
2018年 こどもの読書週間特別展示

ちしきの絵本のまき

第２弾

『小湊鐵道沿線の旅

出発進行! 里山トロッコ列車』

かこ さとし/作・絵

偕成社



＜所蔵目録について＞

この目録は、２０１８年（平成３０年）のこどもの読書週間特別展示
『かこさとしの本展示 第２弾 ちしきの絵本のまき』のために作成した。
収録作品については、２０１８年（平成３０年）４月２１日（土）～５月１３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）４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）

・かこさとしのちしきの本（児童書）
・かこさとしのちしきの絵本

＜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かこさとしのちしきの本 （請求記号が000～999のもの）

③かこさとしのちしきの絵本

※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
日本の子どもの遊び

鬼遊び
かこ さとし/著
永田 栄一/著

青木書店
384
●

8
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

9 ちっちゃな科学
好奇心がおおきくなる読書&教育論

かこ さとし+ 福岡 伸一/著 中央公論新社
407
●

10
『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
●

11
別冊太陽

絵本の作家たち Ⅳ
平凡社

726.6
●

12 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
●

13 未来のだるまちゃんへ かこ さとし/著 文藝春秋
726.6
●

①かこさとし関連の本



書名 著者 出版社 請求記号

14
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

15
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

16
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

17
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
かこさとし しゃかいの本

ほんはまっています のぞんでいます かこ さとし/さく 童心社 010

2
かこさとし あそびの大星雲  1

ひみつのなぞときあそび
生活機器の内部の秘密

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 031

3
かこさとし あそびの大星雲  2

とびきりばっちりあそび
生物の力、動物のふしぎ

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 031

4
かこさとし あそびの大星雲  3

みごとはなやかなあそび
なぜ花や実がつくのか

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 031

5
かこさとし あそびの大星雲  4

かがくのぼうけんあそび
アトム化学の変身世界

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 031

6
かこさとし あそびの大星雲  5

がくしゃもめをむくあそび
物とは何か科学の難問

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 031

7
かこさとし あそびの大星雲  6

やすくておとくなあそび
お金と経済のからくり

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 031

8
かこさとし あそびの大星雲  7

くしゃみやおへそのあそび
体と病気のなやみ問題

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 031

9
かこさとし あそびの大星雲  8

いまはむかしれきしのあそび
東西の偉人、古今の事件

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 031

10
かこさとし あそびの大星雲  9

のこぎりとんかちのあそび
小さな工作、巨大な建築

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 031

11
かこさとし あそびの大星雲  10

ちえとちからわきでるあそび
人の生きがい子の願い

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 031

12
かこさとし しゃかいの本

わたしのまちです みんなのまちです かこ さとし/さく 童心社 210

13 万里の長城
加古 里子/文
加古 里子・常 嘉煌/絵

福音館書店 222

14
科学のたんけん・知識のぼうけん ⑥

ピラミッド
その歴史と科学

かこ さとし/著 偕成社 242

②ちしきの本（児童書）



書名 著者 出版社 請求記号

15
かこさとし しゃかいの本

こどものとうひょう おとなのせんきょ かこ さとし/さく 童心社 314

16
14歳の世渡り術

世界を平和にするためのささやかな提案

池澤 春菜/著
伊勢﨑 賢治/著
上坂 すみれ/著
加古 里子/著 他

河出書房新社
ＹＡ
319

17
かこさとし しゃかいの本

ぎんぎらぎんこうものがたり かこ さとし/さく 童心社 338

18
行事とあそび

こどものカレンダー  1月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

19
行事とあそび

こどものカレンダー  2月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

20
行事とあそび

こどものカレンダー  3月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

21
行事とあそび

こどものカレンダー  4月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

22
行事とあそび

こどものカレンダー  5月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

23
行事とあそび

こどものカレンダー  6月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

24
行事とあそび

こどものカレンダー  7月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

25
行事とあそび

こどものカレンダー  8月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

26
行事とあそび

こどものカレンダー  9月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

27
行事とあそび

こどものカレンダー  10月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

28
行事とあそび

こどものカレンダー  11月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386



書名 著者 出版社 請求記号

29
行事とあそび

こどものカレンダー  12月のまき
（改訂版）

かこ さとし/著 偕成社 386

30
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
1月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

31
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
2月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

32
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
3月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

33
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
4月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

34
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
5月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

35
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
6月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

36
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
7月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

37
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
8月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

38
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
9月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

39
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
10月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

40
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
11月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

41
かこさとし こどもの行事 しぜんと生活
12月のまき

かこ さとし/文・絵 小峰書店 386

42
フォア文庫

科学者の目
かこ さとし/著 童心社 402

43 科学者の目 かこ さとし/著 童心社 402



書名 著者 出版社 請求記号

44
科学のたんけん・知識のぼうけん ④

大きな大きなせかい
ヒトから惑星・銀河・宇宙まで

かこ さとし/著 偕成社 404

45
科学のたんけん・知識のぼうけん ⑤

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 404

46
絵で見る 化学のせかい 1

原子の探険 たのしい実験 かこ さとし/著 偕成社 430

47
絵で見る 化学のせかい 2

なかよし いじわる 元素の学校
かこ さとし/著 偕成社 430

48
絵で見る 化学のせかい 3

ふしぎな化学の大サーカス かこ さとし/著 偕成社 430

49
絵で見る 化学のせかい 4

みんなの生命 くらしの化学
かこ さとし/著 偕成社 430

50
絵で見る 化学のせかい 5

ひろがる世界 化学の未来 かこ さとし/著 偕成社 430

51
絵で見る 化学のせかい 6

かがやく年月 化学のこよみ
かこ さとし/著 偕成社 430

52 太陽と光しょくばいものがたり
藤嶋 昭・かこ さとし・村上
武利・中田 一弥・落合 剛・
野村 知生/共著

偕成社 431

53
科学のたんけん・知識のぼうけん ①

なかよし いじわる 元素の学校
宇宙の物質 元素の世界

かこ さとし/著 偕成社 431

54
科学のたんけん・知識のぼうけん ②

原子の冒険 たのしい実験
台所料理と理科実験

かこ さとし/著 偕成社 431

55
かこさとし・ほしのほん 1

はるのほし かこ さとし/著 偕成社 443

56
かこさとし・ほしのほん 2

なつのほし かこ さとし/著 偕成社 443

57
かこさとし・ほしのほん 3

あきのほし かこ さとし/著 偕成社 443

58
かこさとし・ほしのほん 4

ふゆのほし かこ さとし/著 偕成社 443



書名 著者 出版社 請求記号

59
かがくのほん

宇宙
そのひろがりをしろう

加古 里子/ぶん・え 福音館書店 440

60
科学のたんけん・知識のぼうけん ③

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

かこ さとし/著 偕成社 450

61
かがくのほん

地球
その中をさぐろう

加古 里子/ぶん・え 福音館書店 450

62
かこさとし 大自然のふしぎえほん 7

台風のついせき 竜巻のついきゅう かこ さとし/著 小峰書店 451

63
かこさとし 大自然のふしぎえほん 8

天地のドラマ すごい雷大研究
かこ さとし/著 小峰書店 451

64 かわ 加古 里子/作・画 福音館書店 452

65
かがくのほん

海
加古 里子/ぶん・え 福音館書店 452

66
かこさとし 大自然のふしぎえほん 1

富士山大ばくはつ
かこ さとし/著 小峰書店 453

67
科学のたんけん・知識のぼうけん ⑧

35億年・生命の歴史
ブリアンの古生物図鑑

ズデニェック・ブリアン/画
かこ さとし/構成・文
小畠 郁生/監修

偕成社 457

68
かこさとし 大自然のふしぎえほん 2

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/著 小峰書店 471

69
かこさとし 大自然のふしぎえほん 3

ヒガンバナのひみつ かこ さとし/著 小峰書店 479

70
かこさとし 大自然のふしぎえほん 5

クラゲのふしぎびっくりばなし
かこ さとし/著 小峰書店 483

71
かこさとし 大自然のふしぎえほん 9

かいぶつトンボのおどろきばなし
かこ さとし/著 小峰書店 486

72
かこさとし 大自然のふしぎえほん 4

ダンスをする魚のなぜなぜなぜ? かこ さとし/著 小峰書店 487

73
かこさとし からだの本 1

あなたのおへそ
かこ さとし 童心社 491



書名 著者 出版社 請求記号

74
かこさとし からだの本 2

たべものの たび
かこ さとし 童心社 491

75
かこさとし からだの本 4

あか しろ あおいち
かこ さとし 童心社 491

76
かこさとし からだの本 5

はしれますか とべますか
かこ さとし 童心社 491

77
かこさとし からだの本 6

てと てと ゆびと
かこ さとし 童心社 491

78
かこさとし からだの本 8

ほねは おれます くだけます
かこ さとし 童心社 491

79
かこさとし からだの本 9

すって はいて よいくうき かこ さとし 童心社 491

80
かこさとし からだの本 10

わたしののう と あなたのこころ かこ さとし 童心社 491

81
かがくのほん

人 間
加古 里子/ぶん・ え 福音館書店 491

82
かこさとし からだの本 7

あがりめ さがりめ だいじなめ
かこ さとし 童心社 496

83
かこさとし からだの本 3

むしばミュータンスのぼうけん
かこ さとし 童心社 497

84 はははのはなし 加古 里子/ぶん・え 福音館書店 497

85
かこ さとし むしばのほんシリーズ

ぼくのハは もう おとな
6さいきゅうしが はえてきた

かこ さとし/ぶんとえ フレーベル館 497

86
かこ さとし むしばのほんシリーズ

むしばちゃんの なかよしだあれ
かこ さとし/ぶんとえ フレーベル館 497

87
かこ さとし むしばのほんシリーズ

むしばになった どうしよう
かこ さとし/ぶんとえ フレーベル館 497

88
かこさとし しゃかいの本

きゅうきゅうびょういん ききいっぱつ
かこ さとし/さく 童心社 498



書名 著者 出版社 請求記号

89 どうぐ 加古 里子/ぶん・え 福音館書店 500

90

土木の歴史絵本 第①巻

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

かこ さとし/作 瑞雲舎 510

91
土木の歴史絵本 第②巻

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

かこ さとし/作 瑞雲舎 510

92
みるずかん・かんじるずかん

地下鉄のできるまで 加古 里子/さく 福音館書店 516

93 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

かこ さとし/著 偕成社 517

94
科学のたんけん・知識のぼうけん ⑦

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

かこ さとし/ぶん ・え 偕成社 517

95
かこさとし しゃかいの本

あきえちゃんのいえ ジロのいえ
かこ さとし/さく 童心社 527

96 ごむのじっけん 加古 里子/さく 福音館書店 578

97
かこさとしの たべものえほん ①

ごはんですよ おもちですよ
加古 里子/文
中沢 正人/絵

農山漁村文化協会 596

98
かこさとしの たべものえほん ②

せかいのパン ちきゅうのパン
加古 里子/文
栗原 徹/絵

農山漁村文化協会 596

99
かこさとしの たべものえほん ③

うどんのはなは どんないろ
加古 里子/文
高松 良己/絵

農山漁村文化協会 596

100
かこさとしの たべものえほん ④

スープづくり あじくらべ
加古 里子/文
谷 俊彦/絵

農山漁村文化協会 596



書名 著者 出版社 請求記号

101
かこさとしの たべものえほん ⑤

にくはちから げんきのもと
加古 里子/文
森 英樹/絵

農山漁村文化協会 596

102
かこさとしの たべものえほん ⑥

カツオがはねる マグロがおどる
加古 里子/文
渡辺 可久/絵

農山漁村文化協会 596

103
かこさとしの たべものえほん ⑦

つみれのまほう とうふのにんじゃ
加古 里子/文
大工原 章/絵

農山漁村文化協会 596

104
かこさとしの たべものえほん ⑧

やさしいやさいの オイシンピック
加古 里子/文
中村 信/絵

農山漁村文化協会 596

105
かこさとしの たべものえほん ⑨

りんごのぼうけん バナナのねがい
加古 里子/文
村松 ガイチ/絵

農山漁村文化協会 596

106
かこさとしの たべものえほん ⑩

ケーキつくりの おかしなはなし
加古 里子/文と絵 農山漁村文化協会 596

107
かこさとしの食べごと大発見 第1巻

ご飯 みそ汁 どんぶりめし
加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 596

108
かこさとしの食べごと大発見 第2巻

ちり麵ラーメン そばうどん
加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 596

109
かこさとしの食べごと大発見 第3巻

そろって鍋もの にっこり煮もの
加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 596

110
かこさとしの食べごと大発見 第4巻

うれしいフライ 天ぷら天下
加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 596

111
かこさとしの食べごと大発見 第5巻

いろいろ食事 春秋うまい
加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 596

112
かこさとしの食べごと大発見 第6巻

たまごサラダこんがりパン 加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 596

113
かこさとしの食べごと大発見 第7巻

だから元気 ハム肉レバー
加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 596

114
かこさとしの食べごと大発見 第8巻

きれい果物あまから菓子
加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 596

115
かこさとしの食べごと大発見 第9巻

まま人参いもパパだいこん
加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 596

116
かこさとしの食べごと大発見 第10巻

すしさしみ 貝かに塩焼き
加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 596



書名 著者 出版社 請求記号

117
かこさとし 大自然のふしぎえほん 10

大地のめぐみ 土の力 大作戦 かこ さとし/著 小峰書店 613

118
かこさとし しゃかいの本

やさいのだいりょこう
かこ さとし/さく 童心社 621

119
小湊鐵道沿線の旅

出発進行! 里山トロッコ列車 かこ さとし/作・絵 偕成社 686

120
かこさとし しゃかいの本

しんかんせんでも どんかんせんでも
かこ さとし/さく 童心社 686

121
かこさとし しゃかいの本

ゆうびんです ポストです
かこ さとし/著 復刊ドットコム 693

122
かこさとし しゃかいの本

もしもしでんわ アローアローテレホン
かこ さとし/さく 童心社 694

123
かこさとし しゃかいの本

とつぜんきえたテレビジョン
かこ さとし/さく 童心社 699

124 すばらしい彫刻 かこ さとし/作 偕成社 710

125 ならの大仏さま 加古 里子/文・絵 福音館書店 718

126 うつくしい絵 かこ さとし/著 偕成社 720

127
かこさとし あそびずかん

はるのまき
かこ さとし/文・絵 小峰書店 781

128
かこさとし あそびずかん

なつのまき
かこ さとし/文・絵 小峰書店 781

129
かこさとし あそびずかん

あきのまき かこ さとし/文・絵 小峰書店 781

130
かこさとし あそびずかん

ふゆのまき かこ さとし/文・絵 小峰書店 781

131
かこさとし・あそびの本 1

かわいい みんなの あそび かこ さとし/文・絵 童心社 781



書名 著者 出版社 請求記号

132
かこさとし・あそびの本 2

こどもの げんきな あそび かこ さとし/文・絵 童心社 781

133
かこさとし・あそびの本 3

さわやかな たのしい あそび かこ さとし/文・絵 童心社 781

134
かこさとし・あそびの本 4

とっても すてきな あそび かこ さとし/文・絵 童心社 781

135
かこさとし・あそびの本 5

しらない ふしぎな あそび かこ さとし/文・絵 童心社 781

136
かこさとし あそびの大宇宙 4

ろうそくやはなかざりのあそび
遊びのこうさく万華鏡

かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協会 781

137
じょうずになろうシリーズ 2

じょうずになろう とぶこと

宮下 充正/監修
加古 里子/絵
武藤 芳照/文
深代 千之/文

評論社 781

138
かこさとし あそびの本 ③

さわやかなたのしいあそび
かこ さとし/著 復刊ドットコム 781

139
かこさとし あそびの本 ④

とってもすてきなあそび
かこ さとし/著 復刊ドットコム 781

140
かこさとし あそびの本 ⑤

しらないふしぎなあそび
かこ さとし/著 復刊ドットコム 781

141
じょうずになろうシリーズ 5

じょうずになろう はしること

宮下 充正/監修
加古 里子/絵
武藤 芳照/文
八田 秀雄/文

評論社 782

142
じょうずになろうシリーズ 1

じょうずになろう およぐこと

宮下 充正/監修
加古 里子/絵
武藤 芳照/文

評論社 785



書名 著者 出版社 請求記号

1
かこ・さとし かがくの本 4

あるくやま うごくやま
かこ・さとし/著
赤羽 末吉/絵

童心社 E-ア

2 まさかりどんが さあ たいへん 加古 里子/著 小峰書店 E-カ

3
かこ・さとし かがくの本 5

あまいみず からいみず かこ・さとし/著 童心社 E-カ

4
かこ・さとし かがくの本 8

よわいかみ つよいかたち
かこ・さとし/著 童心社 E-カ

5
かこさとしの 自然のしくみ 地球のちから えほん 第1巻

やまをつくったもの やまをこわしたもの 加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 E-カ

6
かこさとしの 自然のしくみ 地球のちから えほん 第2巻

かわはながれる かわははこぶ
加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 E-カ

7
かこさとしの 自然のしくみ 地球のちから えほん 第3巻

うみはおおきい うみはすごい 加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 E-カ

8
かこさとしの 自然のしくみ 地球のちから えほん 第4巻

あめ、ゆき、あられ くものいろいろ 加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 E-カ

9
かこさとしの 自然のしくみ 地球のちから えほん 第5巻

ささやくかぜ うずまくかぜ 加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 E-カ

10
かこさとしの 自然のしくみ 地球のちから えほん 第6巻

じめんがふるえる だいちがゆれる 加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 E-カ

11
かこさとしの 自然のしくみ 地球のちから えほん 第7巻

ひをふくやま マグマのばくはつ 加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 E-カ

12
かこさとしの 自然のしくみ 地球のちから えほん 第8巻

よあけ ゆうやけ にじやオーロラ 加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 E-カ

13
かこさとしの 自然のしくみ 地球のちから えほん 第9巻

せかいあちこち ちきゅうたんけん 加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 E-カ

14
かこさとしの 自然のしくみ 地球のちから えほん 第10巻

あさよる、なつふゆ ちきゅうはまわる 加古 里子/絵と文 農山漁村文化協会 E-カ

③ちしきの絵本



書名 著者 出版社 請求記号

15 かわ 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

16
絵巻じたて ひろがるえほん

かわ
加古 里子/さく・ え 福音館書店 E-カ

17 ゆきのひ 加古 里子/さく・え 福音館書店 E-カ

18 はははのはなし 加古 里子/ぶん・え 福音館書店 E-カ

19 どうぐ 加古 里子/ぶん・え 福音館書店 E-カ

20 だいこん だんめん れんこん ざんねん 加古 里子/さく 福音館書店 E-カ

21 あさですよ よるですよ かこ さとし/さく 福音館書店 E-カ

22 ことばのべんきょう 1
くまちゃんのいちにち

 かこ・さとし/文とえ 福音館書店 E-カ

23 ことばのべんきょう 2
くまちゃんのいちねん

 かこ・さとし/文とえ 福音館書店 E-カ

24 ことばのべんきょう 3
くまちゃんのごあいさつ

 かこ・さとし/文とえ 福音館書店 E-カ

25 ことばのべんきょう 4
くまちゃんのかいもの

 かこ・さとし/文とえ 福音館書店 E-カ

26
かこ・さとし かがくの本 1

ぼくのいまいるところ
かこ・さとし/著
北田 卓史/絵

童心社 E-キ

27
かこ・さとし かがくの本 6

ひかりと おとの かけくらべ
かこ・さとし/著
田畑 精一/絵

童心社 E-タ

28
かこ・さとし かがくの本 9

よこにきった まるいごちそう
かこ・さとし/著
田中 武紫/絵

童心社 E-タ



書名 著者 出版社 請求記号

29
かこ・さとし かがくの本 10

ちえの あつまり くふうの ちから
かこ・さとし/著
滝平 二郎/絵

童心社 E-タ

30
かこ・さとし かがくの本 2

かわいいあかちゃん
かこ・さとし/著
富永 秀夫/絵

童心社 E-ト

31
かこ・さとし かがくの本 7

なんだか ぼくには わかったぞ
かこ・さとし/著
横田 昭次/絵

童心社 E-ヨ

32
かこ・さとし かがくの本 3

たねからめがでて
かこ・さとし/著
若山 憲/絵

童心社 E-ワ


