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参考・引用文献一覧 

     

『世界大百科事典』    平凡社 

『日本大百科全書』    講談社 

『大漢和辞典』     大修館書店 

『日本國語大辞典』    小学館  日本大辞典刊行会  

『Britannica』  MICROPAEDIA Ready Reference Bayeu Ceanothus  

 

『日本美術大系』             講談社 

『原色日本の美術』    小学館 

『魏志倭人伝』     岩波書店  和田清 石原道博編訳 

『風土』              岩波書店  和辻哲郎 

『武士道』     岩波書店  新渡戸稲造 矢内原忠雄訳 

『茶の本』     岩波書店  岡倉天心 村岡博訳 

『肉食の思想』     中央公論社         鯖田豊之 

『岩波講座世界歴史』    岩波書店 

 

『日本神話の考古学』     朝日新聞社     森浩一 

『発掘された日本列島』     朝日新聞社     文化庁編  

『発掘のロマン最前線』    毎日新聞社         田辺征夫 

『万葉歌のなかの縄文発掘』    小学館  山口博 

『古代遺跡謎解きの旅』    小学館  松本司 

『古代史探究』     日本放送出版協会 小林道憲 

『弥生文化と古代中国』    学生社  王金林  

 

『出雲神話』     講談社  松前健 

『出雲大社』     学生社  千家尊統 

 

『日本人は何処から来たか』    日本放送出版協会 松本秀雄 

『古代日本と朝鮮』    中央公論社   司馬遼太郎 上田正昭 金達寿 

『古代の韓国と日本』    学生社  韓国文化院 

『実証古代朝鮮』             日本放送出版協会 井上秀雄 

『古代史の謎』                   青木書店 松本清張対談 井上光貞 水野祐 和歌森太郎 

『大和は耶馬台国である』        東方出版         高城修三 
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『日本書紀』     中央公論社         井上光貞 

『古事記』      新潮社  西宮一民 注  

『古事記上代歌謡』    小学館  荻原浅男 鴻巣隼雄 注  

『韓国語で読み解く古事記』   大和書房  徐廷範 

 

『英米文学植物民俗誌』    冨山房  加藤憲市 

『万葉集事典』     平凡社  佐佐木信綱 

『万葉植物事典』            北隆館 

『原色万葉植物図鑑』    桜楓社  小林昭雲 

『漢詩の解釈と鑑賞事典』      旺文社  前野直彬 石川忠久 

『唐詩鑑賞辞典』            東京堂出版          前野直彬 

『中国歴史紀行』               学習研究社          岡晴夫責任編集 陳舜臣監修 

『漢字の起源』     角川書店  加藤常賢 

『新字源』     角川書店  小川環樹 西田太一郎 赤塚忠 

『植物と文明』             東京大学出版会 ﾊ-ﾊﾞ-ﾄ G.ﾍﾞｲｶ- 阪本寧男 福田一郎 

                                                   

『森の文化史』     講談社  只木良也 

『森と人間の文化史』    日本放送出版協会 只木良也 

『水と緑と土』     中央公論社          富山和子 

『森』      玉川大学出版部  J.S.コリス 福本剛一郎訳 

『照葉樹林文化』             中央公論社         上山春平 

『日本の樹木』     山と渓谷社          林弥栄編 

『日本の野草』     山と渓谷社          林弥栄編 

『有用草木博物事典』    東京堂出版          草川俊 

『野菜・山菜博物事典』    東京堂出版          草川俊 

『花と樹の大事典』           柏書房             植物文化研究会編木村陽二郎 監修 

『日本の野生植物』    平凡社   佐竹義輔 大井次三郎 北村四郎他 

                                                            

『日本帰化植物図鑑』    北隆館   長田武正 

『花の図譜』     平凡社   佐藤信二編集 

『日本の椿』     誠文堂新光社  ガ－デンライフ編集部 

『日本の椿花』     淡交社   横山三郎 桐野秋豊 

『日本の桜』     山と渓谷社          川崎哲也 

『桜誌』              原書房   小川和佑 

『日本のすみれ』            山と渓谷社          いがりなさし 
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『四季花ごよみ』               講談社              荒垣秀雄 西山松之助 飯田龍太監修 

『日本の天然記念物』       講談社             加藤陸奥雄 沼田眞 渡辺景隆 畑正憲監修 

世界の珍草奇木余話』    内田老鶴圃          川崎勉 

『園芸タブ－集３２５』    講談社       江尻光一 

『ヨーロッパ花の旅』        創文社             久山敦・和子 

『花と神話と伝説』    八坂書房   C.M.ｽｷﾅ- 垂水雄二 福屋正修 

『花の文化史』     東京書籍   松田修 

『花と木の文化史』    岩波書店   中尾佐助 

『花の履歴書』     講談社   湯浅浩史 

『野菜の日本史』            八坂書房   青葉高 

『園芸植物名の由来』    東京書籍   中村浩 

『植物名の由来』            東京選書   中村浩 

『植物の世界』     教育社  

『毒草を食べてみた』       文春新書           植松黎 

『竹と日本人』     日本放送出版協会  上田弘一郎 

『鉄砲を捨てた日本人』      紀伊國屋書店      ﾉｴﾙ･ﾍﾟﾘﾝ  川勝平太訳  

『仏教民俗事典』             新人物往来社  仏教民俗学会 

『神社名鑑』     神社本庁 

『神道大辞典』     臨川書店 

『日本伝奇伝説大辞典』    角川書店    乾克己 小池正胤 志村有弘 高橋貢 

『日本昔話事典』             弘文堂    稲田浩二 大島建彦 川端豊彦他 

『平安時代史事典』    角川書店    古代学協会・古代学研究所 

『日本民俗語大辞典』    桜楓社    石上堅 

『郷土資料事典』             人文社 

『正倉院の楽器』             日本経済新聞社   正倉院事務所編集 

『楽器図説』     音楽の友社模写   菅原明朗 

『松任谷由実全曲集』     ケイ･エム･ピ－   松任谷由実 

『ユ－ミン愛の深層心理』    ブックマン社   富田隆 

『昭和流行歌史』            毎日新聞社  

『日本流行歌史』            社会思想社            古茂田信男 島田芳文 矢沢保他 

『日本歌謡大全集』    長岡書店    長岡書店編集部 

『教室では教えない植物の話』   講談社    岩波洋造 

『ヒマワリはなぜ東を向くか』   中央公論社           滝本敦 

 

『和菓子』     学習研究社           守安正   鈴木宗康 
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『ヨ－ロッパの食文化』    平凡社    ﾏｯｼﾓ･ﾓﾝﾀﾅ-ﾘ  山辺規子  城戸照子訳 

                                                                                   

『Wine』             ｻﾞ･ｲ-ｽﾄ･ﾊﾟﾌﾞﾘｹｲｼｮﾝ   桑山為男 

『フランスワイン』    柴田書店    A.ﾘｼ-ﾇ 山本博訳 

『わいん』     みんと    守安正 

『にんにくの神秘』    叢文社    小湊潔 

『牛乳と日本人』             新宿書房    雪印乳業株式会社広報室 

『香辛料』     エスビ－食品   山崎峰二郎 

『大豆の栄養読本』    社会保険新報社 

『新日本古典文学大系徒然草』   岩波書店 

『同平家物語』     岩波書店 

『同枕草子』     岩波書店 

『同源氏物語』     岩波書店 

『日本語をさかのぼる』    岩波書店    大野晋 

『草木染』     美術出版社           山崎青樹 

『日本色彩文化史』    岩波書店    前田千寸 

『日本の蝶』     北隆館    白水隆 

 

『馬賊戦記』     番町書房   朽木寒三 

『続馬賊戦記』     番町書房   朽木寒三 

『日本軍の金塊』     学研         関浩三 

 

『Memories of Sakane Susumu』(坂根進･想）(株)サン.アド 非売品 

  

                                  目次に戻る         
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