
菰野図書館 はたらく車 所蔵一覧

資料コード 資料名 巻次 副書名 　著者名 　出版者 資料区分 コメント

1 920225240 はたらくぞバス・トラック 　 　小賀野／実∥写真・文・構成 　あかね書房      537     /ｵ       /        　児童

2 920111192 のりもの運転席ずかん 　 　松本／典久∥ぶん 　小峰書店      536     /ﾏ       /        　児童 一部対象

3 920111200 たのしいなサファリバス 　 　小賀野／実∥写真・文・構成 　あかね書房      537     /ｵ       /        　児童

4 920196425 はたらくじどうしゃ 　１ 　海老原／美宜男∥監修 　国土社      537     /ﾊ       /1       　児童

5 920220381 はたらくじどうしゃ 　２ 　海老原／美宜男∥監修 　国土社      537     /ﾊ       /2       　児童

6 920129004 はたらくじどうしゃ 　３ 　海老原／美宜男∥監修 　国土社      537     /        /3       　児童

7 920129012 はたらくじどうしゃ 　４ 　海老原／美宜男∥監修 　国土社      537     /        /4       　児童

8 920129020 はたらくじどうしゃ 　５ 　海老原／美宜男∥監修 　国土社      537     /        /5       　児童

9 920214475 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      537     /ﾊ       /1       　児童 複本：920212099

10 920212107 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      537     /ﾊ       /2       　児童 複本：920212107

11 920214491 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      537     /ﾊ       /3       　児童

12 920214509 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      537     /ﾊ       /4       　児童

13 920214517 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      537     /ﾊ       /5       　児童

14 920212131 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      537     /ﾊ       /5       　児童

15 920182961 はたらくじどう車図鑑 　 　いのうえ／こーいち∥監修 　チャイルド本社      537     /ﾊ       /        　児童

16 920218823 大きな運転席図鑑 　 　 　学研教育出版 G    536     /ｵ       /        　児童 一部対象

17 920337946 はっけんずかんのりもの 　 　小賀野　実∥監修 　学研教育出版      536     /ﾊ       /        　児童 一部対象

18 920274776 のりものずかん 　 　ａｃｃｏｔｏｔｏ∥え 　パイインターナショナル      536     /ﾉ       /        　児童 一部対象

19 920227568 科学の目で見る特殊車両 　 　小倉／茂徳∥著 　誠文堂新光社      537     /ｵ       /        　児童

20 920228483 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      537     /ｸ       /2       　児童 シリーズ1所蔵なし

21 920228210 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      537     /ｸ       /3       　児童

22 920228228 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      537     /ｸ       /4       　児童

23 920228491 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      537     /ｸ       /5       　児童

24 920240546 バス・トラック 　 　小賀野／実∥監修・写真 　ポプラ社      537     /ﾊﾞ      /        　児童

25 920242963 のりものの本 　 　市瀬／義雄∥監修 　講談社      536     /ﾉ       /        　児童 一部対象

26 920248077 大きな運転席図鑑ぷらす 　 　 　学研教育出版 G    536     /ｵ       /        　児童 一部対象

27 920259165 のりものいっぱい図鑑 　 　松澤／正二∥監修 　チャイルド本社      536     /ﾉ       /        　児童 一部対象

28 920262763 自動車大集合 　 　小賀野／実∥監修・写真 　ポプラ社      537     /ｼﾞ      /        　児童

29 920263845 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 G    537     /ｵ       /1       　児童

30 920263696 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 G    537     /ｵ       /2       　児童

31 920263852 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 G    537     /ｵ       /3       　児童

32 920263704 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 G    537     /ｵ       /4       　児童

33 920297843 のりものくらべ 　１ 　相馬　仁∥監修 　偕成社      536     /ﾉ       /1       　児童 路線バスなど「はたらく車」

34 920297850 のりものくらべ 　２ 　相馬　仁∥監修 　偕成社      536     /ﾉ       /2       　児童 ポンプ車など「くらしを守る車」

35 920314473 はたらくじどう車 　 　元浦　年康∥監修 　あかね書房 G    537     /ﾊ       /        　児童

36 921009015 自動車・船・飛行機 　 　 　ポプラ社      537     /ｼﾞ      /        　児童 一部対象

37 920326519 のぞいてみよう！いろいろなのりもの 　 　まつしま　こういちろう∥著 　ＪＴＢパブリッシング      536     /ﾏ       /        　児童 一部対象

38 920349818 世界の働くくるま図鑑 　上巻 　 　スタジオタッククリエイティブ      537     /ｾ       /1       　児童

　請求記号

所蔵館 :



資料コード 資料名 巻次 副書名 　著者名 　出版者 資料区分 コメント　請求記号

39 920349826 世界の働くくるま図鑑 　下巻 　 　スタジオタッククリエイティブ      537     /ｾ       /2       　児童

40 920336765 乗りおも！ 　 　 　ネコ・パブリッシング      536     /ﾉ       /        　児童

41 920343811 世界のくるま図鑑２５００ 　 　 　スタジオタッククリエイティブ      537     /ｾ       /        　児童 一部対象

42 920366952 はたらくじどう車くらべ 　１ 　国土社編集部∥編 　国土社      537     /ﾊ       /1       　児童

43 920370004 はたらくじどう車くらべ 　２ 　国土社編集部∥編 　国土社      537     /ﾊ       /2    　児童

44 920366960 はたらくじどう車くらべ 　３ 　国土社編集部∥編 　国土社      537     /ﾊ       /3       　児童

45 920370012 はたらくじどう車くらべ 　４ 　国土社編集部∥編 　国土社      537     /ﾊ       /4     　児童

46 920370020 はたらくじどう車くらべ 　５ 　国土社編集部∥編 　国土社      53     /ﾊ 　      /5      　児童

47 920370038 はたらくじどう車くらべ 　６ 　国土社編集部∥編 　国土社      537     /ﾊ       /6      　児童

48 921012332 フォークリフトのひみつ 　 　おがた  たかはる∥まんが
学研プラスコンテンツプロデュース部
学びソリューション事業室

     536     /ﾌ       /        　児童


