
種別 書名 巻次 副書名・シリーズ名 出版年 出版社

絵本 あおいしまのゾウガメどん 1989 偕成社

絵本 青いヌプキナの沼 1980 偕成社

絵本 青いヌプキナの沼 2020 復刊ドットコム

絵本 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 1978 偕成社

絵本 あおいめのめりーちゃんおかいもの 2014 偕成社

絵本 あかありちゃんのやまのぼり （かこさとし　おたのしみえほん） 1988 偕成社

絵本 あかいありとくろいあり かこさとしおはなしのほん 1973 偕成社

絵本 あかいありのぼうけんえんそく 2014 偕成社

絵本 あかですよあおですよ 2017 福音館書店

絵本 あきえちゃんのいえジロのいえ （かこさとししゃかいの本） 1985 童心社

絵本 あさですよよるですよ 2013 福音館書店

絵本 あさですよよるですよ 2017 福音館書店

絵本 あなたのいえわたしのいえ 1991 福音館書店

絵本 あめのひのおはなし 1997 小峰書店

絵本 あわびとりのおさとちゃん 5 かこさとしむかしばなしの本 1979 童心社

絵本 あわびとりのおさとちゃん 5 かこさとしむかしばなしの本 2014 復刊ドットコム

絵本 いっちくだっちくあひるのさんぽ 1 （かこさとし七色のおはなしえほん（おもしろえほん）） 1984 偕成社

絵本 いやだいやだのきかんぼひよこ 1988 偕成社

絵本 いろいろなかたちさまざまないろ 1988 フレーベル館

絵本 うさぎぐみとこぐまぐみ 2005 ポプラ社

絵本 うさぎのパンやさんのいちにち 2004 ベネッセコーポレーション

絵本 うさぎのパンやさんのいちにち 2021 復刊ドットコム

絵本 うつくしい絵 1974 偕成社

絵本 えーんあーんないちゃだめー 2002 ポプラ社

絵本 おおきくなったらなりたいなあ 2005 ポプラ社

絵本 おおきんちょうちんちいさいちょうちん 2015 福音館書店

絵本 おかおいろいろ　あかちゃんいろいろ 2009 ベネッセコーポレーション

絵本 おたまじゃくしの１０１ちゃん かこさとしおはなしのほん 1978 偕成社

絵本 おたまじゃくしのしょうがっこう 2014 偕成社

絵本 おねだりポンコとわがままコンタ 6 （かこさとし七色のおはなしえほん（おもきいえほん） 1985 偕成社

絵本 があがああひるががっちゃがちゃ 1979 偕成社

絵本 かいぞく・がいこつ・かいぶつじま 7 （かこさとし七色のおはなしえほん（おもあおえほん）） 1985 偕成社

絵本 かいぞく・がぼがぼまる 3 かこさとしむかしばなしの本 1978 童心社

絵本 かいぞく・がぼがぼまる 3 かこさとしむかしばなしの本 2014 復刊ドットコム

絵本 かがくの絵本セット　いろいろおにあそび 2018 福音館書店

絵本 かがくの絵本セット　ごむのじっけん 2018 福音館書店

絵本 かがくの絵本セット　たこ 2018 福音館書店

絵本 かがくの絵本セット　だんめんず 2018 福音館書店

絵本 かがくの絵本セット　でんとうがつくまで 2018 福音館書店

絵本 かがくの絵本セット　わたしもいれて 2018 福音館書店

絵本 かがくのとも　たこ 1975 福音館書店

絵本 かこさとしのからだとこころのえほん 1 わたしがねむりねていたとき 1988 農山漁村文化協会

絵本 かこさとしのからだとこころのえほん 2 びょうきじまんやまいくらべ 1988 農山漁村文化協会

絵本 かこさとしのからだとこころのえほん 3 なきむしやさんだいしゅうごう 1988 農山漁村文化協会

絵本 かこさとしのからだとこころのえほん 4 すきなひときらいなわた 1988 農山漁村文化協会



種別 書名 巻次 副書名・シリーズ名 出版年 出版社

絵本 かこさとしのからだとこころのえほん 5 おとうさんのおっぱいなぜあるの 1988 農山漁村文化協会

絵本 かこさとしのからだとこころのえほん 6 いたいのいやだかゆいのごめん 1988 農山漁村文化協会

絵本 かこさとしのからだとこころのえほん 7 てのたんけんあしのぼうけん 1988 農山漁村文化協会

絵本 かこさとしのからだとこころのえほん 8 いのちとからだのなぞなぞなんだ 1988 農山漁村文化協会

絵本 かこさとしのからだとこころのえほん 9 こころときもちのなぜなぜなぁに 1988 農山漁村文化協会

絵本 かこさとしのからだとこころのえほん 10 ５にんのぼく５にんめのぼく 1988 農山漁村文化協会

絵本 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 2005 農山漁村文化協会

絵本 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 2005 農山漁村文化協会

絵本 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 2005 農山漁村文化協会

絵本 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 2005 農山漁村文化協会

絵本 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 2005 農山漁村文化協会

絵本 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 2005 農山漁村文化協会

絵本 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 2005 農山漁村文化協会

絵本 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 2005 農山漁村文化協会

絵本 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 2005 農山漁村文化協会

絵本 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 2005 農山漁村文化協会

絵本 かぜのひのおはなし 1998 小峰書店

絵本 カッコー博士のだいたんけん フレーベルの絵本 1979 フレーベル社

絵本 カッコーはくしのだいぼうけん 1978 フレーベル社

絵本 カッコーはくしのだいぼうけん　 2022 復刊ドットコム

絵本 かっぱとてんぐとかみなりどん 1 かこさとしむかしばなしの本 1978 童心社

絵本 かっぱとてんぐとかみなりどん 1 かこさとしむかしばなしの本 2014 復刊ドットコム

絵本 からすのおかしやさん 2013 偕成社

絵本 からすのそばやさん 2013 偕成社

絵本 からすのてんぷらやさん 2013 偕成社

絵本 からすのパンやさん かこさとしおはなしのほん 1978 偕成社

絵本 からすのやおやさん 2013 偕成社

絵本 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 1979 偕成社

絵本 かわ 1966 福音館書店

絵本 かわ　絵巻じたて　ひろがるえほん 2016 福音館書店

絵本 かわいいきいろのくじらちゃん 1985 ポプラ社

絵本 きつねのきんた 2005 金の星社

絵本 きてよきてよはやくきてー （３５０シリーズおはなしえほん） 2002 ポプラ社

絵本 きゅうきゅうびょういんききいっぱつ 1983 童心社

絵本 ぎんぎらぎんこうものがたり 1983 童心社

絵本 くもりのひのおはなし 1998 小峰書店

絵本 コウノトリのコウちゃん 2017 小峰書店

絵本 コチコチやまの　とこやさん 2 （かこさとし七色のおはなしえほん（おもちゃえほん）） 1984 偕成社

絵本 ことばのべんきょう くまちゃんのいちにち 1979 福音館書店

絵本 ことばのべんきょう 〔２〕 くまちゃんのいちねん 1981 福音館書店

絵本 ことばのべんきょう 〔３〕 くまちゃんのごあいさつ 1981 福音館書店

絵本 ことばのべんきょう 〔４〕 くまちゃんのかいもの 1981 福音館書店

絵本 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） 2016 復刊ドットコム

絵本 こどものとうひょうおとなのせんきょ（１９８３年） （かこさとし・しゃかいの本） 1983 童心社



種別 書名 巻次 副書名・シリーズ名 出版年 出版社

絵本 こぶた四ひきちんちろりん （かこさとし　七色のおはなしえほん） 1986 偕成社

絵本 こまった　こぐま　こまった　こりす　 （かこさとし　七色のおはなしえほん） 1986 偕成社

絵本 こまった　こぐま　こまった　こりす　 （かこさとし　七色のおはなしえほん） 2017 白泉社

絵本 こわやおとろしおにやかた 1986 偕成社

絵本 こんにちは　おてがみです 2006 福音館書店

絵本 こんにちは　またおてがみです 2014 福音館書店

絵本 サザンちゃんのおともだち かこさとしおはなしのほん 1977 偕成社

絵本 サン・サン・サンタひみつきち （かこさとし　七色のおはなしえほん） 1986 偕成社

絵本 サン・サン・サンタひみつきち MOEの絵本 2019 白泉社

絵本 しっこのしんちゃん　じまんのじいちゃん 6 （かこさとしこころのほん） 1985 ポプラ社

絵本 しらかばスズランおんがくたい 1986 偕成社

絵本 しろいやさしいぞうのはなし 2016 復刊ドットコム

絵本 しんかんせんでもどんかんせんでも 1983 童心社

絵本 しんかんせんでもどんかんせんでも 2017 復刊ドットコム

絵本 せんだんよもぎ （かこさとし語り絵本） 1979 偕成社

絵本 ぞうのむらの　そんちょうさん 8 （かこさとし七色のおはなしえほん（おもしろえほん）） 1985 偕成社

絵本 だいこんだんめんれんこんざんねん 2010 福音館書店

絵本 たっくんひろちゃんのちょうちょうとっきゅう 1997 偕成社

絵本 たのしいたしざんしっかりひきざん 1988 フレーベル館

絵本 だむのおじさんたち 2007 復刊ドットコム

絵本 だるまちゃん・りんごんちゃん 2003 エツコワールド

絵本 だるまちゃん・りんごんちゃん 2013 瑞雲社

絵本 だるまちゃんしんぶん 2016 福音館書店

絵本 だるまちゃんとうさぎちゃん 1977 福音館書店

絵本 だるまちゃんとかみなりちゃん 1968 福音館書店

絵本 だるまちゃんとだいこくちゃん 2001 福音館書店

絵本 だるまちゃんとてんぐちゃん 1967 福音館書店

絵本 だるまちゃんとてんじんちゃん 2006 福音館書店

絵本 だるまちゃんととらのこちゃん 1987 福音館書店

絵本 だるまちゃんとにおうちゃん 2016 福音館書店

絵本 だるまちゃんとやまんめちゃん 2014 福音館書店

絵本 だるまちゃんとかまどんちゃん 2018 福音館書店

絵本 だるまちゃんとはやたちゃん 2018 福音館書店

絵本 だるまちゃんとキジムナちゃん 2018 福音館書店

絵本 たろうがらす　じろうがらす 4 （かこさとし七色のおはなしえほん（おもくろえほん）） 1984 偕成社

絵本 たろうがらす　じろうがらす 2021 復刊ドットコム

絵本 ちいさなちいさなものがたり 3 （かこさとし七色のおはなしえほん（おもふじえほん）） 1984 偕成社

絵本 小さな町の大じけん 1980 偕成社

絵本 つかまえられたことりちゃん （かこさとし　こころのほん） 1986 ポプラ社

絵本 できるまでとどくまで「衛星通信」 1979 みずうみ書房

絵本 できるまでとどくまで「写真フィルム」 1980 みずうみ書房

絵本 できるまでとどくまで「鉄」 1979 みずうみ書房

絵本 でていったゴロタ 2005 ポプラ社



種別 書名 巻次 副書名・シリーズ名 出版年 出版社

絵本 でんせつでんがらでんえもん 2 かこさとしむかしばなしの本 1978 童心社

絵本 でんせつでんがらでんえもん 2 かこさとしむかしばなしの本 2014 復刊ドットコム

絵本 どうぐ 2001 瑞雲舎

絵本 とこちゃんはどこ 1970 福音館書店

絵本 とつぜんきえたテレビジョン 1986 童心社

絵本 とっつこうかへちゃつこか （かこさとし語り絵本） 1978 偕成社

絵本 どろぼうがっこう かこさとしおはなしのほん 1978 偕成社

絵本 どろぼうがっこうぜんいんだつごく 2013 偕成社

絵本 どろぼうがっこうだいうんどうかい 2013 偕成社

絵本 トントンとうさんとガミガミかあさん 2005 ポプラ社

絵本 とんぼのうんどうかい かこさとしおはなしのほん 1978 偕成社

絵本 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 1978 偕成社

絵本 ぬればやまのにいさなにんじゃ 4 かこさとしむかしばなしの本 2014 復刊ドットコム

絵本 ねえねえなにかうの 2002 ポプラ社

絵本 ねずみのしょうぼうたい 5 （かこさとし七色のおはなしえほん（おもあかえほん）） 1985 偕成社

絵本 ねんねしたおばあちゃん 2005 ポプラ社

絵本 はいはいのんのんどっちゃんこ 1996 小峰書店

絵本 はははのはなし 1992 福音館書店

絵本 パピプペポーおんがくかい 2014 偕成社

絵本 はれのひのおはなし 1997 小峰書店

絵本 ふしぎないねとおひめさまーインドネシア昔話 （かこさとし　おたのしみえほん） 1989 偕成社

絵本 へへんの十どん （かこさとし語り絵本） 1978 偕成社

絵本 ぼくのハはもうおとな 2010 フレーベル館

絵本 ほんはまっていますのぞんでいます 1985 偕成社

絵本 ほんはまっていますのぞんでいます 2017 復刊ドットコム

絵本 まさかりどんがさあたいへん 1996 小峰書店

絵本 まさかりどんがさあたいへん 1984 トモ企画

絵本 マトリョーシカちゃん 1992 福音館書店

絵本 まほうのもりのブチブル・ベンベ 1986 偕成社

絵本 みずとはなんじゃ 2019 小峰書店

絵本 ミラクルバナナ 2001 学研

絵本 むしばちゃんのなかよしだあれ 2010 フレーベル館

絵本 むしばになったどうしよう 2010 フレーベル館

絵本 もしもしでんわアローアローテレホン 1986 童心社

絵本 やさいのだいりょこう 1983 童心社

絵本 矢村のヤ助 2014 自費出版

絵本 矢村のヤ助 1978 偕成社

絵本 ゆうびんですポストです （かこさとし・しゃかいの本） 2017 復刊ドットコム

絵本 ゆうびんですポストです（1983年） （かこさとし・しゃかいの本） 1983 童心社

絵本 ゆきこんこんあめこんこん 1987 偕成社

絵本 ゆきのひ 1980 福音館書店

絵本 ゆきのひのおはなし 1997 小峰書店

絵本 よわむしケンとなきむしトン 7 （かこさとしこころのほん） 1985 ポプラ社

絵本 わたしのかわいいナミちゃん 1987 ポプラ社

絵本 わたしのまちですみんなのまちです（１９８７年） 1987 童心社



種別 書名 巻次 副書名・シリーズ名 出版年 出版社

絵本 わたしのまちですみんなのまちです 2017 復刊ドットコム

絵本 わたしもいれて！ふたりであそぼ！みんなであそぼ！ 2013 福音館書店

絵本 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 1978 偕成社

絵本 たいふう　こどものとも知識の本 1967 福音館書店

絵本 秋 2021 講談社

絵本 かわいいきいろのくじらちゃん 2021 復刊ドットコム

児童書 35億年・生命の歴史 ブリアンの古生物図鑑 1993 偕成社

児童書 あか  しろ  あおいち 4 かこさとしからだの本 1980 童心社

児童書 あがりめ  さがりめ  だいじなめ 7 かこさとしからだの本 1980 童心社

児童書 あさよる、なつふゆちきゅうはまわる 10 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2005 農山漁村文化協会

児童書 あなたのおへそ 1 かこさとしからだの本 1980 童心社

児童書 あまいみず　からいみず 5 かこ・さとしかがくの本 1988 童心社

児童書 あめ、ゆき、あられくものいろいろ 4 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2005 農山漁村文化協会

児童書 あめ、ゆき、あられくものいろいろ 新装版 かこさとしの地球のかがくえほん　雨と雲のはなし 2022 農山漁村文化協会

児童書 ありちゃん　あいうえお 2019 講談社

児童書 あるくやま　うごくやま 4 かこ・さとしかがくの本 1988 童心社

児童書 石と貝、竹と草木で作ろう！ 8 ほるぷドイト・シリーズーほるぷ楽しい工作 1975 ほるぷ出版

児童書 うす紙、いろ紙でつくろう！ 1 ほるぷドイト・シリーズーほるぷ楽しい工作 1975 ほるぷ出版

児童書 うたのすきなかえるくん 1977 PHP研究所

児童書 うみはおおきいうみはすごい 3 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2005 農山漁村文化協会

児童書 海を渡り夢をかなえた土木技術者たち 2002 全国建設研修センター

児童書 絵、版画、粘土細工、モザイク 5 ほるぷドイト・シリーズーほるぷ楽しい工作 1975 ほるぷ出版

児童書 お話こんにちは　〈冬　1月の巻〉 1980 偕成社

児童書 お話こんにちは〈冬　２月の巻〉 1980 偕成社

児童書 お話こんにちは〈春　３月の巻〉 1980 偕成社

児童書 お話こんにちは〈春　４月の巻〉 1979 偕成社

児童書 お話こんにちは〈春　５月の巻〉 1979 偕成社

児童書 お話こんにちは〈夏　６月の巻〉 1979 偕成社

児童書 お話こんにちは〈夏　７月の巻〉 1979 偕成社

児童書 お話こんにちは〈夏　８月の巻〉 1979 偕成社

児童書 お話こんにちは〈秋　9月の巻〉 1979 偕成社

児童書 お話こんにちは〈秋　１０月の巻〉 1979 偕成社

児童書 お話こんにちは〈秋　１１月の巻〉 1979 偕成社

児童書 お話こんにちは〈冬　１２月の巻〉 1979 偕成社

児童書
おやとい外国人とよばれた人たち
異国にささげた技術と情熱

モレル，ブラントン，デ・レーケ，ケプロン
土木の絵本シリーズ

1998 全国建設研修センター

児童書 かいぶつトンボのおどろきばなし 9 かこさとし大自然のふしぎえほん 2002 小峰書店

児童書 かがくのえほん わたしの制作ノート 2008 教文館

児童書 かがやく年月化学のこよみ 1982 偕成社

児童書 かこさとし　あそびずかん　あきのまき 2014 小峰書店

児童書 かこさとし　あそびずかん　なつのまき 2014 小峰書店

児童書 かこさとし　あそびずかん　はるのまき 2014 小峰書店

児童書 かこさとし　あそびずかん　ふゆのまき 2014 小峰書店

児童書 かこさとし　おはなし　きかせて！ 1987 草土文化

児童書 かこさとし・ほしのほん 1 はるのほし 1986 偕成社



種別 書名 巻次 副書名・シリーズ名 出版年 出版社

児童書 かこさとし・ほしのほん 2 なつのほし 1985 偕成社

児童書 かこさとし・ほしのほん 3 あきのほし 1985 偕成社

児童書 かこさとし・ほしのほん 4 ふゆのほし 1985 偕成社

児童書 かこさとしあそびの大事典 2015 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大宇宙 1 おにごっこじんとりのあそび 1990 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大宇宙 2 もりいずみはらっぱのあそび 1990 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大宇宙 3 しかくまぶたちゃんのあそび 1990 農山漁村文化協会

児童書 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 1990 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大宇宙 5 すずめなくとんびとぶのあそび 1990 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大宇宙 6 てんとむしバッタくんのあそび 1990 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大宇宙 7 きものきてべにつけてのあそび 1990 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大宇宙 8 えびすどんおばけどんのあそび 1991 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大宇宙 9 ほしひかるねがいごとのあそび 1991 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大宇宙 10 んちゃんがまめたべてのあそび 1991 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大星雲 1 ひみつのなぞときあそび 1992 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大星雲 2 とびきりばっちりばっちりあそび 1992 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大星雲 3 みごとはなやかあそび 1992 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大星雲 4 かがくのぼうけんあそび 1992 農山漁村文化協会

児童書 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 1992 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大星雲 6 やすくておとくなあそび 1992 農山漁村文化協会

児童書 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 1992 農山漁村文化協会

児童書 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 1993 農山漁村文化協会

児童書 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 1993 農山漁村文化協会

児童書 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 1993 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大惑星 1 たいこドンふえピッピのあそび 1991 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大惑星 2 のんきないたずらっこのあそび 1991 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大惑星 3 しろいもちたまごやきのあそび 1991 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大惑星 4 いちぬけたにいにげたのあそび 1991 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大惑星 5 こびととおとぎのくにのあそび 1991 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大惑星 6 どじょっこふなっこのあそび 1991 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大惑星 7 ももくりチョコレートのあそび 1991 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大惑星 8 あんただれさどこさのあそび 1992 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大惑星 9 そろったわになったのあそび 1992 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしあそびの大惑星 10 びっくりしゃっくりのあそび 1992 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 1 １月のまき 2011 小峰書店

児童書 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 2 ２月のまき 2012 小峰書店

児童書 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 3 ３月のまき 2012 小峰書店

児童書 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 4 ４月のまき 2012 小峰書店

児童書 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 5 ５月のまき 2012 小峰書店

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

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

児童書 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 8 ８月のまき 2012 小峰書店

児童書 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 9 ９月のまき 2012 小峰書店

児童書 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 10 １０月のまき 2012 小峰書店



種別 書名 巻次 副書名・シリーズ名 出版年 出版社

児童書 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 11 １１月のまき 2012 小峰書店

児童書 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 12 １２月のまき 2012 小峰書店

児童書 かこさとしの食べごと大発見 1 ご飯みそ汁どんぶりめし 1993 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしの食べごと大発見 2 ちり麺ラーメンそばうどん 1994 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしの食べごと大発見 3 そろって鍋ものにっこり煮もの 1994 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしの食べごと大発見 4 うれしいフライ天ぷら天下 1994 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしの食べごと大発見 5 いろいろ食事春秋うまい 1994 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしの食べごと大発見 6 たまごサラダこんがりパン 1994 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしの食べごと大発見 7 だから元気ハム肉レバー 1994 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしの食べごと大発見 8 きれい果物あまから菓子 1994 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしの食べごと大発見 9 まま人参いもパパだいこん 1994 農山漁村文化協会

児童書 かこさとしの食べごと大発見 10 すしさしみ貝かに塩やき 1994 農山漁村文化協会

児童書 画用紙、ボール紙でつくろう！ 2 ほるぷドイト・シリーズーほるぷ楽しい工作 1975 ほるぷ出版

児童書 かわいいあかちゃん 2 かこ・さとしかがくの本　 1988 童心社

児童書 かわいいみんなのあそび 2013 復刊ドットコム

児童書 かわはながれるかわははこぶ 2 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2005 農山漁村文化協会

児童書 木と針金でつくろう！ 4 ほるぷドイト・シリーズーほるぷ楽しい工作 1975 ほるぷ出版

児童書 きみはタヌキモを知っているか 2 かこさとし大自然のふしぎえほん 1999 小峰書店

児童書 きれ、ひもでつくろう！ 3 ほるぷドイト・シリーズーほるぷ楽しい工作 1975 ほるぷ出版

児童書 きんいろきつねのきんたちゃん 2005 ブッキング

児童書 くもとり山のイノシシびょういん 2021 福音館書店

児童書 クラゲのふしぎびっくりばなし 5 かこさとし大自然のふしぎえほん 2000 小峰書店

児童書 原子の探検たのしい実験 1981 偕成社

児童書 原子の冒険たのしい実験 台所料理と理科実験 2000 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　１月 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　１月 改訂版 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　２月 1993 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　２月 改訂版 1993 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　３月 1976 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　３月 改訂版 1976 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　４月 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　４月 改訂版 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　５月 1993 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　５月 改訂版 1993 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　６月 1976 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　７月 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　７月 改訂版 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　８月 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　８月 改訂版 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　９月 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　１０月 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　１０月 改訂版 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　１１月 1975 偕成社

児童書 こどものカレンダー　行事とあそび　１２月 1975 偕成社

児童書 こどものげんきなあそび 2013 復刊ドットコム



種別 書名 巻次 副書名・シリーズ名 出版年 出版社

児童書 ささやくかぜうずまくかぜ 5 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2005 農山漁村文化協会

児童書 ささやくかぜうずまくかぜ 新装版 かこさとしの地球のかがくえほん　風のはなし 2022 農山漁村文化協会

児童書 さわやかなたのしいあそび 2013 復刊ドットコム

児童書 じめんがふるえるだいちがゆれる 6 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2005 農山漁村文化協会

児童書 じょうずになろう　およぐこと 1981 評論社

児童書 じょうずになろう　けること 1986 評論社

児童書 じょうずになろう　とぶこと 1982 評論社

児童書 じょうずになろう　なげること 1984 評論社

児童書 じょうずになろう　はしること 1986 評論社

児童書 しらないふしぎなあそび 2013 復刊ドットコム

児童書 すってはいてよいくうき 9 かこさとしからだの本 1980 童心社

児童書 すばらしい世界私たちの生命 2000 偕成社

児童書 すばらしい彫刻 1989 偕成社

児童書 せかいあちこちちきゅうたんけん 9 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2005 農山漁村文化協会

児童書 世界の化学者12ヶ月 絵で見る科学の歴史 2016 福音館書店

児童書 たねからめがでて 3 かこ・さとしかがくの本 1988 童心社

児童書 たべもののたび 2 かこさとしからだの本 1980 童心社

児童書 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 1988 偕成社

児童書 だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本　 2016 福音館書店

児童書 ダンスをする魚のなぜなぜなぜ？ 4 かこさとし大自然のふしぎえほん 2000 小峰書店

児童書 ちえのあつまり　くふうのちから 10 かこ・さとしかがくの本 1988 童心社

児童書 ちきゅうのかわ　科学の文庫　2年 1970 日本標準テスト研究会

児童書 ちっちゃな科学好奇心がおおきくなる読書＆教育論 551 中公新書クラレ 2011 福音館書店

児童書 てとてとゆびと 6 かこさとしからだの本 1980 童心社

児童書 ドイツ人に敬愛された医師・肥沼信次 2003 瑞雲舎

児童書 とってもすてきなあそび 2013 復刊ドットコム

児童書 なかよしいじわる元素の学校 1981 偕成社

児童書 ならの大仏さま 2006 ブッキング

児童書 ならの大仏さま 2006 復刊ドットコム

児童書 なんだかぼくにはわかったぞ 7 かこ・さとしかがくの本 1988 童心社

児童書 日本伝承のあそび読本 1967 福音館書店

児童書 はしれますか  とべますか 5 かこさとしからだの本 1980 童心社

児童書 ひかりとおとのかけくらべ 6 かこ・さとしかがくの本 1988 童心社

児童書 ヒガンバナのひみつ 3 かこさとし大自然のふしぎえほん 1999 小峰書店

児童書 ピラミッド その歴史と科学 1990 偕成社

児童書 ひろがる世界化学の未来 1981 偕成社

児童書 ひをふくやまマグマのばくはつ 7 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2005 農山漁村文化協会

児童書 びん、はこ、かんでつくろう！ 6 ほるぷドイト・シリーズーほるぷ楽しい工作 1975 ほるぷ出版

児童書 ふしぎな化学の大サーカス 1982 偕成社

児童書 ぼくのいまいるところ 1 かこ・さとしかがくの本 1988 童心社

児童書 ぼくも、わたしもつくろう！ ほるぷドイト・シリーズーほるぷ楽しい工作 1977 ほるぷ出版

児童書 ほねはおれます  くだけます 8 かこさとしからだの本 1980 童心社

児童書 水と戦った戦国の武将たち 1997 全国建設研修センター

児童書 みんなの生命（いのち）くらしの化学 1981 偕成社

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



種別 書名 巻次 副書名・シリーズ名 出版年 出版社

児童書 モグラのもんだいモグラのもんく 6 かこさとし大自然のふしぎえほん 2001 小峰書店

児童書 やまをつくったものやまをこわしたもの 1 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2005 農山漁村文化協会

児童書 ユタ日報のおばあちゃん・寺沢国子 2004 瑞雲舎

児童書 よあけゆうやけにじやオーロラ 8 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん 2005 農山漁村文化協会

児童書 よこすか開国物語 ペリー来航１５０周年記念 2003 エツコ・ワールド

児童書 よこにきったまるいごちそう 9 かこ・さとしかがくの本 1988 童心社

児童書 よわいかみ　つよいかたち 8 かこ・さとしかがくの本 1988 童心社

児童書 わたしののうとあなたのこころ 10 かこさとしからだの本 1980 童心社

児童書 宇宙 そのひろがりをしろう 1980 福音館書店

児童書 科学者の目 1979 童心社

児童書 過去六年間を顧みて　 かこさとし小学校卒業のときの絵日記 2018 偕成社

児童書 海 1979 福音館書店

児童書 海外の建設工事に活躍した技術者たち 青山士・八田与一・久保田豊 2005 瑞雲舎

児童書 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 2004 瑞雲舎

児童書 金色のエネルギー　 科学の文庫　5年 1970 日本標準テスト研究会

児童書 金属のガラクタでつくろう！ 7 ほるぷドイト・シリーズーほるぷ楽しい工作 1975 ほるぷ出版

児童書 出発進行！里山トロッコ列車　 小湊鐵道沿線の旅 2016 偕成社

児童書 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 1996 偕成社

児童書 人間 1995 福音館書店

児童書 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 2004 瑞雲舎

児童書 太陽と光しょくばいものがたり 2010 偕成社

児童書 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 2001 小峰書店

児童書 大きな大きなせかい ヒトから惑星・銀河・宇宙まで 1996 偕成社

児童書 大地のめぐみ土の力大作戦 10 かこさとし大自然のふしぎえほん 2003 小峰書店

児童書 地下鉄のできるまで 1987 福音館書店

児童書 地球 その中をさぐろう 1980 福音館書店

児童書 天地のドラマすごい雷大研究 8 かこさとし大自然のふしぎえほん 2001 小峰書店

児童書 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

2004 瑞雲舎

児童書 富士山大ばくはつ 1 かこさとし大自然のふしぎえほん 1999 小峰書店

児童書 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

2004 瑞雲舎

児童書 万里の長城 2011 福音館書店

児童書 科学者の目　新版 2019 童心社

児童書 かがくのとものもと　　 月刊科学絵本「かがくのとも」の50年 2019 福音館書店

児童書 かこさとし　遊びと絵本で子どもの未来を　　 伝記を読もう　24 2021 あかね書房

児童書 てづくりおもしろおもちゃ　かこさとし　あそびの玉手箱 2021 小学館

児童書 こどもに聞かせる一日一話 「母の友」特選童話集 2022 福音館書店

児童書 ぺぱぷんたす　 小学館紙育シリーズ　OYAKO　MOOK 2022 小学館


