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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

かこ さとし／さく
（童心社）

1985 010/ｶｺ/

よこすか開国物語 ペリー来航150周年記念
EWえほん

かこ さとし／文と絵
（エツコ・ワールド）

2003 210/ｶｺ/

わたしのまちですみんなのまちです
かこさとししゃかいの本

かこ さとし／さく
（童心社）

1987 210/ｶｺ/

子どもたちへ、今こそ伝える戦争 子どもの本の作家たち19人
の真実

長 新太／[著]
和歌山 静子／[著]
（講談社）

2015 210/ﾁｮｳ/15.7

万里の長城
加古 里子／文
加古 里子／絵
（福音館書店）

2011 222/ｶｺ/11.6

ピラミッド その歴史と科学
科学のたんけん・知識のぼうけん 6

かこ さとし／著
（偕成社）

2000 242/ｶｺ/

ドイツ人に敬愛された医師・肥沼信次
海を渡った日本人 第1巻

舘沢 貢次／文
加古 里子／絵
（瑞雲舎）

2003 289.1/ｺｴﾇ/

ユタ日報のおばあちゃん・寺沢国子
海を渡った日本人 第2巻

上坂 冬子／文
加古 里子／絵
（瑞雲舎）

2004 289.1/ﾃﾗｻ/

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
かこ さとし／著
（復刊ドットコム）

2016 314/ｶｺ/16.8

世界を平和にするためのささやかな提案
14歳の世渡り術

池澤 春菜／著
伊勢崎 賢治／著
（河出書房新社）

2015 319/ｲｹｻ/15.5

日本伝承のあそび読本
加古 里子／著
（福音館書店）

2014 384/ｶｺ/14.6

だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本
加古 里子／著
（福音館書店）

2016 384/ｶｺ/16.12

かこさとしこどもの行事しぜんと生活 1～12
かこ さとし／文・絵
（小峰書店）

2011 386/ｶｺ/11.12

こどものカレンダー 行事とあそび　1～12
かこ さとし／著
（偕成社）

1979 386/ｶｺ/

科学者の目
ノンフィクションブックス

かこ さとし／文とえ
（童心社）

1980 402/ｶｺ/

大きな大きなせかい ヒトから惑星・銀河・宇宙まで
科学のたんけん・知識のぼうけん 4

かこ さとし／著
（偕成社）

2000 404/ｶｺ/

小さな小さなせかい ヒトから原子・クォーク・量子宇宙まで
かこ さとし／著
（偕成社）

1996 404/ｶｺ/

世界の化学者12か月 絵で見る科学の歴史
かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2016 430/ｶｺ/16.6

絵で見る 化学のせかい 1～6
かこ さとし／著
（偕成社）

1981 430/ｶｺ/

※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

『だるまちゃんとてんぐちゃん』刊行から50年！　かこさとしの本

絵本『だるまちゃんとてんぐちゃん』が刊行されてから今年で50周年を迎えました。作者の加古里子さん（1926年～）は、
「だるまちゃん」シリーズの他にも『からすのパンやさん』や『かわ』をはじめ、子どもから親しまれる多くの作品を生み
続けてきました。子ども図書研究室で所蔵する加古さんの著作物を集めました。幼い子に向けたものから科学絵本まで、そ
の仕事の幅広さをご覧ください。※閲覧室には『未来のだるまちゃんへ』(726.5/ｶｺ）など加古さんの大人向けの著作も所蔵
しています。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

原子の冒険たのしい実験 台所料理と理科実験
科学のたんけん・知識のぼうけん 2

かこ さとし／著
（偕成社）

2000 431/ｶｺ/

なかよしいじわる元素の学校 宇宙の物質元素の世界
科学のたんけん・知識のぼうけん 1

かこ さとし／著
（偕成社）

2000 431/ｶｺ/

太陽と光しょくばいものがたり
藤嶋 昭／共著
かこ さとし／共著
（偕成社）

2010 431/ﾌｼｼ/10.8

宇宙 そのひろがりをしろう
かがくのほん

加古 里子／ぶん・え
（福音館書店）

1980 440/ｶｺ/

すばらしい世界わたしたちの生命 自然と生命をまもる科学
科学のたんけん・知識のぼうけん 3

かこ さとし／著
（偕成社）

2000 450/ｶｺ/

地球 その中をさぐろう
福音館のかがくのほん

加古 里子／ぶん え
（福音館書店）

1975 450/ｶｺ/

台風のついせき竜巻のついきゅう
かこさとし大自然のふしぎえほん 7

かこ さとし／作
（小峰書店）

2001 451/ｶｺ/

天地のドラマすごい雷大研究
かこさとし大自然のふしぎえほん 8

かこ さとし／作
（小峰書店）

2001 451/ｶｺ/

海
かがくのほん

加古 里子／ぶん・え
（福音館書店）

1969 452/ｶｺ/

富士山大ばくはつ
かこさとし大自然のふしぎえほん 1

かこ さとし／作
（小峰書店）

1999 453/ｶｺ/

35億年・生命の歴史 ブリアンの古生物図鑑
科学のたんけん・知識のぼうけん 8

ズデニェック・ブリアン／画
かこ さとし／構成・文
（偕成社）

2000 457/ﾌﾘｱ/

きみはタヌキモを知っているか 食虫植物とぼくたちの関係
かこさとし大自然のふしぎえほん 2

かこ さとし／作
（小峰書店）

1999 471/ｶｺ/

クラゲのふしぎびっくりばなし
かこさとし大自然のふしぎえほん 5

かこ さとし／作
（小峰書店）

2000 483/ｶｺ/

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

かこ さとし／作
（小峰書店）

2002 486/ｶｺ/

モグラのもんだいモグラのもんく
かこさとし大自然のふしぎえほん 6

かこ さとし／作
（小峰書店）

2001 489/ｶｺ/

人間
かがくのほん

加古 里子／ぶん え
（福音館書店）

1995 490/ｶｺ/

海をわたり夢をかなえた土木技術者たち 青山士・八田与一・久
保田豊
土木の絵本

おがた ひでき／文・編集
高橋 裕／監修
（全国建設研修センター）

2002 510/ｵｶﾀ/

人をたすけ国をつくったお坊さんたち 日本の土木工事をひらい
た人びと
土木の絵本

かこ さとし／画・構成
おがた ひでき／文・編集
（全国建設研修センター）

1997 510/ｵｶﾀ/

暮らしをまもり工事を行ったお坊さんたち 道登・道昭・行基・良
弁・重源・空海 空也・一遍・忍性・叡尊・禅海・鞭牛
土木の歴史絵本 第1巻

かこ さとし／作
（瑞雲舎）

2004 510/ｶｺ/

川を治め水と戦った武将たち 武田信玄・豊臣秀吉・加藤清正
土木の歴史絵本 第2巻

かこ さとし／作
（瑞雲舎）

2004 510/ｶｺ/

技術と情熱をつたえた外国の人たち モレル・ブラントン デ=
レーケ・ケプロン
土木の歴史絵本 第3巻

かこ さとし／作
（瑞雲舎）

2004 510/ｶｺ/

土木技術の自立をきずいた指導者たち 井上勝・古市公威・沖
野忠雄・田辺朔郎・広井勇
土木の歴史絵本 第4巻

かこ さとし／作
（瑞雲舎）

2004 510/ｶｺ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

海外の建設工事に活躍した技術者たち 青山士・八田與一・久
保田豊
土木の歴史絵本 第5巻

かこ さとし／作
（瑞雲舎）

2005 510/ｶｺ/

地下鉄のできるまで
みるずかん・かんじるずかん 銀の本

加古 里子／さく
（福音館書店）

1987 516/ｶｺ/

ダムをつくったお父さんたち 国際協力でチラタ発電所ができる
まで
科学のたんけん・知識のぼうけん 7

かこ さとし／ぶん え
（偕成社）

1992 517/ｶｺ/

大地のめぐみ土の力大作戦
かこさとし大自然のふしぎえほん 10

かこ さとし／作
（小峰書店）

2003 613/ｶｺ/

出発進行!里山トロッコ列車 小湊鐵道沿線の旅
かこ さとし／作 絵
（偕成社）

2016 686/ｶｺ/16.5

ならの大仏さま
fukkan.com

加古 里子／文・絵
（ブッキング）

2006 718/ｶｺ/06.3

かこさとしあそびの本 １～５
かこ さとし／著
（復刊ドットコム）

2013 781/ｶｺ/13.5

かこさとしあそびずかん 春・夏・秋・冬
かこ さとし／文・絵
（小峰書店）

2014 781/ｶｺ/14.12

かこさとしあそびの大事典 ﾀﾞｲｳ
かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2015 781/ｶｺ/15.3

かこさとしあそびの大宇宙 0002
かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

1990 781/ｶｺ/

じょうずになろう とぶこと
じょうずになろうシリーズ 2

宮下 充正／監修
加古 里子／え
（評論社）

1982 781/ﾑﾄｳ/

じょうずになろう およぐこと
じょうずになろうシリーズ 1

宮下 充正／監修
加古 里子／え
（評論社）

1981 785/ﾑﾄｳ/

きんいろきつねのきんたちゃん
かこ さとし／さく
（ブッキング）

2005 913.6/ｶｺ/05.12

うたのすきなかえるくん
とっておきのどうわ

かこ さとし／さく・え
（PHP研究所）

2007 913.6/ｶｺ/07.2

おはなしきかせて!
かこ さとし／著
あかぼし りょうえ／イラスト
（草土文化）

1987 913.6/ｶｺ/

あるくやまうごくやま
かこさとし・かがくの本 4

かこ さとし／著
赤羽 末吉／絵
（童心社）

1979 E/ｱｶﾊ/

きつねのきんた
大人になっても忘れたくないいもとようこ名作絵本

かこ さとし／作
いもと ようこ／絵
（金の星社）

2005 E/ｲﾓﾄ/05.12

ぼくのいまいるところ
かこ・さとしかがくの本 1

かこ さとし／著
太田 大輔／絵
（童心社）

1988 E/ｵｵﾀ/

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

加古 里子／絵と文
（偕成社）

1972 E/ｶｺ/

とんぼのうんどうかい
かこさとしおはなしのほん 2

加古 里子／絵と文
（偕成社）

1972 E/ｶｺ/

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

加古 里子／絵と文
（偕成社）

1973 E/ｶｺ/

どろぼうがっこう
かこさとしおはなしのほん 4

加古 里子／絵と文
（偕成社）

1973 E/ｶｺ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

あかいありとくろいあり
かこさとしおはなしのほん 5

加古 里子／絵と文
（偕成社）

1973 E/ｶｺ/

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

加古 里子／絵と文
（偕成社）

1973 E/ｶｺ/

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

加古 里子／絵と文
（偕成社）

1973 E/ｶｺ/

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

加古 里子／絵と文
（偕成社）

1973 E/ｶｺ/

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

加古 里子／絵と文
（偕成社）

1974 E/ｶｺ/

だるまちゃんとうさぎちゃん
こどものとも傑作集 46

加古 里子／さく・え
（福音館書店）

1977 E/ｶｺ/

へへんの十どん
かこさとし語り絵本 2

かこ さとし／作
（偕成社）

1979 E/ｶｺ/

ことばのべんきょう くまちゃんのいちにち
福音館のペーパーバック絵本

かこ さとし／文・え
（福音館書店）

1979 E/ｶｺ/

せんだんよもぎ
かこさとし語り絵本 4

かこ さとし／作
（偕成社）

1979 E/ｶｺ/

青いヌプキナの沼
かこさとし語り絵本 5

加古 里子／作
（偕成社）

1980 E/ｶｺ/

あか しろ あおいち
かこさとし・からだの本 4

かこ さとし／[作]
（童心社）

1980 E/ｶｺ/

はしれますか とべますか
かこさとし・からだの本 5

かこ さとし／[作]
（童心社）

1980 E/ｶｺ/

てとてとゆびと
かこさとし・からだの本 6

かこ さとし／[作]
（童心社）

1980 E/ｶｺ/

あがりめ さがりめ だいじなめ
かこさとし・からだの本 7

かこ さとし／[作]
（童心社）

1980 E/ｶｺ/

ねんねしたおばあちゃん
かこさとしこころのほん 2

加古 里子／絵・文
（ポプラ社）

1980 E/ｶｺ/

ことばのべんきょう 0002
福音館のペーパーバック絵本

かこ さとし／文とえ
（福音館書店）

1981 E/ｶｺ/

ことばのべんきょう 0003
福音館のペーパーバック絵本

かこ さとし／文とえ
（福音館書店）

1981 E/ｶｺ/

ことばのべんきょう 0004
福音館のペーパーバック絵本

かこ さとし／文とえ
（福音館書店）

1981 E/ｶｺ/

しっこのしんちゃん じまんのじいちゃん
かこさとしこころのほん 6

加古 里子／絵・文
（ポプラ社）

1985 E/ｶｺ/

こわやおとろしおにやかた
かこさとし七色のおはなしえほん 12

かこ さとし／文と絵
（偕成社）

1986 E/ｶｺ/

わたしのかわいいナミちゃん
かこさとしこころのほん 10

加古 里子／写真・文
（ポプラ社）

1987 E/ｶｺ/

だるまちゃんととらのこちゃん
こどものとも傑作集 73

加古 里子／さく え
（福音館書店）

1987 E/ｶｺ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

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

かこ さとし／著
（フレーベル館）

1988 E/ｶｺ/

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

かこ さとし／著
（フレーベル館）

1988 E/ｶｺ/

よわいかみ つよいかたち
かこ・さとしかがくの本 8

かこ さとし／著 絵
（童心社）

1988 E/ｶｺ/

かこさとしのからだとこころのえほん ３・５
（１、２、４、６～10欠号）

かこ さとし／文
（農山漁村文化協会）

1988 E/ｶｺｻ/

ふしぎないねとおひめさま インドネシアの昔話
かこさとしおたのしみえほん 3

かこ さとし／作
（偕成社）

1989 E/ｶｺ/

あおいしまのゾウガメどん
かこさとしおたのしみえほん 4

かこ さとし／作
（偕成社）

1989 E/ｶｺ/

あなたのいえわたしのいえ
かがくのとも傑作集 わくわくにんげん

加古 里子／ぶん・え
（福音館書店）

1991 E/ｶｺ/

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

かこ さとし／さく
（小峰書店）

1996 E/ｶｺ/

まさかりどんがさあたいへん
かこ さとし／さく え
（小峰書店）

1996 E/ｶｺ/

たっくんひろちゃんのちょうちょうとっきゅう
かこ さとし／作
（偕成社）

1997 E/ｶｺ/

あめのひのおはなし
かこさとしのちいさいこのえほん

かこ さとし／さく
（小峰書店）

1997 E/ｶｺ/

はれのひのおはなし
かこさとしのちいさいこのえほん

かこ さとし／さく
（小峰書店）

1997 E/ｶｺ/

ゆきのひのおはなし
かこさとしのちいさいこのえほん

かこ さとし／さく
（小峰書店）

1997 E/ｶｺ/

かぜのひのおはなし
かこさとしのちいさいこのえほん

かこ さとし／さく
（小峰書店）

1998 E/ｶｺ/

くもりのひのおはなし
かこさとしのちいさいこのえほん

かこ さとし／さく
（小峰書店）

1998 E/ｶｺ/

いろいろおにあそび
かがくのとも 365号 はじめてであう科学絵本

加古 里子／さく
（福音館書店）

1999 E/ｶｺ/

どうぐ
かがくのえほん

加古 里子／ぶん・え
（瑞雲舎）

2001 E/ｶｺ/

きてよきてよはやくきてー
350シリーズ おはなしえほん 17

かこ さとし／さく・え
（ポプラ社）

2002 E/ｶｺ/

えーんあーんないちゃだめー
350シリーズ おはなしえほん 18

かこ さとし／さく・え
（ポプラ社）

2002 E/ｶｺ/

ねえねえなにかうの
350シリーズ おはなしえほん 19

かこ さとし／さく・え
（ポプラ社）

2002 E/ｶｺ/

うさぎぐみとこぐまぐみ
かこさとしこころのほん 1

かこ さとし／絵・文
（ポプラ社）

2005 E/ｶｺ/05.10

おおきくなったらなりたいなあ
かこさとしこころのほん 5

かこ さとし／絵・文
（ポプラ社）

2005 E/ｶｺ/05.10



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

でていったゴロタ
かこさとしこころのほん 3

かこ さとし／絵・文
（ポプラ社）

2005 E/ｶｺ/05.10

トントンとうさんとガミガミかあさん
かこさとしこころのほん 4

かこ さとし／絵・文
（ポプラ社）

2005 E/ｶｺ/05.10

ねんねしたおばあちゃん
かこさとしこころのほん 2

かこ さとし／絵・文
（ポプラ社）

2005 E/ｶｺ/05.10

せかいあちこちちきゅうたんけん
かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 9

かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺ/05.8

あさよる、なつふゆちきゅうはまわる
かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 10

かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺ/05.8

やまをつくったものやまをこわしたもの  かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 1
かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺ/

かわはながれるかわははこぶ
かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2

かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺ/

うみはおおきいうみはすごい
かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 3

かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺ/

あめ、ゆき、あられくものいろいろ
かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 4

かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺ/

ささやくかぜうずまくかぜ
かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 5

かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺ/

じめんがふるえるだいちがゆれる
かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 6

かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺ/

ひをふくやまマグマのばくはつ
かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 7

かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺ/

よあけゆうやけにじやオーロラ
かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 8

かこ さとし／絵と文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺ/

かこさとしのたべものえほん １～10
かこ さとし／文
（農山漁村文化協会）

2005 E/ｶｺｻ/

だむのおじさんたち
加古 里子／さく・え
（ブッキング）

2007 E/ｶｺ/07.11

だるまちゃんとてんぐちゃん
こどものとも絵本

加古 里子／さく え
（福音館書店）

2008 E/ｶｺ/08.4

だるまちゃんとかみなりちゃん
こどものとも絵本

加古 里子／さく え
（福音館書店）

2008 E/ｶｺ/08.4

とこちゃんはどこ
こどものとも絵本

松岡 享子／さく
加古 里子／え
（福音館書店）

2008 E/ｶｺ/08.4

かわ
こどものとも絵本

加古 里子／作 画
（福音館書店）

2008 E/ｶｺ/08.4

だるまちゃんとだいこくちゃん
こどものとも絵本

加古 里子／さく え
（福音館書店）

2008 E/ｶｺ/08.4

マトリョーシカちゃん
こどものとも絵本

加古 里子／ぶん・え
ヴェ・ヴィクトロフ／原作
（福音館書店）

2008 E/ｶｺ/08.4

ゆきのひ
こどものとも絵本

加古 里子／さく え
（福音館書店）

2009 E/ｶｺ/09.4
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だいこんだんめんれんこんざんねん
かがくのとも絵本

加古 里子／さく
（福音館書店）

2010 E/ｶｺ/10.10

からすのパンやさん
かこさとしおはなしのほん 7

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2010 E/ｶｺ/10.10

ぼくのハはもうおとな
かこさとしむしばのほん

かこ さとし／ぶん・え
（フレーベル館）

2010 E/ｶｺ/10.5

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

かこ さとし／ぶん・え
（フレーベル館）

2010 E/ｶｺ/10.5

むしばになったどうしよう
かこさとしむしばのほん

かこ さとし／ぶん・え
（フレーベル館）

2010 E/ｶｺ/10.5

かこさとしからだの本 １～10
かこ さとし／作 絵
（童心社）

2011 E/ｶｺ/11.6

はははのはなし
かがくのとも絵本

加古 里子／ぶん・え
（福音館書店）

2012 E/ｶｺ/12.4

だるまちゃんとてんじんちゃん
こどものとも絵本

加古 里子／さく え
（福音館書店）

2012 E/ｶｺ/12.7

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

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2013 E/ｶｺ/13.10

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

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2013 E/ｶｺ/13.10

だるまちゃん・りんごんちゃん だるまちゃんのともだち
かこ さとし／さく
（瑞雲舎）

2013 E/ｶｺ/13.10

からすのおかしやさん
かこさとしおはなしのほん 11

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2013 E/ｶｺ/13.4

からすのやおやさん
かこさとしおはなしのほん 12

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2013 E/ｶｺ/13.4

からすのてんぷらやさん
かこさとしおはなしのほん 13

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2013 E/ｶｺ/13.5

からすのそばやさん
かこさとしおはなしのほん 14

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2013 E/ｶｺ/13.5

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

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2014 E/ｶｺ/14.2

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

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2014 E/ｶｺ/14.2

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

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2014 E/ｶｺ/14.2

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

かこ さとし／作・絵
（偕成社）

2014 E/ｶｺ/14.2

ぬればやまのちいさなにんじゃ
かこさとし・むかしばなしの本 4

かこ さとし／著
（復刊ドットコム）

2014 E/ｶｺ/14.10

あわびとりのおさとちゃん
かこさとし・むかしばなしの本 5

かこ さとし／著
（復刊ドットコム）

2014 E/ｶｺ/14.12

矢村のヤ助
かこ さとし／作・絵
（加古総合研究所）

2014 E/ｶｺ/14.3
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かっぱとてんぐとかみなりどん
かこさとし・むかしばなしの本 1

かこ さとし／著
（復刊ドットコム）

2014 E/ｶｺ/14.4

だるまちゃんとやまんめちゃん
こどものとも絵本

加古 里子／さく え
（福音館書店）

2014 E/ｶｺ/14.6

でんせつでんがらでんえもん
かこさとし・むかしばなしの本 2

かこ さとし／著
（復刊ドットコム）

2014 E/ｶｺ/14.6

かいぞくがぼがぼまる
かこさとし・むかしばなしの本 3

かこ さとし／著
（復刊ドットコム）

2014 E/ｶｺ/14.8

かわ 絵巻じたてひろがるえほん
加古 里子／さく え
（福音館書店）

2016 E/ｶｺ/16.9

だるまちゃんとにおうちゃん
こどものとも絵本

加古 里子／さく え
（福音館書店）

2016 E/ｶｺ/16.12

しろいやさしいぞうのはなし
かこ さとし／作・絵
（復刊ドットコム）

2016 E/ｶｺ/16.3

だるまちゃんしんぶん
加古 里子／さく え
（福音館書店）

2016 E/ｶｺ/16.12

ちえのあつまり くふうのちから
かこ・さとしかがくの本 10

かこ さとし／著
滝平 二郎／絵
（童心社）

1988 E/ﾀｷﾀ/

よこにきったまるいごちそう
かこさとし・かがくの本 ９

かこ　さとし／著
田中　武紫／絵
（童心社）

1969 E/ﾀﾅｶ/

ひかりとおとのかけくらべ
かこ・さとしかがくの本 6

かこ さとし／著
田畑 精一／絵
（童心社）

1988 E/ﾀﾊﾀ/

できるまで・とどくまで 写真フィルム
岩波映画の社会科絵本

加古 里子／文・画
（岩波映画製作所）

1980 E/ﾃｷﾙ/

かわいいあかちゃん
かこさとし・かがくの本 2

かこ さとし／著
富永 秀夫／絵
（童心社）

1979 E/ﾄﾐﾅ/

たねからめがでて
かこさとし・かがくの本 3

かこ さとし／著
若山 憲／絵
（童心社）

1980 E/ﾜｶﾔ/

あまいみず からいみず
かこ・さとしかがくの本 5

かこ さとし／著
和歌山 静子／絵
（童心社）

1988 E/ﾜｶﾔ/
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