
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0114990344 アートクレイシルバーで作る・花モチーフのアクセサリー 東京：主婦と生活社 芸術      

0115276552 アフターガーデニング 青木　純子／著 東京：主婦の友社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117335380 一度は観たい日本の花風景 東京：昭文社 地誌紀行 

0116862202 1年中楽しめるかわいいシュシュ 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117379230 1年中楽しめる花の折り紙 山口　真／著 東京：日本ヴォーグ社 芸術      

0117185579 いっしょにあそぼ草あそび花あそび　春夏編 佐藤　邦昭／著 京都：かもがわ出版 民俗習慣

0114725252 いっしょに探そう野山の花たち 馬場　多久男／編著 長野：信濃毎日新聞社 自然科学  

0117727594 ウィリアム・モリスのフラワー・パターン ウィリアム・モリス／[作] [京都]：青幻舎インターナショナル 芸術      

0118364215 美し、をかし、和名由来の江戸花図鑑 田島　一彦／著　アートディレクション 東京：パイインターナショナル 自然科学  

0116330911 美しい季語の花 金子　兜太／監修 東京：誠文堂新光社 文学      

0117665281 美しい「歳時記」の植物図鑑 『美しい「歳時記」の植物図鑑』編集委員会／編 東京：山川出版社 文学      

0117435651 美しく魅せるハーバリウム 青山　智美／著 東京：日東書院本社 生活科学  

0117565291 お散歩の草花ポケットブック 岩槻　秀明／著 東京：いかだ社 自然科学  

0116913054 おてがる茶花ガーデニング 斉藤　吉一／著 京都：淡交社 農業園芸 

0116160151 お伽噺桜 大沼　英樹／著 東京：窓社 芸術      

0116174608 大人が楽しむアサガオBOOK 田旗　裕也／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0117477471 お花とパールのやさしいアクセサリー 清水　真理／著 東京：KADOKAWA 生活科学  

0116708678 お花屋さんの仕事基本のき 日本フローラルマーケティング協会／編 東京：誠文堂新光社 産業      

0117431775 折り紙で作る花のコサージュ 大野　純子／[著] 武蔵野：アップルミンツ 芸術      

0115372070 香りの花手帖 熊井　明子／著 東京：千早書房 自然科学  

0117215855 紙でつくる、ほんものみたいな花と小物 山崎　ひろみ／著 東京：日本文芸社 生活科学  

0117335646 可憐なコサージュ&ブレスレット 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117215814 かわいい一輪花のブローチ 東京：世界文化社 生活科学  

0116804329 季節を知らせる花 白井　明大／文 東京：山川出版社 文学      

0117004044 季節の花を描く 中津　宜子／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0117080465 着物花柄図鑑 永田　欄子／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0117437665 キャンドル・カービングの教科書 影山　真希子／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

特集名：長野３月一般テーマ「花の本」
特集期間：2021/2/26～2021/3/24



0117360164 煌めくハーバリウム ハーバリウム普及推進委員会／著 東京：日本文芸社 生活科学  

0117774653 朽ちてなお美しいドライボタニカル入門 小野木　彩香／著 東京：エクスナレッジ 生活科学  

0117310797 クラフトバンドで作るかごとバッグお花畑こもの 山口　京子／[著] 武蔵野：アップルミンツ 芸術      

0116764325 咲きたい花はかならず開く 紫竹　昭葉／著 東京：KADOKAWA 農業園芸 

0116913062 桜 『現代用語の基礎知識』編集部／編 東京：自由国民社 農業園芸 

0115660912 桜と日本文化 小川　和佑／著 東京：アーツアンドクラフツ 文学      

0116999350 四季と行事を楽しむソープ・カービングの教科書 山田　梨絵／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0115913014 四季の花を束ねて 吉川　裕子／著 東京：日本ヴォーグ社 芸術      

0116871781 実践フラワーアレンジメントラッピング 林　芳久／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣

0116493057 実践フラワーラッピング 林　芳久／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣

0117654715 食用花の歴史 コンスタンス・L.カーカー／著 東京：原書房 民俗習慣

0116370800 ステンドグラスで表現するミュシャと花の世界 彩の会／編 東京：日貿出版社 芸術      

0116726894 世界で一番美しいお花畑への旅 東京：エクスナレッジ 地誌紀行 

0117606822 絶景で巡る世界の花 アトリエタビト／編 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 地誌紀行 

0116762048 大好き花の絵手紙 大森　節子／著 東京：日貿出版社 芸術      

0117662452 ちいさな日本刺繡 花と植物 浅賀　菜緒子／著 東京：河出書房新社 生活科学  

0116502444 小さな花の教科書 佐々木　じゅんこ／著 東京：グラフィック社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117561993 ちいさな花言葉・花図鑑 宇田川　佳子／監修 東京：ユーキャン学び出版 農業園芸 

0117082172 ちいさな立体フラワータティングレースの花アクセサリー 北尾　惠美子／[著] 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117270314 つまみ細工の花ごよみ かわらしや／著 東京：ブティック社 生活科学  

0117357327 ディップフラワーの教科書 m.a.c.／著 東京：講談社 生活科学  

0116993296 テーマ別日本切手カタログ　Vol.1 東京：日本郵趣協会 産業      

0117640318 手作りのジャイアントペーパーフラワー MEGU／著 東京：ブティック社 生活科学  

0117573030 ドライフラワーの活け方 植物生活編集部／編集 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117023101 ドライフラワーの飾り方 誠文堂新光社／編 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117596841 「ドライフラワーの名前」300がよくわかる図鑑 東京：主婦と生活社 生活科学  

0117440982 ドライフラワーレッスン24 Kristen／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0116658766 中原淳一の花のある美しい暮らし 中原　淳一／著 東京：六耀社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117342592 夏井いつきの「花」の歳時記 夏井　いつき／著 東京：世界文化社 文学      

0117681825 日本の花を愛おしむ 田中　修／著 東京：中央公論新社 自然科学  

0117160788 布花図鑑 Veriteco／著 東京：文化学園文化出版局 生活科学  

0117458760 布花の本 Yasuko Yubisui／著 東京：日本ヴォーグ社 生活科学  



0117375683 ねことはな 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 農業園芸 

0117462986 野の花写真 いがり　まさし／文・写真 東京：技術評論社 芸術      

0117781211 はじめてでも作れるおしゃれな手作りボタニカルキャンドル&サシェ 平山　りえ／著 東京：大泉書店 生活科学  

0117761429 はじめてのディップアート 肱黒　陽子／監修 東京：スタジオタッククリエイティブ 生活科学  

0114913551 花 立松　和平／著 東京：河出書房新社 自然科学  

0117465138 花と緑で彩るボタニカル刺しゅう200 クリステン・グーラ／著 東京：ブティック社 生活科学  

0116513656 花の香りに健康を求めて 青島　均／著 東京：フレグランスジャーナル社 自然科学  

0116940461 花の飾りおりがみ 布施　知子／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0117257485 花の壁飾りスワッグの作り方 誠文堂新光社／編 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0117147314 花の切り絵200 大橋　忍／著 東京：日本ヴォーグ社 芸術      

0116617853 花のしつらい、暮らしの景色 平井　かずみ／著 東京：地球丸 農業園芸 

0117150458 花の神話伝説事典 C.M.スキナー／著 東京：八坂書房 宗教      

0117149781 花のソープ・カービング 山田　梨絵／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0115498628 花の寺 岡部　伊都子／著 京都：淡交社 文学      

0117266098 花のない花屋 東　信／著 東京：朝日新聞出版 農業園芸 

0115661977 花の日本語 山下　景子／著 東京：幻冬舎 自然科学  

0117100636 花の品種改良の日本史 柴田　道夫／編 東京：悠書館 農業園芸 

0116290834 花の本 山内　浩史／編 東京：角川書店 芸術      

0117570598 花のマクロフォトレシピ 江口　愼一／著 東京：玄光社 芸術      

0113202584 花の万葉秀歌 熊田　達夫／写真 東京：山と渓谷社 文学      

0117290395 花の立体切り絵 カジタ　ミキ／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0116468737 はな ひと うつわ 関　美香／著 東京：平凡社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116471749 花贈りの便利帖 本多　るみ／著 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0115604639 花水彩手習い帖 繡香／著 東京：エムディエヌコーポレーション 芸術      

0117705038 花図鑑 モンソーフルール／監修 東京：西東社 農業園芸 

0117133363 花生活のたね 岡本　典子／著 東京：エクスナレッジ 農業園芸 

0114745201 花時 豊岡　東江／画 京都：青菁社 芸術      

0117648840 花々と小物であやなす立体刺繡 アトリエFil／著 東京：日本文芸社 生活科学  

0117300574 花屋さんになろう! 本多　るみ／著 東京：青弓社 産業      

0116359415 ひかげで育つ花・草・木 岡井　路子／著 東京：東京地図出版 農業園芸 

0116682279 ひとりでできるフラワーデザイン基礎講座　アレンジメント編 神保　豊／著 東京：誠文堂新光社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0114014921 ヒマラヤの青いケシ 倉下　生代／写真 大阪：東方出版 自然科学  



0117683011 フェルトで作る四季の和花 fumiemon／[著] 東京：ブティック社 生活科学  

0117179689 フェルトで作る花モチーフ92 ピエニシエニ／著 東京：講談社 生活科学  

0117029215 フェルト花の作り方BOOK 東京：日本ヴォーグ社 生活科学  

0114281223 フラワーズフォーエバー キャシー・ラメンクーサ／著 東京：産業編集センター 書庫

0116357559 プラントハンター 西畠　清順／著 東京：徳間書店 自然科学  

0117580779 PAPER CRAFT大きな花と小さな花と 文化出版局／編 東京：文化学園文化出版局 生活科学  

0116153388 ベルギー、花の風景 宮下　南緒子／著 東京：文芸社 地誌紀行 

0117628297 ボタニカル・カラーパレット ビリー・ショーウェル／著 東京：マール社 芸術      

0117367862 ボタニカル図案集 HUTTE.／著 東京：ブティック社 芸術      

0116817719 万葉の花 片岡　寧豊／著 京都：青幻舎 文学      

0117045948 万葉集植物さんぽ図鑑 木下　武司／文 東京：世界文化社 文学      

0116990649 身近な花の知られざる生態 稲垣　栄洋／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 自然科学  

0116312711 道ばたに咲く かわしま　よう子／著 東京：地球丸 自然科学  


