
 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名・著者名・出版社名 タイトルコード 

A world of flower fairies 

poems and pictures by Cicely Mary Barker. Warne 
1005010511221 

Plants and flowers of Singapore 

Ivan Polunin. Times Editions （※本文は英語） 
1005010518582 

The nightingale and the rose Oscar Wilde 

illustrated by Freire Wright and Michael Foreman.  

Kaye & Ward （※本文は英語） 

1005010501676 

知日 41 ： 有关樱花的一切 茶 乌龙／主編 中信出版社  

（※本文は中国語） 
1000001597755 

中国传世花鸟画 （上・中・下）纪 江红／主編 北京出版社 

（※本文は中国語） 

1005010548190 

1005010548191 

1005010548192 

中国名花  张 启翔／主編 雲南人民出版社（※本文は中国語） 1005010540107 

한국의야생화 한라에서백두까지 （漢拏から白頭まで、韓国の野生花） 

송기엽／저 평화출판사  （※本文は韓国語） 
1005010489949 

あかい ふうせん  イエラ・マリ／さく ほるぷ出版 1005010057913 

アジサイはなぜ七色に変わるのか? ： 花の色の不思議を科学する 

武田 幸作／著 PHP 研究所  
1009610028141 

アルフォンス・ミュシャ 1860-1939  

レナーテ・ウルマー／[著] [ABC Enterprises／訳] TASCHEN 
1000000303995 

異界の花：ものがたり植物図鑑  塚谷 裕一／著 マガジンハウス 1009610086769 

浮世絵でめぐる江戸の花 見て楽しむ園芸文化 

 日野原 健司／共著 平野 恵／共著 誠文堂新光社 
1000001065833 

おやこで作ろうこどもお花部  高橋 郁代／著 新潮社 1000001128120 

折り紙 8 カ国語 [1] Origami in 8 languages  

（日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語/ポルトガル語/ 

タイ語/ベトナム語）松井 宏友／著 高橋 恭子／著 大盛堂書房 

1000001009328 

季節の花の水引アート  梶 政華／著 日貿出版社 1009910055386 

菊花の香り ： この世でいちばん愛されたひと 

金 河仁／著 宮本 尚寛／訳 PHP 研究所 
1000310009414 

ことばの花束  林田 スマ／著 梓書院 1005010373532 

さがりばな  横塚 眞己人／作 講談社 1000000753131 

白菊 ： 伝説の花火師・嘉瀬誠次が捧げた鎮魂の花 

                   山崎 まゆみ／著 小学館 
1000001241090 

しろばらとべにばら  

ワンダ・ガアグ／再話 かみじょう ゆみこ／やく 福音館書店 
1009710028346 

スキマの植物図鑑 中公新書塚谷 裕一／著 中央公論新社 1000001195360 

図説花と庭園の文化史事典 

ガブリエル・ターギット／著 遠山 茂樹／訳 八坂書房 
1000001218215 

 
福岡市総合図書館 

一人一花運動・一人一冊運動 

「司書がおすすめする花の本」 



書名・著者名・出版社名 タイトルコード 

世界で一番美しい花粉図鑑 キュー王立植物園公認 

      ロブ・ケスラー／著 マデリン・ハーレー／著 創元社 
1000000840225 

空へ向かう花  小路 幸也／著 講談社  1000000384555 

ダンデライオン ： 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 

 ドン・フリーマン／さく アーサー・ビナード／やく 福音館書店 
1000510007795 

茶花づくし （風炉編・炉編） 

             千 宗左／監修 千 宗室／監修 講談社 

1000010012974 

1000010012973 

椿の花に宇宙を見る 寺田寅彦ベストオブエッセイ 

寺田 寅彦／著 池内 了／編 夏目書房 
1009810012860 

天涯の花  宮尾 登美子／著 集英社 1009810003137 

花おりおり  湯浅 浩史／文 矢野 勇／写真 朝日新聞社 1000210063086 

花冠の志士 久坂玄瑞伝  古川 薫／著 文芸春秋 1005010057768 

花さき山  斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店 1005010021154 

花仙人 中国の昔話 世界傑作童話シリーズ 

             松岡 享子／文 蔡 皋／画 福音館書店 
1009810004127 

花千代の毎日が挑戦日：OL、芸者、パリ留学、そしてフラワーデザイ

ナー  花千代／著 三笠書房 

 

1000610032347 

花と蝶を楽しむバタフライガーデン入門 

               海野 和男／編著 農山漁村文化協会 
1009910011068 

花の王国 1 園芸植物  荒俣 宏／著 平凡社 1005010255496 

花の和菓子のつくりかた  金塚 晴子／著 淡交社 1000001321556 

バラ図譜  ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ／画 河出書房新社 1000000331327 

版画のはらうた 4  くどうなおことのはらみんな／詩 

ほてはま たかし／画 童話屋 
1000000337560 

フラワーセラピー： こころを癒す花たち 

           Cocoro Company／編著 ビー・エヌ・エヌ 
1009710049579 

プラントハンター東洋を駆ける ：日本と中国に植物を求めて 

             アリス・M.コーツ／著 遠山 茂樹／訳 
1000000245771 

ベニシアの京都里山暮らし 大原に安住の地を求めて 

ベニシア・スタンリー・スミス／著 梶山 正／写真・訳 世界文化社 

 

1000000457475 

変化朝顔図鑑 アサガオとは思えない珍花奇葉の世界 

                 仁田坂 英二／著 化学同人 
1000001233999 

身近な花の知られざる生態 

稲垣 栄洋／著 PHP エディターズ・グループ 
1000001395248 

みどりのゆび モーリス・ドリュオン／作 安東 次男／訳 岩波書店 1000210057329 

モネの庭 ： 花々が語るジヴェルニーの四季 

ヴィヴィアン・ラッセル／文・写真 六人部 昭典／監訳 西村書店 
1000510065868 

やさいの花 ： ふしぎいっぱい写真絵本 

            埴 沙萠／写真 嶋田 泰子／文 ポプラ社 
1000001477784 

ルビアンの秘密 ： ミステリーYA! 鯨 統一郎／作 理論社 1000000208782 

ルピナスさん ： 小さなおばあさんのお話 

 バーバラ・クーニー／さく かけがわ やすこ／やく ほるぷ出版 
1005010201479 

和菓子 Wagashi.  中村 肇／著 河出書房新社（※英文併記） 1000001038736 

われも恋う  堀田 あけみ／[著] 角川書店 1005010277530 

 


