
資料 請求記号1 請求記号2 資料名 巻次 著者名 出版者 出版年
1 児童書 536 アタ 新しいのりものいっぱい図鑑 井上 廣和∥監修 チャイルド本社 2016
2 児童書 536 ノリ のりものくらべ 1 相馬 仁∥監修 偕成社 2015
3 児童書 536 ノリ のりものくらべ 2 相馬 仁∥監修 偕成社 2015
4 児童書 536 ノリ のりものくらべ 3 相馬 仁∥監修 偕成社 2015
5 児童書 536 ノリ のりものくらべ 4 相馬 仁∥監修 偕成社 2015
6 児童書 536 ノリ のりものくらべ 5 相馬 仁∥監修 偕成社 2015
7 児童書 536 ノリ のりものなんでもNo.1 いのうえ こーいち∥監修 ひかりのくに 2016
8 児童書 536 マコ 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 2016
9 児童書 537 ハタ 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

10 児童書 537 ハタ 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
11 児童書 537 ハタ 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
12 児童書 537 ハタ 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
13 児童書 537 ハタ 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
14 児童書 537 ハタ 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　著 岩崎書店 2013
15 児童書 537 ハタ 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　著 岩崎書店 2014
16 児童書 537 ハタ 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　著 岩崎書店 2013
17 児童書 537 ハタ 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　著 岩崎書店 2013
18 児童書 537 ハタ 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　著 岩崎書店 2014
19 児童書 537 ハタ はたらくじどう車しごととつくり 1 小峰書店編集部∥編 小峰書店 2016
20 児童書 537 ハタ はたらくじどう車しごととつくり 2 小峰書店編集部∥編 小峰書店 2016
21 児童書 537 ハタ はたらくじどう車しごととつくり 3 小峰書店編集部∥編 小峰書店 2016
22 児童書 537 ハタ はたらくじどう車しごととつくり 4 小峰書店編集部∥編 小峰書店 2016
23 児童書 537 ハタ はたらくじどう車しごととつくり 5 小峰書店編集部∥編 小峰書店 2016
24 児童書 537 ハタ はたらくじどう車しごととつくり 6 小峰書店編集部∥編 小峰書店 2016
25 児童書 537 ハタ はたらくじどう車 元浦 年康∥監修 あかね書房 2016
26 児童書 537 ハタ はたらく車 小賀野 実∥監修 ポプラ社 2016
27 絵本  E            カア 路線バスしゅっぱつ! 鎌田 歩∥作 福音館書店 2016
28 絵本  E            クラ くらべてなるほど!しょうぼうしゃ・パトカー 交通新聞社 2016
29 絵本  E            クラ くらべてなるほど!こうじのくるま 交通新聞社 2016
30 絵本  E            クル くるまのねだんのえほん くもん出版
31 絵本  E            コシ こうじのくるま コヨセ ジュンジ∥さく WAVE出版 2016
32 絵本  E            コモ まえとうしろどんなくるま? 1 こわせ もりやす∥[作] 偕成社 2015
33 絵本  E            コモ まえとうしろどんなくるま? 2 こわせ もりやす∥[作] 偕成社 2016
34 絵本  E            コモ まえとうしろどんなくるま? 3 こわせ もりやす∥[作] 偕成社 2016
35 絵本  E            ホセ くるまはいくつ? 渡辺 茂男∥さく 福音館書店 2008

団体貸出セット３５　（はたらく車）


