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№－分類 書名 著者名 出版社 備考

０ あか

新しいサイエンスセンター（科学博物館）ユレカ（フィンラン

ド）に学ぶ1)（「観光開発データファイル」より抜粋、複写）

加藤康子 第一法規出版

００８ く 月刊　クーヨン（2008.5月号） クレヨンハウス

特集　見てきま

した！　フィンラ

ンドの子育て

０８５ げ 月刊　言語 (vol.14 No.8) 大修館書店

特集　フィンラン

ドの言語と文化

－「カレワラ」刊

行150年記念

０９４ こし 国際化時代の世界のテレビ 志賀信夫 丸善

０９２ し 週刊新潮（92.6.4. 号） 新潮社 Ｐ．１４３

０９３ Ｊ Journal Vol.6 (93.4 号) ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ Ｐ．４

０８３ すざ スウェーデン王国　フィンランド共和国

（編）在ｽｳｪｰﾃﾞﾝ日本国大使館　在

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ日本国大使館

日本国際問題研究所

世界各国便覧

書　〔西欧編〕

０８７ ち 地球の歩き方27　北欧 地球の歩き方編集室 ダイヤモンドビック社

０９３ つ 追想　松平一郎 ㈱東京銀行

０７８ ふ フィンランド FACT ABOUT FINLAND （日本語版） フィンランド大使館 OTAVA

０８２ ふ フォーカス・オン・フィンランド The Ministry for Foreign Affairs Sävy paino

０９２ ふ フィンランド物語 （翻）高榎尭

０９３ ふ フィンランド Suomi A Harmony of Life and Nature  (監修) フィンランド大使館 NTT メディアスコープ

０９４ ふつ・た フィンランドの森の友だち 津村喬／高野和子 岩波書店

０ ほ 北欧（１号～２０号）　（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ関連のみ複写） 北欧文化通信社

０ ほ 北方圏 （編）山本孝 （社）北方圏センター

０９１ ま 丸の内倶楽部ニュース 近畿日本ツーリスト

０ ぶ ブリタニカ国際大百科事典 ＴＢＳブリタニカ

但し新聞の項目

のみ抜粋

０９６ ほも 北欧 百瀬宏・村井誠人（監修） 新潮社

０９８ きつ 北ヨーロッパ　小さいまち紀行 (編）土田陽介 グラフィック社

０９８ へう ヘルシンキ　人に適したヒューマンサイズの町 ウルホ・Ａ・ピエティラ／カリ・ラヒアラ グッメルス出版社

1998　ペッカ・

ヴォリ氏より

０９８ に 新渡戸稲造研究　第７号 (財）

1999　内川永一

朗

００６ がが 外交白書２００６ 外務省 外務省

００７ や やさしいフィンランド suomi/FINLAND　子供のための小百 ピルヨ・ホンカサロ　他 ｗｑ

０１０ へへ ヘルシンキ―ビジターズ・ガイド２０１０ ヘルシンキ観光局 ヘルシンキ観光局
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№－分類 書名 著者名 出版社 備考

００５ T TORi Alternative Culture of Finland 01/2005.05 フィンランド政府観光局

創刊号、特集

Finnish Design

Showcase

００５ T TORi Alternative Culture of Finland 02/2005.11 フィンランド政府観光局

特集　フィンラン

ドに学べ。

００６ T TORi Alternative Culture of Finland 03/2006.05 フィンランド政府観光局

特集　ようこそ、

フィスカルス村

００６ T TORi Alternative Culture of Finland 04/2006.11 フィンランド政府観光局

特集　ビューティ

フル・ライフ
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№－分類 書名 著者名 出版社 備考

２６５ きあ 北ヨーロッパ 荒正人・岩塚守公 講談社

世界の文化地

理７

２９０ きた キートス！スオミの人たち 武田英文 秋田フィンランド協会

父と子のﾌｨﾝﾗﾝ

ﾄﾞ冬旅行

２９２ くう グスタフ・マンネルヘイム－ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの白い将軍－ 植村英一 荒地出版社

２９２ さ The Gold（92.5) ＪＣＢ Ｐ．８

２６７ しす シベリウス　生涯と作品 菅野浩和 音楽之友社

２８６ しら シベリウスの生涯 ハンヌ－イラリ・ランピラ 筑摩書房

２ す

スラブ研究　１１号より複写（ソ連－フィンランド戦争をめぐ

る史料・文献について－その研究史的覚書）

（著・百瀬宏）

２ す

スラブ研究　２３号より複写（第二次大戦中のソ連のフィンラ

ンド政策－戦後の展望に寄せて－Ⅲ）

（著・百瀬宏）

２ す

スラブ研究　２４号より複写（1948年のフィンランド・ソ連条

約の成立事情に関する覚書1)

（著・百瀬宏）

２ す

スラブ研究　２７号より複写（1948年のフィンランド・ソ連条

約の成立事情に関する覚書2)

（著・百瀬宏）

２ す

スラブ研究　２８号より複写（1948年のフィンランド・ソ連条

約の成立事情に関する覚書3)

（著・百瀬宏）

２８７ すた スカンジナヴィア－白夜・極夜の国ぐに 立石友男 古今書院

２８９ せう 雪中の奇跡 梅本弘 大日本絵画

２９４ たき 第二次世界大戦（上巻） マーティン・ギルバート 心交社 （訳）岩崎俊夫

２９２ はお バルト海のほとりにて 小野寺百合子 朝日新聞社

２９８ ふ ＢＵ　武 samurain ammatti 日本文化友の会

２９４ ふく フィンランド小史 (A Brief History of Finland  日本語版） マッティ・クリンゲ フィンランド大使館 （訳）百瀬　宏

２８８ ふた フィンランドは隣国だ 高野道雄 研光新社

２８６ ふひ フィンランド（サンタの町のトオマス） ビヤネール多美子 偕成社

世界の子どもた

ち１３

２９０ ふや フィンランドの知恵（中立国家の歩みと現実） マックス・ヤコブソン サイマル出版会

２ ふや フィンランド－外見と本質－ マックス・ヤコブソン

２ ほ

北欧史研究　１号より複写（フィンランドにおけるスカンジナ

ビア主義）

（著・玉生謙一）

２９８ ほた 北欧の外交　戦う小国の相括と現実 武田龍夫 東海大学出版社

２８６ ほふ 北欧グラフィティ 深井節子・深井聰男 みずうみ書房

２８０ ほも 北欧現代史 百瀬宏 山川出版社 世界現代史２８

２６７ ほや 北欧・東欧の文学 矢崎源九郎 明治書院 世界の文学史

２９３ もた 物語　北欧の歴史 武田龍夫 中央公論社
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２７６ らこ

ラムステッド〔リレー連載・大言語学者たち２０〕（月刊「言語」

1976年11月号より複写)

小泉保

２９７ らま ラップランド発見 （編）ハリー・マキネン

２９９ りう 流血の夏 梅本弘 大日本絵画
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№－分類№－分類 書名 著者名 出版社 備考

３０４ Ｆさ Finland<文化人類学のauthro絵本>

サベンペウカロ工房　村井辰郎　町

田典子

サベンペウカロ工房

３ Ｍ 月刊　Model Graphix  Vol. 40 大日本絵画 P.97

３ Ｍ 月刊　Model Graphix  Vol. 43 大日本絵画 P.81

３８８ あい アイスランド法の発展と理念 石渡利康 高文堂出版社

３０７ あた 青い光が見えたから　16歳のフィンランド留学記 高橋絵里香 講談社

３９６ いお インターマリッジ　－鏡の中の日本－ 大山茂 近代文芸社

会員大山さんの

著書

３０７ うじ 受けてみたフィンランドの教育 実川真由、実川元子 文藝春秋

３０２ おま 欧州レポート原子力廃棄物を考える旅 松田美夜子 （社）日本電気協会新聞

３９２ お

大きな文化は小さな文化から何を学べるか？－国際先住

民族年に向けて－

下中記念財団

国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

資料

３９２ おい オーランド島：自治と中立 石渡利康 高文堂出版社

３９３ がこ 外国の立法（第３２巻２・３号）特集: 先住民族

国立国会図書館 調査立

法考査局

P.39～70  サー

ミ関連立法

３９４ か 海外投融資　1994.11　vol3 no.6 （財）海外投融資情報財

３ かに 海外投資研究　フィンランド 日刊工業新聞社

３００ かに 月刊環境自治体 日本工業社

３０７ かふ 格差をなくせば子どもの学力は伸びる 福田誠治 亜紀書房

３０７ がへ・さ 「学力世界一」がもたらすもの オッリペッカ・ヘイノネン　佐藤学 日本放送出版協会

ＮＨＫ未来への

提言

３７７ きお 極北の青い闇から　ラップ人と暮らした記録 小野寺誠 日本放送出版協会

３８２ きい 北の暮らし歳時記 伊藤隆一

３９４ き 企業と人材　Vol.27 No.626 産業労働調査所 P.42～47

３９４ き 企業と人材　Vol.27 No.628 産業労働調査所 P.34～38

３０６ きふ 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 朝日新聞社

３ ぐ 軍事研究（９３年２月号） ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐﾘﾀﾘｰﾚﾋﾞｭｰ P.170 ～181

３ ぐ 軍事研究（９３年３月号） ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐﾘﾀﾘｰﾚﾋﾞｭｰ P.188 ～199

３ ぐ 軍事研究（９３年５月号） ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐﾘﾀﾘｰﾚﾋﾞｭｰ P.194～206

３ ぐ　 軍事研究（９３年６月号） ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐﾘﾀﾘｰﾚﾋﾞｭｰ P.192 ～205

３ ぐ 軍事研究（９３年７月号） ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐﾘﾀﾘｰﾚﾋﾞｭｰ P.180 ～203

３ ぐ 軍事研究（９３年８月号） ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐﾘﾀﾘｰﾚﾋﾞｭｰ P.204 ～216

３０２ こた 「高齢期の暮らしに関する国際比較調査」報告書 田中里美

３８８ さい サーメ権の法的構造 石渡利康 高文堂出版社

３９８ さく サンタクロースの大旅行 葛野浩昭 岩波出版

３０２ さよ サーミ人についての話 ヨハン・トゥリ　（訳）吉田欣吾 東海大学出版会 著者謹呈
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№－分類№－分類 書名 著者名 出版社 備考

３０６ ざや・や

ザ・フィンランドシステム　日本ビジネス再生の鍵はフィンラ

ンドにある

矢田龍生　矢田晶紀 産業能率大学出版部

３０５ しお・か 食教育論　豊かな食を育てる 大村省吾　川端晶子 昭和堂

　 しは 仕事と家族と幸福感 エリナ・ハーヴィオ・マンシラ 大月書店

３９１ すい スヴァールバルの法的地位 石渡利康 高文堂出版社

３０１ すう 素顔のフィンランド抄 鵜澤希伊子 文芸社 著者謹呈

３８１ すた 住んでみた北欧 武田龍夫 サイマル出版会

３９３ せよ 先住民族　サーミを支える人と心 吉村博明 グループ６６度３０分

３９４ そ 総合社会保障　第３２巻第５号 社会保険新報社 P.65～71

３０２ ちと 地方自治とまちづくり 土岐寛 敬文堂

３００ ちに 月刊地球環境 日本工業社

３９０ とく トナカイの社会誌　北緯７０度の放牧者たち 葛野浩昭 河合出版

３９２ なぐ 七回の東方旅行 グスタフ・ラムステッド 中央公論社

３０２ のと ノキア　－携帯市場のパイオニア トレヴァーメリデン 三修社

３９２ ひ 漂氷　其之二 グループ６６度３０分 P.65

３８５ ひた 白夜の国ぐに 武田龍夫

３０７ びま 平等社会　フィンランドが育む未来型学力 ヘイッキ・マキパー　（訳）末延弘子 明石書店

３７５ ふ フィンランド共和国第１回円貨債券　発行目論見書

３８０ ふ 経済調査資料　フィンランド事情 社団法人日本工業倶楽部

３０１ ふ フィンランド Kirjalito

３８４ ふあ フィンランドのプライマリーケア 愛知県保険区協会

３９２ ふい フィンランドの中立政策 石渡利康 高文堂出版社

３０７ ふさ フィンランド軍入門 斎木伸生 イカロス出版

３０５ ふし

フィンランドに学ぶ教育と学力(シリーズ：未来への学力と日

本の教育３）

庄井　良信・中嶋　博編 明石書店

３０１ ふた 福祉国家の闘い 武田龍夫 中公新書 著者謹呈

３０３ ふは フィンランド現代政治史 マルッティ・ハイキオ 早稲田大学出版部

大使館河村氏よ

り寄贈

３０７ ふふ・た フィンランドの子育てと保育　安心・平等・社会の育み 藤井ニエメラみどり、高橋睦子 明石書店

(社)全国私立保

育園連盟、

３０３ ふみ フィンランドの金融危機と国家マネジメント 皆川弥 リーベル出版

３０５ ふめ フィンランドという生き方 目莞ゆみ フィルムアート社

３１７ ふも フィンランド民族文化 森本覚丹 目黒書店

３６６ ふも 福祉国家・北欧（Ⅰ）全２巻 （訳・編）森幹郎 聖文舎

３６７ ふも 福祉国家・北欧（Ⅱ）全２巻 （訳・編）森幹郎 聖文舎

３７９ ふや フィンランドの外交政策 Ｍ．ヤコブソン 財日本国際問題研究所

３８８ ほ 北欧諸国間の協力 Bitte Bagerstam Wickman & Stenbeck AB
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３９２ ほあ 北欧と新ヨーロッパ アンネシュ・ビヤットネス 高文堂出版社

３８９ ほい 北欧国際関係の法的諸相 石渡利康 高文堂出版社

３９０ ほい 北欧安全保障の研究 石渡利康 高文堂出版社

３９１ ほい 北欧協力における意思決定 石渡利康 高文堂出版社

３０３ ほお 北欧の消費者教育 大原明美 新評論

３７４ ほし 北欧デモクラシーの政治機構 清水望 成文堂

３０１ ほた 北欧を知るための43章 武田龍夫 明石書店 著者謹呈

３７６ ゆ 有価証券報告書 フィンランド共和国

３９４ よ 月刊Ｅｕｒｏｐｅ　’９４．１１/１２

駐日欧州委員会代表部

広報部

３９０ よも ヨーロッパ小国の国際政治 （編）百瀬宏 東京大学出版会

３９１ り

留学生の東京生活ガイド　Living in Tokyo  Guide to foreign

students

東京文化振興会

３０６ りこ リージョンの時代と島の自治 古城　利明 中央大学出版部

３ わ ワールドプラザ 講談社 '88 ～

３８６ わぶ われら北欧人 ウィブリーブラインホルスト 東海大学出版会

北欧５カ国の民

俗文化をユーモ

ラスに風刺

３０８ ふほ フィンランド　豊かさのメソッド 堀内都喜子 集英社

３０８ ふぱ

フィンランド式ドリル　リッカ先生のたのしい算数　たし算　ひ

き算

リッカ・パッカラ 学習研究社

３９５ だあ

男女平等社会の実現をめざして―スウェーデン、カナダ、ド

イツの事例から―

IMF-JC女性活動委員会 金属労協（IMF-JC）

３０９ ふさ

フィンランド式キッズスキル入門―実践例から学ぶ子育て

ストレスが軽くなるコツ

佐俣友佳子 学習研究社

３０８ ふた

フィンランドを世界一に導いた１００の社会改革　フィンラン

ドのソーシャル・イノベーション

イルッカ・タイパレ　（訳）山田眞知子 公人の友社

３０９ こわ

子どもと家族にやさしい社会　フィンランド　未来へのいのち

を育む

渡辺久子、トューラ・タンミネン、高橋

睦子

明石書店
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〔　〔　〔　〔　４４４４　：　　：　　：　　：　自自自自　　　　然然然然　　　　科科科科　　　　学学学学　〕　〕　〕　〕

№－分類 書名 著者名 出版社 備考

４８６ にん Newton 1986.12 教育社 P.96～

４９０ ひも 白夜の国の野鳥たち－フィンランドを歩いた日々 百瀬淳子 同成社

４８７ ふた フィンランドの四季（「法政通信」1987.1月号より抜 田淵洋

４９２ ふた

フィンランド北部における森林限界の移動と年輪

成長量の研究

田淵洋

４９３ ふた

フィンランドにおける気温逆転に掛かる諸問題

（「法政地理」第２１号より抜刷）

法政大学　地理研究会

４９２ ふた・は

フィンランド北部の岩海と礫質多角形土（「地理学

評論」第６５巻第２号：極地と高山の地形　特集号

より抜刷）

田淵洋・原芳生

４８５ ゆあ 雪と氷の北欧レポート 秋田フィンランド協会

４９４ やは 野生の水 ハンヌ・ハウタラ オタヴァ出版

Villi Vesiの日本

語版
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〔　〔　〔　〔　５５５５　：　　：　　：　　：　工工工工　　　　学学学学　　　　・・・・　　　　技技技技　　　　術術術術　〕　　〕　　〕　　〕　

№－分類 書名 著者名 出版社 備考

５ あ at Architecture Magazine デルファイ研究所

５９５ あ アルヴァー・アールト展／イズムを超えて (株）デルファイ研究所 「

５９０ あい アールトとフィンランド　北の風土と近代建築 伊藤大介 丸善 建築巡礼１８

５０４ あふ アルヴァ・アアルト フィンランド政府観光局

５７２ けあ 現代フィンランド建築 アヌコ・サロコルピ (訳）向後英一

５ さ An Illustrated SAUNA 朝日新聞社 アサヒグラフ増刊

５９２ さぬ サウナをつくろう　設計と入浴法のすべて 沼尻良 建築資料研究社

５９５ し　 新建築住宅情報　1995年4月号／第180号 (株)新建築社

５８９ しし

白い机－若い時－アルバァ・アアルトの青年時代と芸術思

想

ヨーラン・シルツ　（訳）田中雅美・田

中智子

鹿島出版会

５９３ しし

白い机－モダン・タイムス－アルバァ・アアルトと機能主義

の出会い

ヨーラン・シルツ　（訳）田中雅美・田

中智子

鹿島出版会

５９８ しし 白い机－円熟期

ヨーラン・シルツ　（訳）田中雅美・田

中智子

鹿島出版会

５ す スペースデザインＳＤ 77-１＋２月号 （編）長谷川愛子 鹿島出版会

ｱﾙｳﾞｧ・ｱｱﾙﾄ特

集

５９１ す 月刊　住 sumai 日本工業出版 P.24, P.28, P.31

５９２ せう 世界のログハウス （編）ｳｯﾃﾞｨﾗｲﾌ 編集部 山と渓谷社

５９１ ば Vacation　（1991，10月号) ｸﾘｴｲﾃｨｳﾞｽﾀﾝｸ P.203 ～P.206

５９２ せひ 世界建築史の旅 平島二郎 中央公論社

５９３ ふい フィンランドの医療・保健施設（病院５２巻３号より複写） 伊藤誠

５８７ ふは フィンランドの木造民家（丸太組積造の世界） 長谷川清之 井上書院

５９３ はま 北欧のカントリーサイド－さまざまなパブや旅館、民家や町 増田正 集英社

５９５ みす みんなで守ろう世界の文化・自然遺産 (編）助川進 学習研究社

５９４ も モダンリビング　№９５　1994.7.（北欧の家具とインテリア） 婦人画報社 P.163 ～223

５９０ ろか ロックエンジニアリングと地下空間 鹿島出版会

５８９ Ｆ ＦＩＧ　ＪＦＳニュース 日本測量者連盟ＪＦＳ 「ｶﾚﾜﾗ」の挿絵

５０９ あし アルヴァー・アールト　エッセイとスケッチ （編）ヨーラン・シルツ（訳）吉崎恵子 鹿島出版会

５１０ ふた

フィンランドの木造教会　１７、１８世紀における箱柱式教会

の構法と歴史

竹内　皓 リトン
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〔　〔　〔　〔　６６６６　：　　：　　：　　：　産産産産　　　　業業業業　〕　　〕　　〕　　〕　

№－分類 書名 著者名 出版社 備考

６ Ｆ

フィンランド・トレード・レビュー（「Finnish trade review」日本

語版）

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ海外貿易協会 '89,'91

６０８ おく オウルの奇跡　フィンランドのＩＴクラスター地域の立役者達 ミカ・クルユ、(訳）末延弘子 新評論

６０１ そと・だ

それがぼくには楽しかったから　全世界を巻き込んだリナッ

クス革命の真実

リーナス・トーバルズ（Linux開発

者）、デイビット・ダイヤモンド

小学館プロダクション

６９８ ひふ 白夜の国のヒコーキ物語 フィンランド航空／畠山けんじ

共信商事株式会社文化

事業部

６８７ ほ 北欧３国 日本貿易振興会（ｼﾞｪﾄﾛ）

ｼﾞｪﾄﾛ貿易市場ｼ

ﾘｰｽﾞ

６８７ ほ 北欧の一流品（交通公社のMOOK一流シリーズ） （編）青野眞也 日本交通公社出版事業 278
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〔　〔　〔　〔　７７７７　：　　：　　：　　：　芸芸芸芸　　　　術術術術　〕　　　〕　　　〕　　　〕　　

№－分類№－分類 書名 著者名 出版社 備考

７９４ F

FOCUS ON FINNISH ART　フィンランド美術の歩

み－大気・水・土－

フィンランド美術展実行委

員会

７０３ あと アキ・カウリスマキ 遠山純生(編）

株式会社エクスクァイヤ

マガジンジャパン

７８３ いも FABRIC PICTURES 糸の旅　森麗子作品集 森麗子 木耳社

７８５ いも FABRIC PICTURES 糸の風景　森麗子作品集 森麗子 木耳社

７ お 音楽現代６　1981 芸術現代社 ｼﾍﾞﾘｳｽ の遺跡

７９０ おか オーロラ　AURORA 門脇久芳 情報センター出版局

７ か カメラ・インターナショナル（日本版）３号 朝日新聞社 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞへの旅

７８６ かた 「貨物列車」のピアニスト　森と湖の国から 舘野泉 東京音楽社

７ き

季刊「銀花」1989.79（叙事詩「カレワラ」に魅せら

れて　アクセリ・ガッレン－カッレラの仕事と生涯）

文化出版局

７ け

毛糸だま　1922. ２月号　（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ織・大山絵利奈

さん紹介）

日本ヴォーグ社

７７２ けう 現代フィンランドデザイン

ウルフ・ホード・アフ・セーゲルス

タード

７０３ こも 木立をすぎる時間　森麗子画文集 森麗子 求龍堂

７ し

しゃるむ　第５５号（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ織物研究家・大山絵

利奈さん紹介）

主婦と生活社

７ せ 月刊「染織α」 1987.71 染織と生活社 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ織物事

７ せ 月刊「染織α」 1987.73 染織と生活社 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの織物

７ せ 月刊「染織α」 1987.74 染織と生活社 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの織物

７ せ 月刊「染織α」 1987.75 染織と生活社 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの織物

７ せ 月刊「染織α」 1987.77 染織と生活社 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの織物

７ せ 月刊「染織α」 1987.78 染織と生活社 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの織物

７ せ 月刊「染織α」 1988.86 染織と生活社 織物研修案内

７ せ

月刊「染織α」 1993.144 （染織で描く１１　クビカス

織　加藤玲子）

染織と生活社

７０３ せ 月刊「染織α」 2003.12月　NO．２７３ 染織と生活社

７８６ に 日本フォークダンス連盟　３０周年記念誌 社日本ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ 連盟

７９９ のの 野原チャックのパッチワークパターン２００ 野原チャック

７８６ ひお 白夜の国のヴァイオリン弾き 小野寺誠 新潮社

７０７ ひお ヒンメリ おおくぼともこ プチグラパブリッシング

７８２ ひも FABRIC PICTURES 白夜の旅から 森麗子 文化出版局

７８７ ふ 特集　フィンランド音楽（日本語版）

Performing

Music他

７８７ ふ フィンランドのデザインと視覚芸術
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〔　〔　〔　〔　７７７７　：　　：　　：　　：　芸芸芸芸　　　　術術術術　〕　　　〕　　　〕　　　〕　　

№－分類№－分類 書名 著者名 出版社 備考

７ ほ 北欧クラフトの今日　白い光・深い森のオブジェた 西武美術館

７ ほ 北欧・トナカイ遊牧民の工芸

財日本民芸館、北欧閣僚

評議会

７ ほ 北欧の美術 西武美術館

７８４ もひ 森と湖と　東山魁夷小画集 東山魁夷 新潮社

７９１ もも もりの詩 森麗子 木耳社

７０９ うお Weaving from Finland part 2 大山エリナ マルケッタ 日本ヴォーグ社

７００ うお ウィーヴィング　フロム　フィンランド オオヤマ・エリナ・マルケッタ フィンランディア

７０７ T

TORi 05 USED Modern Design from Finland　ヴィ

ンテージになったモダンデザイン

フィンランド政府観光局
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〔　〔　〔　〔　８８８８　：　　：　　：　　：　語語語語　　　　学学学学　〕　〕　〕　〕

№－分類 書名 著者名 出版社 備考

８９２ きお 基礎フィンランド語文法 荻島崇 大学書林

８９３ さし 最新日本語読本 （編）新潮編集部 大日本印刷　

８９２ しう 実戦・世界言語紀行 梅棹忠夫 岩波書店

８９５ だ 第2外国語にチャレンジ　’95 イカロス出版

外語スペシャリ

ストシリーズ

８８５ たこ 対訳　カレワラの歌（第一巻） （訳）小泉保 大学書林

８０５ にお 日本語フィンランド語辞典 荻島崇 大学書林

８６６ ふい フィンランド語小辞典 （編）今岡十一郎 桜井広済堂

８５２ ふお フィンランド語四週間　 尾崎義 大学書林

８９７ ふお フィンランド語辞典 荻島崇 大学書林

８００ ふお フィンランド語日本語小辞典 荻島崇 大学書林

８０２ ふく cd付き　フィンランド語が面白いほど見につく本 栗原薫・マルユットウ・コウリ 中経出版 Sep-02

８８３ ふこ フィンランド語文法読本 小泉保 大学書林

８０４ ふさ フィンランド語のすすめ(初級編） 佐久間淳一 研究社

８０４ ふさ フィンランド語のすすめ(中級編） 佐久間淳一 研究社

８０７ ふよ フィンランド語のしくみ 吉田欣吾 白水社

８９１ やお やさしいフィンランド語読本 荻島崇 大学書林

８０１

ほや・も・

ふ・よ

北欧のことば

山下泰文、森信嘉、福井信子、

吉田欣吾

東海大学出版会

８０６ ごち 語学王　フィンランド語 千葉　庄寿 三修社 May-06

８１０ すい すぐにつかえる日本語-フィンランド語-英語辞典

（編著）稲葉千晴、ピーア。マ

ティライネン

国際語学社
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〔〔〔〔９９９９　　：　　　：　　　：　　　：　文文文文　　　　学学学学　〕　　〕　　〕　　〕　

№－分類 書名 著者名 出版社 備考

９８６ ああ 雨の糸 （編）あまんきみこ他 国土社

９００ あご ゴンドワナの子どもたち アレクシス・クーロス 岩崎書店

９８６ あし 赤のなぞなぞ

（編）柴田武、谷川俊太郎、矢川

澄子

大修館書店

ｼﾘｰｽﾞ世界のﾅ

ｿﾞﾅｿﾞ１

９９０ あす アンニ・スワンのお伽話 アンニ・スワン グロリア出版

９０７ あた 青い光が見えたから　16歳のフィンランド留学記 高橋絵里香

９９８ いあ 行こう！　野うさぎ アルト・パーシリナ

ハーディング祥

子（訳）

９０２ うれ

ウンブラ／タイナロン－無限の可能性を秘めた二

つの物語

レーナ・クルーン 新評論 （訳）末延弘子

９ え

月刊「絵本とおはなし」１０月号（海外絵本族イン

タビュー in Finland ヘルヤ・スンドローム）

偕成社

９８６ おあ 教えてくださいどこにいればいいのか （編）あまんきみこ他 国土社 P.13～

９７２ おく オンネリとアンネリのおうち マリエッタ・クレンニエミ 大日本図書

９０５ おく オンネリとアンネリのおうち マリエッタ・クレンニエミ プチグラパブリッシング

９９２ おす おとぎ話の背負いかご アンニ・スワン 聖公会出版

アンニ・スワンの

お伽話－Ⅱ

９ か 花神　1987.1号 （編）大岡信 花神社 P.78～

９８５ かあ カレワラ刊行　１５０年記念

（編）アンネリ・アスプルンド、

ウッラ・リッポネン

９０５ かき 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、(訳）荒牧

和子 春風社

９７９ かさ カレワラタリナ （訳）坂井玲子 第三文明社

９８１ かす かえってきたアオ レオ・スオメラ 大日本図書

９８３ かも カレワラ（上） （訳）森本覚丹 講談社

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ国民叙

事詩

９８３ かも カレワラ（下） （訳）森本覚丹 講談社

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ国民叙

事詩

９８３ ほく 北欧神話 K・クロスリイ－ホランド 青土社

（訳）山室静・米

原まり子

９ かも カレワラ（抜粋） 森本ヤス子 全日本家庭教育研究会

９７６ かり カレワラ（上） リョンロット 岩波書店 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ叙事詩

９７６ かり カレワラ（下） リョンロット 岩波書店 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ叙事詩

９８６ きい 北の生活宅急便（北欧の知恵をあなたに） 伊藤隆一 北海道新聞社

９８５ きは 巨人のはなし マルヤ・ハルコネン 福武書店

９７３ きも 霧のカレワラ 森本ヤス子 北欧文化通信社

９０３ きれ 木々は8月に何をするのか レーナ・クルーン 新評論 （訳）末延弘子
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９８６ くし 黒のなぞなぞ

（編）柴田武、谷川俊太郎、矢川

澄子

大修館書店

ｼﾘｰｽﾞ世界のﾅ

ｿﾞﾅｿﾞ３

９８７ けた 現代北欧文化１８人集 （編）谷口幸男 新潮社

９８７ こひ 湖水祭（上） 平岩弓枝 文芸春秋

９８７ こひ 湖水祭（下） 平岩弓枝 文芸春秋

９８２ さく サンタクロースと小人たち マウリ・クンナス 偕成社

９８６ しし 白のなぞなぞ

（編）柴田武、谷川俊太郎、矢川

澄子

大修館書店

ｼﾘｰｽﾞ世界のﾅ

ｿﾞﾅｿﾞ２

９８８ すお スオミの詩、フィンランド現代詩選集 大倉純一郎（訳編）

９７６ せく 世界の民話　北欧 （訳）櫛田照男 ぎょうせい

９８４ せし 世界のなぞなぞ大事典

（編）柴田武、谷川俊太郎、矢川

澄子

大修館書店

９０１ りそ それがぼくには楽しかったから リーナス・トーバルズ 小学館プロダクション

９０２ たお 詩集　旅みやげ　にしひがし 大岡信 集英社

９７８ たや たのしいムーミン一家 ヤンソン 講談社

９８７ ちい 注文の多い翻訳家 稲垣美晴 筑摩書房

９９１ ちや 彫刻家の娘 トーベ・ヤンソン 講談社

９９８ とあ トッティサルミ館の跡継ぎ アンニ・スワン （訳）鈴木其美

９８８ とう とんでったペチコート ペッカ・ヴォリ 福武書店

９７９ はお 遥かなる北欧に 大束省三 三修社

９０３ はこ 羽根をなくした妖精 ユリヨ・コッコ 晶文社

（訳）渡部翠

文学のおくりも

の（12）

９８６ ひく ひゃーおばけがいっぱい！ マウリ・クンナス 偕成社

９６３ ひひ 白夜の旅 東山魁夷 新潮社

９９５ ふい フィンランド語は猫の言葉 稲垣美晴 講談社

９０８ ふい フィンランド語は猫の言葉 稲垣美晴 猫の言葉社

９８２ ふく フィンランドのこびとたち　トントゥ マウリ・クンナス 文化出版局

９９０ ふさ フィンランド・ノルウェーのむかし話 坂井玲子、山内清子 偕成社

世界のむかし話

(12)

９９１ ふち フィンランディア 千葉智美 角川書店

９８７ ふへ ブックスフロムフィンランド　文学と風土 カイ・ライティネン 花神社

９０７ ふま フーさん ハンヌ・マケラ 国書刊行会 （訳)上山美保子

９０７ ふま フーさんにお隣りさんがやってきた ハンヌ・マケラ 国書刊行会 （訳)上山美保子

９７１ ふら フィンランドの昔話 （編）Ｐ．ラウスマー 岩崎美術社

民俗・民芸双書

60
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９９３ ふら 図説　フィンランドの文学 カイ・ライティネン 大修館書店

叙事詩｢ｶﾚﾜﾗ｣

から現代文学ま

９００ ぺか 過去よさらば ペンッティ・キルスティラ 新樹社

９７９ へさ ヘルシンキ事件 マウリ・サリオラ ＴＢＳ出版会

９９４ む ムーミン谷への旅　ﾄｰﾍﾞ･ﾔﾝｿﾝとﾑｰﾐﾝの世界 ヤンソン 講談社

９０４ むと ムーミンを読む 冨原眞弓 講談社

９００ むみ ムーミン谷における友情と孤独 シルヤ・キヴィ タンペレ美術館 NO.92

９７８ むや ムーミン谷の彗星 ヤンソン 講談社

９７９ むや ムーミン谷の夏まつり ヤンソン 講談社

９７９ むや ムーミン谷の冬 ヤンソン 講談社

９７９ むや ムーミン谷の仲間たち ヤンソン 講談社

９８０ むや ムーミンパパ海へいく ヤンソン 講談社

９８０ むや ムーミンパパの思い出 ヤンソン 講談社

９８０ むや ムーミン谷の十一月 ヤンソン 講談社

９ も

モエ　1984.11 （海外絵本族ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ in Finland

ｶｯﾐﾗ･ﾐｯｸｳﾞｨｯﾂ)

偕成社 P.67～

９ も

モエ　1985.7 （海外絵本族ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ in Finland ｶ

ﾘｰﾅ･ｶｲﾗ)

偕成社 P.66～

９ も

モエ　1985.9（海外絵本族ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ in Finland ﾏｳ

ﾘ･ｸﾝﾅｽ)

偕成社 P.16～

９ も

モエ　1986.9（海外絵本族ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ in Finland ﾏｳ

ﾘ･ｸﾝﾅｽ)

偕成社 P.88～

９ も モエ　1994.6（大特集　ムーミン新・誕生物語） 白泉社 P.88～

９０１ ゆぶ ぶた ユリア・ヴオリ 文溪堂 （訳）森下圭子

９９１ よも 妖怪手引き トゥーラ・モイラネン アラベル

９８５ わい 忘れえぬ女性たち 五木寛之 集英社

９０８ あけ アマリア シルヴィ・ケッコネン 北欧文化通信社 （訳）坂井玲子

９０９ でか でておいで森のようせい　タルレーナと友だち エリナ・カルヤライネン 学研教育出版 （訳）稲垣美晴

９０８ わく わすれられないクリスマス マウリ・クンナス 猫の言葉社 （訳）稲垣美晴

９０９ ぬた ヌンヌ オイリ・タンニネン あすなろ書房 （訳）稲垣美晴

９０９ かう カイサのふうせんガム大さくせん サムリ・ヴァルカマ 猫の言葉社 （訳）稲垣美晴

９０９ ぐく ぐっすりメーメさん夜のおさんぽ？ マウリ・クンナス 猫の言葉社 （訳）稲垣美晴

９１０ ふく フィンランドの小人たちトントゥ マウリ・クンナス 猫の言葉社 （訳）稲垣美晴

９０９ あか 赤いぼうしのタルレーナ　かわいい小人のお話 エリナ・カルヤライネン 学研教育出版 （訳）稲垣美晴

９０８ りの

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

（作）S. ノポラ＆T. ノポラ 小峰書店 （訳）末延弘子
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９０８ りの

リストとゆかいなラウハおばさん２　ぶつぶつソー

セージの巻

（作）S. ノポラ＆T. ノポラ 小峰書店 （訳）末延弘子

９０８ りの

リストとゆかいなラウハおばさん３　はじめてのラ

ブレター?!の巻

（作）S. ノポラ＆T. ノポラ 小峰書店 （訳）末延弘子

９０８ りの

リストとゆかいなラウハおばさん４　ヘンテコおば

さんやってきたの巻

（作）S. ノポラ＆T. ノポラ 小峰書店 （訳）末延弘子

９０９ りの

リストとゆかいなラウハおばさん５　恋のライバル

あらわるの巻

（作）S. ノポラ＆T. ノポラ 小峰書店 （訳）末延弘子

９０９ りの

リストとゆかいなラウハおばさん６　こまったニキ

ビで大事件の巻

（作）S. ノポラ＆T. ノポラ 小峰書店 （訳）末延弘子

９０９ りの

リストとゆかいなラウハおばさん７　ラウハおばさ

ん、先生になるの巻

（作）S. ノポラ＆T. ノポラ 小峰書店 （訳）末延弘子

９０９ ろし ロンドン・フィンランド・夢想短編集 清水研介 星雲社

９０８ かこ カレワラ物語　フィンランドの神々 （編訳）小泉保 岩波書店

９０９ れれ レベッカと夏の王子さま トゥイヤ・レへティネン 講談社 （訳）末延弘子

９０７ おの 大きいエルサと大事件　ヘイナとトッスの物語３ （作）S. ノポラ＆T. ノポラ 講談社 （訳）末延弘子

９０８ ぴう ピリタ、カルヤラの少女 カアリ・ウトリオ 彩流社 （訳）目莞ゆみ

９１０ くれ クリスマス物語 マルコ・レイノ 講談社 （訳）末延弘子

９１０ かや カエデ騎士団と月の精 リーッカ・ヤンッティ 評論社 （訳）末延弘子

９１０ ふお ふしぎなボタン ミルヤ・オルヴォラ 猫の言葉社 （訳）稲垣美晴
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