
かこさとしの絵本

本のなまえ 出版社 出版年

あおいめ くろいめ ちゃいろのめ

（かこさとしおはなしのほん 1）
偕成社 1972

とんぼのうんどうかい

（かこさとしおはなしのほん 2）
偕成社 1972

わっしょい わっしょい ぶんぶんぶん

（かこさとしおはなしのほん 3）
偕成社 1973

どろぼうがっこう

（かこさとしおはなしのほん 4）
偕成社 1973

あかいありとくろいあり

（かこさとしおはなしのほん 5）
偕成社 1973

おたまじゃくしの101ちゃん

（かこさとしおはなしのほん 6）
偕成社 1973

からすのパンやさん

（かこさとしおはなしのほん 7）
偕成社 1973

にんじんばたけのパピプペポ

（かこさとしおはなしのほん 8）
偕成社 1973

サザンちゃんのおともだち

（かこさとしおはなしのほん 9）
偕成社 1973

からたちばやしのてんとうむし

（かこさとしおはなしのほん 10）
偕成社 1974

からすのおかしやさん

（かこさとしおはなしのほん 11）
偕成社 2013

「だるまちゃん」シリーズや『からすのパンやさん』シリーズをはじめとするユニークな絵本、

『かわ』や『宇宙』などの子ども向けの科学の本を生涯現役で作り続けてきたかこさとしさん

が２０１８年５月２日に９２歳でお亡くなりになりました。

児童資料室では、かこさとしさんの「絵本」、「知識の本」、「かこさとしさんについて」

の３つのカテゴリーに分けて展示しています。

■展示期間■平成３０年５月２４日（木）～６月３０日（土）

千葉県立中央図書館 児童資料室作成
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からすのやおやさん

（かこさとしおはなしのほん 12）
偕成社 2013

からすのてんぷらやさん

（かこさとしおはなしのほん 13）
偕成社 2013

からすのそばやさん

（かこさとしおはなしのほん 14）
偕成社 2013

どろぼうがっこうぜんいんだつごく

（かこさとしおはなしのほん 15）
偕成社 2013

どろぼうがっこうだいうんどうかい

（かこさとしおはなしのほん 16）
偕成社 2013

パピプペポーおんがくかい

（かこさとしおはなしのほん 1７）
偕成社 2014

あかいありのぼうけんえんそく

（かこさとしおはなしのほん 18）
偕成社 2014

おたまじゃくしのしょうがっこう

（かこさとしおはなしのほん 19）
偕成社 2014

あおいめのめりーちゃんおかいもの

（かこさとしおはなしのほん 20）
偕成社 2014

あかですよあおですよ（福音館の幼児絵本） 福音館書店 2017

あさですよよるですよ（福音館の幼児絵本） 福音館書店 2017

あなたのいえわたしのいえ（かがくのとも傑作集 3） 福音館書店 1969

おおきいちょうちんちいさいちょうちん（かがくのとも特製版） 福音館書店 2015

だんめんず（かがくのとも特製版） 福音館書店 1995

あめのひのおはなし（かこさとしのちいさいこのえほん） 小峰書店 1997

いろいろなかたちさまざまないろ

（かこ・さとしのえほんでべんきょう 1）
フレーベル館 1988

かわ（こどものとも傑作集 41） 福音館書店 1966

かわ 福音館書店 2016

コウノトリのコウちゃん（にじいろえほん） 小峰書店 2017

こまったこぐま こまったこりす（MOEのえほん） 白泉社 2017

しろいやさしいぞうのはなし 復刊ドットコム 2016

だいこんだんめんれんこんざんねん（特製版かがくのとも） 福音館書店 1990
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たいふう（こどものとも知識の本 5） 福音館書店 1973

たっくんひろちゃんのちょうちょうとっきゅう 偕成社 1997

たのしいたしざんしっかりひきざん

（かこ・さとしのえほんでべんきょう 2）
フレーベル館 1988

だむのおじさんたち ブッキング 2007

だるまちゃんとてんぐちゃん（こどものとも傑作集 27） 福音館書店 1967

だるまちゃんとかみなりちゃん（こどものとも傑作集 28） 福音館書店 1968

だるまちゃんとうさぎちゃん（こどものとも傑作集 46） 福音館書店 1977

だるまちゃんととらのこちゃん（こどものとも傑作集 73） 福音館書店 1987

だるまちゃんとだいこくちゃん（こどものとも傑作集） 福音館書店 2001

だるまちゃん・りんごんちゃん エツコ・ワールド 2003

だるまちゃんとてんじんちゃん（こどものとも傑作集） 福音館書店 2006

だるまちゃんとやまんめちゃん（こどものとも絵本） 福音館書店 2014

だるまちゃんしんぶん 福音館書店 2016

だるまちゃんとにおうちゃん（こどものとも絵本） 福音館書店 2016

だるまちゃんとはやたちゃん（だるまちゃんの絵本） 福音館書店 2018

だるまちゃんとかまどんちゃん（だるまちゃんの絵本） 福音館書店 2018

だるまちゃんとキジムナちゃん（だるまちゃんの絵本） 福音館書店 2018

とこちゃんはどこ（こどものとも傑作集 3） 福音館書店 1970

はいはいのんのんどっちゃんこ（かこさとしのちいさいこのえほ

ん）
小峰書店 1996

はははのはなし（かがくのとも傑作集 わくわくにんげん） 福音館書店 1992

ぼくのハはもうおとな（かこさとしむしばのほん） フレーベル館 2010

まさかりどんがさあたいへん 小峰書店 1996
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マトリョーシカちゃん（こどものとも傑作集 90） 福音館書店 1992

むしばになったどうしよう（かこさとしむしばのほん） フレーベル館 2010

むしばちゃんのなかよしだあれ（かこさとしむしばのほん） フレーベル館 2010

矢村のヤ助 加古総合研究所 2014

ゆきのひ（こどものとも傑作集 44） 福音館書店 1980

よわいかみ つよいかたち（かこ・さとしかがくの本 8） 童心社 1988

わたしもいれて!（かがくのとも特製版） 福音館書店 2013

ことばのべんきょう（福音館のペーパーバック絵本） 福音館書店 1979

ことばのべんきょう 2（福音館のペーパーバック絵本） 福音館書店 1981

ことばのべんきょう 3（福音館のペーパーバック絵本） 福音館書店 1981

ことばのべんきょう 4（福音館のペーパーバック絵本） 福音館書店 1981

あなたのおへそ（かこさとし・からだの本 1） 童心社 1980

たべもののたび（かこさとし・からだの本 2） 童心社 1980

むしばミュータンスのぼうけん（かこさとし・からだの本 3） 童心社 1980

あか しろ あおいち（かこさとし・からだの本 4） 童心社 1980

はしれますか とべますか（かこさとし・からだの本 5） 童心社 1980

てとてとゆびと（かこさとし・からだの本 6） 童心社 1980

あがりめ さがりめ だいじなめ（かこさとし・からだの本 7） 童心社 1980

ほねはおれます くだけます（かこさとし・からだの本 8） 童心社 1980

すってはいてよいくうき（かこさとし・からだの本 9） 童心社 1980

わたしののうとあなたのこころ（かこさとし・からだの本 10） 童心社 1980
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かこさとしの知識の本

本のなまえ 出版社 出版年

ほんはまっていますのぞんでいます（かこさとし◆しゃかいの本） 復刊ドットコム 2017

かこさとしあそびの大星雲　1 農山漁村文化協会 1992

かこさとしあそびの大星雲　2 農山漁村文化協会 1992

かこさとしあそびの大星雲　4 農山漁村文化協会 1992

かこさとしあそびの大星雲　5 農山漁村文化協会 1992

かこさとしあそびの大星雲　6 農山漁村文化協会 1992

かこさとしあそびの大星雲　7 農山漁村文化協会 1992

かこさとしあそびの大星雲　8 農山漁村文化協会 1993

かこさとしあそびの大星雲　9 農山漁村文化協会 1993

かこさとしあそびの大星雲　10 農山漁村文化協会 1993

ならの大仏さま 福音館書店 1985

よこすか開国物語 エツコ・ワールド 2003

こどものとうひょう おとなのせんきょ（かこさとし◆しゃかいの

本）
復刊ドットコム 2016

だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本 福音館書店 2016

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　1月のまき 小峰書店 2011

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　2月のまき 小峰書店 2012

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　3月のまき 小峰書店 2012

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　4月のまき 小峰書店 2012

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　5月のまき 小峰書店 2012

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　6月のまき 小峰書店 2012
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かこさとしこどもの行事しぜんと生活　7月のまき 小峰書店 2012

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　8月のまき 小峰書店 2012

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　9月のまき 小峰書店 2012

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　10月のまき 小峰書店 2012

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　11月のまき 小峰書店 2012

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　12月のまき 小峰書店 2012

科学者の目（ノンフィクションブックス） 童心社 1980

大きな大きなせかい 偕成社 1996

小さな小さなせかい 偕成社 1996

世界の化学者12か月 偕成社 2016

絵で見る 化学のせかい　1 偕成社 1981

絵で見る 化学のせかい　2 偕成社 1982

絵で見る 化学のせかい　3 偕成社 1982

絵で見る 化学のせかい　4 偕成社 1981

絵で見る 化学のせかい　5 偕成社 1981

絵で見る 化学のせかい　6 偕成社 1982

宇宙（かがくのほん） 福音館書店 1980

かこさとし・ほしのほん　1 偕成社 1986

かこさとし・ほしのほん　2 偕成社 1985

かこさとし・ほしのほん　3 偕成社 1985

かこさとし・ほしのほん　4 偕成社 1985

海（かがくのほん） 福音館書店 1979
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かいぶつトンボのおどろきばなし（かこさとし大自然のふしぎえほ

ん 9）
小峰書店 2002

かこさとしの食べごと大発見　1 農山漁村文化協会 1993

かこさとしの食べごと大発見　2 農山漁村文化協会 1994

かこさとしの食べごと大発見　3 農山漁村文化協会 1994

かこさとしの食べごと大発見　4 農山漁村文化協会 1994

かこさとしの食べごと大発見　5 農山漁村文化協会 1994

かこさとしの食べごと大発見　6 農山漁村文化協会 1994

かこさとしの食べごと大発見　7 農山漁村文化協会 1994

かこさとしの食べごと大発見　8 農山漁村文化協会 1994

かこさとしの食べごと大発見　9 農山漁村文化協会 1994

かこさとしの食べごと大発見　10 農山漁村文化協会 1994

しんかんせんでも どんかんせんでも（かこさとし◆しゃかいの

本）
復刊ドットコム 2017

出発進行!里山トロッコ列車 偕成社 2016

かこさとしあそびの本　1 復刊ドットコム 2013

かこさとしあそびの本　2 復刊ドットコム 2013

かこさとしあそびの本　3 復刊ドットコム 2013

かこさとしあそびの本　4 復刊ドットコム 2013

かこさとしあそびの本　5 復刊ドットコム 2013

かこさとしあそびずかん　はるのまき 小峰書店 2015

かこさとしあそびずかん　なつのまき 小峰書店 2014

かこさとしあそびずかん　あきのまき 小峰書店 2014

かこさとしあそびずかん　ふゆのまき 小峰書店 2014
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かこさとしについて

本のなまえ 出版社 出版年

加古里子絵本への道 福音館書店 1999

未来のだるまちゃんへ 文藝春秋 2014

かこさとし（別冊太陽 日本のこころ 248） 平凡社 2017

かこさとし（KAWADE夢ムック） 河出書房新社 2017
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