
オーテピア高知図書館 ビジネス支援サービス　 2020.6

展示期間：令和２年６月26日～11月25日

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

長谷 恵/著 誠文堂新光社 2010.3 /385.97/ﾊｾ/ 0111016517

宇野 知子/著 三省堂 2011.7 /627.9/ｳﾉ/ 1106483645

後藤 清也／著 誠文堂新光社 2020.4 /627.9/ｺﾄ/ 0112139418

フローリスト編集部／
編

誠文堂新光社 2016.2 /627.9/ﾁｲ/ 0111558948

フラワーバレンタイン
推進委員会/編

朝日出版社 2013.2 /627.9/ﾊｳ/ 1106990821

フローリスト編集部／
編

誠文堂新光社 2018.10 /627.9/ﾊﾅ/ 1109098820

安丸 彌生/監修 成美堂出版 2008.10 /793/ｲﾂ/ 0110931130

フローリスト編集部/編 誠文堂新光社 2014.7 /793/ｴﾀ/ 1107744763

マミ山本／監修 成美堂出版 2019.4 /793/ｵｷ/ 0111977096

川守 由利子／著 KADOKAWA 2018.5 /793/ｶﾜ/ 0111880580

川崎 景太／編著 講談社 2020.2 /793/ｶﾜ/ 0112117228

講談社/編 講談社 2008.6 /793/ｷﾖ/ 0110905601

10
ほぼ100均プチプラ花コーデ 今日からできる66の手作りアイデア 花を封じ込めるワックスバー、手のひらサイズのハーバリウ

ム、赤い実のボタニカルキャンドル…。100円ショップの雑貨
と花で作れる花コーデを紹介。テーブル飾り、季節の行事や
イベントを演出するアイデアも掲載。

11
素敵に花一輪 かんたん・シンプル・ナチュラル 暮らしの中で花や緑を楽しみませんか? 葉や炭、枝、果物な

ど、自然素材や日用品を花留めに使った春夏秋冬の「一輪
いけ」を紹介。花材の扱い方や花留めの作り方も解説しま
す。センスが良くなるアイデアが満載。

12
今日から花をきれいにいける Flower Lesson for Beginners 注目のいけばな作家、フラワーデザイナー10人が指導す

る、花をいけるための入門書。いけ方の基本をはじめ、器合
わせや花色の合わせ方といった美しく見せるこつ、花に触
れることが楽しくなる工夫などをビジュアルに解説する。

鉢を手入れして切った葉をガラス瓶に生ける。庭で育てた
ハーブを葉っぱでラッピングしてギフトに。イチョウの葉を集
めてポケットチーフに…。センス抜群なプロフローリストたち
のリーフアレンジ作例を多数紹介する。

フローリストに必要な「修整力」について、アレンジを素早く
修整する「時短」、表現要素を意識して修整する「花材選
択」、アレンジのボリュームを修整する「高見せ」にフォーカ
ス。そのテクニックを美麗な写真と共に紹介する。

5
HOW TO花贈り 気持ちを花にのせて “花を贈るオトコ”になるための入門書。特別な記念日はもち

ろんのこと、日常生活の中で気軽に花を贈れるように、どん
な花屋さんで、どんな風に、どんな花を選べば良いのかを指
南します。切り取れる「花束見本帖」付き。

小さなリーフアレンジの本 葉っぱをステキに飾る、身につける。

4

おうちでお花を楽しむ
こうちのohana(オハナ)満開プロジェクト関連　ブックリスト

高知県は花の栽培が盛んで、世界大会でグランプリを受賞するなど、その品質も評価されています。おうち時間が増えてい
る今、高知が誇る花をご家庭でも楽しんでみませんか？また、ハワイ語でohana(オハナ)は、家族や友人、仲間といった広い
意味で使われるそうです。ここで紹介している本を、大切なohanaと一緒に花を楽しむためのヒントにしてみてください。

No．
書名

内容紹介（※）

1
フラワーギフト・ラッピング 花をもっと素敵に贈る

プラスアクション!劇的フラワーデザイン 時短・花材選択・高見せテクニック

3

お花をときにはお気軽に、ときにはゴージャスに、ときには
特別にラッピングしてプレゼントするのはいかがですか? 母
の日、季節の行事や記念日、クリスマスなどに贈るフラワー
ギフト・ラッピングの方法をわかりやすく紹介。

2
花育のすすめ 親子ではじめるフラワーアレンジ12か月 アート感覚、科学への関心、命への思いやりと慈しみ、環境

への向き合い方などを五感を通して学ぶ体験型教育「花育」
のすすめ。親子で対話を楽しみながらすすめる３６のアレン
ジメントを収録。

8

場所を選ばずに飾ることができ、さっと作れるコンパクトなフ
ラワーアレンジ例を、豊富な写真で紹介します。小さなブー
ケ&ギフト、リースの作り方や、ミニアレンジに役立つ花図鑑
も掲載。

フラワーアレンジメントの上達に重要な技術のひとつ、「枝
物」の使い方を、基本と実践に分けて紹介。作例集、枝物テ
クニック&ケア早わかり図鑑も収録。『フローリスト』掲載に加
筆し、新たな作品を加えて再構成。

花束・ブーケを作りたい、技術を学びたい人のためのアイデ
アブック。基本的な花束の発想法や制作テクニックとともに、
生花、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワーなどを素材
とした、さまざまなデザイン例を紹介します。

7

枝物使いのテクニックBOOK フラワーアレンジメントがうまくなる
（フラワーデザインの上達法）

9
お気に入りの花で作る小さなフラワーアレンジBOOK

1本から始める小さないけばな 飾る花 贈る花 ふだんの花 お花を飾ることは幸せを呼ぶこと。効果的な飾り方から、プ
レゼントに最適なボックスフラワー、その時の気分に合わせ
たいけ方、いけばなの基本まで、日々の暮らしの中で、四季
折々のお花を楽しむヒントが満載。

花束・ブーケの発想と作り方 制作意図とデザイン画からわかる

6
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著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

坂口 美重子／著 誠文堂新光社 2017.7 /793/ｻｶ/ 0111721393

向坂 留美子／著 六耀社 2018.5 /793/ｻｷ/ 1108998558

佐々木 じゅんこ/著 グラフィック社 2012.4 /793/ｻｻ/ 0111159016

佐々木 じゅんこ/著 グラフィック社 2015.7 /793/ｻｻ/ 0111488621

諏訪 晴美／監修 メイツ出版 2016.6 /793/ｼｷ/ 1108327477

高橋 郁代/著 新潮社 2013.9 /793/ﾀｶ/ 1201579891

竹中 麗湖／著 世界文化社 2016.12 /793/ﾀｹ/ 0111652022

谷川 圭子/著 ブティック社 2008.8 /793/ﾀﾆ/ 0210468971

谷川 文江／著 家の光協会 2020.4 /793/ﾀﾆ/ 0112134858

中原 淳一/著 六耀社 2013.6 /793/ﾅｶ/ 0111273668

永塚 慎一／著 誠文堂新光社 2017.6 /793/ﾅｶ/ 0111718490

森 美保／監修・制作 成美堂出版 2016.3 /793/ﾊﾅ/ 1108254184

蛭田 謙一郎／著 誠文堂新光社 2018.8 /793/ﾋﾙ/ 0111908841
25

フラワーアレンジメントの基本メソッド
花束やアレンジメントを制作するための理論と実践

花の挿し方や配置の方法など、フラワーデザインに必要な
理論について、基本となる部分に焦点を絞って詳しく解説。
ベーシックな形のアレンジメントと花束を作例に、詳細なプロ
セスカットで紐解く。

24
花1本からはじめる基本のフラワーアレンジ フラワーアレンジを学んで、お気に入りの花を、暮らしの中

で自由に楽しんでみませんか? 花1本のシンプルアレンジ
や、知っておきたいベーシックアレンジなど、花を素敵にい
けるためのちょっとしたコツやヒントを紹介します。

内容紹介（※）

14

くらしが華やぐ花コーディネート
アーティフィシャルでインテリアをおしゃれに!（花生活、はじめます） 全国から生徒が集まる注目のサロネーゼが、アーティフィ

シャルフラワーを使ったコーディネートを紹介します。初心者
でもできる簡単ですてきなアレンジスタイルも掲載。

小さな花の贈りもの　贈る花、飾る花、もてなす花ギフトアレンジの52アイデア

お店に頼らなくてもアレンジや花束が作れるような、ちょっと
したルールを6つのポイントに分けて解説し、イメージ別のア
レンジレッスンを紹介します。季節のアレンジとブーケの作り
方も収録。

13

小さなアレンジメントの本
 「彩る、贈る、もてなす」。いつもと違う、花のある暮らし

日々の暮らしを潤す花のアレンジメントを、「彩る」「贈る」「も
てなす」のカテゴリーに分けて紹介します。道具や器の選び
方、花の下準備といった基礎知識や、色別花材ガイドも収
録。

小さな花の教科書 季節の花で楽しむ105のアレンジ・レッスン

No．
書名

特別な日にはもちろん、ちょっとしたお礼やお土産など、
日々の様々なシーンで活用できる、少しの花で作る贈りもの
とおもてなしのアイデアをたくさん紹介します。オリジナルの
器を作るDIYアイデアも掲載。

16

※内容紹介はTRCマークによる
○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

20
花育親子で楽しむ花アレンジメント　花かご・花たば・季節や行事にあわせて こどもと一緒に楽しむフラワーアレンジメントの本。母の日・

誕生日などの記念日や、七夕、お月見、お正月といった季
節ごとの行事を彩る花かご、花たば等のアレンジを、手順写
真とともにわかりやすく解説。

21
切り花を2週間長もちさせるはじめての花との暮らし 選び方から飾り方まで

15

17
四季の花レッスン 小さな彩りを楽しむ（コツがわかる本）

花を習ったことがない、活けたことがないという初心者でも
気軽に花を活けられるように、3ステップでアレンジを学べる
本。身近な花を中心に、花を短めにカットして活けるアレン
ジや、長めに活けるアレンジなどを紹介する。

22

23

中原淳一が手掛けた雑誌『それいゆ』『ひまわり』『女の部
屋』などから、花に関するテーマの記事をまとめ、当時の写
真や再現写真を用いて、淳一の言葉とともに「花」を通して
彼が伝えたかった暮らしへのメッセージをひもとく。

18

アカツメクサの首飾り、グリーン×貝殻のアレンジ、ドライフ
ラワーの額縁、木の実×ドライフラワーのリース…。大人も
こどもも遊び感覚で楽しめる、フラワーアレンジを紹介しま
す。

おやこで作ろうこどもお花部

「花のある毎日」を実現する、身近な器で生ける&飾る52の
アイデアを季節に分けて紹介。1本から花を素敵に飾るコツ
や、晴れの日のスペシャル感の演出法など、「飾り方」が基
本からわかる本。

3ステップ上達法はじめての花の活け方
いけばなとフラワーアレンジメントのプロから愛される花屋に学ぶ

19
やさしい、いけばなの基本 人気花、定番花で品よく、おしゃれにはじめる

新鮮な花を買うにも、花を切るにも、飾るにもそれぞれコツ
があります。花を仕事にしている著者が、花が長もちする飾
り方と手入れ法、長もちする花を使ったアレンジ、イングリッ
シュスタイルの基本と作り方などを紹介します。

あなたのセンスで、自由に、植物に新たな生命を吹き込みま
しょう。人気花を使った季節のいけばな、四季のイベントを
彩るいけばなを紹介し、いけ方を写真で解説します。いけば
なの基礎知識も掲載。

中原淳一の花のある美しい暮らし

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


