
  
 

花見川図書館花見川団地分館 児童展示 

 

のりもの 

しゅっぱつしんこう！ 
 

わたしたちのまわりには、たくさんのりものがはたらいています。 

そこで、のりものがでてくる絵本
え ほ ん

やよみものをあつめてみました。 

ぜひ、ごらんください！ 
 

 

 

 

 

 

 



のりもの　しゅっぱつ 　しんこう！　図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

（はたらくくるま）　　　　

しょめい ちょしゃめい しゅっぱんしゃ せいきゅうきごう タイトルコード

とらっく　　 バイロン・バートン／さく え 金の星社 Eバト 1000010256268

のりたいな　0.1.2.えほん みやまつ ともみ／さく 福音館書店 Eミヤ 1000801758691

ずかん・じどうしゃ 山本 忠敬／さく 福音館書店 Eヤマ 1000010071083

ぶーぶーじどうしゃ　0.1.2.えほん　 山本 忠敬／さく 福音館書店 Eヤマ 1000010558918

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、わたなべ しげお／やく 福音館書店 Eレン 1000010039933

ちいさいじどうしゃ ロイス・レンスキー／ぶん・え、わたなべ しげお／やく 福音館書店 Ｅレン 1000510011851

あかくんでんしゃとはしる あんどう としひこ／さく 福音館書店 Ｅアン 1000801182982

もくたんじどうしゃ もくべえ 渡辺 茂男／文、岡部 冬彦／絵 岩波書店 Ｅオカ 1000010040412

ゆうちゃんのみきさーしゃ　 村上 祐子／さく 福音館書店 Ｅカタ 1000010613600

はたらくくるま バイロン・バートン／さく、あかぎ かずまさ／やく ポプラ社 Ｅバト 1000801641221

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー バージニア・リー・バートン／ぶんとえ、いしい ももこ／やく 福音館書店 Ｅバト 1000010114649

マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・リー・バートン／ぶんとえ、いしい ももこ／やく 童話館 Ｅバト 1000010383833

ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム／さく、みつよし なつや／やく ほるぷ出版 Ｅバニ 1000010054768

パトカーのピーすけ さがら あつこ／さく、やぎゅう げんいちろう／え 福音館書店 Ｅヤギ 1000010278029

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺 茂男／さく、山本 忠敬／え 福音館書店 Ｅヤマ 1000800024533



のろまなローラー 小出 正吾／さく、山本 忠敬／え 福音館書店 Ｅヤマ 1000010048270

とらっくとらっくとらっく 渡辺 茂男／さく、山本 忠敬／え 福音館書店 Ｅヤマ 1000800024540

はたらくじどうしゃ    　　シリーズあり 山本 忠敬／さく・え 福音館書店 68 1000010077704

チキチキバンバン　　　　シリーズあり イアン・フレミング／さく、ジョン・バーニンガム／え あすなろ書房 ９３フレ 1000800551005

車のいろは空のいろ        シリーズあり あまん きみこ／[著]、北田 卓史／絵 ポプラ社 アマ 1000010049591

ネコのタクシー 南部 和也／さく、さとう あや／え 福音館書店 ナン 1000110046413

（でんしゃ・きかんしゃ・きしゃ）　　　　

がたんごとんがたんごとん 安西 水丸／さく 福音館書店 Ｅアン 1000010110784

せんろはつづくよ M.W.ブラウン／文、J.シャロー／絵 岩波書店 Ｅシヤ 1000010057482

エンソくんきしゃにのる　 スズキ コージ／さく 福音館書店 Ｅスズ 1000010150481

汽車のえほん　　　　　シリーズあり ウィルバート・オードリー／作、桑原 三郎／訳 ポプラ社 Ｅドル 1000010151453

でんしゃ バイロン・バートン／さく え 金の星社 Eバト 1000010256267

ちいさいきかんしゃ ロイス・レンスキー／ぶん・え、わたなべ しげお／やく 福音館書店 Ｅレン 1000010039960

小さなきかんしゃ グレアム・グリーン／文、エドワード・アーディゾーニ／絵 文化出版局 Ｅアデ 1000010049562

ちいさなきかんしゃレッドごう ダイアナ・ロス／作、レスリー・ウッド／絵 あすなろ書房 Ｅウツ 1000110032357

はしれちいさいきかんしゃ イブ・スパング・オルセン／さく・え、やまのうち きよこ／やく 福音館書店 Ｅオル 1000010058806

やこうれっしゃ 西村 繁男／さく 福音館書店 Ｅニシ 1000010079937

ちいさいケーブルカーのメーベル バージニア・リー・バートン／さく、かつら ゆうこ／やく ペンギン社 Ｅバト 1000010063200

いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン／ぶん え、むらおか はなこ／やく 福音館書店 Ｅバト 1000010048350



こんとあき　 林 明子／さく 福音館書店 Ｅハヤ 1000010127495

でんしゃはうたう 三宮 麻由子／ぶん、みねお みつ／え 福音館書店 Ｅミネ 1000800360665

出発進行!里山トロッコ列車 かこ さとし／作 絵 偕成社 Ｃ68 1000801407414

きかんしゃ1414 フリードリヒ=フェルト／作、鈴木 武樹／訳 偕成社 ９４フエ 1000010097821

きかんしゃやえもん 阿川 弘之／文、岡部 冬彦／絵 岩波書店 アガ 1000800226593

銀河鉄道の夜 宮沢 賢治／[著]、春日部 たすく／画 岩波書店 ミヤ 1000010044598

（そらののりもの）

ひこうき バイロン・バートン／さく え、こじま まもる／やく 金の星社 Ｅバト 1000010256269

うさこちゃんひこうきにのる ディック・ブルーナ／ぶん・え、いしい ももこ／やく 福音館書店 Ｅブル 1000010074351

ちいさいひこうき ロイス・レンスキー／ぶん・え、わたなべ しげお／やく 福音館書店 Ｅレン 1000010011516

とびねこ ヘンリー メリー・カルホーン／作、エリック・イングラハム／絵 佑学社 Ｅイン 1000010081616

マウルスとマドライナ アロワ・カリジェ／文・絵、大塚 勇三／訳 岩波書店 Ｅカリ 1000010146106

うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン／さく、ふじた ちえ／やく ポプラ社 Ｅバト 1000801641205

とべ!ちいさいプロペラき 小風 さち／作、山本 忠敬／絵 福音館書店 Ｅヤマ 1000010835160

ろけっとこざる H.A.レイ／文,絵、光吉 夏弥／訳 岩波書店 Ｅレイ 1000010086498

ちいさなひこうきのたび みねお みつ／さく 福音館書店 68 1000801799810

巨大空港 鎌田 歩／さく 福音館書店 68 1000801808849

SOS、あやうし空の王さま号 ラッセル・エリクソン／作、佐藤 凉子／訳 評論社 ９３エリ 1000010088653



（ふね）

ふね バイロン・バートン／さく え、こじま まもる／やく 金の星社 Ｅバト 1000010256270

だんふねにのる ディック・ブルーナ／ぶん え、まつおか きょうこ／やく 福音館書店 Ｅブル 1000010151480

ちいさいヨット ロイス・レンスキー／ぶん・え、わたなべ しげお／やく 福音館書店 Ｅレイ 1000010011517

チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ／さく、せた ていじ／やく 福音館書店 Ｅアデ 1000110056685

ふねにのったねこのヘンリー メリー・カルホーン／文、エリック・イングラハム／絵 リブリオ出版 Ｅイン 1000800003497

空とぶ船と世界一のばか アーサー・ランサム／文、ユリー・シュルヴィッツ／絵 岩波書店 Ｅシユ 1000010107905

わたしのおふねマギーB アイリーン・ハース／さく・え、うちだ りさこ／やく 福音館書店 Ｅハス 1000010048380

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／さく、みつよし なつや／やく ほるぷ出版 Ｅバニ 1000010049614

しょうぼうていしゅつどうせよ 渡辺 茂男／さく、柳原 良平／え 福音館書店 Ｅヤナ 1000410040997

風のまにまに号の旅 BB／作、神鳥 統夫／訳 大日本図書 93ビビ 1000010085514

ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ランサム／作 岩波書店 ９３ラン 1000010044216

とぶ船 ヒルダ・ルイス／[著]、石井 桃子／訳 岩波書店 93ルイ 1000010163449

朝びらき丸東の海へ C.S.ルイス／作、瀬田 貞二／訳 岩波書店 93ルイ 1000010030681

ドリトル先生航海記      シリーズあり ロフティング／[著] 　井伏 鱒二／訳 岩波書店 93ロフ 1000010206474

小さなバイキングビッケ　 ルーネル・ヨンソン／作 評論社 94ヨン 1000800691125

蒼路の旅人　　　　　　　シリーズあり 上橋 菜穂子／作、佐竹 美保／絵 偕成社 ウエ 1000800244580


