
分  類 書           名

Ｅ　ステ あ、はるだね ジュリー　フォリアーノ　文 エリン　Ｅ　ステッド

Ｅ　テジ あざらしのはる 手島　圭三郎　絵・文

Ｅ　イモ あした花になる いもと　ようこ　作・絵

Ｅ　イバ あそぼう!はなのこたち エリザベス・イワノフスキー　作

Ｅ　アニ ３シリ アニメおさるのジョージ はるよこい マーガレット　レイ　原作

Ｅ　オブ あるひはるがきていました 小渕　もも　著

Ｅ　クレ アンジェリーナのはるまつり キャサリン・ホラバード　文 ヘレン　クレイグ　絵

Ｅ　サッ アンリーのドライブ はるののはらへ スタジオチャビコロ　さく さっさ　りょうえい　え

Ｅ　サタ イーストンと春の風 巣山　ひろみ　文 佐竹　美保　絵

Ｅ　ヒラ いちりんの花 平山　弥生　文 平山　美知子　画

Ｅ　カサ いつつごちゃんのはるのいちにち かさい  まり　作・絵

Ｅ　オカ うさぎくんとはるちゃん おかだ　ちあき　さく・え

Ｅ　ワタ うっとりはなにみとれたら 内田　麟太郎　文 渡辺　有一　絵

Ｅ　ワッ うできき４人きょうだい グリム

Ｅ　デイ おばあちゃんと花のてぶくろ セシル・カステルッチ　作 ジュリア・ディノス　絵

Ｅ　ムラ おばあちゃんの花 内田　麟太郎　ぶん 村上　康成　絵

Ｅ　ヤマ おばけの花見 内田　麟太郎　作 山本　孝　絵

Ｅ　ムラ 999ひきのきょうだいのはるですよ 木村　研　文 村上　康成　絵

Ｅ　テッ くまくん、はるまでおやすみなさい

Ｅ　テジ くまげらのはる 手島　圭三郎　絵・文

Ｅ　メイ ３シリ ケイティと花たばのプレゼント ジェイムズ・メイヒュー　作

Ｅ　ゴミ 仔牛の春 五味　太郎　作

Ｅ　デミ 皇帝にもらった花のたね デミ　作・絵

Ｅ　アン こじまのもりのはるになったらしたいこと あんびる　やすこ　作・絵

Ｅ　イチ こぶたのブルトン　はるはおはなみ 中川　ひろたか　作 市居　みか　絵

Ｅ　クロ ころわんがはるみっけ！ 間所　ひさこ　作 黒井　健　絵

Ｅ　キユ さけがよんひき 最上　一平　作 喜湯本　のづみ　絵

Ｅ　スズ 里の春、山の春 新美　南吉　作 鈴木　靖将　絵

Ｅ　キシ 3びきのこぶたと4ひきめのこぶた きしら　まゆこ　作・絵

Ｅ　オリ しのちゃんと4ひきのともだち 織茂　恭子　作・絵

Ｅ　クフ ショベルくんとあおいはな ヨーゼフ・クフラー　さく

Ｅ　サタ 白い花びら やえがし　なおこ　文 佐竹　美保　絵

Ｅ　ルメ スイレンの花のように パスカル　ルメートル　作・絵

Ｅ　ヨコ 太陽の花 横塚　眞己人　写真・文

Ｅ　コデ だって春だもん 小寺　卓矢　写真・文

Ｅ　マチ たぬきの花よめ道中 最上　一平　作 町田　尚子　絵

Ｅ　アサ ちいさなはなのものがたり 斉藤　洋　作 朝倉　田美子　絵

Ｅ　イイ 月見草の花嫁 飯野　和好　絵と文

Ｅ　バシ 1シリ はながさくころに 芭蕉　みどり　作・絵

Ｅ　ナガ なんのいろ  はる ビーゲン・セン　作 永井　郁子　絵

Ｅ　ナガ なんのにおい　はる ビーゲン・セン　作 永井　郁子　絵

Ｅ　ラテ 虹のなかの花園 リチャード　ラティマー　作

４月ですね！タイトルに「はる」「はな」「４」が入っている本を集めてみました♡

🌼🌼 はるはる、はなはな 🌼🌼

作           者

ブリッタ　テッケントラップ　作・絵



Ｅ　イシ のはらの花にも 松谷　みよ子　作 いしい　つとむ　絵

Ｅ　ダノ はじまりのはな マイケル　J　ローゼン　文 ソーニャ　ダノウスキ　絵

Ｅ　チェ ハスの花の精リアン チェン　ジャンホン　作・絵

Ｅ　ボロ バートルのこころのはな イチンノロブ・ガンバートル　作 バーサンスレン　ボロルマー　絵

Ｅ　タカ はなさかじいさん こわせ　たまみ　文 高見　八重子　絵

Ｅ　チバ はなちゃんおとなになります 千葉　智江　作

Ｅ　オオ はなちゃんとぷーのおみせやさん ねこ　しおり　さく 大島　妙子　え

Ｅ　メッ ハナちゃんのはなさがし アラン・メッツ　さく

Ｅ　キヨ ハナちゃんの帽子 まさご　ゆき　さく きよた　たかお　え

Ｅ　イシ はなねこちゃん 竹下　文子　さく いしい　つとむ　絵

Ｅ　ミズ はなのいろはどこへいくの 水野　翠　さく

Ｅ　イモ 花のかみかざり いもと  ようこ　作・絵

Ｅ　ツチ はなびらがとんできた いのうえ　たかお　作 つちだ　よしはる　絵

Ｅ　ネコ はるがくれたハンカチ やえがし　なおこ　作 猫野　ぺすか

Ｅ　エガ はるかぜさんぽ えがしら　みちこ　作

Ｅ　オノ はるかぜとぷう 小野　かおる　さく/え

Ｅ　シラ はるじゃのばけつ 白土　あつこ　作・絵

Ｅ　ナカ はるだはるだよ!10ぴきのかえる 間所　ひさこ　さく 仲川　道子　え

Ｅ　タナ 👶 はるちゃんトイレ 中川　ひろたか　ぶん 田中　靖夫　え

Ｅ　アラ はるって、どんなもの? あさの　ますみ　作 荒井　良二　絵

Ｅ　コイ 👶 はるですはるのおおそうじ こいで　たん　ぶん こいで　やすこ　え

Ｅ　コバ はるですよ くすのき　しげのり　作 小林　ゆき子　絵

Ｅ　チョ はるですよふくろうおばさん 長　新太　作・絵

Ｅ　ヨシ はるとあき 斉藤　倫　作 吉田　尚令　絵

Ｅ　ハタ はるにあえたよ 原  京子　文 はた　こうしろう　絵

Ｅ　マツ はるねこ かんの　ゆうこ　文 松成　真理子　絵

Ｅ　シェ はるのおとがきこえるよ マリオン　デーン　バウアー　文 ジョン　シェリー　絵

Ｅ　ムラ はるのごほうび 内田　麟太郎　作 村上　康成　絵

Ｅ　サタ 春の苑紅にほふ 高岡市万葉歴史館　文 佐竹　美保　絵

Ｅ　フタ はるのてがみはなにいろ？ 生源寺  美子　作 二俣　英五郎　絵

Ｅ　ドマ はるは ジャニーナ・ドマンスカ　さく

Ｅ　ドイ ハルの日 渡辺　眞子　文 どい　かや　絵

Ｅ　ヤナ ハルのふえ やなせ  たかし　作

Ｅ　カメ はるをさがしに 亀岡  亜希子　作・絵

Ｅ　イモ はるをつかまえたうさぎちゃん 延原　清子　原作 いもと　ようこ　文・絵

Ｅ　ハジ 花まつりにいきたい あまん　きみこ　文 羽尻　利門　絵

Ｅ　ヒロ ピーテル、はないちばへ 広野　多珂子　文・絵

Ｅ　ビク ファーディのはる ジュリア・ローリンソン　さく ティファニー・ビーク　え

Ｅ　オオ ほしのはな 武鹿  悦子　文 太田　大八　絵

Ｅ　イモ ほたるとばらの花 関　英雄　作 いもと　ようこ　絵

Ｅ　タナ 4ばんめのえきはくまごろうえき 野本　淳一　ぶん 田中　秀幸　え

Ｅ　ロベ 4ひきのりっぱなこぐま アーノルド　ローベル　さく

Ｅ　ハタ ４にんのこえがきこえたら おの　りえん　ぶん はた　こうしろう　え

Ｅ　メッ リスとはるの森

〇シリ ： シリーズ絵本　　👶 ： 赤ちゃん絵本
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ゼバスティアン・メッシェンモーザー　作


