
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

春の妖精たち スプリング・エフェメラル
たくさんのふしぎ傑作集

奥山 多恵子／文・絵
（福音館書店）

2010 470/ｵｸﾔ/10.2

森の草花
絵本図鑑シリーズ 7

長谷川 哲雄／作
（岩崎書店）

1989 470/ﾊｾｶ/

野の花えほん 春と夏の花
前田 まゆみ／作
（あすなろ書房）

2009 470/ﾏｴﾀ/09.4

野の花えほん 秋と冬の花
前田 まゆみ／作
（あすなろ書房）

2010 470/ﾏｴﾀ/10.8

じめんのうえとじめんのした
福音館のかがくのほん

アーマ E.ウェバー／ぶん・え
藤枝 澪子／やく
（福音館書店）

1988 471/ｳｪﾊ/

やさいの花
ふしぎいっぱい写真絵本 29

埴 沙萠／写真
嶋田 泰子／文
（ポプラ社）

2016 626/ﾊﾆ/16.5

ぐんぐんぐん みどりのうた
大型絵本

デービッド・マレット／文
オラ・アイタン／絵
（岩波書店）

1998 E/ｱｲﾀ/

あかりの花 中国苗族民話
日本傑作絵本シリーズ

肖 甘牛／採話
君島 久子／再話
（福音館書店）

1985 E/ｱｶﾊ/

あさがお
荒井 真紀／文・絵
（金の星社）

2011 E/ｱﾗｲ/11.6

たんぽぽ
荒井 真紀／文・絵
（金の星社）

2015 E/ｱﾗｲ/15.3

ねえさんといもうと
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

シャーロット・ゾロトウ／さく
やがわ すみこ／やく
（福音館書店）

1980 E/ｱﾚｷ/

マーヤの植物だより
世界の絵本コレクション

レーナ・アンデション／作
ひしき あきらこ／訳
（小峰書店）

1995 E/ｱﾝﾃ/

ふってきました
講談社の創作絵本

もとした いづみ／文
石井 聖岳／絵
（講談社）

2007 E/ｲｼｲ/07.1

はなのさくえほん
いしかわこうじしかけえほん

いしかわ こうじ／作・絵
（童心社）

2010 E/ｲｼｶ/10.6

はやおきのロビン
福音館のかがくのほん

真木 文絵／ぶん
石倉 ヒロユキ／え
（福音館書店）

1999 E/ｲｼｸ/

はなさかじい
てのひらむかしばなし

長谷川 摂子／文
伊藤 秀男／絵
（岩波書店）

2008 E/ｲﾄｳ/08.11

とっくんトラックのはらへぶぶー
いわむら かずお／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2007 E/ｲﾜﾑ/07.4

レイチェルのバラ
バーナデット／絵
カレン・クリステンセン／文
（西村書店）

2000 E/ｳｫｯ/

あおむしけむし
大型絵本 かがくとなかよし

ヴィヴィアン・フレンチ／文
シャーロット・ヴォウク／絵
（岩波書店）

1996 E/ｳｫｳ/

しろいうさぎとくろいうさぎ
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

ガース・ウイリアムズ／ぶん,え
まつおか きょうこ／やく
（福音館書店）

1965 E/ｳｲﾘ/

※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

花の絵本

寒い日が続きますが、少しずつ春に近づいています。花の描かれている絵本を集めました。
これから春に向けての展示やおはなしかいにご活用ください。（子ども図書研究室所蔵分）



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

モーモーまきばのおきゃくさま
マリー=ホール=エッツ／ぶん え
やまのうち きよこ／やく
（偕成社）

1969 E/ｴｯﾂ/

根っこのこどもたち目をさます 
ジビレ・フォン・オルファース／え
ヘレン・ディーン・フィッシュ／ぶん
（童話館出版）

2003 E/ｵﾙﾌ/

ひがんばな
甲斐 信枝／さく
（福音館書店）

2009 E/ｶｲ/09.9

たねがとぶ
かがくのとも絵本

甲斐 信枝／さく
森田 竜義／監修
（福音館書店）

2012 E/ｶｲ/12.3

ちょうちょはやくこないかな
福音館の幼児絵本

甲斐 信枝／さく
（福音館書店）

1997 E/ｶｲ/

木の実のけんか
日本傑作絵本シリーズ

岩城 範枝／文
片山 健／絵
（福音館書店）

2008 E/ｶﾀﾔ/08.3

おやゆびひめ  世界のお話傑作選
H.C.アンデルセン／作
蜂飼 耳／訳
（偕成社）

2007 E/ｷﾀﾐ/07.3

たねそだててみよう  みつけようかがく
ヘレン J.ジョルダン／さく
ロレッタ クルピンスキ／え
（福音館書店）

2009 E/ｸﾙﾋ/09.1

はちうえはぼくにまかせて
ジーン・ジオン／さく
マーガレット・ブロイ・グレアム／え
（ペンギン社）

1981 E/ｸﾚｱ/

なのはなみつけた
かがくのとも傑作集 どきどきしぜん

ごんもり なつこ／さく
（福音館書店）

2009 E/ｺﾝﾓ/09.1

あさがお  だいすきしぜん しょくぶつ 2
斎藤 光一／絵
（フレーベル館）

2008 E/ｻｲﾄ/08.4

くだもののはな
だいすきしぜん しょくぶつ 4

斎藤 雅緒／絵
（フレーベル館）

2008 E/ｻｲﾄ/08.5

やさいのはな
だいすきしぜん しょくぶつ 3

斎藤 光一／指導・絵
（フレーベル館）

2008 E/ｻｲﾄ/08.5

はなをくんくん
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

ルース・クラウス／ぶん
マーク・シーモント／え
（福音館書店）

1967 E/ｻｲﾓ/

あかちゃんかたつむりのおうち
幼児絵本ふしぎなたねシリーズ

いとう せつこ／ぶん
島津 和子／え
（福音館書店）

2012 E/ｼﾏｽ/12.5

たんぽぽ  だいすきしぜん しょくぶつ 1
瀬戸 照／絵
久保 秀一／写真
（フレーベル館）

2008 E/ｾﾄ/08.4

花のうた
木島 始／詩
大道 あや／絵
（佑学社）

1984 E/ﾀｲﾄ/

野の花道ばたの草 さいているところさがそう みぢかなかがく
たかはし きよし／絵
萩原 信介／文
（福音館書店）

1995 E/ﾀｶﾊ/

花さき山
ものがたり絵本 20

斎藤 隆介／作
滝平 二郎／絵
（岩崎書店）

1969 E/ﾀｷﾀ/

あかいはなさいた
大型絵本

タク ヘジョン／文・絵
かみや にじ／訳
（岩波書店）

2008 E/ﾀｸ/08.1

つちはんみょう 
舘野 鴻／作 絵
（偕成社）

2016 E/ﾀﾃﾉ/16.4

ハスの花の精リアン
チェン ジャンホン／作・絵
平岡 敦／訳
（徳間書店）

2011 E/ﾁｪﾝ/11.4



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

はなねこさん
絵本のぼうけん 5

長 新太／さく
（ポプラ社）

2002 E/ﾁｮｳ/

あなぐまさんちのはなばたけ
クォン ジョンセン／文
チョン スンガク／絵
（平凡社）

2001 E/ﾁｮﾝ/

はなのみち
えほん・ハートランド 19

岡 信子／作
土田 義晴／絵
（岩崎書店）

1998 E/ﾂﾁﾀ/

りんごのえほん 
ヨレル・K.ネースルンド／さく
クリスティーナ・ディーグマン／え
（偕成社）

2008 E/ﾃｨｸ/08.3

ごきげんなライオン おくさんにんきものになる
ルイーズ・ファティオ／文
ロジャー・デュボアザン／絵
（BL出版）

2013 E/ﾃｭﾎ/13.1

ぼくはワニのクロッカス
ロジャー・デュボアザン／さく
今江 祥智／やく
（童話館出版）

1995 E/ﾃｭﾎ/

わたしのワンピース
にしまき かやこ／えとぶん
（こぐま社）

1969 E/ﾆｼﾏ/

アンナと冬のすみれ
ネッティ・ローウェンスタイン／再話
エリザベス・ハーバー／絵
（徳間書店）

2000 E/ﾊﾊ/

春の主役桜
絵本<気になる日本の木>シリーズ

ゆのき ようこ／文
早川 司寿乃／絵
（理論社）

2006 E/ﾊﾔｶ/06.3

たんぽぽ  かがくのとも傑作集 14
平山 和子／ぶん・え
北村 四郎／監修
（福音館書店）

1981 E/ﾋﾗﾔ/

のいちごはらのあさのうた
もりのうさぎのうたえほん 4

ひろかわ さえこ／さく・え
（あかね書房）

2005 E/ﾋﾛｶ/

かってなくま 
佐野 洋子／文
広瀬 弦／絵
（偕成社）

2000 E/ﾋﾛｾ/

さんぽみちははなばたけ 
広野 多珂子／作・絵
（佼成出版社）

2007 E/ﾋﾛﾉ/07.3

ハートのはっぱかたばみ
かがくのとも絵本

多田 多恵子／ぶん
広野 多珂子／え
（福音館書店）

2015 E/ﾋﾛﾉ/15.3

ピーテル、はないちばへ
日本傑作絵本シリーズ

広野 多珂子／文・絵
（福音館書店）

2015 E/ﾋﾛﾉ/15.6

やさいばたけははなばたけ 
広野 多珂子／作・絵
（佼成出版社）

2004 E/ﾋﾛﾉ/

リーサの庭の花まつり 
エルサ・ベスコフ／さく・え
石井 登志子／やく
（童話館出版）

2001 E/ﾍｽｺ/

ラッセのにわで 
エルサ・ベスコフ／作・絵
石井 登志子／訳
（徳間書店）

2001 E/ﾍｽｺ/

はなさかじいさん
講談社の創作絵本 よみきかせ日本昔話 春の巻 5・6歳から

石崎 洋司／文
松成 真理子／絵
（講談社）

2012 E/ﾏﾂﾅ/12.2

木のうた 
イエラ・マリ／さく
（ほるぷ出版）

1977 E/ﾏﾘ/

庭をつくろう! 
ゲルダ・ミューラー／作
ふしみ みさを／訳
（あすなろ書房）

2015 E/ﾐｭﾗ/15.3



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

すみれとあり
かがくのとも絵本

矢間 芳子／さく
森田 竜義／監修
（福音館書店）

2013 E/ﾔｻﾏ/13.2

さがりばな 
横塚 眞己人／作
（講談社）

2011 E/ﾖｺﾂ/11.3

ヒマラヤのふえ 昔ヒマラヤのふもとクマオンというところでうた
われていた物語
世界傑作絵本シリーズ 日本とインドの絵本

A・ラマチャンドラン／さく・え
きじま はじめ／やく
（福音館書店）

1976 E/ﾗﾏﾁ/

おおきなのはら 
ジョン・ラングスタッフ／文
フョードル・ロジャンコフスキー／絵
（光村教育図書）

2000 E/ﾛｼｬ/

はなのすきなうし  岩波の子どもの本 11
マンロー・リーフ／おはなし
ロバート・ローソン／え
（岩波書店）

1980 E/ﾛｿﾝ/

ひまわり
幼児絵本シリーズ

和歌山 静子／作
（福音館書店）

2006 E/ﾜｶﾔ/06.6

展示期間　2017年２月４日～３月30日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）


