
子ども読書の日記念資料展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示資料リスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県立浦和図書館

展示期間　：　平成２６年４月２３日（水）～５月１８日（日）

展示場所　：　埼玉県立浦和図書館１階こども室　調べものコーナー

※リストは基本的に出版年順に並んでいます。

※展示期間中は貸出できません。予約をしていただき、展示終了後に貸出します。

※刊行後2年を過ぎた雑誌は資料保存のため、貸出できません。

１　ムーミンの絵本
書　　名 編著者等 出版社 出版年 所蔵館

請求記号
1 ムーミンとふしぎなぼうし

ミニ絵本シリーズ
トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1990 久喜

E/ﾑ

2 ムーミンとニンニ
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1990 久喜
E/ﾑ

3 ムーミン谷にきたかせいじん
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1990 久喜
E/ﾑ

4 小さなりゅうはスナフキンがすき
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1990 久喜
E/ﾁ

5 スナフキンのいないはる
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1991 久喜
E/ｽ

6 しあわせってなに？ムーミンパパ
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1991 久喜
E/ｼ

7 まよなかのふしぎな音
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1991 久喜
E/ﾏ

8 ムーミンとまじょの子アリサ
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1991 久喜
E/ﾑ

9 ムーミンパパのいす
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1991 久喜
E/ﾑ

10 ムーミンとことりのおやこ
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1991 浦和・久喜
E/Y

11 ムーミンの金色のしっぽ
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1992 浦和・久喜
E/Y

12 ヘムレンさんの大はっけん
ミニ絵本シリーズ

トーベ・ヤンソン／原作 講談社 1992 浦和・久喜
E/Y

今も世代を超えて世界中の人々に愛されているムーミン。生みの親である
フィンランドの作家トーベ・ヤンソンは、今年で生誕100周年を迎えます。
これを記念して、埼玉県立図書館が所蔵するムーミンやトーベ・ヤンソン

に関する資料をご紹介します。

この機会にぜひ、魅力的なムーミンの世界にふれてみませんか？

埼玉県の

マスコット
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書　　名 編著者等 出版社 出版年 所蔵館
請求記号

13 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 ３館
E/Y

14 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 ３館
E/Y

15 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 久喜
E/ﾑ

16 ムーミン英雄になる
絵本こみっくす

トーベ・ヤンソン／作
野中しぎ／訳

福武書店 1991 3館
E/Y

17 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
野中しぎ／訳

福武書店 1991 3館
E/Y

18 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
野中しぎ／訳

福武書店 1991 ３館
E/Y

19 ムーミン家をたてる
絵本こみっくす

トーベ・ヤンソン／作
野中しぎ／訳

福武書店 1991 3館
E/Y

20 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
野中しぎ／訳

福武書店 1991 浦和・久喜
E/Y

21 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
野中しぎ／訳

福武書店 1992 3館
E/Y

22 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
野中しぎ／訳

福武書店 1992 浦和・久喜
E/Y

23 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
野中しぎ／訳

福武書店 1992 ３館
E/Y

24 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
野中しぎ／訳

福武書店 1992 3館
E/Y

25 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
野中しぎ／訳

福武書店 1993 浦和・久喜
E/Y

26 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
横手美紀／訳

偕成社 1999 久喜
E/ｼﾕ728

27 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
有尾さゆり／訳

偕成社 1999 久喜
E/ｼﾕ728

28 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
矢田堀厚子／訳

偕成社 1999 久喜
E/ｼﾕ728

29 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
日高真由美／訳

偕成社 1999 久喜
E/ｼﾕ728

30 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 浦和・久喜
E/ﾔﾝ701

31 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 ３館
E/ﾔﾝ701

32 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 ３館
E/ﾔﾝ701

33 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館
E/ﾔﾝ701

34 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 久喜
E/ﾔﾝ701

35 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 ３館
E/ﾔﾝ701

36 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 久喜
E/ﾔﾝ701

37 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 久喜
E/ﾔﾝ701

38 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 久喜・熊谷
E/ﾔﾝ701

39 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
当麻ゆか／訳

徳間書店 2011 久喜
E/ﾔﾝ701

40 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
当麻ゆか／訳

徳間書店 2012 久喜
E/ﾔﾝ701
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書　　名 編著者等 出版社 出版年 所蔵館
請求記号

41 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
当麻ゆか／訳

徳間書店 2012 久喜
.E/ﾔﾝ701

42 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
当麻ゆか／訳

徳間書店 2013 久喜
.E/ﾔﾝ701

43 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
当麻ゆか／訳

徳間書店 2013 久喜
E/ﾔﾝ701

２　ムーミンの童話
書　　名 編著者等 出版社 出版年 所蔵館

請求記号
44 ムーミン谷の彗星

ムーミン童話全集 １
トーベ・ヤンソン／作・絵
下村隆一／訳

講談社 1990 ３館
949/ﾔﾝ701

45 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
山室静／訳

講談社 1990 ３館
94/Y

46 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
小野寺百合子／訳

講談社 1990 ３館
949/ﾔﾝ701

47 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
下村隆一／訳

講談社 1990 ３館
949/ﾔﾝ701

48 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
山室静／訳

講談社 1990 ３館
949/ﾔﾝ701

49 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
山室静／訳

講談社 1990 ３館
949/ﾔﾝ701

50 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
小野寺百合子／訳

講談社 1990 ３館
949/ﾔﾝ701

51 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
鈴木徹郎／訳

講談社 1990 ３館
949/ﾔﾝ701

52 小さなトロールと大きな洪水
ムーミン童話全集 別巻

トーベ・ヤンソン／作・絵
富原真弓／訳

講談社 1993 ３館
94/Y

53 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 久喜・熊谷
94/ﾔ

３　ムーミン・コミック
書　　名 編著者等 出版社 出版年 所蔵館

請求記号
54 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2000 久喜
J726.1/ﾑﾐ

55 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2000 久喜
J726.1/ﾑﾐ

56 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2000 久喜
J726.1/ﾑﾐ

57 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2000 久喜
J726.1/ﾑﾐ

58 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2000 久喜
J726.1/ﾑﾐ

59 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2000 久喜
J726.1/ﾑﾐ

60 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2001 久喜
J726.1/ﾑﾐ

61 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2001 久喜
J726.1/ﾑﾐ

62 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2001 久喜
J726.1/ﾑﾐ

63 ムーミン・コミックス　第１０巻
春の気分

トーベ・ヤンソン／著
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2001 久喜
J726.1/ﾑﾐ

- 3 -



書　　名 編著者等 出版社 出版年 所蔵館
請求記号

64 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2001 久喜
J726.1/ﾑﾐ

65 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2001 久喜
J726.1/ﾑﾐ

66 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2001 久喜
J726.1/ﾑﾐ

67 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
冨原眞弓／訳

筑摩書房 2001 久喜
J726.1/ﾑﾐ

４　ムーミンの洋書絵本
書　　名 編著者等 出版社 出版年 所蔵館

請求記号
68 Ｔｈｅ　ｅｘｐｌｏｉｔｓ　ｏｆ　Ｍｏｏｍｉｎｐａｐｐａ，ｄｅｓｃｒｉｂｅｄ　ｂｙ

ｈｉｍｓｅｌｆ
Ｔｏｖｅ　Ｊａｎｓｓｏｎ／ｓｅｔ　ｄｏｗｎ　ａｎｄ
ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　Ｔｈｏｍａｓ　Ｗａｒｂｕｒｔ
ｏｎ

Ｐｕｆｆｉｎ　Ｂｏｏｋｓ 1969 久喜・熊谷
949/Ja

69 Ｍｏｏｍｉｎｓｕｍｍｅｒ　ｍａｄｎｅｓｓ Ｔｏｖｅ　Ｊａｎｓｓｏｎ／ｗｒｉｔｔｅｎ　ａｎｄ　ｉｌｌ
ｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　Ｔｈｏｍａｓ　Ｗａｒｂｕｒｔｏ
ｎ

Ｐｕｆｆｉｎ　Ｂｏｏｋｓ 1971 久喜・熊谷
949/Ja

70 Ｍｏｏｍｉｎｌａｎｄ　ｍｉｄｗｉｎｔｅｒ Ｔｏｖｅ　Ｊａｎｓｓｏｎ／ｗｒｉｔｔｅｎ　ａｎｄ　ｉｌｌ
ｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　Ｔｈｏｍａｓ　Ｗａｒｂｕｒｔｏ
ｎ

Ｐｕｆｆｉｎ　Ｂｏｏｋｓ 1971 久喜・熊谷
949/Ja

71 Ｔａｌｅｓ　ｆｒｏｍ　Ｍｏｏｍｉｎｖａｌｌｅｙ Ｔｏｖｅ　Ｊａｎｓｓｏｎ／ｗｒｉｔｔｅｎ　ａｎｄ　ｉｌｌ
ｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　Ｔｈｏｍａｓ　Ｗａｒｂｕｒｔｏ
ｎ

Ｐｕｆｆｉｎ　Ｂｏｏｋｓ 1973 久喜・熊谷
949/Ja

72 Ｍｏｏｍｉｎｖａｌｌｅｙ　ｉｎ　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ Ｔｏｖｅ　Ｊａｎｓｓｏｎ／ｗｒｉｔｔｅｎ　ａｎ
ｄ　ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　Ｋｉｎｇｓｌｅｙ
Ｈａｒｔ

Ｐｕｆｆｉｎ　Ｂｏｏｋｓ 1974 久喜・熊谷
949/Ja

73 Ｍｏｏｍｉｎｐａｐｐａ　ａｔ　ｓｅａ Ｔｏｖｅ　Ｊａｎｓｓｏｎ／ｗｒｉｔｔｅｎ　ａｎｄ　ｉｌ
ｌｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　　Ｋｉｎｇｓｌｅｙ　Ｈａｒｔ

Ｐｕｆｆｉｎ　Ｂｏｏｋｓ 1974 久喜
949/Ja

74 Ｆｉｎｎ　ｆａｍｉｌｙ　Ｍｏｏｍｉｎｔｒｏｌｌ Ｔｏｖｅ　Ｊａｎｓｓｏｎ／ｗｒｉｔｔｅｎ　ａｎｄ　ｉｌｌ
ｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　　Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ　Ｐｏｒｔｃｈ

Ａ　＆　Ｃ　Ｂｌａｃ
ｋ

1986 久喜
949/Ja

75 Ｃｏｍｅｔ　ｉｎ　Ｍｏｏｍｉｎｌａｎｄ Ｔｏｖｅ　Ｊａｎｓｓｏｎ／ｗｒｉｔｔｅｎ　ａｎｄ　ｉｌｌ
ｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　　Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ　Ｐｏｒｔｃｈ

Ａ　＆　Ｃ　Ｂｌａｃ
ｋ

1986 久喜
949/Ja

76 Ｋｕｋａ　ｌｏｈｄｕｔｔａｉｓｉ　ｎｙｙｔｉａ Ｔｏｖｅ　Ｊａｎｓｓｏｎ／著 Ｗｓｏｙ 1994 久喜
E/Ja703

５　ムーミンの研究書・関連書
書　　名 編著者等 出版社 出版年 所蔵館

請求記号
77 ムーミン谷への旅 講談社／企画・構成 講談社 1994 久喜

J949.6/ﾑ

78 ムーミン谷へようこそ 富原真弓／著 ベストセラーズ 1995 久喜
J949.6/ﾑ

79 ムーミンママのお料理の本 サミ・マリラ／作
渡部翠／訳

講談社 1996 ３館
59/M

80 ムーミン童話の百科事典 高橋静男／編
渡部翠／編

講談社 1996 ３館
94/T

81 フィンランド・ファンタジー 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 久喜
D702.3892/

ﾌｲ
82 ムーミン　名倉靖博画集 名倉靖博／著 白泉社 1998 久喜

J726.5/ﾑﾐ/

83 ムーミン谷の名言集 トーベ・ヤンソン／文・絵
ユッカ・パルッキネン／編

講談社 1998 ３館
949/ﾔﾝ701

84 ムーミンの哲学 瀬戸一夫／著 勁草書房 2002 久喜
J130/ﾑﾐ

85 トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の素敵な仲間たち」展 Ａｎｎｅｌｉ　Ｉｌｍｏｎｅｎほか／編
末延弘子／翻訳

東映株式会社 2004 久喜
J949.83/ﾔﾝ

701
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書　　名 編著者等 出版社 出版年 所蔵館
請求記号

86 ムーミンを読む 冨原眞弓／著 講談社 2004 久喜
J949.8/ﾄﾐ

015
87 ようこそ！ムーミン谷へ トーベ・ヤンソン／絵

ミルヤ・キヴィ／文
末延弘子／訳

講談社 2005 久喜
J949.8/ﾔﾝ

701

88 ムーミンのふたつの顔 冨原眞弓／著 筑摩書房 2005 　久喜
J949.8/ﾄﾐ

015

89 ムーミンパパの「手帖」 東宏治／著 青土社 2006 久喜
J949.8/ｱｽ

019

90 ムーミン谷のひみつ 冨原眞弓／著 筑摩書房 2008 久喜
J949.8/ﾄﾐ

015
91 ムーミン谷のひみつの言葉 冨原眞弓／著 筑摩書房 2009 久喜

J949.8/ﾄﾐ
015

92 ムーミン画集 トーヴェ・ヤンソン／絵・文
冨原眞弓／文

講談社 2009 久喜
J726.5/ﾑﾐ

93 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

冨原眞弓／著 青土社 2009 久喜
J949.8/ﾄﾐ

015

94 ヤンソンとムーミンのアトリエ 木之下晃／著 講談社 2013 久喜
J949.8/ﾔﾝ

701

６　ムーミンの特集雑誌
記　事　名 雑誌名 出版社 貸出 所蔵館

95 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 館内
利用

久喜

96 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 館内
利用

久喜

97 「ムーミン」のふるさとを訪ねる旅 『ＭＯＥ』　１９９５年９月号 白泉社 館内
利用

久喜

98 ムーミンと北欧の物語 『ＭＯＥ』　１９９８年２月号 白泉社 館内
利用

久喜

99 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 館内
利用

久喜

100 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 館内
利用

久喜

101 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 館内
利用

久喜

102 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 館内
利用

久喜

103 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 館内
利用

久喜

104 ムーミンと一緒に北欧の旅に出よう 『ＭＯＥ』　２０１２年１月号 白泉社 館内
利用

久喜

105 ムーミンの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 貸出可 久喜

106 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 貸出可 久喜

107 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 館内
利用

久喜

108 トーベ・ヤンソンのすべて 『芸術新潮』　２００９年５月号 新潮社 館内
利用

久喜
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書　　名 編著者等 出版社 出版年 所蔵館
請求記号

109 彫刻家の娘 トーベ・ヤンソン／著
富原真弓／訳

講談社 1991 久喜・熊谷
ﾔ

110 少女ソフィアの夏 トーベ・ヤンソン／作
渡部翠／訳

講談社 1993 久喜・熊谷
94/ﾔ

111 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 久喜
J949.8/ﾄ

112 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 久喜
J949.8/ﾄ

113 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 久喜
J949.8/ﾄ

114 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 久喜
J949.8/ﾄ

115 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 久喜
J949.83/ﾔﾝ

701

116 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 久喜
J949.83/ﾔﾝ

701

117 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 久喜
J949.83/ﾔﾝ

701

118 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 久喜
J949.83/ﾔﾝ

701

119 島暮らしの記録 トーベ・ヤンソン／文
冨原眞弓／訳

筑摩書房 1999 久喜
J949.84/ﾔﾝ

701

120 おとぎの島　(タンペレ市立美術館刊行物) トーヴェ・ヤンソン／原画
ミルヤ・キヴィ／編
末延弘子／訳

タンペレ市立美
術館

2003 久喜
J949.8/ﾔﾝ

701

121 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
村山由佳／訳

メディアファクト
リー

2006 久喜
J933.6/ｷﾔ

704

７　ムーミンの作者　トーベ・ヤンソンの小説・エッセイ・関連書
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