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●リストは、平成 26年 11月末現在、埼玉県立図書館所蔵資料です。 

（明記していないかぎり、久喜図書館で所蔵しています。） 

●刊行後 2年をすぎた雑誌をのぞき、展示資料は貸出ししています。展示コーナーにない資料は予約してください。 

●原則として、刊行年順に並んでいます。 

1945 年にフィンランドで誕生し、多くの人に愛され読み継がれてきた『ムーミン童話』の作者トーベ・

ヤンソンは、今年で生誕 100 年を迎えました。これを記念して 2014 年はフィンランドや日本でムーミン

の原画やトーベ・ヤンソンの展覧会が開催され、本格的評伝や未邦訳短編・絵本が出版されるなど、今まで

知られていなかった業績に光を当てる動きが相次いでいます。 

今回は、埼玉県立図書館で所蔵する資料から、ヤンソンやムーミンの研究書・雑誌記事・著作、そして 

作品世界と深いかかわりのあるヤンソンの故郷フィンランドに関する資料を紹介します。 

ムーミンだけではない多彩な魅力をもつトーベ・ヤンソンの豊かな世界をお楽しみください。 

1914（0歳） フィンランド 

ヘルシンキで誕生 

1938（24歳）ダカット金貨賞 

1953（39歳）ニルス・ホルゲション賞 

1958（44歳）エルサ･ベスコフ賞 

      ルドルフ・コイヴ賞 

1966（52歳）国際アンデルセン賞 

1972（58歳）スウェーデン語系 

       フィンランド人作家賞 

1976（62歳）プロフィンランディア勲章 

1993（79歳）フィンランド芸術賞受賞 

1994（80歳）スウェーデン・ 

       アカデミー大賞 

1995（81歳）プロフェッサーの称号授与 

2001（86年）ヘルシンキで死去 

 

 

※参考：『トーベ・ヤンソン展』図録（2014） 

トーベ・ヤンソン受賞歴 
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ヤンソンさんってどんなヒト？ 

芸術家・風刺画家・挿絵画家・小説家、様々な顔を持つトーベの実像にせまります。 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

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 鳥影社 1991.2 J949.6 

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 J949.8 

ムーミン谷への旅 

トーベ・ヤンソンとムーミンの世界 
講談社企画・構成 講談社 1994.4 J949.6 

バルト海のほとりの人びと 心の交流をもとめて 

 ＊第 5章‐2 トーベ・ヤンソン（p155-161） 

  ムーミン童話の翻訳家が語るトーベ 

  飯能市「あけぼの子どもの森公園」の記述あり 

小野寺百合子訳 新評論 1998.3 914.6 

国際アンデルセン賞 

 ＊子供の本の世界のノーベル賞、1966年作家賞受賞 
伊藤牧夫［ほか］編集 

日本国際児童図

書評議会 
2000.4 J019.5 

おとぎの島 タンペレ市立美術館刊行物 第 106号 

 ＊「おとぎの島」展の図録 

トーヴェ・ヤンソン原画 

ミルヤ・キヴィ編 

タンペレ市立美

術館 
2003 J949.8 

国際アンデルセン賞の受賞者たち 1956-2002 
国際児童図書評議会(IBBY)編著 

さくまゆみこ訳 

メディアリンク

ス・ジャパン 
2003.7 J909 

トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の素敵な仲間たち」展 

 ＊2004年巡回展の図録 

Anneli llmonen〔ほか〕編 

末延弘子翻訳 
東映株式会社 [2004] J949.83 

スウェーデンの小さな庭から 

 ＊4章 リスになりたいトーベ（p134-148） 

  親交のあった著者が綴るエピソード 

ビヤネール多美子著 オークラ出版 2004.5 
熊谷 BM 

293 

ようこそ！ムーミン谷へ 

ムーミン谷博物館コレクション 

トーベ・ヤンソン絵 

ミルヤ・キヴィ文 
講談社 2005.7 J949.8 

トーヴェ・ヤンソンとガルムの世界 

 ムーミントロールの誕生 

 ＊風刺画家トーベを丹念に掘り下げた研究書 

冨原眞弓著 青土社 2009.5 J949.8 

ヤンソンとムーミンのアトリエ 

 ＊写真家木之下晃による貴重なアトリエの写真集 
木之下晃著 講談社 2013.10 J949.8 

トーヴェ・ヤンソン ムーミンを生んだ芸術家 

 ＊『藝術新潮』2009年 5月号をもとに再編集 

冨原眞弓著 

芸術新潮編集部編 
新潮社 2014.4 J949.8 

トーベ・ヤンソン展 ムーミンと生きる 

 ＊フィンランド国立アテネウム美術館企画展の 

  日本での巡回展図録 

トーベ・ヤンソン〔画〕 

朝日新聞社編集 
朝日新聞社 

 

[2014.1

0] 

J726.5 

特集トーベ・ヤンソン ムーミン誕生のひみつを知る。

『美術手帖増刊』 第 66巻通巻 1015号 
 美術出版社 2014.11 J949.8 

トーベ・ヤンソン 仕事、愛、ムーミン 
ボエル・ウェスティン著 

畑中麻紀・森下圭子共訳 
講談社 2014.11 J494.8 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ムーミン谷のひみつ  

ムーミンに魅せられた人たちによる研究書や巡回展の図録、アニメ原画など様々な切り口でムーミン谷を楽しみましょう。 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

ムーミン谷へようこそ 

 いつでも、だれでも、好きなだけ 
富原真弓著 ベストセラーズ 1995.12 J949.6 

ムーミン童話の百科事典 
高橋静男編 

渡部翠編 
講談社 1996.5 J949.6 

フィンランド・ファンタジ- 

 フィンランド心の風景／ム-ミン谷の冒険 

 ＊20世紀のフィランド美術の歩みを紹介する 

  展覧会の図録 

北九州市立美術館，サント

リ-ミュ-ジアム「天保山」，

芸術の森美術館編 

フィンランド美

術展実行委員会 
1997.11 

D702.38

92 

ムーミン 名倉靖博画集 

 ＊ムーミンアニメの画集。トーベのメッセージつき 
名倉靖博著 白泉社 1998.1 J726.5 

ムーミン谷の名言集 

 パンケーキにすわりこんでもいいの？ 

トーベ・ヤンソン文・絵 

ユッカ・パルッキネン編 
講談社 1998.9 949 

ムーミンの哲学 瀬戸一夫著 勁草書房 2002.6 J130 

永遠の少年少女 

 アンデルセンからハリー・ポッターまで 

 ＊ムーミンと仲間たち(p136-153) 

アリソン・ルーリー著 

麻生九美訳 
晶文社 2004.12 J909 

ムーミンを読む 冨原眞弓〔著〕 講談社 2004.4 J949.8 

ムーミンを読む（ちくま文庫） 冨原眞弓著 筑摩書房 2014.1 J949.8 

ムーミンのふたつの顔 冨原眞弓著 筑摩書房 2005.7 J949.8 

ムーミン谷のひみつ（ちくま文庫） 

 ＊「ムーミン谷へようこそ」に加筆訂正 
冨原眞弓著 筑摩書房 2008.8 J949.8 

ムーミン画集 ふたつの家族 
トーヴェ・ヤンソン絵・文 

冨原眞弓文 
講談社 2009.3 J726.5 

ムーミン谷のひみつの言葉 冨原眞弓著 筑摩書房 2009.4 J949.8 

ＭＯＥ×ムーミンの公式ガイド 永久保存版 

（白泉社ムック） 
ＭＯＥ編集部編 白泉社 2014.4 J949.8 

だれも知らないムーミン谷 孤児たちの避難所 熊沢里美著 朝日出版社 2014.5 J949.8 

ＭＯＯＭＩＮ！ムーミン展 

トーベ・ヤンソン生誕 100年記念 

＊フィンランド・タンペレ市立美術館ムーミン谷 

博物館所蔵の原画展の図録 

トーベ・ヤンソン〔画〕 

タイナ・ミュッルハユル執筆 
〔東映〕 2014.4 J726.5 

ムーミンキャラクター図鑑 
シルケ・ハッポネン著 

高橋絵里香訳 
講談社 2014.10 J494.8 
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雑誌のなかのムーミン 

アニメのムーミンから原作の挿絵の世界へ。ムーミンからトーベ・ヤンソンへ。表紙からイメージの変化が感じとれます。 

内容・特集 誌名 巻号 出版社 出版年 

トーベ･ヤンソン来日記念・特別企画 ムーミン 「Ｍｏｅ」 1990年 5月号 白泉社 1990.5 

キャラクター・スペシャル「ムーミン」 「Ｍｏｅ」 1992年 9月号 白泉社 1992.9 

トーベ･ヤンソン生誕８０年記念 ムーミン 新・誕生物語 「Ｍｏｅ」 1994年 6月号 白泉社 1994.6 

「ムーミン」のふるさとを訪ねる旅 「Ｍｏｅ」 1995年 9月号 白泉社 1995.9 

ムーミンと北欧の物語 「Ｍｏｅ」 1998年 2月号 白泉社 1998.2 

トーベ・ヤンソンとムーミンの世界 「ユリイカ」 1998年 4月号 青土社 1998.4 

トーベ･ヤンソン追悼 ありがとう、トーベ・ヤンソンさん ムー

ミン谷は永遠に… 
「Ｍｏｅ」 2001年 11月号 白泉社 2001.11 

恋あり、冒険あり！大人が楽しむムーミンワールド ムーミンは

コミックが面白い！ 
「Ｍｏｅ」 2001年 3月号 白泉社 2001.3 

森と湖の国フィンランドへ行こう！ ムーミンを訪ねて北欧へ 「Ｍｏｅ」 2004年 10月号 白泉社 2004.10 

生誕 60周年おめでとう！オーロラの国からムーミンがやってきた！ 「Ｍｏｅ」 2006年 1月号 白泉社 2006.1 

ムーミンの作者が描いたもうひとつの世界「トーベ・ヤンソンの

『不思議の国のアリス』」 
「Ｍｏｅ」 2006年 5月号 白泉社 2006.5 

フィンランドに息づくムーミンの世界 「月刊クーヨン」 2008年 5月号 クレヨンハウス 2008.5 

北欧が生んだ名作を徹底ガイド ムーミン谷のあそびかた 「Ｍｏｅ」 2009年 5月号 白泉社 2009.5 

ムーミンを生んだ芸術家と―ヴェ・ヤンソンのすべて 「藝術新潮」 2009年 5月号 新潮社 2009.5 

65周年記念ギャラリー「いつもムーミンと」 「Ｍｏｅ」 2010年 11月号 白泉社 2010.11 

ムーミンと一緒に北欧の旅へ出よう 「Ｍｏｅ」 2012年 1月号 白泉社 2012.1 

ムーミン物語の舞台フィンランドを現地取材！ ムーミンのよう

に暮らしたい 
「Ｍｏｅ」 2013年 1月号 白泉社 2013.1 

トーベ・ヤンソン生誕 100周年 フィンランドで出会ったムーミン 「Ｍｏｅ」 2014年 1月号 白泉社 2014.1 

ムーミンとトーベ・ヤンソン 「ユリイカ」 2014年 8月号 青土社 2014.8 

トーベ・ヤンソン生誕 100周年記念 北欧で見つけた宝ものムーミン 「Ｍｏｅ」 2014年 12月号 白泉社 2014.12 

 

トーベ・ヤンソン著作 

（１）自伝的小説・ノンフィクション 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

少女ソフィアの夏 

 ＊トーベの母と姪をモデルにした島が舞台の物語 

トーベ・ヤンソン著 

小野寺百合子訳 
講談社 1979.8  

彫刻家の娘 

 ＊彫刻家の父と挿絵画家の母との幼少期の思い出 

トーベ・ヤンソン作 

富原真弓訳 
講談社 1991.11  

少女ソフィアの夏 
トーベ・ヤンソン作 

渡部翠訳 
講談社 1993.11 94 

島暮らしの記録 

 ＊トーベが愛した孤島グループ・ハルでの暮らし 

トーベ・ヤンソン文 

冨原眞弓訳 
筑摩書房 1999.7 J949.84 
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（２）ムーミン童話 

日本ではじめて紹介された 1964 年から現在まで、全集・青い鳥文庫・講談社文庫と装丁や形を変え、読み継がれています。 

あなたがはじめて出会ったムーミン童話はどの本ですか？ 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

ムーミン谷は大さわぎ 

（世界の子どもの本） 

 ＊日本人画家による挿絵も必見 

ヤンソン作 

矢崎源九郎訳 
偕成社 1965 94 

ムーミン谷の冬 

（国際アンデルセン大賞名作全集 12） 

トーベ・マリカ・ヤンソン

著 山室静訳 
講談社 1968 90 

たのしいムーミン一家 

（少年少女講談社文庫） 

トーベ・ヤンソン作 

山室静訳 
講談社 1972 

 

たのしいムーミン一家 

（トーべ・ヤンソン全集１） 

 ＊この全集は装丁を変えて２度刊行されている 

トーベ・ヤンソン作・絵 

山室静訳 
講談社 1968 

 

ムーミンパパの思い出 

（トーベ･ヤンソン全集２） 

トーべ・ヤンソン作 

小野寺百合子訳 
講談社 1969 

 

ムーミン谷の夏まつり 

（トーベ･ヤンソン全集３） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

下村隆一訳 
講談社 1969 

 

ムーミン谷の冬 

（トーベ･ヤンソン全集４） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

山室静訳 
講談社 1968 

 

ムーミン谷の仲間たち 

（トーベ･ヤンソン全集５） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

山室静訳 
講談社 1970 

 

ムーミンパパ海へいく 

（トーベ･ヤンソン全集６） 

トーべ・ヤンソン作 

小野寺百合子訳 
講談社 1979 

 

ムーミン谷の彗星 

（トーベ･ヤンソン全集７） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

下村隆一訳 
講談社 1970 

 

ムーミン谷の十一月 

（トーベ･ヤンソン全集８） 

トーベ・ヤンソン〔著〕 

鈴木徹郎訳 
講談社 1979 

 

ムーミン谷の彗星 

（講談社文庫） 

ヤンソン〔著〕 

下村隆一訳 
講談社 1978.10 

 

たのしいムーミン一家 

（講談社文庫） 

ヤンソン〔著〕 

山室静訳 
講談社 1978.4 

 

ムーミン谷の仲間たち 

（講談社文庫） 

ヤンソン〔著〕 

山室静訳 
講談社 1979.5 

 

ムーミン谷の夏まつり 

（講談社文庫） 

ヤンソン〔著〕 

下村隆一訳 
講談社 1979.8 

 

ムーミン谷の冬 

（講談社文庫） 

ヤンソン〔著〕 

山室静訳 
講談社 1979.11  

ムーミンパパの思い出 

（講談社文庫） 

ヤンソン〔著〕 

小野寺百合子訳 
講談社 1980.3  

ムーミンパパ海へいく 

（講談社文庫） 

ヤンソン〔著〕 

小野寺百合子訳 
講談社 1980.7  

ムーミン谷の十一月 

（講談社文庫） 

ヤンソン〔著〕 

鈴木徹郎訳 
講談社 1980.10 

 

たのしいムーミン一家 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

山室静訳 
講談社 1980.11 

 

ムーミン谷の彗星 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

下村隆一訳 
講談社 1981.2 94 
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書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

ムーミン谷の夏まつり 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

下村隆一訳 
講談社 1981.6 94 

ムーミン谷の冬 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

山室静訳 
講談社 1982.1 94 

ムーミンパパの思い出 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

小野寺百合子訳 
講談社 1982.5 94 

ムーミン谷の仲間たち 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

山室静訳 
講談社 1983.5 94 

ムーミン谷の十一月 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

鈴木徹郎訳 
講談社 1984.10 94 

ムーミン谷の彗星 

（ムーミン童話全集 １） 

 ＊原作の刊行順に合わせ並べた全集 

トーベ・ヤンソン作・絵 講談社 1990.6 949 

たのしいムーミン一家 

（ムーミン童話全集 ２） 
トーベ・ヤンソン作・絵 講談社 1990.6 949 

ムーミンパパの思い出 

（ムーミン童話全集 ３） 
トーベ・ヤンソン作・絵 講談社 1990.8 949 

ムーミン谷の夏まつり 

（ムーミン童話全集 ４） 
トーベ・ヤンソン作・絵 講談社 1990.8 949 

ムーミン谷の冬 

（ムーミン童話全集 ５） 
トーベ・ヤンソン作・絵 講談社 1990.10 949 

ムーミン谷の仲間たち 

（ムーミン童話全集 ６） 
トーベ・ヤンソン作・絵 講談社 1990.10 949 

ムーミンパパ海へいく 

（ムーミン童話全集 ７） 
トーベ・ヤンソン作・絵 講談社 1990.12 949 

ムーミン谷の十一月 

（ムーミン童話全集 ８） 
トーベ・ヤンソン作・絵 講談社 1990.12 949 

小さなトロールと大きな洪水 

（ムーミン童話全集 別巻） 

 ＊ムーミン物語の第 1作 

トーベ・ヤンソン作・絵 講談社 1992.6 949 

もみの木ムーミン谷のクリスマス 
トーベ・ヤンソン著 

山室静訳 
講談社 1993.11  

小さなトロールと大きな洪水 新装版 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ＝ヤンソン作 

富原真弓訳 
講談社 1999.2 949 

ムーミン谷の仲間たち 新装版 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

山室静訳 
講談社 2013.11 949 

ムーミン谷の夏まつり 新装版 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

下村隆一訳 
講談社 2013.12 949 

ムーミン谷の冬 新装版 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

山室静訳 
講談社 2014.1 949 

ムーミン谷の彗星 新装版 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

下村隆一訳 
講談社 2014.2 949 

たのしいムーミン一家 新装版 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

山室静訳 
講談社 2014.4 949 

ムーミンパパ海へいく 新装版 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

小野寺百合子訳 
講談社 2014.7 949 

ムーミンパパの思い出 新装版 

（講談社青い鳥文庫） 

トーベ・ヤンソン作・絵 

小野寺百合子訳 
講談社 2014.9 949 
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書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

Comet in Moominland (Puffin books) 

 ＊英語版 

Tove Jansson 

written and illustrated by 

Elizabeth Portch 

translated by 

Puffin Books 1967 949 

The exploits of Moominpappa,described by himself 

(Puffin books) 

 ＊英語版 

Tove Jansson set down and 

illustrated by 

Thomas arburton 

translated by 

Puffin Books 1969 949 

Moominland midwinter (Puffin books) 

 ＊英語版 

Tove Jansson written and 

illustrated by 

Thomas arburton 

translated by 

Puffin Books 1971 949 

Moominsummer madness (Puffin books) 

 ＊英語版 

Tove Jansson written and 

illustrated by 

Thomas Warburton 

translated by 

Puffin Books 1971 949 

Tales from Moominvalley (Puffin books) 

 ＊英語版 

Tove Jansson written and 

illustrated by 

Thomas Warburton 

translated by 

Puffin Books 1973 949 

Moominpappa at sea (Puffin Books) 

 ＊英語版 

Tove Jansson written and 

illustrated by 

Kingsley Hart translated by  

Puffin Books 1974 949 

Moominvalley in November (Puffin books) 

 ＊英語版 

Tove Jansson written and 

illustrated by 

Kingsley Hart translated by 

Puffin Books 1974 949 

Comet in Moominland 

 ＊英語版 

Tove Jansson written and 

illustrated by 

Elizabeth ortch 

translated by  

A & C Black 1986 949 

Finn family Moomintroll 

 ＊英語版 

Tove Jansson written and 

illustrated by 

Elizabeth Portch 

translated by  

A & C Black 1986 949 

 

 ◆◇◆日本での最初のムーミン◆◇◆ 

  『少年少女新世界文学全集 27 北欧現代編』（講談社 1967）に「ムーミン谷の冬」が収録されたのが初訳ムーミンです。 

残念ながら、埼玉県立図書館では所蔵していませんが、国際子ども図書館や東京都立多摩図書館では所蔵しています。 

また、この資料は、国立国会図書館がデジタル化しています。埼玉県立図書館（浦和・熊谷・久喜）の館内では「国立国 

会図書館デジタル化資料提供歳―ビス」を行っており、館内の端末を利用して、ご覧いただくことができます。 

埼玉県立図書館所蔵で一番古い資料は、『ムーミン谷は大さわぎ（世界の子どもの本）』矢崎源九郎訳（偕成社 1965）。

長い間に、口絵や目次もなくなり外装も再製本されていて、元の装丁はわかりません。貸出の記録である期限票からは、刊

行当初、次から次へと借りられた様子がうかがえます。この不思議な生き物の登場する物語に、何人もの子供たちが心をう

ばわれ、夢中になって読んでいたことが分かります。 

 

 

 

 



8 

 

（２）ムーミンえほん 

トーベ本人が刊行した絵本はこの 4 冊、最後の写真絵本もついに日本で刊行されました。 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

さびしがりやのクニット（世界の絵本 フィンランド） 
トーベ＝ヤンソン作 

山室静訳 
講談社 1971 E 

それからどうなるの（世界の絵本 フィンランド） 
トーベ・ヤンソン著絵 

山室静訳 
講談社 1971 E 

ムーミン谷へのふしぎな旅 
トーベ・ヤンソン作 

小野寺百合子訳 
講談社 1980.4 E 

それからどうなるの？（講談社の翻訳絵本） 
トーベ＝ヤンソン作・絵 

渡部翠訳 
講談社 1991.4 E 

さびしがりやのクニット（講談社の翻訳絵本） 
トーベ＝ヤンソン作・絵 

渡部翠訳 
講談社 1991.6 E 

ムーミン谷へのふしぎな旅（講談社の翻訳絵本） 
トーベ＝ヤンソン作・絵 

渡部翠訳 
講談社 1991.7 E 

Kuka lohduttaisi nyytia? 

 ＊フィンランド語版 
Tove Jansson著 Wsoy 1994 E 

ムーミンやしきはひみつのにおい（講談社の翻訳絵本） 

 ＊弟ベル・ウーロフとの唯一の写真絵本 

トーベ･ヤンソン文 

ベル・ウーロフ・ヤンソン写真 
講談社 2014.10 E 

 

 

 

（３）ムーミンコミック 

トーベと弟ラルスの二人によるイギリスの新聞「イブニングニュース」連載の漫画。途中でラルスが引き継ぎました。 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

ムーミンの冒険日記１ ムーミン英雄になる 

（絵本こみっくす） 

トーベ・ヤンソン作 

ラルス・ヤンソン作 
福武書店 1991.8 E 

ムーミンの冒険日記２ ムーミンパパの幸せな日々 

（絵本こみっくす） 

トーベ・ヤンソン作 

ラルス・ヤンソン作 
福武書店 1991.8 E 

ムーミンの冒険日記３ ご先祖さまは難破船あらし！？

（絵本こみっくす） 

トーベ・ヤンソン作 

ラルス・ヤンソン作 
福武書店 1991.9 E 

ムーミンの冒険日記４ ムーミン家をたてる 

（絵本こみっくす） 

トーベ・ヤンソン作 

ラルス・ヤンソン作 
福武書店 1991.10 E 

ムーミンの冒険日記５ ジャングルになったムーミン谷

（絵本こみっくす） 

トーベ・ヤンソン作 

ラルス・ヤンソン作 
福武書店 1991.11 E 

ムーミンの冒険日記 ムーミン谷に彗星がふる日 

（絵本こみっくす） 

トーベ・ヤンソン作 

ラルス・ヤンソン作 
福武書店 1992.4 E 

ムーミンの冒険日記 ムーミン南の海へゆく 

（絵本こみっくす） 

トーベ・ヤンソン作 

ラルス・ヤンソン作 
福武書店 1992.5 E 

ムーミンの冒険日記 ムーミン谷のスポーツ大会騒動

（絵本こみっくす） 

トーベ・ヤンソン作 

ラルス・ヤンソン作 
福武書店 1992.6 E 

ムーミンの冒険日記 ムーミン一家とメイドのミザベル

（絵本こみっくす） 

トーベ・ヤンソン作 

ラルス・ヤンソン作 
福武書店 1992.11 E 

ムーミンの冒険日記 ムーミン谷に火星ジン！？ 

（絵本こみっくす） 

トーベ・ヤンソン作 

ラルス・ヤンソン作 
福武書店 1993.1 E 
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書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

ムーミン・コミックス 第 1巻 黄金のしっぽ 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2000.7 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 2巻 あこがれの遠い土地 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2000.8 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 3巻 ムーミン、海へいく 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2000.9 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 4巻 恋するムーミン 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2000.10 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 5巻 ムーミン谷のクリスマス 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2000.11 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 6巻 おかしなお客さん 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2000.12 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 7巻 まいごの火星人 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2001.1 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 8巻 ムーミンパパとひみつ団 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2001.2 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 9巻 彗星がふってくる日 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2001.3 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 10巻 春の気分 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2001.4 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 11巻 魔法のカエルとおとぎの国 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2001.5 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 12巻 ふしぎなごっこ遊び 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2001.6 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 13巻 しあわせな日々 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2001.7 J726.1 

ムーミン・コミックス 第 14巻 ひとりぼっちのムーミン 
トーベ・ヤンソン著 

ラルス・ヤンソン著 
筑摩書房 2001.8 J726.1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）トーベ・ヤンソン挿絵 

挿絵画家としてのトーベから芸術家の姿が垣間見えます。 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

不思議の国のアリス 
ルイス・キャロル著 

トーベ・ヤンソン絵 

メディアファク

トリー 
2006.3 J933.6 

スナーク狩り ルイス・キャロル作 集英社 2014.10 931.6 
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トーベ・ヤンソン絵 

 

 

（５）大人向け小説 

トーベは「ムーミン谷の 11月」を最後に、以降は大人向けの小説を書き始めます 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

トーベ・ヤンソン・コレクション１ 軽い手荷物の旅 
トーベ・ヤンソン著 

富原真弓訳 
筑摩書房 1995.10 J949.8 

トーベ・ヤンソン・コレクション２ 誠実な詐欺師 
トーベ・ヤンソン著 

富原真弓訳 
筑摩書房 1995.12 J949.8 

トーベ・ヤンソン・コレクション３ クララからの手紙 
トーベ・ヤンソン著 

富原真弓訳 
筑摩書房 1996.6 J949.8 

トーベ・ヤンソン・コレクション４ 石の原野 
トーベ・ヤンソン著 

富原真弓訳 
筑摩書房 1996.11 J949.8 

トーベ・ヤンソン・コレクション５ 人形の家 
トーベ・ヤンソン著 

富原真弓訳 
筑摩書房 1997.2 J949.83 

トーベ・ヤンソン・コレクション６ 太陽の街 
トーベ・ヤンソン著 

富原真弓訳 
筑摩書房 1997.9 J949.83 

トーベ・ヤンソン・コレクション７ フェアプレイ 
トーベ・ヤンソン著 

富原真弓訳 
筑摩書房 1997.12 J949.83 

トーベ・ヤンソン・コレクション８ 聴く女 
トーベ・ヤンソン著 

富原真弓訳 
筑摩書房 1998.5 J949.83 

トーベ・ヤンソン短篇集（ちくま文庫） 
トーベ・ヤンソン著 

冨原眞弓編訳 
筑摩書房 2005.7 J949.83 

黒と白 トーベ・ヤンソン短篇集（ちくま文庫） 
トーベ・ヤンソン著 

冨原眞弓編訳 
筑摩書房 2012.3 J949.83 

誠実な詐欺師（ちくま文庫） 
トーベ・ヤンソン著 

富原真弓訳 
筑摩書房 2006.7 J949.83 

旅のスケッチ トーベ・ヤンソン初期短篇集 
トーベ・ヤンソン著 

富原真弓訳 
筑摩書房 2014.6 J949.83 

 

 

ムーミン・ワールド その後のひろがり（アニメ・えほん・コミック） 

トーベの原作から新たな世界が広がります。日本のアニメが世界に配信され、ムーミンブームがおこりました。 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

ムーミンとふしぎなぼうし 

（ミニ絵本シリーズ １） 

 ＊アニメ「楽しいムーミン一家」をもとに構成 

トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1990.9 E 

ムーミンとニンニ 

（ミニ絵本シリーズ ２） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1990.9 E 

小さなりゅうはスナフキンがすき 

（ミニ絵本シリーズ ３） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1990.11 E 

ムーミン谷にきたかせいじん 

（ミニ絵本シリーズ ４） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1990.11 E 
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スナフキンのいないはる 

（ミニ絵本シリーズ ５） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1991.1 E 

しあわせってなに？ムーミンパパ 

（ミニ絵本シリーズ ６） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1991.1 E 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

まよなかのふしぎな音 

（ミニ絵本シリーズ ７） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1991.3 E 

ムーミンとまじょの子アリサ 

（ミニ絵本シリーズ ８） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1991.3 E 

ムーミンとことりのおやこ 

（ミニ絵本シリーズ ９） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1991.11 E 

ムーミンパパのいす 

（ミニ絵本シリーズ 10） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1991.11 E 

ヘムレンさんの大はっけん 

（ミニ絵本シリーズ 11） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1992.4 E 

ムーミンの金色のしっぽ 

（ミニ絵本シリーズ 12） 
トーベ＝ヤンソン原作 講談社 1992.4 E 

ムーミン谷に春がきた（絵本・ムーミン谷から１） 
トーベ・ヤンソン絵 

岡村美恵子構成・文 
講談社 1998.4 E 

ムーミンと空とぶえんばん 

（絵本・ムーミン谷から２） 

トーベ・ヤンソン絵 

岡村美恵子構成・文 
講談社 1998.8 E 

ムーミン谷の大こうずい（絵本・ムーミン谷から３） 
トーベ・ヤンソン絵 

岡村美恵子構成・文 
講談社 1999.1 E 

ムーミン谷のすい星（絵本・ムーミン谷から４） 
トーベ・ヤンソン絵 

岡村美恵子構成・文 
講談社 1999.3 E 

ムーミン谷のふしぎな夏（絵本・ムーミン谷から５） 
トーベ・ヤンソン絵 

岡村美恵子構成・文 
講談社 1999.7 E 

ムーミン一家とメイドのミーサン（絵本・ムーミン谷から６） 
トーベ・ヤンソン絵 

岡村美恵子構成・文 
講談社 2000.5 E 

彗星がやってくる（ムーミンのぼうけん１） 
トーベ・ヤンソン原作 

ノーミ・ヘーベルト文 
偕成社 1999.12 E 

ムーミン谷をめざせ！（ムーミンのぼうけん２） 
トーベ・ヤンソン原作 

ノーミ・ヘーベルト文 
偕成社 1999.12 E 

ムーミン谷に冬がきた（ムーミンのぼうけん３） 
トーベ・ヤンソン原作 

ミンナ・パルクマン文 
偕成社 1999.12 E 

ムーミンとたのしいなかまたち（ムーミンのぼうけん４） 
トーベ・ヤンソン原作 

ミンナ・パルクマン文 
偕成社 1999.12 E 

ムーミンのたからもの 
トーベ・ヤンソン原作 

松田素子文 
講談社 2005.8 E 

ムーミンのともだち 
トーベ・ヤンソン原作 

松田素子文 
講談社 2008.8 E 

ムーミンのふしぎ 
トーベ・ヤンソン原作 

松田素子文 
講談社 2009.12 E 

ムーミントロール 

（ムーミンのちいさなえほんばこ） 

トーベ・ヤンソン〔原作〕 

ラルス・ヤンソン〔原作〕 
徳間書店 2011.3 E 

ムーミンパパ 

（ムーミンのちいさなえほんばこ） 

トーベ・ヤンソン〔原作〕 

ラルス・ヤンソン〔原作〕 
徳間書店 2011.3 E 

ムーミンママ 

（ムーミンのちいさなえほんばこ） 

トーベ・ヤンソン〔原作〕 

ラルス・ヤンソン〔原作〕 
徳間書店 2011.3 E 
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フローレン 

（ムーミンのちいさなえほんばこ） 

トーベ・ヤンソン〔原作〕 

ラルス・ヤンソン〔原作〕 
徳間書店 2011.3 E 

ゆきがふるよ、ムーミントロール 

（ムーミンのおはなしえほん） 

トーベ・ヤンソン〔原作・絵〕 

ラルス・ヤンソン〔原作・絵〕 
徳間書店 2011.10 E 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

おたんじょうびね、ムーミントロール 

（ムーミンのおはなしえほん） 

トーベ・ヤンソン〔原作・絵〕 

ラルス・ヤンソン〔原作・絵〕 
徳間書店 2012.3 E 

ぼうけんにいこうよ、ムーミントロール 

（ムーミンのおはなしえほん） 

トーベ・ヤンソン〔原作・絵〕 

ラルス・ヤンソン〔原作・絵〕 
徳間書店 2012.6 E 

ムーミンとほしにねがいをかけよう 

 あなあきしかけえほん 

トーベ・ヤンソン〔原作・絵〕 

ラルス・ヤンソン〔原作・絵〕 
徳間書店 2012.9 E 

ともだちをさがそう、ムーミントロール 

（ムーミンのおはなしえほん） 

トーベ・ヤンソン〔原作・絵〕 

ラルス・ヤンソン〔原作・絵〕 
徳間書店 2013.2 E 

ゆうれいがこわいの？ムーミントロール 

（ムーミンのおはなしえほん） 

トーベ・ヤンソン〔原作・絵〕 

ラルス・ヤンソン〔原作・絵〕 
徳間書店 2013.9 E 

ムーミンのファミリーアルバム（講談社の翻訳絵本） 
パイヴィ・アレニウスさく 

末延弘子やく 
講談社 2014.10 E 

ちびのミイがやってきた！（ミイのおはなしえほん） 
トーベ・ヤンソン原作 

リーナ・カーラ文・絵 
徳間書店 2014.6 E 

 

 

 

 ◆◇◆日本でのムーミンアニメ◆◇◆ 

  第１期 1969 年版「ムーミン（カルピスまんが劇場）」（フジテレビ） 

東京ムービー制作 キャラクターデザイン：大塚康生 

      1972 年版「ムーミン（カルピスまんが劇場）」（フジテレビ） 

虫プロダクション制作 

  第２期 1990 年版「楽しいムーミン一家」（テレビ東京） キャラクターデザイン：名倉靖博 

        ※埼玉県立久喜図書館で DVD 第 1 巻～２７巻を所蔵・貸出しています。 
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森と湖の国 フィンランド 

トーベは１国２言語のフィンランドで、少数派のスウェーデン語系です。 

大国ロシアとスウェーデンに挟まれたフィンランドの成り立ちと戦争続きの歴史、 

そして豊かな自然は、トーベの作品世界に深い影響を与えました。 

こどもむけの本を中心にフィンランドの本を紹介します。 

（１）ぶんか しぜん くらし 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

あなたの友フィンランド 
ライモ・スイッカリ文 

大倉純一郎日本語訳 

RKS 

Tietopalvelu Oy 
1997 293.892 

フィンランド 森と街に出会う旅 鈴木緑文・写真 東京書籍 2006.10 293.892 

フィンランド雪と森の国のカオリ 

（世界のともだち 04） 
松岡一哲写真・文 偕成社 2013.12 293 

フィンランド 

（目で見る世界の国々34） 

フィリス・Ｌ．シュスター著 

青山保訳 
国土社 1996.3 29 

ムーミン谷の絵辞典 英語・日本語・フィンランド語 
トーベ・ヤンソン絵・文 

ヨエル・ヤコブソン編 
講談社 2014.5 830 

やさしいフィンランド 子どものための小百科 
ピルヨ・ホンカサロ編 

ミーカ・ポルッキ編 

日本・フィンランド

文化交流実行委員会 
2007.11 293 

体験取材！世界の国ぐに 32 フィンランド  ポプラ社 2008.3 290 

図説フィンランドの文学 

 叙事詩『カレワラ』から現代文学まで 

カイ・ライティネン著 

小泉保訳 
大修館書店 1993.2 993.6 

シベリウス アイノラ荘の音楽大使 

（作曲家の物語シリーズ 12） 
ひのまどか著 リブリオ出版 1994.10 28 

シベリウス 写真でたどる生涯 
マッティ・フットゥネン著 

菅野浩和訳 
音楽之友社 2000.12 

762.389

2 

フィンランドの音楽 
カレヴィ・アホ[ほか]著 

大倉純一郎訳 
オタヴァ出版 1997 

762.389

2 

フィンランドのごはん 

（絵本世界の食事 12） 

銀城康子文 

萩原亜紀子絵 
農山漁村文化協会 2008.10 383 

ムーミンママのお料理の本 
サミ・マリラ作 

トーベ・ヤンソン絵と引用文 
講談社 1996.3 596.1 

世界の料理いただきまーす。 

スウェーデン・フィンランド 
尾崎曜子編＋絵 アリス館 2004.3 596 

フィンランド・メソッド５つの基本が学べるフィンラン

ド国語教科書 小学３年生日本語翻訳版 

メルヴィ・バレ著 

 マルック・トッリネン著 
経済界 2006.5 J375.9 

フィンランド・メソッド５つの基本が学べるフィンラン

ド国語教科書 小学４年生日本語翻訳版 

メルヴィ・バレ著 

マルック・トッリネン著 
経済界 2005.11 J375.9 

フィンランド・メソッド５つの基本が学べるフィンラン

ド国語教科書 小学５年生日本語翻訳版 

メルヴィ・バレ著 

マルック・トッリネン著 
経済界 2007.4 J375.9 

ヨーロッパの小学生２ フィンランドの小学生 多田孝志監修 学研教育出版 2012.2 376 

小学生 100冊読書日記 

 フィンランド・メソッドで本が好きになる 

フィンランド・メソッド普及会編 

北川達夫監修 
経済界 2006.8 J019 
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親子で書こう！100さつ読書日記 

 フィンランド・メソッドで本がすきになる 

フィンランド・メソッド普及会編 

北川達夫監修 
経済界 2006.11 J019 

世界の建築・街並みガイド２ 

 イギリス／アイルランド／北欧４国 
 エクスナレッジ 2003.4 520 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

木の家ログハウス紀行 

 ロシア・フィンランド・ノルウェイ 

稲垣美晴〔ほか〕著 

小部俊裕〔ほか〕写真撮影 
建築資料研究社 1990.12 D523.3 

木瓦と葱ぼうず 

 ロシア・ノルウェー・フィンランドの木造建築 
 Ｉｎａｘ 1992.1 523.3 

 

（２）フィンランドのこどものほん 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

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展示会 

国立国会図書館国際子ども

図書館編 

国立国会図書館 

国際子ども図書館 
2006.7 J726.5 

オンネリとアンネリのおうち（子ども図書館） 
マリヤッタ・クレンニエミ作 

渡部翠訳 
大日本図書 1982.2  

星のひとみ（岩波少年文庫） 
トペリウス作 

万沢まき訳 
岩波書店 1987  

ぼくはちびパンダ 
ハンヌ・マケラ作 

クリスティーナ・ロウヒ絵 
徳間書店 1997.6 993 

ゴンドワナの子どもたち 自分をさがす旅の話 

（新しい世界の文学 ２） 

アレクシス・クーロス作 

大倉純一郎訳 
岩崎書店 2000.2 993 

ムッドレのくびかざり 
イルメリン・サンドマン＝

リリウス作 木村由利子訳 
フェリシモ出版 2003.5 993 

麦わら帽子のヘイナとフェルト靴のトッス なぞのい

たずら犯人（講談社青い鳥文庫） 

シニッカ・ノポラ作 

ティーナ・ノポラ作 
講談社 2005.10 993 

シーソー 
ティモ・パルヴェラ作 

ヴィルピ・タルヴィティエ絵 

ランダムハウス

講談社 
2007.12 993 

フーさん 
ハンヌ・マケラ作 

上山美保子訳 
国書刊行会 2007.9 993 

リストとゆかいなラウハおばさん１ 謎のきょうはく

じょうの巻 

シニッカ・ノポラ作 

ティーナ・ノポラ作 
小峰書店 2008.10 993 

レベッカと夏の王子さま 

（講談社青い鳥文庫） 

トゥイヤ・レヘティネン作 

末延弘子訳 
講談社 2009.8 993 

リスとツバメ 
マリア＝ヴオリオ作 

ミカ＝ラウニス絵 
講談社 2010.4 993 

大きなクマのタハマパー 友だちになるのまき 
ハンネレ・フオヴィ作 

末延弘子訳 

ひさかたチャイ

ルド 
2011.3 993 

大時計のおばけたち 
マウリ・クンナス作 

稲垣美晴訳 
偕成社 1997.11 E 

ぶた 
ユリア・ヴォリ作 

森下圭子訳 
文渓堂 2001.9 E 

ぶた ふたたび 
ユリア・ヴォリ作 

森下圭子訳 
文渓堂 2004.1 E 

イエコさん 
角野栄子ぶん 

ユリア・ヴォリえ 
ブロンズ新社 2007.8 E 

木いちごの王さま 
サカリアス・トペリウス原作 

岸田衿子文 
集英社 2011.2 E 
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なかなおり 
ヘルヤ・リウッコ＝スンドスト

ロム文・陶板 稲垣美晴訳 
猫の言葉社 2011.2 E 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

地平線のかなたまで 
ヘルヤ・リウッコ＝スンドスト

ロム文・陶板 稲垣美晴訳 
猫の言葉社 2011.8 E 

木の音をきく 
リーッタ・ヤロネン文 

クリスティーナ・ロウヒ絵 
猫の言葉社 2012.9 E 

オーロラの雪 
リーッタ・ヤロネン文 

クリスティーナ・ロウヒ絵 
猫の言葉社 2013.1 E 

いつまでも大切なもの 
ヘルヤ・リウッコ＝スンドスト

ロム文・陶板 稲垣美晴訳 
猫の言葉社 2014.5 E 

 

 

 

（３）フィンランド 神話（しんわ）と昔話（むかしばなし）  

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

かぎのない箱（岩波おはなしの本 5） 
ジェイムズ・Ｃ．ボウマン文 

マージェリイ・ビアンコ文 
岩波書店 1963  

フィンランドの昔話（民俗民芸双書 60） 
Ｐ．ラウスマー編 

高橋静男〔ほか〕共訳 
岩崎美術社 1985.8 J388.3 

巨人のはなし フィンランドのむかしばなし 
マルヤ・ハルコネン再話 

ペッカ・ヴオリ絵 
福武書店 1985.9 E 

フィンランド・ノルウェーのむかし話 

（大人と子どものための世界のむかし話 12） 
 偕成社 1990.4  

５人の語り手による北欧の昔話 

レイムン・クヴィーデラン監修 

ヘンニング・Ｋ．セームス

ドルフ監修 

古今社 2002.12 
J388.38

9 

カレワラ物語 フィンランドの国民叙事詩 
キルスティ・マキネン著 

荒牧和子訳 
春風社 2005.5 993.611 

魔術師のたいこ 
レーナ・ラウラヤイネン著 

荒牧和子訳 
春風社 2006.6 

J388.38

92 

カレワラ物語 フィンランドの神々 

（岩波少年文庫） 
小泉保編訳 岩波書店 2008.11 993 

フィンランドの小人たちトントゥ 
マウリ・クンナス作 

稲垣美晴訳 
猫の言葉社 2010.3 E 
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（４）サンタクロースの国 フィンランド 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

ベーシック・クリスマス 

 北欧育ちの、飾り・料理・言伝え 
ペア・シュメルシュア著 文化出版局 1988.10 38 

サンタと小人の国のお話集 
マルヤッタ＝クレンニエミ作 

いながきみはる訳 
偕成社 1988.12  

ようこそ、コルバトゥントゥリヘ 

 フィンランドサンタものがたり 

カイヤ・レーナ作 

かなすぎさつき絵 
パル 1989.12 E 

妖精の国のクリスマス  

サンタクロースの故郷を訪ねて 写真集 

伊藤慎一写真 

稲垣美晴文 
篠崎書林 1989.12 38 

ラップランドのサンタクロース図鑑  

北欧コルヴァトゥントゥリからのおくりもの 

ペッカ・ヴォリ著・絵 

迫村裕子訳 
文渓堂 2004.11 386 

わすれられないクリスマス 
マウリ・クンナス作  

稲垣美晴訳 
猫の言葉社 2008.10 E 

クリスマス物語 
マルコ・レイノ著 

末延弘子訳 
講談社 2010.11 993 

 


