仙台市図書館 パスファインダー No.19

「ガーデニング」について調べる
「ガーデニング」に関する調べ方のガイドです。図書館では、様々なツールから
情報を入手できます。
調べ方の案内
①事典や辞書で調べる
⑤視聴覚資料で調べる

②本で調べる ③雑誌で調べる ④新聞で調べる
⑥インターネットで調べる ⑦類縁機関の紹介

キーワードを挙げてみよう
資料検索端末（OPAC）や各種データベースを検索する際に入力するキーワードの例です。
＜主なキーワード＞
園芸

庭 造園 家庭菜園

園芸用具 花壇 肥料

堆肥 観葉植物 病虫害 イギリス など

事典や辞書で調べる
調べたいテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を手がかりに、用語事典などを引い
てみましょう。

書

名

『日本で育つ熱帯花木植栽事典
トロピカル・ガーデニング・マニュアル』

『最新園芸・植物用語集』
『花の園芸事典』

著者・編者等

分類

坂崎 信之

R471

土橋 豊

620

今西 英雄

R627

クリストファー・ブリッケル

R627

1998 年

2019 年

2014 年

『A-Z 園芸植物百科事典』
『花卉園芸の事典』

2003 年

2014 年

阿部 定夫

ほか

R627

（事典・辞書類には分類の前に「R」がついています）

本で調べる
〈仙台市図書館の本を探す〉
●テーマの棚に行って探す
ガーデニングや園芸の本を探すときは、まず各コーナーへ行ってみましょう。
＜関連分野の分類＞
623

園芸植物・病虫害

625

果樹園芸

627

花卉園芸〔草花〕

●資料検索端末（館内 OPAC）で調べる
各図書館にある資料検索端末で、図書館の蔵書を調べることができます。
資料の状態（在庫・貸出中など）、配架場所、請求記号（背ラベルに表示の分類）
などがわかります。
また、図書館のホームページ（Web OPAC）からも蔵書検索ができます。
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/ （仙台市図書館ホームページ）

＜図書館で所蔵している関連図書の例＞
書

名

著者・編者等

分類

クリストファー・
ブリッケル

R470

グロッセ 世津子

494

『はじめての園芸入門 ビジュアル版』2015 年

金子 明人

620

『有機・無農薬栽培で安心！コンテナで育てる野菜とハーブ』2013 年

佐倉 朗夫

626

『すべての園芸家のための花と植物百科』1992 年
『園芸療法 植物とのふれあいで心身をいやす』2008 年

『草花・鉢花・観葉植物を枯らさない「コツ」！』
『庭木・花木・果樹の病害虫ハンドブック』

麻里絵

627

祐輔

627

大場 秀章

627

エフジー武蔵

629

近藤 三雄

629

小暮 幹雄

629

ジュウ・ドゥ・ポゥム

629

エフジー武蔵

629

日野原 健司 / 平野 恵

721

竹内 憲治

916

アーリーン・
バーンスタイン

934

小林 明美

S629

2019 年

天野

2019 年

草間

『ガーデニング植物誌』 2012 年
『飾り方の工夫と簡単 DIY でもっと素敵にガーデニング』2015 年
『香り植物の緑化デザイン
手引き』 2015 年

「まちづくり・都市緑化・ガーデニング」の

『ガーデニングのロープ・ハンドブック』
『パリのガーデニング』

2013 年

2014 年

『プロが指南初心者のためのガーデニングのコツとテク』

『浮世絵でめぐる江戸の花

見て楽しむ園芸文化』

2015 年

2013 年

『花と革命 キューバ革命を生きた日本人園芸家の手記』1977 年

『癒しのガーデニング 菜園が教えてくれた私の人生』1997 年
『いい庭と暮らそう 東北のパワーガーデン&ハッピーガーデニング』2004 年

さらに深くテーマを掘り下げるには、園芸などを研究している機関・会などの発行
している本が役立ちます。
雑誌で調べる

雑誌名
『田舎暮らしの本』
『園芸ガイド』
『ガーデン＆ガーデン』
『趣味の園芸』

＜図書館で所蔵している関連雑誌の例＞
出版社
雑誌名

出版社

宝島社

『趣味の山野草』

鹿沼 栃の葉書房

主婦の友社

『フローリスト』

誠文堂新光社

エフジー武蔵

『盆栽世界』

日本放送出版協会 『マイガーデン』

『趣味の園芸 やさいの時間』 日本放送出版協会 『やさい畑』

エスプレス・メディア出版

マルモ出版
家の光協会

1「国立国会図書館オンライン」（NDL ONLINE）https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/
国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科学・自然科学の記事
情報が検索できます。
2「CiNii(サイニィ)：NII 論文情報ナビゲータ」https://ci.nii.ac.jp/
国内で発行された論文や図書・雑誌などの学術情報が検索できるデータベース
サービスです。

＜こんな記事・論文が検索できます＞
記事･論文情報
【地域社会と連携したガーデニング活動による大学生生活支援】林 典生 農業および
園芸 / 養賢堂 [編] 2013-01 p 105-116
【ガーデニングブームの実態と背景 : 雑誌, 出版物を通して見たガーデニングブーム
(<特集>「イングリッシュガーデンから『ジャパニーズガーデン』へ」)】高橋 ちぐ
さ,下村 孝 ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese
Institute of Landscape Architecture 2001-08 p27-32
新聞で調べる
●原紙／縮刷版
新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にした
もので、巻頭の索引を使うと関連するテーマの新聞記事が検索できます。
●マイクロフィルム（河北新報）
明治 30 年 1 月分から所蔵しています。（市民図書館 4F・一部欠号あり）
●新聞記事をデータベースで探す
探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を
読むことができます。
＜図書館で利用できる新聞記事データベース＞
データベース名
収録期間
提供館
河北新報データベース
1991 年 8 月から
全館
日経テレコン 21《日経４紙》

1975 年 4 月から（一部）

聞蔵Ⅱビジュアル
（朝日新聞記事データベース）

（縮刷版は 1945～1999 年）

市民・泉・宮城野

テキスト検索は 1985 年から

全館

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
［ＭＹガーデニングを楽しむ 鎌田秀夫］
河北新報 2015 年 09 月 07 日 本紙（朝刊）
［ビルの屋上に花壇 鹿島が独自工法開発］ 河北新報 1996 年 12 月 13 日
本紙(朝刊)
[東日本大震災 沿岸の樹林、再生考える 28 日仙台でフォーラム] 河北新報
2014 年 10 月 12 日 本紙(朝刊)
視聴覚資料で調べる
図書だけでなく、ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります

資料名
『コンテナ菜園を楽しもう

ＮＨＫまる得マガジン』2005 年

資料種別
DVD

『何でも挑戦！なるほど！ＤＩＹ ９／ガーデニングＤＩＹ』2005 年

DVD

『庭づくり基本と応用 シリーズ造園の技法』2001 年

VHS

『はじめてのイングリッシュ・ガーデン』2001 年

VHS

インターネットで調べる
キーワードを参考に、手がかりとなる単語や分野から関連サイトを検索しましょう。
●代表的なサーチエンジン
1 「Google（グーグル）」 https://www.google.co.jp/
2 「Yahoo!（ヤフー）」 https://www.yahoo.co.jp/
●「ジャパンナレッジ」オンラインデータベースサービス
約 50 種類の辞書･事典類の横断検索が可能で、地域情報も検索ができます。
（全館で利用できます）

●関連サイトの紹介
1 「日本園芸協会」 https://ssl.gardening.or.jp/
2 「日本家庭園芸普及協会」 https://www.kateiengei.or.jp/
3 「みんなの趣味の園芸」 https://www.shuminoengei.jp/
類縁機関の紹介
●宮城県農業・園芸総合研究所
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/res_center/
〒981-1243 名取市高舘川上字東金剛寺 1（代表）
TEL：022-383-8118
FAX：022-383-9907
●仙台市公園緑地協会
http://sendai-green-association.jp/
〒983-0842 仙台市宮城野区五輪 1-3-35
TEL: 022(293)3583
FAX:022(293)3605
●せんだい農業園芸センター
http://sendai-nogyo-engei-center.jp/about/
〒984-0032 仙台市若林区荒井字切新田１３−１
TEL：022-288-0811
FAX:022(288)1772

☆ 困ったとき・資料が見つからないときは
読みたい本が見つからないときや、機械の操作が分からないときなどは、
どうぞお気軽にカウンターの職員にお声がけください。
2019 年 3 月

