
桜のおはなし
資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

002394510 さくらいろのランドセル さえぐさ ひろこ∥作 2008.2 教育画劇      E       /ｲﾂ      /オレンジ

002791840 さくらのさくらちゃん 中川 ひろたか∥文 2011.3 自由国民社      E       /ｳｱ      /        

002672397 はなさかじいさん 山下 明生∥文 2010.2 あかね書房      E       /ｵﾕ      /昔・緑  

003605176 白い花びら やえがし なおこ∥文 2017.2 岩崎書店      E       /ｻﾐ      /        

040048607 徳佐の桜守 大野  進二 2010 V    701     /ｵ       /14      

000009100 桜暦 竹内 敏信∥著 1999.3 出版芸術社 Q    748     /ﾀﾄ      /        

002654280 さくらにほへと 小松 華功∥著 2010.2 講談社      751     /ｺｶ      /        

002532139 日本の図像 2009.1 ピエ・ブックス      721     /ﾆﾎ      /        

001759358 大江戸捕物帳 秋山 忠弥∥監修 2003.12 学研      322     /ｵｵ      /        

001785697 桜花(さくら)吹雪 庄司 はるみ∥歌 2003.12 美研インターナショナル      911.1   /ｼﾊ      /        

002363205 義経千本桜 竹田 出雲∥原作 2005.10 ポプラ社 T    912     /ﾖｼ      /        

002862772 ポーランド孤児・「桜咲く国」がつないだ765人の命山田 邦紀∥著 2011.9 現代書館      234     /ﾔｸ      /        

003533540 チェリー・イングラム 阿部 菜穂子∥著 2016.3 岩波書店      289.3   /ｲｺ      /        

003185561 花咲う 青柳 健二∥写真 2013.3 廣済堂出版      369.3   /ｱｹ      /        

003473166 百年桜 藤原 緋沙子∥著 2015.10 新潮社 B            /ﾌﾋ      /        

002922339 桜舞う あさの あつこ∥著 2012.3 PHP研究所              /ｱｱ      /        

002981762 桜の咲かない季節 伊岡 瞬∥著 2012.8 講談社              /ｲｼ      /        

003451033 ベトナムの桜 平岩 弓枝∥著 2015.7 毎日新聞出版              /ﾋﾕ      /        

002925070 桜ノ雨「1」 halyosy∥原作　原案 2012.3 PHP研究所 T            /ｻｸ      /        

楽しいお花見
資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

040027487 特選！！米朝落語全集第三十集 桂米朝 1992 東芝ＥＭＩ A    461     /ｶ       /        

003066493 おはなみ くすのき しげのり∥さく 2014.2 あかね書房      E       /ﾏｱ      /        

003593313 おにぎりレシピ101 山田 玲子∥著 2014.4 ポット出版 G    596     /        /        

003507727 かわいい和菓子 ユイミコ∥著 2015.9 講談社      596.6   /ｶﾜ      /        

003550933 10歳からのお料理教室 大瀬 由生子∥著 2016.8 日東書院本社 K    596     /ｵﾕ      /        

003318213 日本の桜 勝木 俊雄∥著 2014.3 学研教育出版      479     /ｶﾄ      /        

001795880 一度は見ておきたい名所の桜 庄子 利男∥写真と文 2003.3 河出書房新社      479     /ｼﾄ      /        

001844316 春の花撮影術 2004.3 学研      743     /ﾊﾙ      /        

003191631 エリカの偏愛クローゼット 桜沢 エリカ∥著 2012.11 メディアファクトリー      589     /ｻｴ      /        

２０１７年４月企画展示　『さくら』

暖かい春がやってきましたね。春といえば皆さんは何を思い浮かべますか？
植物たちが一気に芽を出し始めることや、新生活など新たな門出を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか？
今回、そんな春に選んだテーマは『さくら』です。日本人ならはずせない、日本を代表する花ですね。
『さくら』と言えども、桜だけではなく、『さくら』に関する図書をあちこちと色んな角度から探して厳選いたしました。
どうぞお楽しみ下さい。
※貸出中のものは、ご予約を受け付けております。ご希望の本のクリアファイルを登録カウンターにお持ち下さい。



いろんな「さくら」
資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

002501698 ピンク大好き!Pink!Pink!Pink! 2008.10 トーソー株式会社トーソー出版T    589     /ﾋﾝ      /        

001778638 はまじと9人のクラスメート 浜崎 憲孝∥著 2003.12 徳間書店 T    289     /ﾊﾉ      /        

001536330 さくら日和 さくら ももこ∥絵と文 1999.7 集英社 T    914     /ｻﾓ      /        

003590543 くりかえす桜の下で君と 周防 ツカサ∥[著] 2016.11 KADOKAWA TB           /ｽﾂ      /        

002960791 カリンとフーガ日本初のプードル警察犬 プードルスタイル編集部∥編 2012.6 辰巳出版      317     /ｶﾘ      /        

003532721 メサイア 高殿 円∥[著] 2016.5 講談社 B            /ﾀﾏ      /        

002897021 受験生すぐにできる50のこと 中谷 彰宏∥著 2011.12 PHP研究所 T    376     /ﾅｱ      /        

003250643 桜島 宮武 健仁∥著 2013.8 パイインターナショナル      748     /ﾐﾀ      /        

003577960 るるぶ鹿児島'１７ 2016.11 JTBパブリッシング      291.9   /ﾙﾙ      /        

　❀❀❀

資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

002878411 おにぎり 川越 晃子∥著 2011.11 グラフィック社      596.3   /ｶｱ      /        

003324892 焼酎の図鑑 日本酒サービス研究会　酒匠研究会連合会∥監修2014.2 マイナビ      588     /ｼﾖ      /        

003376741 日本酒事典 長谷川　浩一／監修 2014.9 学研パブリッシング      588     /ﾆﾎ      /        

003455790 本気のビール 2015.8 洋泉社      588     /ﾎﾝ      /        

000098847 バルボンさんとさくらさん とよた かずひこ∥著 1999.11 アリス館      E       /ﾄｶ      /        

002898869 柴犬警察犬二葉 久戸瀬 邦子∥監修 2011.12 辰巳出版      317     /ｼﾊ      /        

　→職員内では圧倒的に柴犬派が多かったものの、「プードルのほうがインパクトがある」という理由で除外……柴犬のきりっとした顔と警官の制服のマッチが最高です。

　→全国のご当地おにぎりが紹介されている、おなかのすく本。「でも、おにぎり本2冊もいらないよね……」と迷った末、除外……

番外編・泣く泣く除外した本……（気が向いたらぜひ）

　→「大人の花見は酒がなきゃはじまらん！」と集めたものの、冊数の都合上、除外……。どれもカラー写真と味のグラフ付きで、楽しいです。

　→ワニのバルボンさんのおよめさん、さくらさんのおはなし。ほんわかした絵に癒されます。こちらも冊数の関係で除外……


