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きんばあちゃんの花見山
あきば たまみ／さく・え
（オープン・エンド）

2011 E/ｱｷﾊ/11.7

いもむしってね…
澤口 たまみ／文
あずみ虫／絵
（福音館書店）

2014 E/ｱｽﾐ/14.5

WASIMO 0002
宮藤 官九郎／作
安齋 肇／絵
（小学館）

2015 E/ｱﾝｻ/15.3

おさびし山のさくらの木
宮内 婦貴子／文
いせ ひでこ／絵
（BL出版）

2015 E/ｲｾ/15.3

こぶたのブルトン はるはおはなみ
中川 ひろたか／作
市居 みか／絵
（アリス館）

2006 E/ｲﾁｲ/06.3

いのかしらいけ 秋から春へ
いちかわ ゆう／絵・文
（けやき出版）

2005 E/ｲﾁｶ/

にゃんきっちゃん
岩合 日出子／ぶん
岩合 光昭／しゃしん
（福音館書店）

2008 E/ｲﾜｺ/08.5

あしたはだれにあえるかな
おたんじょう月おめでとう 3月生まれ

中川 ひろたか／文
おくはら ゆめ／絵
（自由国民社）

2011 E/ｵｸﾊ/11.2

みのむし ちゃみのがのくらし
甲斐 信枝／さく
（福音館書店）

2009 E/ｶｲ/09.9

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

ほわほわさくら
はじめてであうえほんシリーズ

ひがし なおこ／さく
きうち たつろう／え
（くもん出版）

2010 E/ｷｳﾁ/10.2

くさばななあに 英語つき
日本のえほん

星燈社／絵
（学研プラス）

2015 E/ｸｻﾊ/15.11

森のお花見
里山の生き物たち 3

菊池 和美／作
小山 混／絵
（てらいんく）

2015 E/ｺﾔﾏ/15.3

はじめまして
近藤 薫美子／作・絵
（偕成社）

2014 E/ｺﾝﾄ/14.2

ふるさとのさくら 御母衣ダムから桜を守った話
絵本ノンフィクション 7

神戸 淳吉／著
清水 勝／絵
（岩崎書店）

1977 E/ｼﾐｽ/

さくらとふじお
しもぞの まゆみ／著
（白泉社）

2008 E/ｼﾓｿ/08.3

はるじゃのばけつ
チャイルドブックアップル傑作選 vol.11-12

白土 あつこ／作・絵
（チャイルド本社）

2014 E/ｼﾗﾄ/14.3

里の春、山の春
新美 南吉／作
鈴木 靖将／絵
（新樹社）

2015 E/ｽｽｷ/15.4

万華鏡とサクラ
あべ やすし／文
高野 美奈／絵
（最新医学社）

2014 E/ﾀｶﾉ/14.4

こげぱんのおはなみ
たかはし みき／著
（ソニー・マガジンズ）

2004 E/ﾀｶﾊ/

※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。

さくらの絵本

寒い日が続きますが、春はすぐそこ。
桜の花や木が出てくる絵本、お花見の絵本を集めました。どうぞ手に取ってお楽しみください。
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おかあさんとさくらの木 
柴 わらし／作
田中 清代／絵
（ひくまの出版）

2007 E/ﾀﾅｶ/07.4

はなびらがとんできた  たんぽぽえほんシリーズ
いのうえ たかお／作
つちだ よしはる／絵
（鈴木出版）

2015 E/ﾂﾁﾀ/15.2

コノハナサクヤヒメものがたり 
成島 行雄／作
仲田 育代／絵
（下野新聞社）

2009 E/ﾅｶﾀ/09.8

わたしのうさぎハッピー 
みずしま さくらこ／原案
なとり ちづ／文・絵
（福音館書店）

2015 E/ﾅﾄﾘ/15.4

はるかぜのホネホネさん  こどものとも傑作集
にしむら あつこ／さく・え
（福音館書店）

2007 E/ﾆｼﾑ/07.2

おでんさむらい ｼﾗﾀｷ
内田 麟太郎／文
西村 繁男／絵
（くもん出版）

2008 E/ﾆｼﾑ/08.3

ありがとうのかぜ 
こやま 峰子／作
はなてる／絵
（えほんの杜）

2014 E/ﾊﾅﾃ/14.7

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

あたま山  そうえんしゃ日本のえほん 13
舟崎 克彦／文
林 恭三／絵
（そうえん社）

2008 E/ﾊﾔｼ/08.3

さくらのさくひ  おはなしえほんシリーズ 6
矢崎 節夫／文
福原 ゆきお／絵
（フレーベル館）

2007 E/ﾌｸﾊ/07.3

桜の花の散る頃に  語り継ぐ戦争絵本シリーズ 14
竹本 祐子／文
ますだ ちあき／絵
（郷土出版社）

2014 E/ﾏｽﾀ/14.2

さくらいろのりゅう 
町田 尚子／作
（アリス館）

2015 E/ﾏﾁﾀ/15.3

おはなみ 
くすのき しげのり／さく
まるやま あやこ／え
（あかね書房）

2014 E/ﾏﾙﾔ/14.2

つばめのハティハティ  鳥のおはなし絵本 1
箕輪 義隆／絵
寒竹 孝子／文
（アリス館）

2013 E/ﾐﾉﾜ/13.4

花ものがたり 
神津 良子／文
ももせ あずさ／絵
（郷土出版社）

2006 E/ﾓﾓｾ/06.6

さくら  かがくのとも絵本
長谷川 摂子／文
矢間 芳子／絵・構成
（福音館書店）

2010 E/ﾔｻﾏ/10.2

おばけの花見  キラキラえほん 1
内田 麟太郎／作
山本 孝／絵
（岩崎書店）

2008 E/ﾔﾏﾓ/08.4

ひみつのひきだしあけた?  PHPにこにこえほん
あまん きみこ／さく
やまわき ゆりこ／え
（PHP研究所）

2008 E/ﾔﾏﾜ/08.2

かえるちゃんのあくび  わたしのえほん
わたなべ ゆういち／さく・え
（PHP研究所）

1999 E/ﾜﾀﾅ/

きせつとぎょうじのえほん  スキンシップ絵本
わらべ きみか／絵
（ひさかたチャイルド）

2012 E/ﾜﾗﾍ/12.2

展示期間2016年２月５日～３月29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TEL054-262-1243（資料課）


