
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E あら 森の絵本 長田　弘　作 荒井　良二　絵　 講談社 1999

2 E ひら おはようぱんじい 平山　和子　さく 福音館書店 1989

3 E むら １００００００ぼんのブナの木 塩野　米松　文 村上　康成　絵 ひかりのくに 2005

4 E アン わすれられたもり ローレンス・アンホルト 作・絵 さくま　ゆみこ 訳 徳間書店 2008

5 E グレ 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 もり　ひさし　やく ペンギン社 1981

6 E ジヨ ぼくのにんじん ルース・クラウス　さく クロケット・ジョンソン　え わたなべ　しげお　やく ペンギン社 1980

7 E ズマ りんごのき エドアルド・ペチシカ　ぶん うちだ　りさこ　やく ヘレナ・ズマトリーコバー　え 福音館書店 1972

8 E デミ 皇帝にもらった花のたね デミ　作・絵 武本　佳奈絵　訳 徳間書店 2009

9 E ニヴ その手に１本の苗木を クレア・Ａ．ニヴォラ　作 柳田　邦男　訳　 評論社 2009

10 E ハイ いつかどんぐりの木が イヴ・バンティング　作 ロナルド・ハイムラー　絵 はしもと　ひろみ　訳　 岩崎書店 2000

11 E ミユ 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

12 EK おお 草木とみた夢 谷本　雄治　文 大野　八生　絵 出版ワークス 2019

13 EK しも 草花とともだち 松岡　達英　構成 下田　智美　絵と文 偕成社 2004

14 EK よこ マングローブの木の下で 横塚　眞己人　写真と文 小学館 2018

15 EK ウエ じめんのうえとじめんのした アーマ・Ｅ．ウェバー　ぶん・え 藤枝　澪子　やく 福音館書店 1985

16 EK バツ いのちの木 バーバラ・バッシュ　文　絵 百々　佑利子　訳 岩波書店 1994

17 EK ペテ りすがたねをおとした ハリス・ペティ　作 わたべ　ようこ　やく ペンギン社 1978

18 380 さ 草と木で包む Ｕ．Ｇ．サトー　文と絵 後藤　九　写真 酒井　道一　写真 福音館書店 2014

19 400 た 庭の１年 たかはし　きよし　絵・文 偕成社 2000

20 470 あ 校庭のざっ草 有沢　重雄　さく 松岡　真澄　え 福音館書店 2007

21 470 い 植物はなぜ動かないのか 稲垣　栄洋　著 筑摩書房 2016

22 470 た たねのずかん 高森　登志夫　え 古矢　一穂　ぶん　 福音館書店 1990

23 470 は たねのゆくえ 埴　沙萠　著 あかね書房 2005
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3/19（木）～11/23（月）に行われる「全国都市緑化ひろしまフェア」に

合わせ、自然に関連した本を集めました。

展示している本プラスアルファ No.378 （2020．3・4）

みどりを増やそう！
５-Daysこども図書館
（広島市こども図書館）
〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３
TEL（０８２）２２１－６７５５

FAX （０８２）２２２－７０２０

※ EKは科学絵本です
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24 519 た レイチェル・カーソンはこう考えた 多田　満　著 筑摩書房 2015

25 519 は 漁師さんの森づくり 畠山　重篤　著 カナヨ・スギヤマ　絵 講談社 2000

26 620 お 花育をはじめよう　１～２ 大久保　有加　著 加藤　潤子　著 汐文社 2017

27 620 か 学校で育てる緑のカーテン大百科 学研教育出版 2013

28 650 い 雑木林のおくりもの 今森　光彦　写真・文 世界文化社 2010

29 650 い どんぐりノート いわさ　ゆうこ　作 大滝　玲子　作 文化出版局 1995

30 650 た 本当はすごい森の話 田中　惣次　著 少年写真新聞社 2016

31 650 と 森は生きている 富山　和子　作 大庭　賢哉　絵 講談社 2012

32 750 い おりがみでおはなやさん いまい　みさ　著 毎日新聞社 2013

33 750 え 木でつくろう手でつくろう 遠藤　敏明　著 小峰書店 2012

34 750 は 花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの 春田　香歩　著 偕成社 2018

35 770 ま 森は生きている サムイル・マルシャーク　作 湯浅　芳子　訳 岩波書店 2000

36 790 す フラワーデザイナー スタジオ２４８　編著 六耀社 2016

37 911 い くさはらだより 飯塚　須磨子　作 こいで　やすこ　画 リーブル 2008

38 911 ま かがやけ木と草 まど　みちお　著 長　新太　絵 理論社 1996

39 913 あ だんまりうさぎとおほしさま 安房　直子　作 ひがし　ちから　絵 偕成社 2018

40 913 う 園芸少年 魚住　直子　著 講談社 2009

41 913 た みどりいろのたね たかどの　ほうこ　作 太田　大八　絵 福音館書店 1988

42 913 ま つくしちゃんとすぎなさん まはら　三桃　作 陣崎　草子　絵 講談社 2015

43 933 し フクロウはだれの名を呼ぶ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ　著 千葉　茂樹　訳　 あすなろ書房 2001

44 933 は 秘密の花園　上・下　 バーネット　作 山内　玲子　訳 岩波書店 2005

45 933 ふ マクブルームさんのすてきな畑 Ｓ．フライシュマン　作 Ｑ．ブレイク　画 金原　瑞人　訳　 あかね書房 1994

46 933 ま ジュディ・モード、地球をすくう！ メーガン・マクドナルド　作 ピーター・レイノルズ　絵 宮坂　宏美　訳 小峰書店 2005

47 933 わ 空とぶ庭 ジュディス・ワーシー　作 大社　玲子　絵 神鳥　統夫　訳 佑学社 1986

48 943 ら 庭師の娘 ジークリート・ラウベ　作 中村　悦子　絵 若松　宣子　訳 岩波書店 2013

49 953 し 木を植えた男 ジャン・ジオノ　著 黒井　健　絵 寺岡　襄　訳 あすなろ書房 2015

50 990 く オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ・クレンニエミ　作 マイヤ・カルマ　絵 渡部　翠　訳　 福音館書店 2015
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休館日 ３/２(月)、３/９(月)、３/１６（月）、３/２３（月）、３/２４（火）、３/３０（月）、３/３１（火）、

４/６（月）、４/１３（月）、４/２０（月）、４/２７（月）、４/３０（木）


