
2018年 児童冬の特別展示

おはなしの絵本のまき

第１弾

『だるまちゃんとてんぐちゃん』

加古 里子/さく・え

福音館書店

『からすの パンやさん』

加古 里子/絵と文

偕成社

『かっぱとてんぐとかみなりどん』

かこ さとし/著

復刊ドットコム



＜所蔵目録について＞

この目録は、２０１８年（平成３０年）の児童冬の特別展示
『かこさとしの本展示 第１弾 おはなしの絵本のまき』の ために作成した。

収録作品については、２０１８年（平成３０年）２月１日（木）～２月１８日（日）までの期間、
本館２階の児童コーナーにて展示した。

＜資料の収集対象について＞

２０１８年（平成３０年）２月現在、鎌ケ谷市立図書館で所蔵している以下の資料を
対象としている。

・かこさとし関連の本
（かこさとしの絵本以外の著書及びかこさとしについての著書）

・かこさとしのおはなしの絵本
・かこさとしの紙芝居

＜記載項目について＞

以下の項目に分け、当館の書誌に基づく請求記号順とする。

①かこさとし関連の本

②かこさとしのおはなしの絵本

③かこさとしの紙芝居

※一般書は●と表記し、請求記号の下に記載した



書名 著者 出版社 請求記号

1 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/かこ さとし/他 講談社 210

2 伝承遊び考 １ 絵かき遊び考 加古 里子/著 小峰書店
384.5
●

3 伝承遊び考 2 石けり遊び考 加古 里子/著 小峰書店
384.5
●

4 伝承遊び考 3 鬼遊び考 加古 里子/著 小峰書店
384.5
●

5 伝承遊び考 4 じゃんけん遊び考 加古 里子/著 小峰書店
384.5
●

6 日本伝承のあそび読本 加古 里子/著 福音館書店
384.5
●

7
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 384

8
『文藝』別冊

かこさとし
人と地球の不思議とともに

河出書房新
社

726.6
●

9
別冊太陽

絵本の作家たち Ⅳ
平凡社

726.6
●

10 加古里子 絵本への道
遊びの世界から科学の絵本へ

加古 里子/著 福音館書店
726.6
●

11 未来のだるまちゃんへ かこ さとし/著 文藝春秋
726.6
●

12
MOE 2017 年3月号
巻頭大特集 だるまちゃん50周年記念

かこさとし 絵本大博覧会
白泉社 雑誌

13
別冊太陽　日本のこころ 248

かこさとし
子どもと遊び、子どもに学ぶ

平凡社 雑誌

①かこさとし関連の本



書名 著者 出版社 請求記号

14
この本読んで! 2008年 夏号 第27号

特集1　加古里子と科学を楽しむ メディアバル 雑誌

15
この本読んで! 2016年 春号 第58号

特集 かこさとし 90歳90冊
メディアバル 雑誌

　



書名 著者 出版社 請求記号

1
だるまちゃんのともだち

だるまちゃん・りんごんちゃん
かこ さとし/さく エツコ・ワールド E-カ

2
かこさとし おたのしみえほん ①

いやだ いやだの きかんぼ ひよこ
かこ さとし/作 偕成社 E-カ

3
かこさとし おたのしみえほん ②

あかありちゃんの やまのぼり
かこ さとし/作 偕成社 E-カ

4
かこさとし おたのしみえほん ③

ふしぎないねと おひめさま
かこ さとし/作 偕成社 E-カ

5
かこさとし おたのしみえほん ④

あおい しまの ゾウガメどん
かこ さとし/作 偕成社 E-カ

6
かこ さとし おはなしの ほん （1）

あおいめ くろいめ ちゃいろのめ
加古 里子/絵と文 偕成社 E-カ

7
かこ さとし おはなしの ほん （2）

とんぼの うんどうかい
加古 里子/絵と文 偕成社 E-カ

8
かこ さとし おはなしの ほん （3）

わっしょい わっしょい ぶんぶんぶん
加古 里子/絵と文 偕成社 E-カ

9
かこ さとし おはなしの ほん （4）

どろぼう がっこう
加古 里子/絵と文 偕成社 E-カ

10
かこ さとし おはなしの ほん （5）

あかいありと くろいあり
加古 里子/絵と文 偕成社 E-カ

11
かこ さとし おはなしの ほん （6）

おたまじゃやくしの 101ちゃん
加古 里子/絵と文 偕成社 E-カ

12
かこ さとし おはなしの ほん （7）

からすの パンやさん
加古 里子/絵と文 偕成社 E-カ

13
かこ さとし おはなしの ほん （8）

にんじんばたけの パピプペポ
加古 里子/絵と文 偕成社 E-カ

②おはなしの絵本



書名 著者 出版社 請求記号

14
かこ さとし おはなしの ほん （9）

サザンちゃんの おともだち
加古 里子/絵と文 偕成社 E-カ

15
かこ さとし おはなしの ほん （10）

からたちばやしの てんとうむし
加古 里子/絵と文 偕成社 E-カ

16
かこさとし おはなしのほん 11

からすのおかしやさん
かこ さとし/作・絵 偕成社 E-カ

17
かこさとし おはなしのほん 12

かさるのやおやさん
かこ さとし/作・絵 偕成社 E-カ

18
かこさとし おはなしのほん 13

からすのてんぷらやさん
かこ さとし/作・絵 偕成社 E-カ

19
かこさとし おはなしのほん 14

からすのそばやさん
かこ さとし/作・絵 偕成社 E-カ

20
かこさとし おはなしのほん 15

どろぼうがっこう ぜんいんだつごく
かこ さとし/作・絵 偕成社 E-カ

21
かこさとし おはなしのほん 16

どろぼうがっこう だいうんどうかい
かこ さとし/作・絵 偕成社 E-カ

22
かこさとし おはなしのほん 17

パピプペポーおんがくかい
かこ さとし/作・絵 偕成社 E-カ

23
かこさとし おはなしのほん 18

あかいありのぼうけんえんそく
かこ さとし/作・絵 偕成社 E-カ

24
かこさとし おはなしのほん 19

おたまじゃくしの しょうがっこう
かこ さとし/作・絵 偕成社 E-カ

25
かこさとしおはなしのほん 20

あおいめのめりーちゃん おかいもの
かこ さとし/作・絵 偕成社 E-カ

26
かこ さとし 語り絵本 1

矢村のヤ助 加古 里子/作 偕成社 E-カ

27
かこ さとし 語り絵本 2

へへんの十どん 加古 里子/作 偕成社 E-カ

28
かこ さとし 語り絵本 3

とっつこうか へちゃつこか 加古 里子/作 偕成社 E-カ

29
かこ さとし 語り絵本 4

せんだんよもぎ 加古 里子/作 偕成社 E-カ

30
かこ さとし 語り絵本 5

青いヌプキナの沼 加古 里子/作 偕成社 E-カ



書名 著者 出版社 請求記号

31
かこさとし七色のおはなしえほん ①

いっちく だっちく あひるのさんぽ かこ さとし/文と絵 偕成社 E-カ

32
かこさとし七色のおはなしえほん ②

コチコチやまのとこやさん かこ さとし/文と絵 偕成社 E-カ

33
かこさとし七色のおはなしえほん ③

ちいさな ちいさな ものがたり かこ さとし/文と絵 偕成社 E-カ

34
かこさとし七色のおはなしえほん ④

たろうがらす じろうがらす かこ さとし/文と絵 偕成社 E-カ

35
かこさとし七色のおはなしえほん ⑤

ねずみのしょうぼうたい かこ さとし/文と絵 偕成社 E-カ

36
かこさとし七色のおはなしえほん ⑥

おねだりポンコとわがままコンタ かこ さとし/文と絵 偕成社 E-カ

37
かこさとし七色のおはなしえほん ⑦

かいぞく・がいこつ・かいぶつじま かこ さとし/文と絵 偕成社 E-カ

38
かこさとし七色のおはなしえほん ⑧

ぞうのむらの そんちょうさん かこ さとし/文と絵 偕成社 E-カ

39 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 E-カ

40 矢村のヤ助
かこ さとし米寿記念出版

かこ さとし/作・絵 加古総合研究所 E-カ

41 きつねのきんた
かこ・さとし/作
いもと ようこ/絵

金の星社 E-イ

42
かこさとしの ちいさいこの えほん

あめのひの おはなし かこ さとし/著 小峰書店 E-カ

43
かこさとしの ちいさいこの えほん

かぜのひの おはなし かこ さとし/作 小峰書店 E-カ

44
かこさとしの ちいさいこの えほん

くもりのひの おはなし かこ さとし/作 小峰書店 E-カ

45
かこさとしの ちいさいこの えほん

はいはい のんのん どっちゃんこ かこ さとし/著 小峰書店 E-カ

47
かこさとしの ちいさいこの えほん

はれのひの おはなし かこ さとし/著 小峰書店 E-カ

48
かこさとしの ちいさいこの えほん

ゆきのひの おはなし かこ さとし/作 小峰書店 E-カ

50 コウノトリのコウちゃん かこ さとし/作 小峰書店 E-カ

51 まさかりどんが さあ たいへん 加古 里子/著 小峰書店 E-カ



書名 著者 出版社 請求記号

52 だるまちゃんとうさぎちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

53 だるまちゃんとかまどんちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

54 だるまちゃんとかみなりちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

55 だるまちゃんとキジムナちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

56 だるまちゃんしんぶん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

57 だるまちゃんとだいこくちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

58 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

59 だるまちゃんとてんじんちゃん 加古 里子/さく 福音館書店 E-カ

60 だるまちゃんととらのこちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

61 だるまちゃんとにおうちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

62 だるまちゃんとはやたちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

63 だるまちゃんとやまんめちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

64 あかですよ あおですよ かこ さとし/さく 福音館書店 E-カ



書名 著者 出版社 請求記号

65 あなたのいえ わたしのいえ 加古 里子/ぶん・え 福音館書店 E-カ

67 とこちゃんは どこ
松岡 享子/さく
加古 里子/え

福音館書店 E-カ

68 マトリョーシカちゃん
加古 里子/ぶん・え
ヴェ・ヴィクトロフ/原作
イ・ベロポーリスカヤ/原作

福音館書店 E-カ

69
かこさとし・むかしばなしの本 1

かっぱとてんぐとかみなりどん
かこ さとし/著 復刊ドットコム E-カ

70
かこさとし・むかしばなしの本 2

でんせつでんがらでんえもん
かこ さとし/著 復刊ドットコム E-カ

71
かこさとし・むかしばなしの本 3

かいぞく がぼがぼまる
かこ さとし/著 復刊ドットコム E-カ

72
かこさとし・むかしばなしの本 4

ぬればやまの ちいさなにんじゃ
かこ さとし/著 復刊ドットコム E-カ

73
かこさとし・むかしばなしの本 5

あわびとりの おさとちゃん
かこ さとし/著 復刊ドットコム E-カ

74 だむのおじさんたち 加古 里子/さく・え ブッキング E-カ

75 カッコーはくしのだいたんけん かこ・さとし/著 フレーベル館 E-カ

77
かこさとし こころのほん 1

うさぎぐみとこぐまぐみ
（改訂）

かこ さとし/絵・文 ポプラ社 E-カ

78
かこさとし こころのほん 2

ねんねしたおばあちゃん
（改訂）

かこ さとし/絵・文 ポプラ社 E-カ

79
かこさとし こころのほん 3

でていったゴロタ
（改訂）

かこ さとし/絵・文 ポプラ社 E-カ

80
かこさとし こころのほん 4

トントンとうさんとガミガミかあさん
（改訂）

かこ さとし/絵・文 ポプラ社 E-カ

81
かこさとし こころのほん 5

おおきくなったら なりたいなあ
（改訂）

かこ さとし/絵・文 ポプラ社 E-カ

82
かこさとし こころのほん 6

しっこのしんちゃん じまんのじいちゃん
加古 里子/絵・文 ポプラ社 E-カ



書名 著者 出版社 請求記号

83
かこさとし こころのほん 7

よわむしケンとなきむしトン
加古 里子/絵・文 ポプラ社 E-カ

84 きんいろきつねのきんたちゃん 加古 里子/著 学習研究社 913-カ

85 うたのすきなかえるくん かこ さとし/著 PHP研究所 913-カ



書名 著者 出版社 請求記号

1
復刊かこさとし紙芝居 かがくのいりぐち

あめふってきた ゆきふってきた
（改訂新版）

かこ さとし/脚本・絵 童心社 P-ア

2
復刊かこさとし紙芝居 かがくのいりぐち

うみのはなし
（改訂新版）

かこ さとし/脚本・絵 童心社 P-ウ

3
復刊かこさとし紙芝居 かがくのいりぐち

スイスイおよごう スイミング
（改訂新版）

かこ さとし/脚本・絵 童心社 P-ス

4
復刊かこさとし紙芝居 かがくのいりぐち

せぼねのはなし
(改訂新版)

かこ さとし/脚本・絵 童心社 P-セ

5
かこさとし紙芝居傑作選

てんぐとかっぱとかみなりどん
二俣 英五郎/画 童心社 P-テ

6
復刊かこさとし紙芝居 かがくのいりぐち

6がつ6ちゃん はっはっは
(改訂新版)

かこ さとし/脚本・絵 童心社 P-ロ

③紙芝居


