
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0115930125 あこがれの機関車 アンジェラ・ジョンソン／作 東京：小峰書店 絵本 カ   

0114173263 あたらしいとっきゅうずかん 松本　典久／ぶん 東京：小峰書店 絵本 カ   

0117768648 アニマルバスとたんじょうび あさの　ますみ／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117406041 アニマルバスとパンやさん あさの　ますみ／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117613323 アニマルバスとよるのもり あさの　ますみ／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117253500 アニマルバスとわすれもの こてら　しほ／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116050949 ありがとうしょうぼうじどうしゃ 内田　麟太郎／文 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0116870106 いかだにのって とよた　かずひこ／作・絵 東京：アリス館 絵本 ア   

0117326322 いきもの特急カール 木内　達朗／著 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117294314 いそがしいぞはしれはしれ ベネディクト・ブラスウェイト／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117288175 いそげ!きゅうきゅうしゃ 竹下　文子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0115350613 いただきバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116446238 いちにちのりもの ふくべ　あきひろ／さく 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116365412 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 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116660390 いろいろバス tupera tupera／さく 東京：大日本図書 絵本 タ   

0117686543 いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本　雄司／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116365818 うみへいくピン・ポン・バス 竹下　文子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0113681563 うみのでんしゃぼくらの江ノ電 中島　章作／ぶん・え 東京：小峰書店 絵本 カ   

0117107011 えのでんタンコロ 倉部　今日子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117084616 えんそくバス 中川　ひろたか／文 東京：童心社 絵本 タ   

0117203976 エンソくんきしゃにのる スズキ　コージ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117576298 えんふねにのって ひがし　ちから／作 東京：BL出版 絵本 ハ   

0117033571 おおきなでんしゃ 座二郎／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117610402 おかたづけバストリオ 新井　洋行／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117006635 おさるのれっしゃ 牛窪　良太／文・絵 東京：アリス館 絵本 ア   

0117648311 おしょうがつバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

特集名：長野５月・６月児童テーマ「のりもの大集合！」
特集期間：2021/4/29 ～ 2021/6/23



0117255836 おつきみバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116556432 おとうさんはうんてんし 平田　昌広／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116821455 おとぎれっしゃしゅっぱつしんこう! 間瀬　なおかた／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116710203 おならバスのたーむくん ささき　みお／作　絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117694877 おはなみバス すとう　あさえ／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117195271 おはよう、はたらくくるまたち シェリー・ダスキー・リンカー／文 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117250266 お船がかえる日 小林　豊／文・絵 東京：岩波書店 絵本 ア   

0117247379 おふねにのって スギヤマ　カナヨ／著 東京：赤ちゃんとママ社 小さい絵本

0115427536 おべんとうバス 真珠　まりこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 小さい絵本

0117752303 おれ、きょうりゅうしんかんせん 片平　直樹／作 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0115736530 カーズ 森　はるな／文・解説 東京：講談社 絵本 カ   

0117062414 海底電車 松本　猛／構成・文 東京：童心社 絵本 タ   

0117398115 かいていとっきゅうしんかいせん 平田　昌広／ぶん 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0117700088 カタカナせかいのでんしゃじてん くにすえ　たくし／え 東京：視覚デザイン研究所 絵本 サ   

0116521196 カブクワれっしゃ タツトミ　カオ／著 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116294620 カンカンしょうぼうしゃしゅつどう 視覚デザイン研究所／さく 東京：視覚デザイン研究所 絵本 サ   

0117768432 がんばれ!パトカー 竹下　文子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116044587 きかんしゃ 小賀野　実／写真・文 東京：ポプラ社 小さい絵本

0113891048 きかんしゃやえもん 阿川　弘之／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0116305814 ききゅうにのったこねこ マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 東京：長崎出版 絵本 ナ   

0117405746 きゅうきゅうしゃのぴーとくん 正高　もとこ／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116368804 きゅうきゅうしゃのぴぽくん 砂田　弘／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0114736119 きゅうきゅうしゃはだいかつやく 山脇　恭／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0113681936 九州のでんしゃずかん 松本　典久／ぶん 東京：小峰書店 絵本 カ   

0116953001 きょうはだいじゅうたい 哲也／文 東京：金の星社 絵本 カ   

0117628974 巨大空港 鎌田　歩／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117622456 くるまがいっぱい! リチャード・スキャリー／さく 東京：好学社 絵本 カ   

0117064154 クレーンクレーン 竹下　文子／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0116778317 クレヨンのりものなぁーに? 高氏　雅昭／作・絵 東京：梧桐書院 絵本 カ   

0117737221 こうじ車りょう 五味　零／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117075168 こうじのくるま コヨセ　ジュンジ／さく 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0114719495 こざるのじてんしゃ 楠　章子／ぶん 東京：自転車産業振興協会 絵本 サ   



0117341826 ごじょうしゃありがとうございます シゲリ　カツヒコ／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117160184 コトコトでんしゃ とよた　かずひこ／著 東京：アリス館 小さい絵本

0116054578 こんた、バスでおつかい 田中　友佳子／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116546854 さいしゅうでんしゃのふしぎなおきゃくさん 間瀬　なおかた／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115824393 さてさてきしゃははしります… ウィリアム・ビー／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0114695406 じてんしゃがくるよ 楠　章子／ぶん 東京：自転車産業振興協会 絵本 サ   

0117613331 自転車がほしい! マリベス・ボルツ／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117056853 じてんしゃギルリギルリ 角野　栄子／さく 東京：そうえん社 絵本 サ   

0116798687 じてんしゃにのろう 斉藤　洋／作 東京：講談社 絵本 カ   

0114790165 じてんしゃにのろうよ 横溝　英一／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117314799 じてんしゃのれるかな 平田　利之／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116991647 じどうしゃトロット ユリ・シュルヴィッツ／さく・え 東京：そうえん社 絵本 サ   

0117145516 じどうしゃブブブン 冬野　いちこ／著 東京：岩崎書店 小さい絵本

0115991242 しゅっしゅぽっぽ 新井　洋行／作・絵 東京：教育画劇 小さい絵本

0117725366 しゅっぱーつ きむら　ゆういち／さく 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0116864372 しゅっぱつ しんこう! 三田村　信行／ぶん 東京：小峰書店 絵本 カ   

0115428237 しゅっぱつ しんこう! 山本　忠敬／さく 東京：福音館書店 小さい絵本

0114767825 しょうぼうじどうしゃのあかいねじ たるいし　まこ／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117044842 しょうぼう車 五味　零／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116742826 ショベルカーがやってきた! スーザン・ステゴール／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117411892 ショベルくんとあおいはな ヨーゼフ・クフラー／さく 東京：学研プラス 絵本 カ   

0115870883 しんかんくんうちにくる のぶみ／さく 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116683301 しんかんくんでんしゃのたび のぶみ／さく 東京：あかね書房 絵本 ア   

0115942294 しんかんくんのパンやさん のぶみ／さく 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116663683 新幹線しゅっぱつ! 鎌田　歩／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117062455 しんかんせんでいこう 間瀬　なおかた／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117514091 しんかんせんでゴー! 真島満秀写真事務所／写真 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116867235 しんかんせんでビューン 視覚デザイン研究所／さく 東京：視覚デザイン研究所 絵本 サ   

0114736135 しんかんせんのぞみでくるりんぱっ! やすい　すえこ／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117159624 スーパートラック スティーヴン・サヴェッジ／さく 東京：講談社 絵本 カ   

0117044867 せいそう車 五味　零／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116530437 せかいいっしゅうビッグラリー ヨッヘン・シュトゥーアマン／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   



0116509043 空からみた自動車レース マーイケ・コーレ／文 東京：朝日学生新聞社 絵本 ア   

0116562182 そらのたび 工藤　ノリコ／[作] 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0117000588 そらとぶでんしゃ アン　マサコ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116762675 たっぷりのりものずかん 小賀野　実／写真 大阪：ひかりのくに 小さい絵本

0116515362 たなばたバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117453456 たのしい絵ずかんのりもの いとう　良一／絵 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0118371277 たんじょうじどうしゃ 小風　さち／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116446212 ダンダンこうじはじまります 視覚デザイン研究所／さく 東京：視覚デザイン研究所 絵本 サ   

0117127969 ダンプのがらっぱち 渡辺　茂男／文 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0117422873 ダンプカーのいろいろいろ シェリー・ダスキー・リンカー／文 東京：ひさかたチャイルド 小さい絵本

0115830697 ダンプくんがどっしーん おおはし　えみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 小さい絵本

0117145540 ちいさいじどうしゃ ロイス・レンスキー／ぶん・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115233678 ちいさいひこうき ロイス・レンスキー／ぶん・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115281891 ちいさいふねのぼうけん 高木　あきこ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115233694 ちいさいヨット ロイス・レンスキー／ぶん・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0114767833 ちいさなひこうきのたび みねお　みつ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117613281 ちいさなひこうきのたび みねお　みつ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0118364413 ちいさなふね 笠野　裕一／作 東京：福音館書店 小さい絵本

0117832501 ちかてつサブちゃん みやにし　たつや／作・絵 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117130971 ちかてつてっちゃん 井上　よう子／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117062380 ちかてつのぎんちゃん 鎌田　歩／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0117111344 ちかてつのふしぎ 溝口　イタル／え 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0116916131 ちっちゃなトラックレッドくんとイエローくん みやにし　たつや／作絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115662926 ちびっこきかんしゃだいじょうぶ ワッティー・パイパー／文 東京：ヴィレッジブックス 絵本 ア   

0116992017 ちょうでんどうリニア 溝口　イタル／え 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0116982471 つみつみでんしゃ 薫　くみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117485243 鉄道博物館 濱　美由紀／作画 東京：小学館 絵本 サ   

0116702705 でんしゃがきた 竹下　文子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117692145 でんしゃがきました 三浦　太郎／さく・え 東京：童心社 絵本 タ   

0117309484 でんしゃがゴットン 冬野　いちこ／著 東京：岩崎書店 小さい絵本

0117047415 でんしゃがはしる 山本　忠敬／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117464644 でんしゃからバイバーイ いしづ　ちひろ／さく 東京：くもん出版 小さい絵本



0117832824 でんしゃくるかな? きくち　ちき／[作] 東京：福音館書店 小さい絵本

0117341834 でんしゃだって… 二見　正直／さく 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0117786004 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬　なおかた／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117846436 でんしゃとしょかん 深山　さくら／文 東京：文研出版 絵本 ハ   

0117253591 でんしゃにのったよ 岡本　雄司／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0113585244 でんしゃにのって とよた　かずひこ／著 東京：アリス館 絵本 ア   

0117351023 でんしゃにのるよひとりでのるよ 村せ　ひでのぶ／さく 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0117142513 でんしゃのカキクケコ 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0117220863 でんしゃのずかん 五十嵐　美和子／作 東京：白泉社 絵本 ハ   

0117841064 でんしゃのつくりかた 溝口　イタル／え 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0117199141 でんしゃのまるさんかくしかく 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0117228874 でんしゃずし 丸山　誠司／作 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0116825019 でんしゃマン のぶみ／さく 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0117789248 でんちゃんとせんちゃん 丸山　誠司／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117717520 でんにゃ 大塚　健太／作 東京：パイインターナショナル 絵本 ハ   

0117028456 東京駅 濱　美由紀／作画 東京：小学館 絵本 サ   

0116932435 どうぶつきかんしゃしゅっぱつしんこう! ナオミ・ケフォード／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115685653 とっくんトラックのはらへぶぶー いわむら　かずお／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116832551 とっくんトラックもりへぶぶー いわむら　かずお／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115430506 とべ!ちいさいプロペラき 小風　さち／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0114783251 とらっく バイロン・バートン／さく　え 東京：金の星社 小さい絵本

0117438507 とろとっと 内田　麟太郎／文 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117283143 ながいながいかもつれっしゃ 溝口　イタル／え 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0117785899 菜の花列車しゅっぱつしんこう! なかがわ　あきら／文 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0117816850 なりきりマイケルのきかんしゃりょこう ルイス・スロボドキン／さく 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0116885237 なんのじゅうたい? オームラ　トモコ／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0118371269 にかいだてバスにのって せき　なつこ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117217869 にじいろでんしゃはっしゃしまーす! 間瀬　なおかた／作　絵 東京：学研教育みらい 絵本 カ   

0113681977 日本でみられるひこうきずかん 柴田　三雄／ぶん・しゃしん 東京：小峰書店 絵本 カ   

0114736150 ねこくんとあかいひこうき 渡辺　有一／作　絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116270943 熱気球はじめてものがたり マージョリー・プライスマン／さく 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0118371293 のせてよ! 笠野　裕一／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   



0116891193 のって、のって! 森中　和美／さく・え 東京：文芸社 絵本 ハ   

0117737031 のりかえの旅 長田　真作／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0117490011 のりたいな みやまつ　ともみ／さく 東京：福音館書店 小さい絵本

0115945982 のりたいな あらかわ　しずえ／絵 東京：学研 小さい絵本

0117694752 のりものあいうえお 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0116968702 のりものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 東京：ポプラ社 小さい絵本

0118369834 のりものだいすき 市原　淳／さく・え 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0117348490 のりものなあんだ? 小川　真二郎／絵 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0117717439 のりものなぞなぞ 斉藤　洋／作 東京：講談社 絵本 カ   

0114756117 のりものにのって マレーク・ベロニカ／文 東京：風濤社 絵本 ハ   

0116618679 のれるかな?うかぶかな?ききゅう いしい　きよたか／作 武蔵野：ゴブリン書房 小さい絵本

0116618687 のれるかな?うかぶかな?ふね いしい　きよたか／作 武蔵野：ゴブリン書房 小さい絵本

0117840694 はしごしゃののびるくん 正高　もとこ／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116968538 はしる!新幹線「かがやき」 鎌田　歩／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117057380 はしる!新幹線「のぞみ」 鎌田　歩／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117173088 走れ!!機関車 ブライアン・フロッカ／作　絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0116965419 はしれ!きかんしゃまめでん 間瀬　なおかた／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116141045 はしれはしごしゃ 間瀬　なおかた／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117697375 はしれ!みんなのSL 溝口　イタル／え 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0115048720 バスがきた 五味　太郎／作絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0115863094 バスがきました 谷川　晃一／作・絵 東京：毎日新聞社 絵本 マ   

0116427493 バスがくるまで 森山　京／さく 東京：小峰書店 絵本 カ   

0116663949 バスガエル 戸田　和代／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116895988 バスのたび 工藤　ノリコ／[作] 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0115761272 ばすくんのおむかえ みゆき　りか／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0117328765 ばすくんのともだち みゆき　りか／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0117824839 バスごっこ 香山　美子／詞 [東京]：世界文化ワンダークリエイト 小さい絵本

0116479296 はたらくくるまショベルカー ザック やまもと　しょうぞう／さく 東京：くもん出版 小さい絵本

0117785949 はたらくくるまたちのかいたいこうじ シェリー・ダスキー・リンカー／文 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117771204 はたらくじどうしゃ 鈴木　まもる／さく・え 東京：金の星社 絵本 カ   

0114736168 パトカーのパトロくん 山末　やすえ／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117157099 羽田空港 濱　美由紀／作画 東京：小学館 絵本 サ   



0115451197 バムとケロのそらのたび 島田　ゆか／作　絵 東京：文渓堂 絵本 ハ   

0116604349 はやくきてよしょうぼうしゃ おがの　みのる／写真・文 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0116047531 パンやのろくちゃん でんしゃにのって 長谷川　義史／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117337501 飛行機しゅっぱつ! 鎌田　歩／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0113681761 ひこうきにのったよ 本間　正樹／ぶん 東京：小峰書店 絵本 カ   

0116365834 ピン・ポン・バス 竹下　文子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116384587 ファンファンバスはっしゃします 視覚デザイン研究所／さく 東京：視覚デザイン研究所 絵本 サ   

0117480996 ぶーぶーぶー こかぜ　さち／ぶん 東京：福音館書店 小さい絵本

0117266668 ふしぎなのりものずかん 斉藤　洋／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117044875 ふね 五味　零／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115634982 ふねにのったねこのヘンリー メリー・カルホーン／文 東京：リブリオ出版 絵本 ラ   

0116375486 ふねのたび 工藤　ノリコ／[作] 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0117418855 ふねひこうきバスきしゃ 塚本　やすし／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0115879199 ふねくんのたび いしかわ　こうじ／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117762021 プララのひこうきびゅーん 武内　祐人／さく・え 東京：大日本図書 小さい絵本

0116365842 ブルくんダンプくん 谷　真介／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117039461 ブルくんのだいじなひ キャンデス・フレミング／さく 東京：講談社 絵本 カ   

0115428443 ブルドーザとなかまたち 山本　忠敬／さく 東京：福音館書店 小さい絵本

0116624685 ぶるんぶるんぶー! 新井　洋行／作・絵 東京：講談社 小さい絵本

0116821208 ヘリコプターのぷるたくん 鎌田　歩／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0116229667 ヘリコプターくんうみをいく きしら　まゆこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117613257 へんしん!いろいろれっしゃ ふくなが　じゅんぺい／さく 東京：交通新聞社 小さい絵本

0116454919 ぼうけんでんしゃぐるる〜ん さの　てつじ／著 東京：偕成社 絵本 カ   

0113616601 ボートにのって とよた　かずひこ／著 東京：アリス館 絵本 ア   

0117768408 ボートやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え 東京：福音館書店 小さい絵本

0115234866 ぼくとねずみのいそげ、じどうしゃ! 佐々木　マキ／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116466335 ぼくのきしゃポッポー 市川　里美／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116927088 ぼくのしょうぼうしゃ 竹下　文子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116732264 ぼくはうんてんし くさの　たき／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116436957 ぼくはブルドーザー! 三浦　太郎／作 東京：こぐま社 絵本 カ   

0116729500 ほしぞらでんしゃりゅうせいごう 視覚デザイン研究所／さく 東京：視覚デザイン研究所 絵本 サ   

0115859944 ポチポチのきかんしゃ 井川　ゆり子／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   



0116988841 まえとうしろどんなくるま?　1 こわせ　もりやす／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117044891 まえとうしろどんなくるま?　2 こわせ　もりやす／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117151118 まえとうしろどんなくるま?　3 こわせ　もりやす／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117843672 まえとうしろどんなくるま?　4 こわせ　もりやす／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117418848 まちのくるま コヨセ　ジュンジ／さく 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0117036541 まめまきバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117153767 まよなかのせんろ 鎌田　歩／著 東京：アリス館 絵本 ア   

0115542953 マルタとききゅう ゲルマノ・ズロ／ぶん 東京：トランスワールドジャパン 絵本 タ   

0117651158 みるよむカルタであそぶはたらくくるま くにすえ　たくし／え 東京：視覚デザイン研究所 絵本 サ   

0116666835 みんなをのせてバスのうんてんしさん 山本　省三／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116005273 みんなでんしゃ 薫　くみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116943838 もくたんじどうしゃ もくべえ 渡辺　茂男／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0118373984 もぐらバス 佐藤　雅彦／原案 東京：偕成社 絵本 カ   

0117576330 もりのきでんしゃ ナカオ　マサトシ／さく 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0116427766 モリくんのりんごカー かんべ　あやこ／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0114736192 ゆうたくんとしょうぼうしゃ なかえ　よしを／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115427544 ゆかいなきかんしゃ ヤン・チャレック／ぶん 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117275123 ゆでたまごでんしゃ くればやし　よしえ／さく 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0116802257 妖怪交通安全 広瀬　克也／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0117066977 妖怪バス旅行 広瀬　克也／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0117835215 リアスのうみべ さんてつがゆく 宇部　京子／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117804393 りくののりものえほん いしかわ　こうじ／作・絵 東京：童心社 小さい絵本

0118371301 れっしゃがとおります 岡本　雄司／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117173591 れっしゃだいしゅうごう100 小賀野　実／写真・文 東京：ポプラ社 小さい絵本

0115225575 ろけっとこざる H.A.レイ／文,絵 東京：岩波書店 絵本 ア   

0117067025 路線バスしゅっぱつ! 鎌田　歩／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0114767767 ろせんばす 山本　忠敬／さく 東京：福音館書店 小さい絵本

0118361740 わくわく!れっしゃでかぞくりょこう サトシン／作 東京：交通新聞社 絵本 カ   

0117754556 わんわんバス きむら　ゆういち／さく 東京：新日本出版社 絵本 サ   


