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トーベ・ヤンソンの著書

トーベ・ヤンソン短篇集
トーベ・ヤンソン／著、
冨原 眞弓／編訳

筑摩書房 2005.7 B949.83/ﾔﾝ05/ 0006733356

たのしいムーミン一家
トーベ・ヤンソン／
著、山室　静／訳

講談社 1978.4 B949.83/ﾔﾝ10/ 0009894304

ムーミン谷の彗星
トーベ・ヤンソン／
著、下村　隆一／
訳

講談社 1978.10 B949.83/ﾔﾝ10/ 0009894296

ムーミン谷の仲間たち
トーベ・ヤンソン／
〔著〕、山室　静／
訳

講談社 1979.5 B949.83/ﾔﾝ10/ 0009894288

ムーミン谷の夏まつり
トーベ・ヤンソン／
〔著〕、下村　隆一
／訳

講談社 1979.8 B949.83/ﾔﾝ10/ 0009894270

ムーミン谷の冬
ヤンソン／〔著〕、山
室　静／訳

講談社 1979.11 B949.83/ﾔﾝ10/ 0009894262

ムーミンパパ海へいく
トーベ・ヤンソン／
〔著〕、小野寺　百合
子／訳

講談社 1980.7 B949.83/ﾔﾝ10/ 0009894254

ムーミン谷の十一月
ヤンソン／〔著〕、鈴
木　徹郎／訳

講談社 1980.10 B949.83/ﾔﾝ10/ 0009894247

スナフキンのことば
トーベ・ヤンソン／
絵とことば、下村
隆一／[ほか]訳

講談社 2020.10 949.83/ﾔﾝ20/ 0015629470

ちびのミイのことば
トーベ・ヤンソン／
絵とことば、下村
隆一／[ほか]訳

講談社 2020.12 949.83/ﾔﾝ20/ 0015673940

ムーミンママのことば
トーベ・ヤンソン／
絵とことば、下村
隆一／[ほか]訳

講談社 2021.1 949.83/ﾔﾝ21/ 0015731672

ムーミントロールのことば
トーベ・ヤンソン／
絵とことば、下村
隆一／[ほか]訳

講談社 2021.2 949.83/ﾔﾝ21/ 0015744295

島暮らしの記録
トーベ・ヤンソン／
文、富原 真弓／訳

筑摩書房 1999.7 949.85/ﾔﾝ99/ 0004149456

トーベ・ヤンソンを知る

ムーミン谷のひみつの言葉 冨原 眞弓／著 筑摩書房 2009.4 726.101/ﾔﾝ09/ 0009068917

ムーミンパパの「手帖」　トーベ・ヤンソンとムーミン
の世界

東 宏治／著 青土社 2006.12 949.8/ｱｽ07/ 0007873003

ムーミン谷への旅　トーベ・ヤンソンとムーミンの世
界

講談社 1994.4 949.8/ﾔﾝ94/ 0003267036

ムーミン童話の百科事典
橋静男「ムーミン
ゼミ」、渡部 翠／
編

講談社 1996.5 949.8/ﾔﾝ96/ 0003516713

ヤンソンとムーミンのアトリエ 木之下 晃／著 講談社 2013.10 949.8/ﾔﾝ13/ 0012154100

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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北欧を旅する

地球の歩き方　A29　北欧
地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

2020.8 290.9/ﾁｷ20/1-29 0015558315

北欧ヴィンテージ雑貨を探す旅
おさだ ゆかり／
著

産業編集セン
ター

2019.7 293.89/ｵｻ19/ 0015065998

いろはに北欧　わたしに“ちょうどいい”旅の作り方 森 百合子／著
ダイヤモンド・
ビッグ社

2019.6 293.89/ﾓﾘ19/ 0014944813

るるぶ北欧　[2019]　フィンランド ノルウェー ス
ウェーデン デンマーク

JTBパブリッシ
ング

2019.4
293.89/ﾙﾙ
13/2019

0014821227

フィンランド 実業之日本社 2017.12 293.892/ﾌｲ17/ 0014270037

デザインあふれる森の国フィンランドへ
ラサネン優子／
著

イカロス出版 2020.11 293.892/ﾗｻ20/ 0015662430

わたしの北欧案内ストックホルムとヘルシンキ　デザ
インとフィーカと街歩き

おさだ ゆかり／
著

筑摩書房 2018.5 293.893/ｵｻ21/ 0015406747

ノルウェー5大フィヨルド自由旅行必携ガイドブック
Myway歩いて体感

塚本 正巳、塚本
紀子／著

愛育出版 2017.5 293.894/ﾂｶ17/ 0013987490

デンマーク文化読本　日本との文化交流史から読み
解く

長島 要一／著 丸善出版 2020.10 293.895/ﾅｶ20/ 0015645187

北欧の絶景を旅するアイスランド
萩原 健太郎／
[著]

ネコ・パブリッシ
ング

2019.8 293.897/ﾊｷ19/ 0014640965

北欧スタイルの暮らし

北欧で見つけた気持ちが軽くなる暮らし 桑原 さやか／著 ワニブックス 2020.10 590/ｸﾜ20/ 0015581648

北欧スタイルの料理・収納・インテリア ときめき家
事。

坂梨 みさと／著 オーバーラップ 2017.6 590/ｻｶ17/ 0014026124

fika　世界一幸せな北欧の休み方・働き方
芳子ビューエル
／著

キラジェンヌ 2019.3 590.4/ﾋﾕ19/ 0014898373

北欧が教えてくれたシンプルな幸せの見つけ方　A
Basic Sense of Contentment

結城 アンナ／著 宝島社 2018.10 590.4/ﾕｳ19/ 0014850291

CHECK&STRIPE北欧てづくり散歩 在田 佳代子／著 集英社 2018.3 593.36/ｱﾘ18/ 0014375232

かぎ針編みの北欧こもの アップルミンツ 2021.1 594.3/ｶｷ20/ 0015660053

小瀬千枝の伝統ニット　北欧・英国旅で見つけたパ
ターンコレクション

小瀬 千枝／著、
林 ことみ／編

誠文堂新光社 2019.10 594.3/ｺｾ19/ 0015052418

レイチェル・クーのスウェーデンのキッチン　Over
100 recipes to celebrate every season

レイチェル・クー
／著、[清宮 真理
／訳]

世界文化社 2019.10 596.23/ｸ19/ 0015052442

北欧料理大全　家庭料理、伝統料理の調理技術か
ら食材、食文化まで。本場のレシピ101

カトリーネ・クリンケ
ン／著、リーネ・ファ
ルク／写真

誠文堂新光社 2020.4 596.23/ｸﾘ20/ 0015258130

北欧インテリア見本帖　フィンランド、スウェーデン、
デンマークALL現地ルポ

集英社 2017.12 597/ﾎｸ18/ 0014316657

めがねとかもめと北欧暮らし。　Lifestyle & Interior MI／[著] 宝島社 2018.7 L597/ﾐｲ18/ 0014390801

北欧フィンランド配色ブック 島塚 絵里／著 玄光社 2020.5 757.3/ｼﾏ20/ 0015301245

映画のなかの「北欧」　その虚像と実像
村井 誠人、大島
美穂／編著

小鳥遊書房 2019.11 778.238/ﾑﾗ20/ 0015190119

<北欧流>焚き火のある暮らし
エイヴィン・ベル
ク／著、井上 廣
美／訳

原書房 2019.4 786/ﾍﾙ19/ 0014914717
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