
北欧特集 OPAMにムーミンが来る！
資料情報 請求記号 資料ID

1
三びきのやぎのがらがらどん : アスビョルンセンとモーの北欧民話 / マーシャ・ブラウン

え ; 瀬田貞二やく. -- 福音館書店, 1965. -- (世界傑作絵本シリーズ).
E1||BM19 10070675

2
それからどうなるの? / トーベ=ヤンソン作・絵 ; 渡部翠訳. -- 講談社, 1991. -- (講談社の

翻訳絵本).
E1||YT19 10258332

3
ムーミン谷へのふしぎな旅 / トーベ=ヤンソン作・絵 ; 渡部翠訳. -- 講談社, 1991. -- (講談

社の翻訳絵本 ; トーベ=ヤンソンのムーミン絵本).
E1||YT13 10258350

4
ムーミン南の海へゆく : ムーミンの冒険日記 / トーベ&ラルス・ヤンソン作 ; 野中しぎ訳. -

- 福武書店, 1992. -- (絵本こみっくす).
E1||YT13 10258351

5
ムーミン谷の彗星 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 下村隆一訳. -- 講談社, 1990. -- (ムーミン童

話全集 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 1).
J1||YT13||1 10258463

6
たのしいムーミン一家 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 山室静訳. -- 講談社, 1990. -- (ムーミン

童話全集 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 2).
J1||YT13||2 10258464

7
ムーミンパパの思い出 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 小野寺百合子訳. -- 講談社, 1990. --

(ムーミン童話全集 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 3).
J1||YT13||3 10258465

8
ムーミン谷の夏まつり / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 下村隆一訳. -- 講談社, 1990. -- (ムーミ

ン童話全集 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 4).
J1||YT13||4 10258466

9
ムーミン谷の冬 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 山室静訳. -- 講談社, 1990. -- (ムーミン童話全

集 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 5).
J1||YT13||5 10258467

10
ムーミン谷の仲間たち / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 山室静訳. -- 講談社, 1990. -- (ムーミン

童話全集 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 6).
J1||YT13||6 10258468

11
ムーミンパパ海へいく / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 小野寺百合子訳. -- 講談社, 1990. --

(ムーミン童話全集 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 7).
J1||YT13||7 10258469

12
ムーミン谷の十一月 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 鈴木徹郎訳. -- 講談社, 1990. -- (ムーミン

童話全集 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 8).
J1||YT13||8 10258470

13
小さなトロールと大きな洪水 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 富原真弓訳. -- 講談社, 1992. --

(ムーミン童話全集 / トーベ・ヤンソン作・絵 ; 別巻).
J1||YT13||9 10258471

14
やかまし村はいつもにぎやか / リンドグレーン作 ; 大塚勇三訳. -- 岩波書店, 1965. -- (リン

ドグレーン作品集 ; 6).
J1||LA25 10258651

15
⾧くつ下のピッピ : 世界一つよい女の子 / リンドグレーン作 ; 大塚勇三訳. -- 第33刷改版. -

- 岩波書店, 1988. -- (リンドグレーン作品集 ; 1).
J1||LA14 10258653

16 彫刻家の娘 / トーベ・ヤンソン作 ; 富原真弓訳. -- 講談社, 1991. 949.8||JT3 11052874

17 北欧物語 : 白夜とフィヨルドと古城の旅 / 一ノ瀬昭写真・文. -- グラフィック社, 1988. 293.89||IA8 11057775

18
たのしいムーミン一家 / トーベ=ヤンソン作・絵 ; 山室静訳. -- 講談社, 1984. -- (講談社青

い鳥文庫 ; 21-1).
K29||21-1 10265147

19
ムーミン谷の彗星 / トーベ=ヤンソン作・絵 ; 下村隆一訳. -- 講談社, 1988. -- (講談社青い

鳥文庫 ; 21-2).
K29||21-2 10265148

20
ムーミン谷の夏まつり / トーベ=ヤンソン作・絵 ; 下村隆一訳. -- 講談社, 1988. -- (講談社

青い鳥文庫 ; 21-3).
K29||21-3 10265149

21
ムーミン谷の冬 / トーベ=ヤンソン作・絵 ; 山室静訳. -- 講談社, 1982. -- (講談社青い鳥文

庫 ; 21-4).
K29||21-4 10265150

22
ムーミンパパの思い出 / トーベ=ヤンソン作・絵 ; 小野寺百合子訳. -- 講談社, 1982. -- (講

談社青い鳥文庫 ; 21-5).
K29||21-5 10265151

23
ムーミン谷の仲間たち / トーベ=ヤンソン作・絵 ; 山室静訳. -- 講談社, 1983. -- (講談社青

い鳥文庫 ; 21-6).
K29||21-6 10265152

24
ムーミンパパ海へいく / トーベ=ヤンソン作・絵 ; 小野寺百合子訳. -- 講談社, 1985. -- (講

談社青い鳥文庫 ; 21-7).
K29||21-7 10265153

25
ムーミン谷の十一月 / トーベ=ヤンソン作・絵 ; 鈴木徹郎訳. -- 講談社, 1984. -- (講談社青

い鳥文庫 ; 21-8).
K29||21-8 10265154

26 北欧を知るための43章 / 武田龍夫著. -- 明石書店, 2001. -- (エリア・スタディーズ). 302.38||TT8 11302134

27
北欧の消費者教育 : 「共生」の思想を育む学校でのアプローチ / 大原明美訳 ; 北欧閣僚評

議会編. -- 新評論, 2003.
372.38||HN8 11322627

28
平らな国デンマーク : 「幸福度」世界一の社会から / 高田ケラー有子著. -- 日本放送出版協

会, 2005. -- (生活人新書 ; 153).
302.38||TY20 10405032



北欧特集 OPAMにムーミンが来る！
資料情報 請求記号 資料ID

29
競争しなくても世界一 : フィンランドの教育 / 福田誠治[著] ; 国民教育文化総合研究所編. -

- アドバンテージサーバー, 2005.
372.38||FS11 11330547

30
なぜフィンランドの子どもたちは「学力」が高いか / 教育科学研究会編. -- 国土社, 2005. -

- (「教育」別冊 ; 13).
372.38||KN14 11330548

31
競争やめたら学力世界一 : フィンランド教育の成功 / 福田誠治著. -- 朝日新聞社, 2006. --

(朝日選書 ; 797).
372.38||FS11 11330551

32 北欧からのおくりもの : 子どもの本のあゆみ. -- 国立国会図書館国際子ども図書館, 2006. 909||KH14 11331610

33
北欧世界のことばと文化 / 岡澤憲芙, 村井誠人編著. -- 成文堂, 2007. -- (世界のことばと文

化シリーズ / 早稲田大学国際言語文化研究所 [編]).
849.4||ON8 11332479

34 受けてみたフィンランドの教育 / 実川真由, 実川元子著. -- 文藝春秋, 2007. 372.38||JM21 11339407

35
北欧 : デザインと美食に出会う旅 : スウェーデン・デンマーク / 鈴木緑文・写真. -- 東京書

籍, 2001.
293.89||SM8 11341074

36 デザイン好きのための北欧トラベル案内. -- ◆U67BB◆出版社, 2007. 293.89||DI26 11341075

37
格差をなくせば子どもの学力は伸びる : 驚きのフィンランド教育 / 福田誠治著. -- 亜紀書

房, 2007.
372.38||FS11 11344847

38 教育立国フィンランド流教師の育て方 / 増田ユリヤ著. -- 岩波書店, 2008. 372.38||MY11 11344846

39 フィンランド豊かさのメソッド / 堀内都喜子著. -- 集英社, 2008. -- (集英社新書 ; 0453B). 302.38||HT6 11345317

40 フィンランドメソッド実践テキスト / 諸葛正弥著. -- 毎日コミュニケーションズ, 2008. 372.38||MM6 11356402

41 フィンランドは教師の育て方がすごい / 福田誠治著. -- 亜紀書房, 2009. 372.38||FS6 11358316

42
北ヨーロッパの文字と言葉 / 森信嘉監修・著. -- 小峰書店, 2005. -- (世界の文字と言葉入門

; 13).
801.1||SN10||13 11359400

43 知識ゼロからのフィンランド教育 / 藤田りか子著. -- 幻冬舎, 2009. 049||CZ11 11377890

44
北欧モデル : 何が政策イノベーションを生み出すのか / 翁百合 [ほか] 著. -- 日本経済新聞

出版社, 2012.
312.38||OY8 11378245

45
北欧デンマークの障がい福祉の今 : 日本の障がい福祉現場で働く若者たちが出会った現実 /

田中一旭編著. -- かもがわ出版, 2014.
369.27||TK8 11385897

46
図説北欧の建築遺産 : 都市と自然に育まれた文化 / 伊藤大介著. -- 河出書房新社, 2010. --

(ふくろうの本).
208||FR14 11390781

47
北欧女子オーサが見つけた日本の不思議 / オーサ・イェークストロム著 ; [1], 2, 3. --

KADOKAWA, 2015. -- (MF comic essay).
361.42||EA8 11396609

48
北欧女子オーサが見つけた日本の不思議 / オーサ・イェークストロム著 ; [1], 2, 3. --

KADOKAWA, 2015. -- (MF comic essay).
361.42||EA8||2 11396610

49
フィンランドを知るための44章 / 百瀬宏, 石野裕子編著. -- 明石書店, 2008. -- (エリア・ス

タディーズ ; 69).
302.38||MH6 11398827

50
ノルウェーを知るための60章 / 大島美穂, 岡本健志編著. -- 明石書店, 2014. -- (エリア・ス

タディーズ ; 132).
302.38||OM14 11398828

51

地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室著作編集 ; A01 ヨーロッパ '16-'17 - E10 南アフリ

カ ジンバブエ ザンビア ボツワナ ナミビア レソト スワジランド モザンビーク '16-'17. --

改訂. -- ダイヤモンド・ビッグ社, 2015.

290.93||CN11||A29 10395240

52
物語フィンランドの歴史 : 北欧先進国「バルト海の乙女」の800年 / 石野裕子著. -- 中央公

論新社, 2017. -- (中公新書 ; 2456).
C1||2456 11408845

53
北欧が好き! : フィンランド・スウェーデン・デンマーク・ノルウェーのすてきな町めぐり

/ ナシエ著. -- ダイヤモンド・ビッグ社, 2015. -- (地球の歩き方コミックエッセイ).
293.89||NH11 10394575

54
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.
293.89||OY23 11416099


