
No. 書誌事項 請求記号
☆★ブックリスト★☆

1 自然とかがくの絵本 / 赤木かん子. -- 自由国民社, 2008.1 YZ-403-アカ
2 科学読物データバンク. 1998 / 科学読物研究会. -- 連合出版, 1998.7 YZ-403-カガ

3
子どもの本科学を楽しむ3000冊 / 日外アソシエーツ株式会社. -- 日外アソシエー
ツ, 2010.8 YZ-403-コド

4 大人も読んで楽しい科学読み物90冊 / 西村寿雄. -- 近代文芸社, 2009.4 YZ-403-ニシ
5 今、知りたい地球と人間 / 京都科学読み物研究会. -- 連合出版, 2000.10 YZ-407-イマ
6 赤ちゃんと楽しむ絵本 / 熊本県立図書館. -- 熊本県立図書館, 2006.3 YZ-726.5-アカ

7
新しい絵本1000. 2001-2009年版 / 「この本読んで!」編集部. -- NPO読書サポート,
2009.12 YZ-726.5-アタ

☆★パンダが出てくる本・研究書★☆

8
アンケート調査年鑑 / 竹内宏. -- 並木書房, 2010年版
※p581～588　「なりたい動物アンケート」バンダイこどもアンケートレポートvol.168 YZ-361-タケ

9 近代子ども史年表. 昭和・平成編 / 下川耿史. -- 河出書房新社, 2002.4 YZ-367-シモ
10 もう一つの上野動物園史 / 小森厚. -- 丸善, 1997.7. -- (丸善ライブラリー) YZ-480-コモ
11 薮内正幸スケッチ画集 / 薮内正幸[他]. -- たまだあ編集室, 2004.6 YZ-726.61-ヤブ

12
すきすきすき : うたのほん / 阪田寛夫[他]. -- 理論社, 1999.5
※p84～85「パンダのごはん」楽譜あり YZ-767-サカ

13
うたっておどっておもちゃ箱. pt.2 / 鈴木恵津子. -- 教育芸術社, c2006
※p44～45「パンダ・うさぎ・コアラ」手遊びの説明と楽譜あり YZ-767-スズ

14 子どもの替え歌傑作集 / 鳥越信. -- 平凡社, 1998.7 YZ-911-トリ
15 パンダ/まどみちお[詩]　日本児童文学. 32(1) [1986.01]　p6～7 Z13-450

☆★外国のパンダの本★☆
16 熊猫妈妈的笛声 / 常瑞著. -- 农村读物出版社 , 2003.3. -- (小蜜蜂精品童话) Y8-AZ3425

17
Pandas / Kate Petty ; [illustrations, George Thompson].. -- Barron's, c1990.. --
(Baby animals)　《アメリカ合衆国》 Y11-A252

18
Der Grosse Panda : Bedrohtes Leben im Bambuswald / Jin Xuqi und Markus
Kappeler ; Fotos von Jin Xuqi u.a.. -- 2. Aufl.. -- Kinderbuchverlag, 1986.  《スイ Y11-A716

19
Le panda : fou de bambous / texte de Valerie Tracqui ; photos de l'agence Bios.. -
- Milan, c1998.. -- (Patte a patte)　《フランス》 Y11-A772

20
Panda gigante / Regina Sormani Ferreira ; ilustrado por Marchi.. -- Paulinas,
c1994.. -- (Colec「k」ao preservar a vida)　《ブラジル》 Y11-A989

21
自然·环境』林崇德主编. --　浙江教育出版社 , 1998.8 . --（中国少年儿童百科全
书） 《中国》 Y11-AZ1264

22
동물들은 어떻게 말할까? / 최은미 글 ; 장양선 그림. -- 베틀북 ,
2007.3 《動物たちはどのように話すのか?  韓国》 Y11-AZ5146

23
Tracks of a panda / Nick Dowson ; illustrated by Yu Rong.. -- 1st U.S. ed.. --
Candlewick Press, 2007.　《アメリカ合衆国》 Y11-B575

24
Panda and the odd lion / Michael Foreman.. -- Penguin Group, 1988, c1981.. --
(Sonrisa = ソンリーサ ; 5 イギリス)　　《イギリス》 Y17-A4138

25
El Panda.. -- Impr. en Corporacion Grafica Navarrete, [199-?]. -- (Troquelados
fauna)　《ペルー》 Y17-A4690

26 大熊猫来我家 / 刘谦文,姜成安画. --朝华出版社 , 1997. -- (小小童话) 《中国》 Y17-AZ179

27
Panda's puzzle, and his voyage of discovery / Michael Foreman.. -- Hamilton,
1977.　《イギリス》 Y19-A592
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