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請求記号 タイトル 著者

159/アラ 嵐の中の灯台 小柳 陽太郎∥監修 

210/エト 江戸のあかり 塚本 学∥文
289/トオ 遠い海までてらせ！ 青木 雅子∥作
289/ヒカ 光はやみより 手島 悠介∥作
376/ヒツ びっくり！おもしろ光遊び 立花　愛子∥著
382/ヤナ 火の昔 柳田 国男∥著
407/カカ 科学工作図鑑 ３ 立花　愛子∥著
407/ハシ はじめての手づくり科学あそび 2 西 博志∥著
407/ミン みんなで実験楽しく科学あそび ９ 村田　道紀∥文
407/メテ 目で見る物理 リチャード　ハモンド∥著
408/イタ いたずら博士の科学だいすき 1-5 板倉 聖宣∥著 
420/トラ 力と電気、音、光がわかる
425/エス 絵図解輝くなぞ 田中 幸∥文
425/トラ ドラえもん科学ワールド光と音の不思議 藤子　F　不二雄∥まんが
425/ヒカ 光のスペクトルと原子 板倉 聖宣∥著
425/ヒカ 光の本 ジャン　ピエール　ベルデ∥原案
425/ヒカ 光の大研究 滝沢　美奈子∥著
425/ヒツ 見えない光を見る 滝沢 美絵∥文
431/タイ 太陽と光しょくばいものがたり 藤嶋　昭∥共著
444/タイ 太陽と光のはたらき  大竹 三郎∥著
451/ヒカ ぴかっごろごろ フランクリン・Ｍ・ブランリー∥ぶん
468/ホタ ホタルの光は、なぞだらけ 大場 裕一∥著
481/ウミ 海のいきもの　(光るいきもの) 大場 裕一∥著 宮武 健仁∥写真
486/ホタ ほたるの伝言 小原　玲∥著
502/コト 子どもに伝えたい和の技術 5 和の技術を知る会∥著
540/テン 電気がいちばんわかる本 １ 米村　でんじろう∥監修
540/テン 小学校たのしい理科の教室　電気を起こす・ためる・利用する 後藤　富治∥著
540/テン 電気の大研究 楽しい実験がいっぱい！ 川村　康文∥監修
540/ヨク よくわかる電気のしくみ 電気ってなんだ? 伊藤 尚未∥著
545/クラ くらしを変えてきたあかりの大研究 深光　富士男∥著 
547/ヒカ 光ファイバー通信のひみつ 田川 滋∥漫画
549/エル LEDのひみつ 谷 豊∥漫画

549/ヨク よくわかるLED・発光ダイオードのしくみ  伊藤 尚未∥著

575/カリ ガリレオ工房の炎のひみつ 燃焼の科学 土井 美香子∥文
594/オシ おしゃれなキャンドル 藤田 勝治∥作・絵
658/ツク 火と炭の絵本 すぎうら　ぎんじ∥へん
750/アカ 明かりの工作 五茂 健∥著
750/ヒカ 光と色で遊ぶ 佐々木 伸∥著

913/アマ 光車よ、まわれ！ 天沢 退二郎∥著
913/ウカ 光と色ばっば 鵜飼 隆∥作
913/オオ ひかりの季節（とき）に 大谷 美和子∥作
913/オカ 赤いろうそくと人魚 小川 未明∥作 
913/サト ぼくはおばけのかていきょうし なぞのあかりどろぼう さとう まきこ∥さく
913/サト 光の戦士ミド さとう　まきこ∥作

913/タケ 黒ねこサンゴロウ５　霧の灯台  竹下 文子∥作
913/ニイ 赤いろうそく 新美　南吉∥作
913/ニイ おじいさんのランプ 新美 南吉∥作 
913/ニイ ランプと胡弓ひき  新美 南吉∥著
913/ネモ 灯し続けよ！ホタルの灯台 根本　邦宏∥著
913/フク ほたるぶくろの光 福井　智∥文　絵
913/ヤマ ちょうちんぎつね 山口 沙輝∥作 
933/ウオ 灯台のひみつ ガートルード・ウォーナー∥作
933/テユ エンバー 失われた光の物語 ジェニー デュープロ∥著 
933/メリ 光をはこぶ娘 Ｏ．Ｒ．メリング∥作
933/モロ アビーと光の魔法使い マイケル モロイ∥著



943/クリ ロブスター岩礁の灯台 ジェイムス クリュス∥著 

949/トラ 踊る光 トンケ　ドラフト∥作
953/ルフ 怪盗ルパン踊る光文字  モーリス〓ルブラン∥作
Ｅ//712 ロウソクいっぽんちょうだいな　月刊こどものとも　712号 飯野 まき∥さく
Ｅ/アカ あかいひかりみどりのひかり マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく

Ｅ/アカ あかいろうそく 新美 南吉∥作 
Ｅ/アカ あかり 林 木林∥文
Ｅ/アカ あかりをけして アーサー　ガイサート∥作
Ｅ/アカ あかりをけすと こばやし ゆかこ∥作
Ｅ/アカ 赤いろうそくと人魚 小川 未明∥作
Ｅ/アカ 赤い灯台 大西 伝一郎∥作
Ｅ/ウミ 海のひかり モリー　バング∥作
Ｅ/ウミ 海と灯台の本 Ｖ．マヤコフスキー∥文
Ｅ/オホ おほしさま、きえちゃった ハンナ　カミング∥さく
Ｅ/カミ かみなりどん 武田 美穂∥作
Ｅ/カラ ひかりの木 ダニエル　モロー∥え
Ｅ/クリ クリスマスツリー 吉村　和敏∥写真　文
Ｅ/ケン ケンちゃんのとうだい おおぐし いっせー∥著

Ｅ/コト こどものとも 月刊予約絵本 126号　ちょうちんあんこう なかの ひろたか∥さく え
Ｅ/コト こどものとも（年中向き） １９８  とうだいのひまわり にいざか かずお∥さく・え

Ｅ/コト/221 こどものとも（年中向き） ２２１　かげ　ひかり 元永 定正∥作絵
Ｅ/コト/268 こどものとも（年中向き） ２６８　ほたるさわ 菊池  日出夫∥さく
Ｅ/シヨ しょうじょのあかり やすかわ　はる∥文
Ｅ/タヌ たぬきのちょうちん 浜田 廣介∥作
Ｅ/タレ だれのものでもない岩鼻の灯台 山下 明生∥文

Ｅ/チイ ちいさな赤いとうだい ヒルデガード Ｈ．スウィフト∥ぶん

Ｅ/チカ ちかちかぴかり ジョアン B.グレアム∥ことば 

Ｅ/チム チムとうだいをまもる エドワード アーディゾーニ∥さく

Ｅ/チヨ ちょうちんまつり 唐 亜明∥文 
Ｅ/ツキ 月のひかりをあびて… リズ・ローゼンバーグ∥文
Ｅ/ツキ 月はどうしてできたか グリム原作
Ｅ/トウ とうだいのくま ひるた りょうこ∥作

Ｅ/トウ 灯台守のバーディ デボラ　ホプキンソン∥作
Ｅ/ニホ 赤いろうそくと人魚 小川 未明∥作 
Ｅ/ハロ ハロウィンのランプ 小林　ゆき子∥さく　え
Ｅ/ヒカ ひかりのつぶちゃん かわかみ たかこ∥作
Ｅ/ヒカ ひかり 真砂 秀朗∥え
Ｅ/ヒカ ひかり ドゥブラヴカ　コラノヴィッチ∥作
Ｅ/ヒカ ひかりうりのぴかこさん 松山 円香∥著
Ｅ/ヒカ ひかりがうまれたとき イヴォネ  リバス∥さいわ

Ｅ/ヒカ ひかりにつつまれて かすや　昌宏∥絵
Ｅ/ヒカ ひかりのこりす 森　朋浩∥作　絵
Ｅ/ヒカ ひかりのりゅう 小野 美由紀∥文
Ｅ/ヒカ ひかりの二じゅうまる 志茂田 景樹∥作
Ｅ/ヒカ ひかりの里のハル おおひら　みつよ∥著
Ｅ/ヒカ 光となり風となって… 高木　たかし∥作
Ｅ/ヒカ 光の星 浜田 広介∥作
Ｅ/ヒカ 光の旅かげの旅 アン  ジョナス∥作
Ｅ/ヒカ ひかるもの とくひら　ようこ∥作　絵
Ｅ/ヒコ ピーコ光の地図 浜井 千恵∥文
Ｅ/ホシ 星空のどうぶつえん  ジャックリン・ミットン∥ぶん
Ｅ/ホタ ホタルがひかってる  奥本 大三郎∥文
Ｅ/ヨソ よぞらのほしは 村上 康成∥作
Ｅ/ヨル よるのかえりみち みやこし あきこ∥作
Ｅ/ヨル よるのふね  山下　明生∥作
Ｅ/レイ ＲＡＶＥＮ－光をもたらしたカラス ジェラルド・マクダーモット∥再話と絵
Ｅ/ロウ ろうそくいっぽん 市居　みか∥作
Ｅ/ロウ ろうそくん ひがし もえこ∥作
Ｅ/ワタ わたしのひかり モリー  バング∥作
仕/Ｅ/アソ あそびえほん　ひかりをあてよう エルベ　チュレ∥



知/E/カコ ひかりとおとのかけくらべ かこ さとし∥著
徳/Ｅ/ホタ ほたるのよる 梅田 俊作∥作・絵


