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のりもののしくみ見学 ３ クリス・オックスレイド／著 ほるぷ出版 2009.12 530 ｵﾂｸ-3 児童

緊急の乗り物 スティーブ・パーカー／著 ゆまに書房 2011.2 530 ﾊｶ 児童

あたらしい自動車ずかん いのうえ・こーいち／監修 成美堂出版 2014.4 537 ｱﾀﾗ 児童

エコカーのしくみ見学 １ 市川克彦／著 ほるぷ出版 2010.7 537 ｲﾁｶ-1 児童

大きなずかんはたらくじどう車 １ 元浦年康／写真・監修 学研教育出版 2013.2 537 ｵｵｷ-1 児童

大きなずかんはたらくじどう車 ２ 元浦年康／写真・監修 学研教育出版 2013.2 537 ｵｵｷ-2 児童

大きなずかんはたらくじどう車 ３ 元浦年康／写真・監修 学研教育出版 2013.2 537 ｵｵｷ-3 児童

大きなずかんはたらくじどう車 ４ 元浦年康／写真・監修 学研教育出版 2013.2 537 ｵｵｷ-4 児童

バス・トラック 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2011.10 537 ｵｶﾉ 児童

科学の目で見る特殊車両 小倉茂徳／著 誠文堂新光社 2011.2 537 ｵｸﾗ 児童

くらべてみよう！はたらくじどう車 １ 市瀬義雄／監修・写真 金の星社 2011.2 537 ｸﾗﾍ-1 児童

くらべてみよう！はたらくじどう車 ２ 市瀬義雄／監修・写真 金の星社 2011.3 537 ｸﾗﾍ-2 児童

くらべてみよう！はたらくじどう車 ３ 市瀬義雄／監修・写真 金の星社 2011.3 537 ｸﾗﾍ-3 児童

くらべてみよう！はたらくじどう車 ４ 市瀬義雄／監修・写真 金の星社 2011.3 537 ｸﾗﾍ-4 児童

くらべてみよう！はたらくじどう車 ５ 市瀬義雄／監修・写真 金の星社 2011.3 537 ｸﾗﾍ-5 児童

くるま 矢吹申彦／画 二玄社 2009.6 537 ｸﾙﾏ 児童Ｈ

自動車 海老原美宜男／写真 講談社 2006.9 537 ｼﾄｳ 児童

自動車大集合 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2013.1 537 ｼﾄｳ 児童

しょうぼうしゃ 小賀野実／写真 ポプラ社 2005.5 537 ｼﾖｳ 児童Ｈ

消防車・パトカー～サイレンカー 学習研究社 2006.12 537 ｼﾖｳ 児童Ｈ

新＊はたらく自動車１００点 フォト・クリエーション／写真 講談社 2006.5 537 ｼﾝﾊ 児童Ｈ

ぜんぶわかる自動車大集合！ものしりずかん 中井精也／監修 成美堂出版 2008.12 537 ｾﾝﾌ 児童
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ぜんぶわかるあたらしい自動車ものしりずかん 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2005.7 537 ｾﾝﾌ 児童Ｈ

ジャイアントマシーン スティーブ・パーカー／著 ゆまに書房 2011.2 537 ﾊｶ 児童

はたらく自動車 小賀野実／写真・文 ＪＴＢパブリッシング 2008.8 537 ﾊﾀﾗ 児童

はたらくじどう車スーパーずかん １ 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2008.4 537 ﾊﾀﾗ-1 児童

はたらくじどう車スーパーずかん ２ 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2008.4 537 ﾊﾀﾗ-2 児童

はたらくじどう車スーパーずかん ３ 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2008.4 537 ﾊﾀﾗ-3 児童

はたらくじどう車スーパーずかん ４ 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2008.4 537 ﾊﾀﾗ-4 児童

はたらくじどう車スーパーずかん ５ 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2008.4 537 ﾊﾀﾗ-5 児童

はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで １ こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013.11 537 ﾊﾀﾗ-1 児童

はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで ２ こどもくらぶ／編 岩崎書店 2014.3 537 ﾊﾀﾗ-2 児童

はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで ３ こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013.12 537 ﾊﾀﾗ-3 児童

はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで ４ こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013.12 537 ﾊﾀﾗ-4 児童

はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで ５ こどもくらぶ／編 岩崎書店 2014.2 537 ﾊﾀﾗ-5 児童

人びとをまもるのりもののしくみ １ こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 2011.10 537 ﾋﾄﾋ-1 児童

人びとをまもるのりもののしくみ ３ こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 2011.12 537 ﾋﾄﾋ-3 児童

消防車とハイパーレスキュー モリナガ・ヨウ／作 あかね書房 2010.7 537 ﾓﾘﾅ 児童

ゆかいな幼稚園バス大集合！ 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2010.6 537 ﾕｶｲ 児童

のりものあつまれ！ 山田廸生／監修 成美堂出版 2012.8 686 ﾉﾘﾓ 児童

ネコのタクシー 南部和也／さく 福音館書店 2001.5 913 ﾅﾝﾌ 児童

チキチキバンバン １ イアン・フレミング／さく あすなろ書房 2010.9 933 ﾌﾚﾐ-1 児童

チキチキバンバン ２ イアン・フレミング／さく あすなろ書房 2010.9 933 ﾌﾚﾐ-2 児童

チキチキバンバン ３ イアン・フレミング／さく あすなろ書房 2010.9 933 ﾌﾚﾐ-3 児童

夜行バスにのって ウルフ・スタルク／作 偕成社 199801 949 ｽﾀﾙ 児童

フェリーターミナルのいちにち 石橋真樹子／さく 福音館書店 2012.3 E ｲｼﾊ 児童

ちいさなバス 片平直樹／文 福音館書店 2012.4 E ｶﾀﾋ 児童
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小さなしょうぼうしゃ グレアム・グリーン／文 文化出版局 1975 E ｸﾘﾝ 児童

小さなローラー グレアム・グリーン／文 文化出版局 1976 E ｸﾘﾝ 児童

小さな乗合い馬車 グレアム・グリーン／文 文化出版局 1976 E ｸﾘﾝ 児童

それいけしょうぼうしゃ ティボル・ゲルゲイ／作 講談社 2004.5 E ｹﾙｹ 児童

のろまなローラー 小出正吾／さく 福音館書店 196701 E ｺｲﾃ 児童

くうこうではたらくくるま こもりまこと／さく 教育画劇 2013.3 E ｺﾓﾘ 児童

バルンくんとおたすけ３きょうだい。 こもりまこと／さく 福音館書店 2007.6 E ｺﾓﾘ 児童

パトカーのピーすけ さがらあつこ／さく 福音館書店 199211 E ｻｶﾗ 児童

みどりいろのバス ジョン・シャロン／ぶん ほるぷ出版 1979.3 E ｼﾔﾛ 児童

どうろをつくるじどうしゃ 鈴木まもる／さく・え 金の星社 199611 E ｽｽｷ 児童Ｈ

ばしゃでおつかいに ウィリアム・スタイグ／著 評論社 197612 E ｽﾀｲ 児童

馬車でおつかいに ウィリアム・スタイグ／さく 評論社 2006.3 E ｽﾀｲ 児童

きゅうきゅうしゃのぴぽくん 砂田弘／作 偕成社 198305 E ｽﾅﾀ 児童

みんなで！どうろこうじ 竹下文子／作 偕成社 2010.5 E ﾀｹｼ 児童

がんばれ！パトカー 竹下文子／作 偕成社 2007.4 E ﾀｹｼ 児童

はしれ！たくはいびん 竹下文子／作 偕成社 2005.12 E ﾀｹｼ 児童

みんなで！いえをたてる 竹下文子／作 偕成社 2011.11 E ﾀｹｼ 児童

ブルくんダンプくん 谷真介／作 偕成社 198207 E ﾀﾆ 児童

しょうぼうじどうしゃのあかいねじ たるいしまこ／作 福音館書店 2008.4 E ﾀﾙｲ 児童

ムニャムニャゆきのバス 長新太／作・絵 偕成社 2007.9 E ﾁﾖｳ 児童

とらたとトラック なかがわりえこ／ぶん 福音館書店 198112 E ﾅｶｶ 児童

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー ばーじにあ・ばーとん／ぶんとえ 福音館書店 198207 E ﾊﾄﾝ 児童

マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・バートン／文・絵 福音館書店 197804 E ﾊﾄﾝ 児童

こわがりのはしごしゃ 松野正子／さく 福音館書店 2008.9 E ﾏﾂﾉ 児童

じょせつしゃ みねむらかつこ／作 福音館書店 2005.1 E ﾐﾈﾑ 児童
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じょせつしゃだいかつやく 峰村勝子／さく 福音館書店 199501 E ﾐﾈﾑ 児童

ゆうちゃんのみきさーしゃ 村上祐子／さく 福音館書店 199606 E ﾑﾗｶ 児童

つぎ、とまります 村田エミコ／作 福音館書店 2013.2 E ﾑﾗﾀ 児童

かじだ、しゅつどう 山本忠敬／作 福音館書店 198501 E ﾔﾏﾓ 児童

ひこうじょうのじどうしゃ 山本忠敬／さく 福音館書店 199401 E ﾔﾏﾓ 児童

ブルドーザとなかまたち 山本忠敬／さく 福音館書店 198801 E ﾔﾏﾓ 児童

みんなをのせてバスのうんてんしさん 山本省三／作 講談社 2013.6 E ﾔﾏﾓ 児童

ろせんばす 山本忠敬／作 福音館書店 197909 E ﾔﾏﾓ 児童

はたらくじどうしゃ １ 山本忠敬／さく・え 福音館書店 198608 E ﾔﾏﾓ-1 児童

はたらくじどうしゃ ２ 山本忠敬／さく・え 福音館書店 198608 E ﾔﾏﾓ-2 児童

はたらくじどうしゃ ３ 山本忠敬／作・絵 福音館書店 197701 E ﾔﾏﾓ-3 児童

はたらくじどうしゃ ４ 山本忠敬／さく・え 福音館書店 198607 E ﾔﾏﾓ-4 児童

とべ　コウタ 吉岡一洋／作 福音館書店 1993.8 E ﾖｼｵ 児童

おさるのジョージしょうぼうしゃにのる Ｍ．レイ／原作 岩波書店 2006.4 E ﾚｲ 児童

おさるのジョージダンプカーにのる Ｍ.レイ／原作 岩波書店 2000.10 E ﾚｲ 児童Ｈ

ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー／ぶん・え 福音館書店 198204 E ﾚﾝｽ 児童

しょうぼう馬のマックス サラ・ロンドン／文 岩波書店 199811 E ﾛﾝﾄ 児童

こぐまちゃんのうんてんしゅ わかやまけん／作 こぐま社 197111 E ﾜｶﾔ 児童

くるまはいくつ 渡辺茂男／さく 福音館書店 198010 E ﾜﾀﾅ 児童

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男／さく 福音館書店 1966.6 E ﾜﾀﾅ 児童

とらっくとらっくとらっく 渡辺茂男／さく 福音館書店 198206 E ﾜﾀﾅ 児童

パトカーぱとくん 渡辺茂男／さく 福音館書店 2009.2 E ﾜﾀﾅ 児童

ふしぎなタクシー 渡辺茂男／さく 福音館書店 1983.10 E ﾜﾀﾅ 児童

もくたんじどうしゃもくべえ 渡辺茂男／文 岩波書店 198807 E ﾜﾀﾅ 児童
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