
 

企画展示 

「植物と鉱物」 
―plantes et minérauxu― 

 

 

新緑が美しいこの季節、新しい生活や仕事に慣れてきたころでしょうか。 

通学路や散歩道で見かける青々と育つ植物、人間の生涯よりも長い年月を

経て成長する鉱物に興味はありませんか。 

 

今回の企画展示は、植物と鉱物に関連する本を集めてみました。 

目を奪われるような美しい写真が載った図鑑や人々を魅了してやまない宝

石が登場する小説を揃えています。 

 

本のページをめくればあなたを魅了してくれる植物や鉱物がきっとあるは

ずです。私たちの想像を軽々と越える個性豊かな自然をご堪能下さい 

 

展示期間：令和 4年 5月 2７日（金）～令和 4年７月 2７日（水） 

山口市立中央図書館 

 
 

 



～植物～

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

470/ｵｺ/ 003884315 もっと美しき小さな雑草の花図鑑 大作 晃一∥写真 2020.3 山と溪谷社

470/ｶﾄ/       004047267 歴史を進めた植物の姿 河野 智謙∥著 2022.2 グラフィック社

470/ｶﾊ/ 003974414 道草の解剖図鑑 金田 初代∥著 2021.3 エクスナレッジ

471/ﾀｵ/ 003963626 かぐわしき植物たちの秘密 田中 修∥著 2021.3 山と溪谷社

471/ﾀｵ/ 003985639 植物のいのち 田中 修∥著 2021.5 中央公論新社

472/ﾅｼ/ 003896790 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤 淳一∥著 2020.4 創元社

479/ﾓｵ/ 003895210 たんぽぽの秘密 森乃 おと∥著 2020.3 雷鳥社

499/ｻﾝ/ 003985390 散歩で見つける薬草図鑑 指田 豊∥監修 2021.5 家の光協会

594.8/ｵｱ/ 003933139 朽ちてなお美しいドライボタニカル入門 小野木 彩香∥著 2020.10 エクスナレッジ

627/ｶﾝ/ 004001978 観葉植物図鑑 渡辺 均∥監修 2021.8 日本文芸社

627/ﾀﾅ/ 003873164 育て方がよくわかる世界の食虫植物図鑑 田辺 直樹∥著 2020.1 日本文芸社

627/ｻﾘ/ 004004441 長く楽しむお部屋の植物 境野 隆祐∥著 2021.8 日東書院本社

627/ﾊﾅ/ 003900022 花屋さんに並ぶ植物がよくわかる「花」の便利帖 深野 俊幸∥監修 2020.4 KADOKAWA

627/ﾒﾃ/ 003953499
愛でる、食べる、楽しめる!
「暮らしとからだに効く植物の名前」300がよくわかる図鑑 2020.12 主婦と生活社

626/ﾖﾘ/ 003973702 食べられる庭図鑑 良原 リエ∥著 2021.4 KTC中央出版

読み物

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

911.3/ﾊﾝ/ 003949458 ハンドブック花と植物の俳句歳時記 石田 郷子∥監修 2020.11 山川出版社

/ｱｶ/ 003492883 植物たち 朝倉 かすみ∥著 2015.12 徳間書店

/ｱﾋ/ 002579381 植物図鑑 有川 浩∥著 2009.6 角川書店

/ｼｱ/ 003658870 緑の窓口 下村 敦史∥著 2017.8 講談社

/ﾂｲ/ 003685840 コルヌトピア 津久井 五月∥著 2017.11 早川書房

/ﾅｶ/ 001778932 家守綺譚 梨木 香歩∥著 2004.1 新潮社

/ﾅﾄ/ 003994442 万事快調(オール・グリーンズ) 波木 銅∥著 2021.7 文藝春秋

/ﾎﾄ/ 003983538 植物忌 星野 智幸∥著 2021.5 朝日新聞出版

/ﾐｼ/ 003759952 愛なき世界 三浦 しをん∥著 2018.9 中央公論新社

T470/ﾍﾝ/ 003468233 へんてこりんな植物 2015.8 パイインターナショナル



～鉱物～

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

431/ｻﾋ/ 003735865 宮沢賢治の元素図鑑 桜井 弘∥著 2018.6 化学同人

458/ﾆｼ/ 003918694 観察を楽しむ特徴がわかる岩石図鑑 西本 昌司∥著 2020.8 ナツメ社

459/ｱｱ/ 003996955 アヒマディ博士の宝石学 阿依アヒマディ∥著 2019.8 アーク出版

459/ｻｶ/ 004005590 鉱物のある暮らし練習帖 さとう かよこ∥著 2021.8 廣済堂出版

459/ｻｶ/ 003751216 鉱物のテラリウム・レシピ さとう かよこ∥著 2018.7 玄光社

459/ｻｶ/ 003432209 鉱物レシピ さとう かよこ∥著 2015.5 グラフィック社

459/ｼﾓ/ 003468705 ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山 元彦∥著 2015.9 創元社

459/ﾂｱ/ 003819551 日本の国石「ひすい」 土山 明∥編著 2019.4 成山堂書店

459/ﾄｷ/ 002908577 ときめく鉱物図鑑 宮脇 律郎∥監修 2012.2 山と溪谷社

459/ﾌｷ/ 002490884 鉱物アソビ フジイ キョウコ∥編　著 2008.10 ブルース・インターアクションズ

459/ﾌｼ/ 003856279 鉱物(いし)語り 藤浦 淳∥著 2019.10 創元社

459/ﾏｻ/ 004014778 図説鉱物肉眼鑑定事典 松原 聰∥著 2021.9 秀和システム

565/ﾍｷ/ 003522656 レア キース　ベロニーズ∥著 2016.3 化学同人

576/ｷｶ/ 003827386 ハンドメイドの宝石せっけんの教科書 木下 和美∥著 2019.6 エクスナレッジ

596.6/ｻｶ/ 003684399 鉱物のお菓子 さとう かよこ∥著 2017.10 玄光社

755/ｳﾂ/ 003545835 美しさと価値がわかる見て楽しい宝石の本 松本 浩∥監修 2016.7 宝島社

R459/ｱﾏ/ 003993721 鉱物分類図鑑323 青木 正博∥著 2021.6 誠文堂新光社

T459/ｺｳ/ 003598245 鉱物キャラクター図鑑 松原 聰∥監修 2017.1 日本図書センター

読み物

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

/ｱｼ/ 003681183 蒼玉の令嬢 荒井 修子∥著 2017.10 河出書房新社

/ｲﾄ/ 003460319 双頭の蜥蜴(サラマンダー) 乾石 智子∥著 2015.8 講談社

/ｵﾖ/ 003466464 琥珀のまたたき 小川 洋子∥著 2015.9 講談社

/ﾀﾌ/ 003753569 翼竜館の宝石商人 高野 史緒∥著 2018.8 講談社

/ﾋﾚ/ 003954485 銀獣の集い 廣嶋 玲子∥著 2021.1 東京創元社

/ﾐｶ/ 002933956 サファイア 湊 かなえ∥[著] 2012.4 角川春樹事務所

/ﾓｴ/ 003833900 カザアナ 森 絵都∥著 2019.7 朝日新聞出版

B/ﾅﾏ/ 001945522 鉱石倶楽部 長野 まゆみ∥著 2005.2 文藝春秋

B/ﾂﾅ/ 003502092 宝石商リチャード氏の謎鑑定（①～） 辻村 七子∥著 2015.12 集英社

B/ﾜﾊ/ 003378011 愛しのジュエラー 和田 はつ子∥著 2014.10 小学館

★一覧以外にB22の棚に地学・植物学に関連する本がございます。ぜひご覧ください


