
 2020年　8月　玄関展示　（こども未来課）

No. 書名（えほん） 巻次 著者名 出版者 請求記号

１ ぼくパトカーにのったんだ わたなべしげお∥作 あかね書房 E/3/1

２ ビルくんとはたらくくるま 新井 洋行∥作　絵 ひさかたチャイルド E/ｱﾗ/ﾐﾄﾞﾘ

３ はたらくくるまのずかん 五十嵐 美和子∥著 白泉社 E/ｲｶ/ﾐﾄﾞﾘ

４ しんごうごうくんはたらくくるまなにかな?
やまもと しょうぞう∥さ
く

くもん出版 E/ｲﾁ/ﾐﾄﾞﾘ

５ はたらくくるましょうぼうじどうしゃウーウー
やまもと しょうぞう∥さ
く

くもん出版 E/ｲﾁ/ﾐﾄﾞﾘ

６ 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

くもん出版 E/ｲﾁ/ﾐﾄﾞﾘ

７ はたらくくるまみんなのバス トマリー
やまもと しょうぞう∥さ
く

くもん出版 E/ｲﾁ/ﾐﾄﾞﾘ

８ けんたくんとはたらくくるま おおはら ひでき∥さく PHP研究所 E/ｳﾉ/ﾐﾄﾞﾘ

９ はたらくくるまデラックス 講談社 E/ｵｶ/ﾐﾄﾞﾘ

１０ みんなだいすきはたらくくるま ブティック社 E/ｵｶ/ﾐﾄﾞﾘ

１１ ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくん 薫 くみこ∥作 ひさかたチャイルド E/ｵﾑ/ﾋﾟﾝｸ

１２ はこぶ 鎌田 歩∥作　絵 教育画劇 E/ｶﾏ/ﾋﾟﾝｸ

１３ くるくるくるま 木坂 涼∥作 フレーベル館 E/ｷﾔ/ﾐﾄﾞﾘ

１４ クレーンクレーン 竹下 文子∥さく 偕成社 E/ｸ/

わたしたちのまわりには、いろいろな種類
し ゅ る い

のくるまがはたらいています。

人
ひ と

や動物
ど う ぶ つ

や荷物
に も つ

をはこんだり、町
ま ち

をきれいにしたり、人
ひ と

をたすけたり、大活躍
だ い か つ や く

です！

みなさんはバス、トラック、消防
し ょ う ぼ う

自動車
じ ど う し ゃ

、救急車
き ゅ う き ゅ う し ゃ

、パトロールカー、いくつ知っていますか？

今回こども未来課から紹介する絵本は、はたらく車
く る ま

がテーマのお話
はなし

や絵本
え ほ ん

を集
あ つ

めてみました。

親子
お や こ

でどうぞ楽
た の

しい働く車の世界
せ か い

をご覧
ら ん

ください。

はたらく

くるま！

すごいぞ！

「請求記号」とは
図書の場所を示しています。
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１５ くうこうではたらくくるま こもり まこと∥さく 教育画劇 E/ｺﾓ/ﾋﾟﾝｸ

１６ はたらくくるまみちをつくる こもり まこと∥さく 教育画劇 E/ｺﾓ/ﾋﾟﾝｸ

１７ こうじのくるま コヨセ ジュンジ∥さく WAVE出版 E/ｺﾖ/ﾋﾟﾝｸ

１８ まちのくるま コヨセ ジュンジ∥さく WAVE出版 E/ｺﾖ/ﾋﾟﾝｸ

１９ まえとうしろどんなくるま? 1～３ こわせ もりやす∥[作] 偕成社 E/ｺﾜ/ﾋﾟﾝｸ

２０ おはよう!しゅうしゅうしゃ 竹下 文子∥作 偕成社 E/ｽｽ/ﾋﾟﾝｸ

２１ はしれ!たくはいびん 竹下 文子∥作 偕成社 E/ｽｽ/ﾋﾟﾝｸ

２２ みんなで!いえをたてる 竹下 文子∥作 偕成社 E/ｽｽ/ﾋﾟﾝｸ

２３ みんなで!どうろこうじ 竹下 文子∥作 偕成社 E/ｽｽ/ﾋﾟﾝｸ

２４ すすめ!きゅうじょたい 竹下 文子∥文 金の星社 E/ｽｽ/ﾋﾟﾝｸ

２５ すすめ!ゆきのきゅうじょたい 竹下 文子∥文 金の星社 E/ｽｽ/ﾋﾟﾝｸ

２６ すすめ！うみのきゅうじょたい 竹下文子∥文 金の星社 E/ｽｽ/ﾋﾟﾝｸ

２７ くるまかします 鈴木 まもる∥作　絵 教育画劇 E/ｽｽ/ﾐﾄﾞﾘ

２８ ショベルカーがやってきた!
スーザン　ステゴール∥
作

ほるぷ出版 E/ｽﾃ/ﾋﾟﾝｸ

２９ ポリーのだいかつやく ROI VISUAL∥原作 教育画劇 E/ｽﾍ/ﾐﾄﾞﾘ

３０ はたらくんジャー 木坂 涼∥作 フレーベル館 E/ﾀｶ/ﾐﾄﾞﾘ

３１ しょうぼうじどうしゃのあかいねじ たるいしまこ∥作 福音館書店 E/ﾀﾙ/ﾋﾟﾝｸ

３２ ざっくりぶうぶうがたがたごろろ かんべ じゅんきち∥ぶん 偕成社 E/ﾅﾏ/ﾋﾟﾝｸ

３３ ありがとうしょうぼうじどうしゃ 内田 麟太郎∥文 ひかりのくに E/ﾆｼ/ﾋﾟﾝｸ

３４ バスたろうはじめてのうんてん のぶみ∥さく 講談社 E/ﾉﾌ/ﾋﾟﾝｸ

３５ 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∥ぶんえ

福音館書店 E/ﾊ/

３６ おおいそがし!はたらくくるま
スティーブン　バーカー
∥絵

小学館 E/ﾊｶ/ﾐﾄﾞﾘ

３７ はたらくくるま
バイロン　バートン∥さ
く

ポプラ社 E/ﾊﾄ/ﾐﾄﾞﾘ

３８ とらっく
バイロン　バートン∥さ
く え

金の星社 E/ﾊﾄ/ﾐﾄﾞﾘ
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３９ 羽田空港 濱 美由紀∥作画 小学館
E/ﾊﾏ/ｵﾚﾝ
ｼﾞ

４０ だいすき!はたらくくるま
ファリマン　スタージェ
ス∥作

PHP研究所 E/ﾊﾙ/ﾋﾟﾝｸ

４１ ビルをつくるじどうしゃ 鈴木 まもる∥さく　え 金の星社 E/ﾋ/

４２ はたらくくるまブルブルン 冬野 いちこ∥著 岩崎書店 E/ﾌﾕ/ﾐﾄﾞﾘ

４３ あかいじどうしゃよんまるさん 堀川 真∥さく 福音館書店 E/ﾎﾘ/ﾋﾟﾝｸ

４４ おとどけものでーす! 間瀬 なおかた∥作　絵 ひさかたチャイルド E/ﾏｾ/ﾋﾟﾝｸ

４５ ゆうびんでーす! 間瀬 なおかた∥作絵 チャイルド本社 E/ﾏｾ/ﾋﾟﾝｸ

４６ まちではたらくくるま 講談社 E/ﾏﾁ/ﾋﾟﾝｸ

４７ まちではたらくくるませいぞろい 交通新聞社 E/ﾏﾁ/ﾐﾄﾞﾘ

４８ とどくかな 三浦 太郎∥[作] 偕成社 E/ﾐｳ/ﾐﾄﾞﾘ

４９ まかせとけ 三浦 太郎∥[作] 偕成社 E/ﾐｳ/ﾐﾄﾞﾘ

５０ よいしょ 三浦 太郎∥[作] 偕成社 E/ﾐｳ/ﾐﾄﾞﾘ

５１ バスがきました 三浦 太郎∥さく　え 童心社 E/ﾐｳ/ﾐﾄﾞﾘ

５２ ぼくはブルドーザー! 三浦 太郎∥作 こぐま社 E/ﾐｳ/ﾐﾄﾞﾘ

５３ ちっちゃなトラックレッドくん みやにし たつや∥作　絵 ひさかたチャイルド E/ﾐﾔ/ﾋﾟﾝｸ

５４ ちっちゃなトラックレッドくんとピンクちゃん みやにし たつや∥作　絵 ひさかたチャイルド E/ﾐﾔ/ﾋﾟﾝｸ

５５ ちっちゃなトラックレッドくんとブラックくん みやにし たつや∥作　絵 ひさかたチャイルド E/ﾐﾔ/ﾋﾟﾝｸ

５６ 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 ひさかたチャイルド E/ﾐﾔ/ﾋﾟﾝｸ

５７ ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん みやにし たつや∥作絵 ひさかたチャイルド E/ﾐﾔ/ﾋﾟﾝｸ

５８ しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺 茂男∥さく 福音館書店 E/ﾔﾏ/ﾋﾟﾝｸ

５９ ぶーぶーじどうしゃ 山本 忠敬∥さく 福音館書店 E/ﾔﾏ/ﾐﾄﾞﾘ

６０ おたすけこびと なかがわ ちひろ∥文 徳間書店 E/ﾖｺ/ﾋﾟﾝｸ

６１ おたすけこびととハムスター なかがわ ちひろ∥文 徳間書店 E/ﾖｺ/ﾋﾟﾝｸ

６２ おたすけこびとのクリスマス なかがわ ちひろ∥文 徳間書店 E/ﾖｺ/ﾋﾟﾝｸ
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６３ おやすみ、はたらくくるまたち
シェリー　ダスキー　リ
ンカー∥文

ひさかたチャイルド E/ﾘﾋ/ﾋﾟﾝｸ

６４ よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ
シェリー　ダスキー　リ
ンカー∥文

ひさかたチャイルド E/ﾘﾋ/ﾋﾟﾝｸ

６５ 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

ひさかたチャイルド E/ﾘﾋ/ﾐﾄﾞﾘ

６６ ブルくんのだいじなひ
キャンデス　フレミング
∥さく

講談社 E/ﾛﾏ/ﾋﾟﾝｸ

６７ ショベルカーの123
シェリー　ダスキー　リ
ンカー∥文

ひさかたチャイルド E/ﾛﾝ/ﾐﾄﾞﾘ

６８ 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

ひさかたチャイルド E/ﾛﾝ/ﾐﾄﾞﾘ

No. 書名（図鑑など） 巻次 著者名 出版者 請求記号

６９ こうじげんばではたらくくるま おがの みのる∥しゃしん 小学館 K/513/ｺ

70 はたらく車 小賀野 実∥監修 ポプラ社 K/537/ﾊ

71 町ではたらく車 小賀野 実∥写真　文 JTBパブリッシング K/537/ﾏ

72 世界の働くくるま図鑑 上下
スタジオタッククリ
エイティブ

 K/537/ｾ

73 はたらくくるま図鑑 1～３
スタジオタッククリ
エイティブ

K/537/ﾊ

74 のりものくらべ 1,2 相馬 仁∥監修 偕成社 K/537/ﾉ

75 ぜんぶわかる自動車大集合!ものしりずかん 中井 精也∥監修 成美堂出版 K/537/ｾ

76 はたらくくるまだいしゅうごう 実業之日本社 K/537/ﾊ

77 はたらく車ものしり百科 学研パブリッシング K/537/ﾊ

78 はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで 1～５ こどもくらぶ∥編　著 岩崎書店 K/537/ﾊ/

79 はたらく車ずかん 1～４
スタジオタッククリ
エイティブ

K/537/ﾊ/

８０ はたらくじどう車くらべ 1～６ 海老原 美宜男∥監修 国土社 K/537/ﾊ/

　

瀬戸市立図書館

これらの本は図書館で貸出できます。

貸出中の本や場所等がわからない等、お探しの時は図書館の人にお尋ねください。
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