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この植物の名前は？どんな花が咲くの？など身近な植物について調べるときに役立つ資料を紹介します。 
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１ 葉っぱから調べる 

★野草や樹木というキーワードで探すことができます。 

資料名 / 著者名 出版情報 請求記号 / 所蔵館 

『原寸大花と葉でわかる山野草図鑑 野山や高山で

見られる３００種』  

成美堂出版 2007年 【470.3 ｹﾞﾝ】 / 中央ほか 

野山で見られる山野草のうち人気のあるものを中心に原寸大で紹介しています。花色と葉形から見つけられる写真

目次付き。 

『樹皮・葉でわかる樹木図鑑 幼木・成木・老木・花

や実の写真も多数収録、野山や身近に見られる２５

５種』 

成美堂出版 2011年 【653.2 ｼﾞｭ】 / 中央ほか 

幼木・成木・老木の樹皮、葉、樹形、果実、花などの写真を掲載しています。樹高・樹皮・葉の一覧目次付き。 

『ひろって調べる落ち葉のずかん』 /  

安田 守 写真・文 

岩崎書店 2018年 児童【K 653 ﾔ】 / 亀田ほか 

２６０種の落ち葉を写真とともに紹介しています。葉を落とす樹木や、落ち葉にかかわって生きる生物についても解

説があります。 

『野草見分けのポイント図鑑 新装版』 講談社 2014年 【470.3 ﾔｿ】 / 中央ほか 

身近な野草の中から似ている種類を２種または３種のセットにして写真で紹介し、見分けのポイントをイラストで明示

しています。 

『くらべてわかる木の葉っぱ スキャン画像で見分け

る』 / 林 将之 写真・文 

山と溪谷社 2017年 【653.2 ﾊﾔ】 / 中央ほか 

約５５０種を掲載。鮮明なスキャン画像でよく似た葉を見比べられるようになっています。直観的で調べやすい掲載

順です。 

 

身近な植物について調べる 

 



２ 花から調べる 

★園芸や花卉（かき）というキーワードで探すことができます。 

資料名 / 著者名 出版情報 請求記号 / 所蔵館 

『四季の花色図鑑 決定版 花の名前が探せる花合

わせに便利』  

講談社 2016年 【627 ｼ】 / 坂井輪ほか 

身近に咲く花や入手できる花を、花色別に、季節ごとに配列した図鑑です。 

『花からわかる野菜の図鑑 たねから収穫まで』 / 

亀田 龍吉 著 

文一総合出版 2016年 【626 ｶﾒ】 / 中央ほか 

花の咲く時期・色・形から、野菜や果物を調べることができます。 

『花色図鑑』 講談社 2003年 【627 ﾊ】 / 豊栄ほか 

草花・花木・ハーブ・山野草・カラーリーフなど２０００点の植物を花色別、季節別に掲載しています。各花の特徴・

育て方も解説しています。 

『四季の花色大図鑑 花を調べる花を使う』 講談社 2010年 【627 ｼ】 / 豊栄ほか 

身近に咲く花や園芸店などで見かける花などを、花色と実色で分類し、それぞれの特徴や育て方のポイントを解説

しています。 

『花の名前、品種、花色でみつける切り花図鑑』/ 

草土出版 著 

山と溪谷社 2016年 【627.0 ﾊﾅ】 / 中央ほか 

切り花を品種別、色別に編集しています。花の特色や、扱う上での注意点、花言葉、出回り時期なども掲載してい

ます。 

『花屋さんの花事典 飾る・贈る・楽しむ、花の扱い

方・選び方いま、知りたい人気の４２２種』 

ナツメ社 2016年 【627.0 ﾊﾅ】 / 中央ほか 

花屋で主に取り扱われている花材、枝もの、実ものを 347 種類と、グリーン材を７５種類収録した花事典。花の基礎

知識やアレンジ方法なども紹介しています。 

 

３ 種・実から調べる 

★種子や果実というキーワードで探すことができます。 

資料名 / 著者名 出版情報 請求記号 / 所蔵館 

『芽ばえとたね 』 / 浅野 貞夫 著 全国農村教育協会 2005年 【470.3 ｱｻ】 / 中央ほか 

草木類約４８０種、木本類１６０種の芽ばえの図とタネ、成長した植物の写真が掲載されている。  

『草木の種子と果実』 / 鈴木 庸夫、高橋 冬、安延 

尚文 共著  

誠文堂新光社 2018年 【471.1 ｸｻ】 / 中央ほか 

タネが方眼紙上で撮影されているため、実際の大きさが分かりやすいです。自生種を中心に７３４種類が掲載され

ています。  

『身近な草木の実とタネハンドブック』  

/ 多田 多恵子 著 

文一総合出版 2010年 【471.1 ﾀ】 / 西川ほか 

都市から近郊で身近に見られる植物２２２種についての実とタネの生態を解説しています。タネの散布方法別に分

かれています。 

『原寸で楽しむ身近な木の実・タネ図鑑&採集ガイ

ド』 / 多田 多恵子 著 

実業之日本社 2017年 【471.1 ﾀﾀﾞ】 / 中央ほか 

色別に写真で引ける索引があります。タネは原寸大で掲載されており、１６０種を紹介しています。 



『木のタネ検索図鑑』 / 小南 陽亮 編著 文一総合出版 2016年 【653.2 ｷﾉ】 / 中央ほか 

木のタネの標本を見比べながら種類を検索して調べられます。 

『木の実の呼び名事典』 / 亀田 龍吉 写真・文  世界文化社 2013年 【471.1 ｶﾒ】 / 中央ほか 

散歩で見かける身近な木の実８０種の呼び名と由来について紹介。 

『身近な木の実・植物の種図鑑＆採集ガイド』 /  

多田 多恵子 著 

実業之日本社 2012年 児童【471 ﾀ】 / 中央ほか 

街中や公園、里山でみられる木の実１６０種を写真とともに紹介しています。１種類を１ページで解説しています。児

童書のため、ふりがながあります。 

『ずかん たね』 / 近田 文弘 著 技術評論社 2014年 児童【471 ｺ】 / 中央ほか 

タネと断面図を大きな写真で紹介しています。児童書のため、ふりがながあります。 

 

４ 生えている場所から調べる 

資料名 / 著者名 出版情報 請求記号 / 所蔵館 

『生えている場所でわかる植物の名前図鑑』 /  

金田 一 著 

世界文化社 2016年 【470 ｶ】 / 坂井輪ほか 

街路・生け垣、市街地・公園、道端・草地、空き地・土手など、散歩や外出、通勤などの途中で見かける植物を、よく

生えている場所別に紹介しています。植物名の索引が付いています。 

『「この花の名前、なんだっけ?」というときに役立つ

本』 / 菱山 忠三郎 写真と文 

主婦の友社 2014年 【470.3 ﾋｼ】 / 中央ほか 

日本の野外で身近に感じられる代表的な野草や雑草を、春・夏・秋の季節に分けて紹介しています。それぞれの

季節ごとに「人里」「山麓」「湿地・水辺」「海岸」の生息場所から探すことができます。植物用語の解説や図解が付いて

います。 

『季節・生育地でひける野草・雑草の事典５３０種』 

/ 金田 初代 文、金田 洋一郎 写真 

西東社 2013年 【470.3 ｶﾈ】 / 中央ほか 

春、夏、秋の野草と雑草約５３０種を、人里・山地・湿地・海岸といった生育地ごとに掲載した事典です。全体の写真

だけでなく、観察ポイントとして、特徴のある部分の拡大写真も掲載しています。野草・雑草索引つきです。 

『野と里・山と海辺の花ポケット図鑑 和名の由来で

覚える３７２種』 / 増村 征夫 著 

新潮社 2014年 【470 ﾏ】 / 亀田  

それぞれの花を、主として咲く地域(海辺、野と里、山地)ごとに分け、さらに生育する場所ごとに収録。写真とイラス

トで花の特徴を捉えることができます。和名や解説文などを付したポケット図鑑で、持ち歩きに最適！ 

『花と葉で見わける「山歩き」の草花図鑑』 メイツ出版 2011年 【470.3 ﾊﾅ】 / 中央ほか  

山歩きや散歩をするときに見られる植物を、生育しているフィールド別に約４００種紹介。花や葉の形が似ている植

物の「見わけポイント」も解説しています。花の色別インデックスつきです。 

『散歩が楽しくなる雑草手帳』 / 稲垣 栄洋 著 東京書籍 2014年 【470 ｲ】 / 新津ほか  

身近な雑草１００種を、道ばた・空き地・公園・線路際など、よく見かける場所に分け、雑学とともに紹介しています。

見つけやすさ・花の美しさ・花期などの情報も掲載しており、持ち歩けるポケットサイズです。 

 

 

 

 

 



５ インターネットなどで調べる 

ＷＥＢサイト名 ＵＲＬ 

公益財団法人  

新潟県都市緑化セン

ター 植物Ｑ＆Ａ 

https://www.greenery-niigata.or.jp/qa/ 

新潟県立植物園の「花と緑の相談コーナー」で 受け付けた質問および回答内容を植物ご

とにまとめたもの。掲載植物は五十音順になっている。 

ＮＨＫみんなの趣味

の園芸 

https://www.shuminoengei.jp/?m=pc&a=page_p_top 

「育て方がわかる植物図鑑・花図鑑」というページから「形態から探す」「花の色から探す」

「開花期から探す」など条件ごとに植物を調べることができる。 

 

★植物を持ちこんで調べてもらえる施設 

いくとぴあ食花 

食育・花育センター 

園芸相談 

来館しての相談は食育･花育センター１階の園芸相談コーナーで受け付けています。 

受け付け時間は午前９時から午後５時までです。電話での相談も受け付けています。 

毎週火曜日、年末年始はお休みです。 

住所 新潟市中央区清五郎 401番地  TEL 025-282-4187 

新潟県立植物園 花

と緑の情報センター

内 相談コーナー 

毎週水曜日・日曜日に来館、電話での相談を受け付けています。 

受け付け時間は午前１０時１５分から午後３時１５分までです（午後０時～１時は休憩）。 

住所 新潟市秋葉区金津 186番地  TEL 0250-24-6437 

（インターネット情報は 2020 年 9 月 16 日確認） 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市立中央図書館 

〒950-0084 新潟市中央区明石 2-1-10 

TEL 025-246-7700 

FAX 025-246-7722 

HP  https://www.niigatacitylib.jp/ 

図書館では、資料・情報を使っ

て、皆さんの疑問や課題を解決

するお手伝いをしています（レファ

レンスサービス）。お気軽に、図

書館職員にお声がけください。 


