大学出版社、２００７ 
ランドスケープアーキテクチャーの起点、森山雅幸／編著、河合嗣生ほか／著、ぎょうせ

い、２００７ 
 
海外の日本庭園、--、日本造園学会、２００８(２版) 
何有荘、植彌加藤造園(株)／編、(株)津多家、２００８ 
枯山水、重森三玲／著、中央公論新社、２００８ 
京都名庭、横山健藏／写真、青幻舎、２００８ 
（シリーズ京の庭の巨匠たち）小堀遠州、北岡慎也／写真、京都通信社、２００８ 
散策と癒しの日本百名庭、吉澤国雄／東洋出版、２００８ 
（アスキー新書）禅僧とめぐる京の名庭、枡野俊明／アスキー・メディアワークス、２０

０８ 
禅と禅芸術としての庭、枡野俊明／著、毎日新聞社、２００８ 
日本の庭ことはじめ、岡田憲久／著、ＴＯＴＯ出版、２００８ 
（新潮新書）庭と日本人、上田篤／著、新潮社、２００８ 
パリのナチュラルガーデン、エディシォン・ドゥ・パリ／編、エディシォン・ドゥ・パリ、



２００８ 
明代中国の庭園文化、クレイグ・クルナス／著、青土社、２００８ 
（赤穂市文化財調査報告書）名勝旧赤穂城庭園二之丸庭園整備概要報告書、赤穂市教育委

員会生涯学習課／編、 赤穂市教育委員会生涯学習課、２００８ 
名勝根来寺庭園（聖天池）保存修理事業報告書、名勝根来寺庭園保存修理委員会／編、新

義真言宗総本山根来寺、２００８ 
（中公新書）ヨーロッパの庭園、岩切正介／著、中央公論新社、２００８ 
六華苑の樹木、大渓正明／監修、桑名歴史案内人の会、２００８ 
歴史と文化を愉しむ東京庭園ガイド、東京名園鑑賞会／著、メイツ出版、２００８ 
ロンドンの公園と庭園、門井昭夫／著、小学館スクウェア、２００８ 
（シリーズ・実学の森）「園学」のすすめ、野澤清／著、東京農業大学出版会、２００８ 
 
イラストで学ぶ京都の文化財：建築・庭園・仏像・絵画の基本知識、淡交社編集局／編、

淡交社、２００９ 
内々神社庭園現況調査報告書、春日井市教育委員会文化財課／編、春日井市教育委員会文

化財課、２００９ 
（学術選書）江戸の庭園、飛田範夫／著、京都大学学術出版会、２００９ 
（Suiko books）近江の名園、渡部巌／写真、光村推古書院、２００９ 
（Suiko books）京都・禅寺の名庭、水野克比古／著、光村推古書院、２００９ 
京都のお庭、--、ＪＴＢパブリッシング、２００９ 
近代都市環境形成史における近代和風庭園の研究、研究代表者鈴木博之、東京大学大学院

工学系研究科建築学専攻鈴木博之研究室、２００９ 
琴ノ浦温山荘園庭園調査報告書、国立文化財機構奈良文化財研究所／編、琴ノ浦温山荘園、

２００９ 
彩色みやこ名勝図会、白幡洋三郎／著、京都新聞出版センター、２００９ 
西芳寺、藤田秀岳・下重暁子／著、淡交社、２００９ 
重森三玲庭園の全貌、中田勝康著／写真、学芸出版社、２００９ 
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、東京美術、２００９ 
大覚寺大沢池景観修復プロジェクト、真板昭夫・河原司／編、世界思想社、２００９ 
大名庭園展：知られざるサムライ・アート、広島県立美術館／編、広島県立美術館 
（朝日新書）大名庭園を楽しむ、安藤優一郎／著、朝日新聞出版、２００９ 
庭園の記憶：与謝野晶子の「松戸の丘」と園芸学校の絵画 千葉大学園芸学部創立 100 周年

記念特別展、松戸市教育委員会社会教育課美術館準備室・ 田中典子／編、松戸市教育委員

会、２００９ 
（岩波新書）日本庭園、小野健吉／著、岩波書店、２００９ 
日本名庭園紀行、阿部茂／著、竹林館、２００９ 



庭の都、京の旅、梨村源次郎／著、幻冬舎ルネッサンス、２００９ 
浜離宮恩賜庭園：江戸の風雅、壮麗な石組み、--、東京都公園協会、２００９ 
浜離宮恩賜庭園：江戸の潮風そよぐ浜御殿、--、東京都公園協会、２００９ 
東アジアにおける理想郷と庭園：「東アジアにおける理想郷と庭園に関する国際研究会」報

告書、国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺産部遺跡整備研究室／編、国立文化財機構

奈良文化財研究所文化遺産部遺跡整備研究室、２００９ 
（とんぼの本）フランスの庭奇想のパラダイス、横田克己／著、新潮社、２００９ 
フランス式庭園の魅力とル・ノートルの世界、杉尾伸太郎／筆、ビオシティ、２００９ 
無鄰菴への旅、奥宮信士／著、白地社、２００９ 
名勝貞観園保存修理工事報告書、日本庭園協会・歴史建築設計研究体／編、貞観園保存会、

２００９ 
名勝萬徳寺庭園保存修理工事報告書、環境事業計画研究所／編著、萬徳寺、２００９ 
毛越寺庭園ものがたり、島津光夫／著、一関プリント社、２００９ 
JAPANESE STONE GARDENS、ステファン・マンスフィールド／著、チャールズ・イー・

タトル出版、２００９ 
 


