
令和5年3月1日～5月7日

多摩市立図書館本館ミニ企画展示

桜について

タ イ ト ル 著者 出 版 者 出版年 請求記号

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 216.5

桜史
山田孝雄／[著]

山田忠雄／校訳
講談社 1990 479.75

おもしろくてためになる桜の雑学事典 井筒清次／著 日本実業出版社 2007 479.75

桜 勝木俊雄／著 岩波書店 2015 479.75

さくら
野呂希一／写真

浅利政俊／解説
青菁社 2019 479.75

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 479.75

サクラ100選 林弥栄／著
ニュー・サイ

エンス社
1980 479.75

全国桜の名木100選－巡ってみたい－ 大貫茂／著 家の光協会 2002 479.75

桜ブック－本当に桜のすべてが分かる－ - 草土出版 2000 479.75

美味しい櫻－食べる桜・見る桜・知る桜－ 平出眞／編著 旭屋出版 2016 596.2

桜の文化誌

コンスタンス・L.カー

カー／著　メア

リー・ニューマン／

著　富原まさ江／訳

原書房 2021 627.73

桜狂の譜－江戸の桜画世界－ 今橋理子／著 青幻舎 2019 721.025

桜の四季－杵島隆写真集－ 杵島隆／著 小学館 1991 748 ｷ

桜－竹内敏信写真集－ 竹内敏信／写真 出版芸術社 1992 748 ﾀ

展示本リスト

『図書館建築・既存施設からの転用を考える

－“学校から図書館”にみる現状と課題－』

日本図書館協会／編集

日本図書館協会 2008（012）

旧西落合中学校から図書館本館まで長く親しまれてき

た建物をこの報告書を基に振り返ってみませんか。

『多摩のあゆみ 第162号』

たましん歴史・美術館歴史資料室

たましん地域文化財団 2016（Kｱ 210.05）

多摩丘陵で発見され、2004年に新種として認定され

た貴重な桜タマノホシザクラなど、多摩地域の花につい

て知ることができます。

本館の桜

（ロータリーより）



さくら桜－伊那 高遠 美しき春－ 津野祐次／写真・文 信濃毎日新聞社 2018 748 ﾂ

文学

タ イ ト ル 著者 出 版 者 出版年 請求記号

桜は本当に美しいのか－欲望が生んだ文化装置－改訂 水原紫苑／著 平凡社 2017 910.2

義経千本桜

竹田出雲／原作

三好松洛／原作

並木千柳／原作

橋本治／文

岡田嘉夫／絵

ポプラ社 2005 912.5

ひとり日和 青山七恵／著 河出書房新社 2007 F1 ｱｵ

桜の下で待っている 彩瀬まる／著 実業之日本社 2015 F1 ｱﾔ

石牟礼道子詩文コレクション　2 石牟礼道子／著 藤原書店 2009 F1 ｲｼ

葉桜の季節に君を想うということ 歌野晶午／著 文藝春秋 2007 F1 ｳﾀ

あかねさす－新古今恋物語－ 加藤千恵／著 河出書房新社 2011 F1 ｶﾄ

茗荷谷の猫 木内昇／著 平凡社 2008 F1 ｷｳ

東京花散歩 岸本葉子／著 亜紀書房 2011 F1 ｷｼ

花束 木村紅美／著 朝日新聞出版 2008 F1 ｷﾑ

小説夕凪の街 桜の国

こうの史代／原作

国井桂／脚本

佐々部清／脚本

国井桂／著

双葉社 2007 F1 ｸﾆ

桜よ－「花見の作法」から「木のこころ」まで－
佐野藤右衛門／著

小田豊二／聞き書き
集英社 2001 F1 ｻﾉ

桜の園 篠田真由美／著 東京創元社 2009 F1 ｼﾉ

春、戻る 瀬尾まいこ／著 集英社 2014 F1 ｾｵ

しあわせな死の桜 竹本健治／著 講談社 2017 F1 ﾀｹ

花が咲く頃いた君と 豊島ミホ／著 双葉社 2008 F1 ﾄｼ

左近の桜 長野まゆみ／著 角川書店 2008 F1 ﾅｶ

家守綺譚 梨木香歩／著 新潮社 2004 F1 ﾅｼ

嵯峨野花譜 葉室麟／著 文藝春秋 2017 F1 ﾊﾑ

桜雨 坂東真砂子／著 集英社 1995 F1 ﾊﾝ

百年桜 藤原緋沙子／著 新潮社 2013 F1 ﾌｼ

しだれ桜恋心中 松浦千恵美／著 早川書房 2014 F1 ﾏﾂ



桜ほうさら　上・下 宮部みゆき／著 PHP研究所 2016 F1 ﾐﾔ

桜風堂ものがたり 村山早紀／著 PHP研究所 2016 F1 ﾑﾗ

花屋さんが言うことには 山本幸久／著 ポプラ社 2022 F1 ﾔﾏ

樹木医補の診療録－桜の下にきみを送る－ 夕映月子／著 集英社 2016 F1 ﾕｴ

桜の樹の下で　上・下 渡辺淳一／著 新潮社 1992 F1 ﾜﾀ

十六桜－小泉八雲怪談集－

小泉八雲／[著]

森銑三／訳

萩原恭平／訳

研文社 1990 F2 ｺｲ

中学生までに読んでおきたい日本文学　8

『桜の森の満開の下』
松田哲夫／編 あすなろ書房 2011 Y 91 ﾏﾂ

サクラ咲く 辻村深月／著 光文社 2012 Y F1 ﾂｼ

旅行ガイド

タ イ ト ル 著者 出 版 者 出版年 請求記号

一度は観たい春を彩る桜の名所－桜の名所89スポットを収録－ - 昭文社 2018 291

散歩の達人街がわかる東京散歩地図 - 交通新聞社 2021 291.361

24H Tokyo guide－Perfect trip for beginners & repeaters－ - 朝日新聞出版 2021 291.361

見る×乗る×楽しむ路線別一日乗車券でめぐる東京　最新版 - 昭文社 2021 291.361

むさしの桜紀行
桜井信夫／文

小林義雄／監修
ネット武蔵野 2001 291.365

徹底京都桜めぐり－ガイドマップ付－
水野丹石／写真・文

佐野藤右衛門／監修
講談社 2009 291.62

四季に映える日本の名城

－一生に一度は行きたい!城めぐりの旅－
- 日本文芸社 2016 521.823

地域資料

タ イ ト ル 著者 出 版 者 出版年 請求記号

ののはなさんぽ－原寸図鑑　多摩丘陵のいちねん－
五味岡玖壬子／絵と

文
けやき出版 2008 Kｲ 472.1

木の花観察案内－多摩丘陵を中心に－ 吉田 三夫／著 吉田三夫 2019 Kｲ 472.1

多摩市ウォーキングマップ－ぶらてくCity多摩－
〔多摩市健康福祉部

健康推進課〕
多摩市 2017

Kｳ

291.36

多摩市の植物－(樹木編)－
多摩市植物友の会／

編
多摩市 1990 Kｳ 472.1

桜物語

峰岸松三／作

古賀ルリ子／絵

前岡洋子／語り

水岡のぶゆき／ピア

ノ

峰岸松三 2011 Kｳ 913.6

飛鳥山三百年展

－楽しい!!だから続く、吉宗がつくった江戸のワンダーランド－

北区飛鳥山博物館／

編集

東京都北区教

育委員会
2020

Kﾘ

213.61



子どもの本

タ イ ト ル 著者 出 版 者 出版年 請求記号

名勝小金井桜の今昔 桜井信夫／文 ネット武蔵野 2002 28

サクラの川とミライの道

－おはなしSDGs 住み続けられるまちづくりを－

稲葉なおと／作

中村至宏／絵

稲葉伸次／監修

井上隆士／監修

講談社 2021 36

へえ!もっと知りたくなる日本の四季と行事　春・夏 小池淳一／監修 WAVE出版 2019 38

生き物が教えてくれる季節のおとずれ　春 亀田龍吉／写真・文 汐文社 2022 46

花と実の図鑑－花芽から花・実・たねまで－1

春に花が咲く木

三原道弘／文

菱山忠三郎／監修
偕成社 1990 47

春の主役桜
ゆのきようこ／文

早川司寿乃／絵
理論社 2006 47

もっと知りたいさくらの世界　1～３ 勝木俊雄／監修 汐文社 2020 47

季節をたべる春の保存食・行事食
濱田美里／著

藤田美菜子／絵
アリス館 2014 59.6

旬ってなに?－季節の食べもの－春 本多京子／監修 汐文社 2018 59.6

桜守のはなし 佐野藤右衛門／作 講談社 2012 62

ユメミザクラの木の下で(こそあどの森の物語　4) 岡田淳／著 理論社 1998 91 ｵｶ

花守の話
柏葉幸子／作

安藤貴代子／絵
講談社 2009 91 ｶｼ

さくら村は大さわぎ
朽木祥／作

大社玲子／絵
小学館 2021 91 ｸﾂ

おじいちゃんの桜の木

アンジェラ・ナネッ

ティ／作　アンナ・

バルブッソ／絵　エ

レナ・バルブッソ／

絵　長野徹／訳

小峰書店 2002 92 ﾅﾈ

桜の木の見える場所
パオラ・ペレッティ

／作　関口英子／訳
小学館 2019 92 ﾍﾚ

おでんさむらい　しらたきのまき
内田麟太郎／文

西村繁男／絵
くもん出版 2008 E ｵﾃ

さくららら
升井純子／文

小寺卓矢／写真
アリス館 2021 E ｻｸ

サクラ－はるなつあきふゆ－ おくやまひさし／作 ほるぷ出版 2022 E ｻｸ

じいじのさくら山 松成真理子／著 白泉社 2005 E ｼｲ

そらはさくらいろ 村上康成／作・絵 ひかりのくに 2002 E ｿﾗ

はるかぜのホネホネさん
にしむらあつこ／さ

く・え
福音館書店 2007 E ﾊﾙ

はるじゃのばけつ 白土あつこ／作・絵
ひさかたチャ

イルド
2009 E ﾊﾙ


