
書名 著者名 　　　出版者          　　　　出版年          

パノラマふしぎ探検図鑑 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2013.8 031 ﾊﾉﾗ 児童

「知」のビジュアル百科　４４ あすなろ書房 2008.2 403 ﾁﾉﾋ-44 児童

なぜ？の図鑑 阿部和厚／〔ほか〕監修 学研教育出版 2012.6 403 ﾅｾﾉ 児童

科学のお話『超』能力をもつ生き物たち 石田秀輝／監修 学研教育出版 2014.2 460 ｶｶｸ-3 児童

身近なものの進化図鑑　２ スタジオダンク／作 汐文社 2013.3 502 ｽﾀｼ-2 児童

日本の技術 こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2009.10 502 ﾆﾎﾝ 児童

工場の底力　１ かもがわ出版 2012.9 509 ｺｳｼ-1 児童

町工場のものづくり 小関智弘／著 少年写真新聞社 2014.2 509 ｺｾｷ 児童

世界に誇る！日本のものづくり図鑑 ワン・ステップ／編 金の星社 2014.2 509 ｾｶｲ 児童

世界にほこる日本の町工場　３ 日本の町工場シリーズ編集委員会／著 文溪堂 2014.3 509 ﾌﾝｹ-3 児童

のりもの２０００ 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2014.3 530 ﾉﾘﾓ 児童

電車ものしりずかん　２ 結解学／写真 国土社 2004.11 536 ﾃﾝｼ-2 児童

電車ものしりずかん　３ 結解学／写真 国土社 2005.1 536 ﾃﾝｼ-3 児童

のってみよう！蒸気機関車 持田昭俊／ぶん・しゃしん 小峰書店 2002.7 536 ﾓﾁﾀ 児童

機関車・電車の歴史 山本忠敬／著 福音館書店 2002.5 536 ﾔﾏﾓ 児童

電車 マシマ・レイルウェイ・ピクチャーズ／写真 学研教育出版 2013.12 546 ﾃﾝｼ 児童

日本の電車大研究 造事務所／編集・構成 ＰＨＰ研究所 2011.12 546 ﾆﾎﾝ 児童

「おもてなし」の大研究 柴崎直人／監修 ＰＨＰ研究所 2014.3 673 ｵﾓﾃ 児童

アフリカ・南アメリカの鉄道 秋山芳弘／著 旺文社 2006.11 686 ｱｷﾔ 児童

北アメリカ・中央アメリカの鉄道 秋山芳弘／著 旺文社 2007.1 686 ｱｷﾔ 児童

ココがスゴい新幹線の技術 梅原淳／著 誠文堂新光社 2012.3 686 ｳﾒﾊ 児童

日本が見える「線路」の地図帳 エディット／著 ＰＨＰ研究所 2008.9 686 ｴﾃｲ 児童
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かっこいい新幹線大集合 小賀野実／写真・文 あかね書房 2004.2 686 ｵｶﾉ 児童

パノラマワイド新幹線 小賀野実／写真・文 あかね書房 2006.7 686 ｵｶﾉ 児童

鉄道ずかん 小賀野実／写真・文 ＪＴＢパブリッシング 2011.4 686 ｵｶﾉ 児童

おじいちゃんのＳＬアルバム 佐竹保雄／写真・原案 福音館書店 2009.10 686 ｵｼｲ 児童

鉄道発車！ キッズ鉄道探検隊／著 いかだ社 2013.4 686 ｷﾂｽ 児童

鉄道で遊ぶ！ キッズ鉄道探検隊／著 いかだ社 2013.4 686 ｷﾂｽ 児童

寒い地域・暖かい地域の鉄道 小林寛則／著 旺文社 2007.2 686 ｺﾊﾔ 児童

新幹線のたび コマヤスカン／作 講談社 2011.3 686 ｺﾏﾔ 児童

ＳＬちいさな旅 清水達也／文 国土社 199910 686 ｼﾐｽ 児童

新幹線 小賀野実／写真・文 ＪＴＢパブリッシング 2008.8 686 ｼﾝｶ 児童

新幹線 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2011.2 686 ｼﾝｶ 児童

新幹線大集合！スーパー大百科 山崎友也／監修 成美堂出版 2011.4 686 ｼﾝｶ 児童

新幹線・特急１０００ 学研教育出版 2011.12 686 ｼﾝｶ 児童

新幹線・特急 マシマ・レイルウェイ・ピクチャーズ／写真 学研教育出版 2013.10 686 ｼﾝｶ 児童

新幹線・特急ぜんぶ百科 交通新聞社 2014.3 686 ｼﾝｶ 児童

新幹線大集合！スーパー大百科 山崎友也／監修 成美堂出版 2014.5 686 ｼﾝｶ 児童

しんかんせんでゴー！ 真島満秀写真事務所／写真 世界文化社 2005.7 686 ｼﾝｶ 児童Ｈ

新幹線 真島満秀／写真 学習研究社 2006.6 686 ｼﾝｶ 児童Ｈ

しんかんせん 小賀野実／写真 ひかりのくに 2008.5 686 ｼﾝｶ 児童Ｈ

新訂＊新幹線　特急列車 小賀野実／監修 ポプラ社 2005.7 686 ｼﾝﾃ 児童Ｈ

すごいな！九州と中国・四国ののりもの 柏原治／監修 成美堂出版 2010.8 686 ｽｺｲ 児童

ぜんぶわかる新幹線・特急電車スーパーワイド百科 中井精也／監修 成美堂出版 2006.11 686 ｾﾝﾌ 児童

ぜんぶわかる新幹線・特急電車スーパーワイド百科 中井精也／監修 成美堂出版 2011.4 686 ｾﾝﾌ 児童

ぜんぶわかる東京の電車ものしりずかん 山崎友也／監修 成美堂出版 2012.3 686 ｾﾝﾌ 児童
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ぜんぶわかる新幹線ものしりずかん 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2004.5 686 ｾﾝﾌ 児童Ｈ

だいすき！名古屋ののりもの 柏原治／監修 成美堂出版 2012.1 686 ﾀｲｽ 児童

たのしいな！東京の電車・新幹線 柏原治／監修 成美堂出版 2010.8 686 ﾀﾉｼ 児童

ロアルド・ダールの鉄道安全読本 ロアルド・ダール／著 日本経済評論社 2001.12 686 ﾀﾙ 児童

地図で見てみよう！日本（にっぽん）の鉄道 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2014.4 686 ﾁｽﾃ 児童

鉄道 近藤圭一郎／監修 ポプラ社 2013.4 686 ﾃﾂﾄ 児童

鉄道のクイズ図鑑 池口英司／監修 学研教育出版 2013.10 686 ﾃﾂﾄ 児童

てっぱく発鉄道れきし旅物語 鉄道博物館／編著 朝日学生新聞社 2014.4 686 ﾃﾂﾄ 児童

でんしゃだいしゅうごう 海老原美宜男／監修 永岡書店 2005.5 686 ﾃﾝｼ 児童

電車　２（西日本編） 真島満秀／写真 学習研究社 2006.2 686 ﾃﾝｼ-2 児童

東京私鉄図鑑 イカロス出版 2008.8 686 ﾄｳｷ 児童

東京の電車ものしり百科 学研パブリッシング 2009.12 686 ﾄｳｷ 児童

特急電車 真島満秀／写真 学習研究社 2005.11 686 ﾄﾂｷ 児童

とっきゅうれっしゃせいぞろい 小賀野実／写真・監修 小学館 2008.5 686 ﾄﾂｷ 児童Ｈ

２１世紀幼稚園百科 小学館 2010.7 686 ﾆｼﾕ 児童

２１世紀幼稚園百科 小学館 2011.12 686 ﾆｼﾕ 児童

日本（にっぽん）全国の電車 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2011.6 686 ﾆﾂﾎ 児童

日本（にっぽん）一周！鉄道大百科 山崎友也／監修 成美堂出版 2012.11 686 ﾆﾂﾎ 児童

日本（にっぽん）を走る列車１９５ 小賀野実／監修 ポプラ社 2002.11 686 ﾆﾂﾎ 児童Ｈ

のってみたいな！大阪の電車・新幹線 中井精也／監修 成美堂出版 2009.10 686 ﾉﾂﾃ 児童

のりたいな！新幹線 柏原治／監修 成美堂出版 2011.10 686 ﾉﾘﾀ 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

日本のてつどうなんでもいちばん！ 別當律子／ぶん 小峰書店 2003.6 686 ﾍﾂﾄ 児童

ぼくは新幹線の運転士 柏原治／監修 成美堂出版 2003.4 686 ﾎｸﾜ 児童
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ぼくは新幹線の運転士 柏原治／監修 成美堂出版 2007.10 686 ﾎｸﾜ 児童

てっぱくにいこう！ 恵知仁／著 小学館クリエイティブ 2009.4 686 ﾒｸﾐ 児童

すべてがわかる！日本の新幹線　１ 恵知仁／作 汐文社 2012.1 686 ﾒｸﾐ-1 児童

すべてがわかる！日本の新幹線　２ 恵知仁／作 汐文社 2012.3 686 ﾒｸﾐ-2 児童

すべてがわかる！日本の新幹線　３ 恵知仁／作 汐文社 2012.3 686 ﾒｸﾐ-3 児童

列車大集合 小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2012.9 686 ﾚﾂｼ 児童

鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎／作 集英社 2013.12 913 ｱｻﾀ 児童Ｈ

鉄研ミステリー事件簿　１（山手線パズルの巻） 松原秀行／作 角川書店 2011.1 913 ﾏﾂﾊ-1 児童Ｈ

ちいさいＳＬオットー 渡辺茂男／さく 福音館書店 198910 913 ﾜﾀﾅ 児童

ふたごのでんしゃ 渡辺茂男／作 あかね書房 2004.5 913 ﾜﾀﾅ 児童

きかんしゃやえもん 阿川弘之／文 岩波書店 198302 E ｱｶﾜ 児童

きかんしゃやえもん 阿川弘之／文 岩波書店 198302 E ｱｶﾜ 児童

でんしゃがまいります 秋山とも子／さく 福音館書店 199704 E ｱｷﾔ 児童

がたんごとんがたんごとん 安西水丸／さく 福音館書店 198706 E ｱﾝｻ 児童

がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん 安西水丸／さく 福音館書店 2012.5 E ｱﾝｻ 児童

しはつでんしゃ 石橋真樹子／さく 福音館書店 2012.4 E ｲｼﾊ 児童

でんしゃえほん 井上洋介／〔作〕 ビリケン出版 200001 E ｲﾉｳ 児童

ぼくのママはうんてんし おおともやすお／さく 福音館書店 2012.9 E ｵｵﾄ 児童

でんしゃにのったよ 岡本雄司／さく 福音館書店 2013.4 E ｵｶﾓ 児童

ふたごの機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2005.0 E ｵﾄﾘ 児童

３だいの機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2005.0 E ｵﾄﾘ-1 児童

ダックとディーゼル機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2005.0 E ｵﾄﾘ-13 児童

機関車トーマスのしっぱい ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 198008 E ｵﾄﾘ-16 児童

がんばりやの機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 198009 E ｵﾄﾘ-18 児童
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山にのぼる機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 198009 E ｵﾄﾘ-19 児童

山にのぼる機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2010.0 E ｵﾄﾘ-19 児童

機関車トーマス ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2005.0 E ｵﾄﾘ-2 児童

１００さいの機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 198010 E ｵﾄﾘ-20 児童

１００さいの機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2010.0 E ｵﾄﾘ-20 児童

機関車のぼうけん ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2010.0 E ｵﾄﾘ-23 児童

きえた機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 198102 E ｵﾄﾘ-25 児童

わんぱく機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 198102 E ｵﾄﾘ-26 児童

わんぱく機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2010.0 E ｵﾄﾘ-26 児童

赤い機関車ジェームス ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2005.0 E ｵﾄﾘ-3 児童

がんばれ機関車トーマス ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2005.0 E ｵﾄﾘ-4 児童

がんばれ機関車トーマス ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2010.0 E ｵﾄﾘ-4 児童

やっかいな機関車 ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2005.0 E ｵﾄﾘ-5 児童

みどりの機関車ヘンリー ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2005.0 E ｵﾄﾘ-6 児童

大きな機関車ゴードン ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2005.0 E ｵﾄﾘ-8 児童

青い機関車エドワード ウィルバート・オードリー／作 ポプラ社 2010.0 E ｵﾄﾘ-9 児童

はしれちいさいきかんしゃ イブ・オルセン／さく・え 福音館書店 197906 E ｵﾙｾ 児童

たっくんひろちゃんのちょうちょうとっきゅう かこさとし／作 偕成社 199703 E ｶｺ 児童

とんねるをぬけると 片山健／さく・え 福音館書店 2014.9 E ｶﾀﾔ 児童

江ノ電にのってごとごとごっとん 金子章／文 ＰＨＰ研究所 2003.7 E ｶﾈｺ 児童

新幹線しゅっぱつ！ 鎌田歩／作 福音館書店 2011.3 E ｶﾏﾀ 児童

しでんとたまご 川崎洋／さく 福音館書店 2000.10 E ｶﾜｻ 児童

ジオジオのかんむり 岸田衿子／著 福音館書店 198306 E ｷｼﾀ 児童

はしれさんてつ、きぼうをのせて 国松俊英／文 ＷＡＶＥ出版 2014.2 E ｸﾆﾏ 児童
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いたずらでんしゃ ハーディー・グラマトキー／さく 学習研究社 2005.7 E ｸﾗﾏ 児童

ホーマーとサーカスれっしゃ ハーディー・グラマトキー／さく 学習研究社 2005.10 E ｸﾗﾏ 児童

いたずらでんしゃ ハーディー・グラマトキー／さく 学習研究社 2005.7 E ｸﾗﾏ-2 児童

ぎゅうぎゅうでんしゃ 薫くみこ／作 ひさかたチャイルド 2010.5 E ｸﾝ 児童Ｈ

でんしゃはうたう 三宮麻由子／ぶん 福音館書店 2009.4 E ｻﾝﾉ 児童

エンソくんきしゃにのる スズキコージ／さく 福音館書店 199009 E ｽｽｷ 児童

ガッタンゴットン スズキコージ／〔著〕 平凡社 2006.6 E ｽｽｷ 児童

はしれディーゼルきかんしゃデーデ すとうあさえ／文 童心社 2013.11 E ｽﾄｳ 児童

せんろはつづく 竹下文子／文 金の星社 2003.10 E ﾀｹｼ 児童

でんしゃがきた 竹下文子／作 偕成社 2013.10 E ﾀｹｼ 児童

せんろはつづくまだつづく 竹下文子／文 金の星社 2009.9 E ﾀｹｼ 児童Ｈ

いちばんでんしゃのしゃしょうさん たけむらせんじ／ぶん 福音館書店 2011.6 E ﾀｹﾑ 児童

いちばんでんしゃのうんてんし たけむらせんじ／ぶん 福音館書店 2013.11 E ﾀｹﾑ 児童

ちいさなかがくのとも 福音館書店 E ﾁｲｻ 児童

特急 真島満秀／写真 学習研究社 2006.10 E ﾄﾂｷ 児童Ｈ

ごろはちだいみょうじん 中川正文／さく 福音館書店 198208 E ﾅｶｶ 児童

かもつれっしゃ 長嶺太／作 岩崎書店 199706 E ﾅｶﾐ 児童

サナのゆきのでんしゃ なりたまさこ／作・絵 ポプラ社 2003.11 E ﾅﾘﾀ 児童

ラ・タ・タ・タム ペーター・ニクル／文 岩波書店 197911 E ﾆｸﾙ 児童

やこうれっしゃ 西村繁男／さく 福音館書店 198303 E ﾆｼﾑ 児童

でんしゃにのった 西村慶明／さく 福音館書店 198410 E ﾆｼﾑ 児童

かんかんかん のむらさやか／文 福音館書店 2010.6 E ﾉﾑﾗ 児童

いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・バートン／ぶん・え 福音館書店 196108 E ﾊﾄﾝ 児童

せんろはつづくよ マーガレット・ブラウン／文 岩波書店 197902 E ﾌﾗｳ 児童
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機関車シュッポと青いしんがり貨車 リディア・フリーマン／作 ＢＬ出版 2007.12 E ﾌﾘﾏ 児童

特急キト号 ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作 ＰＨＰ研究所 2006.6 E ﾍﾒﾙ 児童

ビュンビュンきしゃをぬく アーナ・ボンタン／文 岩波書店 2004.9 E ﾎﾝﾀ 児童

きかんしゃがとおるよ ゴールデン・マクドナルド／さく 長崎出版 2012.11 E ﾏｸﾄ 児童

でんしゃがいっぱい 真島満秀写真事務所／構成・写真 小学館 2004.6 E ﾏｼﾏ 児童Ｈ

とっきゅうがいっぱい 真島満秀写真事務所／構成・写真 小学館 2004.8 E ﾏｼﾏ 児童Ｈ

みたことあるかな？たのしいでんしゃ 真島満秀写真事務所／構成・写真 小学館 2005.11 E ﾏｼﾏ 児童Ｈ

しんりんてつどう 峰村勝子／さく・え 福音館書店 199107 E ﾐﾈﾑ 児童

すすめ！じょせつきかんしゃ 峰村勝子／さく・え 福音館書店 199302 E ﾐﾈﾑ 児童

とっきゅうでんしゃあつまれ 山本忠敬／作 福音館書店 198701 E ﾔﾏﾓ 児童

しゅっぱつしんこう 山本忠敬／さく 福音館書店 198411 E ﾔﾏﾓ 児童

はこねのやまのとざんでんしゃ 横溝英一／さく 福音館書店 198911 E ﾖｺﾐ 児童

チンチンでんしゃのはしるまち 横溝英一／さく 福音館書店 2002.3 E ﾖｺﾐ 児童

はしるはしるとっきゅうれっしゃ 横溝英一／さく 福音館書店 2002.11 E ﾖｺﾐ 児童

ゆきぐにれっしゃだいさくせん 横溝英一／さく 小峰書店 2008.11 E ﾖｺﾐ 児童

はしれはやぶさ！とうほくしんかんせん 横溝英一／文・え 小峰書店 2012.7 E ﾖｺﾐ 児童

ちいさいきかんしゃ ロイス・レンスキー／ぶん・え 福音館書店 198204 E ﾚﾝｽ 児童

まんいんでんしゃ わたなべしげお／さく 福音館書店 199804 E ﾜﾀﾅ 児童

ぼくしんかんせんにのったんだ 渡辺茂男／さく あかね書房 198102 E ﾜﾀﾅ 児童
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http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1550792&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1875466&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=640512&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=469618&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=695177&kgrn=0&tso=on%22

