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木
13:00～19:00 10:00～17:00

20日 ・21日6月 金

川崎市 ゆかりの絵本作 家川崎崎崎市市市市市 ゆゆゆかりののの絵絵絵絵絵本本本本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本崎崎市 ゆゆかりりの絵絵崎崎市ゆゆかりりの絵絵川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本川崎市 ゆかりの絵本作 家家家家作 家作 家作 家作 家作 家作 家川崎市 ゆかりの絵本作 家

かこさとし氏　プロフィール
1926年現在の福井県越前市に生まれる。東京大学工学部応用化学
科卒業。工学博士。技術士（化学）。児童文化の研究者でもある。
作品は『からすのパンやさん』を代表する「かこさとしおはなしの
ほん」シリーズ、『うつくしい絵』、「だるまちゃん」シリーズ、『と
こちゃんはどこ』、「かこさとしからだの本」シリーズ、『伝承遊び考』
など600点余。1952年川崎セツルメント（幸区古市場）に移る。
2008年菊池寛賞受賞、 2009年日本化学会より特別功労賞を受賞。

1926年現在の福井県越前市に生まれる。東京大学工学部応用化学
科卒業。工学博士。技術士（化学）。児童文化の研究者でもある。
作品は『からすのパンやさん』を代表する「かこさとしおはなしの
ほん」シリーズ、『うつくしい絵』、「だるまちゃん」シリーズ、『と
こちゃんはどこ』、「かこさとしからだの本」シリーズ、『伝承遊び考』
など600点余。1952年川崎セツルメント（幸区古市場）に移る。
2008年菊池寛賞受賞、 2009年日本化学会より特別功労賞を受賞。

幸区新塚越201番地ルリエ新川崎2F ※鹿島田駅直結（新川崎駅徒歩5分）　TEL.044-276-9100幸区新塚越201番地ルリエ新川崎2F ※鹿島田駅直結（新川崎駅徒歩5分）　TEL.044-276-9100

目の前にいる、この川崎のセツルメントの三十人とか四十
人の子どもたちに届くものがつくりたい。ただ、この一
念で続けてきたのです。      （『未来のだるまちゃんへ』文藝春秋より）

2009年神奈川文化賞（文学）受賞　川崎市文化賞受賞。2013年
越前市「かこさとしふるさと絵本館「　」開館。2015年川崎市立
中原図書館「かこさとし川崎の思い出～1950年代のセツルメント
活動と子どもたち～」展。2018年5月2日自宅（藤沢市）にて永眠。
2018年「かこさとしのひみつ展ーだるまちゃんとさがしにいこう
ー」(川崎市市民ミュージアム)

2009年神奈川文化賞（文学）受賞　川崎市文化賞受賞。2013年
越前市「かこさとしふるさと絵本館「　」開館。2015年川崎市立
中原図書館「かこさとし川崎の思い出～1950年代のセツルメント
活動と子どもたち～」展。2018年5月2日自宅（藤沢市）にて永眠。
2018年「かこさとしのひみつ展ーだるまちゃんとさがしにいこう
ー」(川崎市市民ミュージアム)

展示内容
　■ 約 1万 2000冊の展示
　■ かわさき本
　■ 川崎市内の特別支援級等で
　　 採択されている「附則第9条本」

川崎市総合福祉センター 
エポックなかはら 第1・２・３ 会議室
中原区上小田中 6丁目 22番 5号　TEL.044-722-0185 　　

同時開催

株式会社 北野書店  
TEL.044‒511‒5491  FAX.044‒511‒2340
幸区鹿島田1‒18‒7 KITANOビル 3F
Mail : gaishou@kitanobook.co.jp 
Web : http://kitanobook.co.jp

お気軽に

お問い合わせ

ください。

お問い合わせ先

かこさとし全点フェア
開催中

北野書店本店｜かこさとし常設コーナー

主催　北野書店　　特別協力　加古総合研究所
協力　越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」　KISTEC光触媒ミュージアム　偕成社　福音館書店　文藝春秋　毎日放送　
　　　川崎市市民ミュージアム　ポプラ社　世界文化社　暮らしの手帖社　復刊ドットコム

入場
無料
入場
無料
入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場入場場場場場場場場入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入
無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料無料無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料無無料料料料料料料料無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無かこさとし展かこさとし展

川崎から川崎から
こ こ

2019

6月中旬からはTシャツ・グッズも
販売いたします！！ 5月16日木～7月15日火

かこさとし展を記念して――かこさとし先生
の本を購入すると、オリジナルデザインの絵
本袋をプレゼントいたします！



13：00～19：00

10：00～19：00

学 校 長 様

図書主任様

事務主任様

666 202020
212121

図書主任様

事務主任様

月

日

日

展示内容 会場

川崎市総合福祉センター 

エポックなかはら ７階　大会議室
（武蔵中原駅直結）　
中原区上小田中 6丁目 22 番 5号　
TEL.044-722-0185 FAX.044-722-5985　　　

　約 1万 2000 冊の展示

　かわさき本

　川崎市内の特別支援級等で

　採択されている「附則第 9条本」

木木木

金金金

主催：北野書店 

後援：川崎市・川崎市教育委員会・川崎市立中学校長会・川崎市立小学校長会・川崎市特別支援学校長会・川崎商工会議所

　さて、毎年恒例となりました、小･中学校、公共図書館向けの図書展示会を下記日程にて開催いたします。

児童図書選書のための総合ブックカタログ「Luppy」を中心に、「教科の本（17ジャンル）」「読み物（13ジャ

ンル）」「絵本・紙芝居（5ジャンル）」など約1万2000冊の展示を行います。

　川崎関連の書籍の展示（かわさき本）と川崎市内の特別支援級で採択している「附則第 9 条本」の展

示もございます。さらに、いま注目が集まっている「SDGs」関連の図書、英語教育の本格化に先立ち、

英語をより身近に感じるための図書なども展開いたします。

　その場で手にとってお選びいただけるまたとない機会です。この機会に是非ご来場下さいませ。

川崎市ゆかりの絵本作家

かこさとし展
- 川 崎 か ら -

2019

こ            こ

同時開催同時開催

目の前にいる、この川崎のセツルメントの三十人とか四十人の子どもたちに届くものがつくりたい。
ただ、この一念で続けてきたのです。（『未来のだるまちゃんへ』文藝春秋より）

かこさとし氏の絵本作品『からすのパンやさん』や『だるまちゃん』シリーズは、時代と世代を超えて愛され、読み継がれて
きました。その原点となったのは、ここ川崎。川崎セツルメントでの子どもたちとのふれあいは、子育ての「教場」であり、
生きる希望を与えられたといいます。そんな当時の思い出を、原画の複製や写真、映像にてご紹介します。
是非 “絵の力　ことばの力　本の力” を体感してください。



▲ JR 南武線「武蔵中原駅」徒歩 1 分です。（駅ホー
ムにはエレベーターが設置されています。改札口を
出て右側の駅から続く連絡通路をご利用ください。
センター3階エレベーターホールに接続しています。）

選書して頂いた本をリストにしてその場でお渡し致します。（展示のみ、販売は致しません。）例年、

新刊図書を中心に約 1 万 2000 冊の展示をしております。図書ご担当の先生方をはじめ総括学校司

書の方、ボランティアの方、ご興味のある生徒様・保護者様など、この機会を是非ご利用ください。

ご来場日時

スタッフは常駐しておりますが、ご来場日時がお決まりでしたら先にお申し込みください。

▼お申し込み欄(ご記入の上ファックスしてください。北野書店FAX .044-511-2340）

先生（図書担当）　・　先生（特別支援関係）　・　先生（その他）　・　図書館司書　・　行政関係者　
　
総括学校司書　・　図書ボランティア　・　保護者　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

学校名
（施設名・所属）

お名前

ご所属
◯をして下さい。
※複数選択可

様 人数 人

展示会の様子 会場へのアクセス

主催（お問い合わせ先）

株式会社　北野書店　

営業部外商課    担当：馬瀬・田中

  TEL.044-511-5491    FAX.044-511-2340    幸区鹿島田 1-18-7 KITANOビル 3F  
Mail : gaishou@kitanobook.co.jp    Web : http://kitanobook.co.jp

お気軽にお問い合わせください。

　新刊を中心に約 1万 2000 冊を展示

　かわさき本の展示

　

　「学校教育法　附則第 9条による一般図書」の展示（旧 107 条）

　書店にはあまり並ばない図書館様向きの本も多く取り揃えました。

　郷土資料から川崎フロンターレまで！一般流通していない本も数多くございます。

　川崎市内の特別支援級等で採択（教科用図書として無償給与）されている本を中心に
　展示いたします。　※「附則第 9条本」は一般に購入できる本がほとんどです。



かこさとし常設コーナーに加えてかこさとし常設コーナーに加えて

T シャツ・グッズも販売いたします！！Tシャツ・グッズも販売いたします！！

5 月 16 日（木）～7月 15 日（火）
全点フェアを行います。

5月 16 日（木）～7月 15 日（火）
全点フェアを行います。

かこさとし
全点フェア
かこさとし
全点フェア

北野書店本店からのお知らせ

北野書店限定キャンペーン！

ゆかりの地　川崎市・鹿島田

かこさとし
絵本袋

かこさとし展を記念して・・・かこさとし展を記念して・・・

かこさとし先生の本を購入すると
オリジナルデザインの絵本袋を
プレゼントいたします！

かこさとし先生の本を購入すると
オリジナルデザインの絵本袋を
プレゼントいたします！

かこさとし先生の本を購入すると
オリジナルデザインの絵本袋を
プレゼントいたします！

5月 16 日（木）～7月 15 日（火）5月 16 日（木）～7月 15 日（火）5月 16 日（木）～7月 15 日（火）

JR 南武線「鹿島田駅」直結
（川崎駅・武蔵小杉駅からそれぞれ 2駅約 5分）

JR 横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎駅」徒歩 5分
（横浜駅から 1駅 10 分・武蔵小杉駅から 1駅 5分）

JR 南武線「鹿島田駅」直結
（川崎駅・武蔵小杉駅からそれぞれ 2駅約 5分）

JR 横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎駅」徒歩 5分
（横浜駅から 1駅 10 分・武蔵小杉駅から 1駅 5分）

北野書店本店へのアクセス北野書店本店へのアクセス

ご来店お待ちしております。ご来店お待ちしております。

本店
〒212-0027　川崎市幸区新塚越 201 ルリエ新川崎 2F
☎044-276-9100

本社事務所
〒212-0058　川崎市幸区鹿島田 1-18-7  KITANOビル 3F
☎044-511-5491　FAX.044-511-2340　Mail:info@kitanobook.co.jp
Website:http://kitanobook.co.jp

本店
〒212-0027　川崎市幸区新塚越 201 ルリエ新川崎 2F
☎044-276-9100

本社事務所
〒212-0058　川崎市幸区鹿島田 1-18-7  KITANOビル 3F
☎044-511-5491　FAX.044-511-2340　Mail:info@kitanobook.co.jp
Website:http://kitanobook.co.jp

画像は過去のブックフェアのものです。画像は過去のブックフェアのものです。

本店本店本店本店

ここでしか手に入らない限定デザイン！（1冊につき 1枚）

尚、ラッピング（包装）サービスも同じ柄のご指定が可能です。

ここでしか手に入らない限定デザイン！（1冊につき 1枚）

尚、ラッピング（包装）サービスも同じ柄のご指定が可能です。

『からすのパンやさん』『太陽と光しょくばいものがたり』

の登場キャラクターをあしらったデザインです。

『からすのパンやさん』『太陽と光しょくばいものがたり』

の登場キャラクターをあしらったデザインです。


