
～北欧の作家と絵本～  
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国際子ども図書館3階ミュージアム  

寒さと闇に閉ざされた長い冬と太陽の沈まぬ自夜の夏。厳しい自然のなかで北欧の人々  

は、神話や伝承文芸を語り伝えてきました。また北欧には、アンデルセンをはじめ、数多  

くの児童文学作家がいます。彼らの筆から生まれたピッピ、ムーミントロール、ニルスは、  

世界中の子どもや大人から愛されています。さらに、ベスコフやオルセンに続く新しい絵  

本画家も活躍しています。   

今回の展示では、日本で親しまれている北欧の児童文学を紹介すると同時に、自然、文  

化、教育などさまざまな面を反映した絵本を公開し、北欧の光と闇を感じていただきたい  

と思います。  

●  

《北欧諸国》   



～展示会出典一葉～  

〈ケース1ABCの本》  

ABCres8n   EIsa B¢Skow  YlT・A5143  子   

ABC   PoulStrるyer   bnn8rtHellsiIlg  Ⅳ17・A5274）  子   

ABCsalilht   knaAnllerson  Y17・A5136  子   

ABCD・bokon   M8ti1月pp  Y17・A3396  子   

ABC   Hans Norm8n D8hl   Anno一山Seqer血um  Y17・A3148  子   

Maj8S〟肋et   kn8Anderson  Y17・A5137  子   

（ケース2 子どもの生活〉  

誕生の詩   トーマス・ペリイマン写真   トーマス・ペリイマン  ビヤネール多美子  SC414・28  国   

指で見る   トーマス・べリイマン写真   トーマス・ベリイマン  ビヤネール多美子  FO3・22   国   

うちのあかちゃんトンバちやん   クリスティーナ・ロウヒ   クリスティーナ・ロウヒ  坂井玲子   Y18・11939  国   

Tompp8V8uhdiss＆   K正或iin8Ⅰヵulli●  Ⅳ17・A5334）  子   

M8tildespis餅k8geboshmorog紘一hr   Ev8Wlll汀   bnoⅢ8n8JoTg¢帖On  （Y17・A5157）  子   

M8tild¢SOV併hoshrmorogねrhr   EvaWl11Ⅳ   hnoDial18Jorgomson  α17・A5154）  子   

Ainonk8nSS且   Ⅰく∫istiinllIヵuhi  （Y17・A5369）  子   

血nonhl10Ilep為義町ki011etty   Kristiina buhi  Ⅳ17・A5365）  子   

／りて、ちょっとまって！   グニッラ・ペリイストロム  やまのうちきよこ  Y17・7779  国   

Hurr8，指rp8pp且且由一g！   GunillaBorgstrるm  Y17・A69  子   

《ケース3 北欧神話》   

ジークフリート   アーサー・ラッカム   リヒャルト・ワーグナー  高橋康也，高橋追  KS425・14  国   

元型論  C．G．ユング   林道義   SB35・G116  国   

神々のたそがれ   ブライアン・ワイルドスミス  ロジヤ・L．グリーン  瀬田貞二   Y7・2555   国   

ヴァイキング  TomI）lo血・N且kkerud  番匠谷光挿（ほか）  GG611・G8  国   

北欧の神話一神々と巨人のたたかい  山室幹  Y8・104   国   

北欧神喜去  菅原邦城  YZ45・33   子   

神々のととろき  ドロシー・ハスフォード  山室静   Y7・5830   国   

ArthurIねekh8m－アーサーう†仙   アーサー・ラッカム  YZ32・46   子   

神々の黄昏   アーサー・ラッカム   リヒヤルト・ワーグナー  高橋農地，高橋追  KS415・10  国   

（飾り欄トーペ・ヤシソン①》  

小さなトロ丁ルと大きな洪水   ト．ぺ・ヤンソン   ト．ベ・ヤンソン   富原眉弓   Y8ノ7439  国  

Trollvint虐r   Tov8J8nS50m   TovoJ8nSSOれ   小野寺百合子  Y8・A3021  子   

ムーミン谷の冬   池田龍雄   トーベ・センソン   山室静   Y7・7・（27）  国   

lhhL止肌肌壷iNyyti最？   ToveJRmS50n   TovoJ811SSOn  Ⅳ17・A5334）  子   

Qlliv8ra5SurerTollnet？   Tov㊤Jansson  ToveJansson  個   

さびしがりやのクニット   トーベ・ヤンソン   トーベ・ヤンリン   山室静   YlT・3458  国   

Moomjtllandmidwint¢r   Tov¢J8nSSOm   TovoJ8nSSOn  Y8・A824  子   

1’魚Ies丘omMoominv8uOy   ToveJ8nS50n   TovoJansson  Y8・A827  子   

ムーミン谷へのふしぎな旅   トーベ・ヤンソン   トーぺ・ヤンソン   小野寺百合子  Y17・6987  国   

黄金のしっぼ   トへ●・サンリン，ラlフ・†ンリン   トヘ●・†ンリン，ラ17・ヤ州ン   富原眞弓   Y84・G9973  国   

ムーミン谷のきままな暮らし   トへ●・ヤンリン，ラI7・†ンリン   トヘ’・ヤンソン，ラlフ・竹リン   富原眞弓   Y84・010232  国   

The book about Moomin TovoJ8血SSOn   To▼OJ8nSS心血  Y17・A1728  子   

それからとうなるの   トーベ・ヤンソン   トーベ・ヤンソン   山室静   Y17・3633  国   

〈ケース4 トロール〉  

女トロルと8人の子どもたち   プリアン・ピルキングトン  グスルン・ヘルガドッテイル  やまのうちきよこ  Y18・8652  国   

Trol11畑ken   Rolfudもorg  JanIぶるr  Y17・A4148  子   

ティムとトリーネ   スベン・オットー  奥田鍵夫，木村由利子  Y17■6648  国   

Tlle山一eobillyg08bG川Ⅳ   M8r（血Browm  P．C．A5句ormson，J．E．M00  飼   

Enkjempos且storsomhel8V即don   Da印y H8】ll  Y17・A3162  子   

Suomenl8St鳥neはillS且dut   P止kko・uis且SllrO  Ogin  Ⅳ廿A5321）  子   

原画：F三びきのやぎのがらがらどん』   Marei8Brown  個   

《ケース5トーペ・ヤンソン②》  

ムーミン谷の彗星   トーぺtヤンソン   トーぺ・ヤンソン   下村隆一   Y7・1190   国   

Com（〉tinMoomitllan（l   Tov8J8皿∬On   T（〉Vt〉J8n5SOn Y8tA1302  子   

Comet in Moominland TovoJansson   ToveJ8nSSOIl  Y8・A165  子  



ムーミンパパの思い出   トーベ・センソン   トーベ・センソン   小野寺百合子   Y7・1190   国   

Moomjnp鱒p叩■smomoirs   TovoJ8nSさOn   TovoJ8nSSOn  Y8・A1398   子   

ムーミン谷の仲間たち   トーベ・ヤンソン   トーベ・ヤンソン   山室静   Y7・1190   国   

Moo血sum¢rm8dれe5S   Tovothnssoll   TovoJ8mSSOn  Y8・AIG7   子   

ムーミン谷は大きわぎ   赤星亮衛   トーベ・センソン   矢崎源九郎   Y7・399   国   

ムーミン谷の夏まつり   トーぺ・ヤンソン  トーベ・ヤンソン   下村隆一   Y7・1190   国   

たのしいムーミン一家   トーベ・ヤンソン   トーベ・ヤンリン   山室静   Y7・399   国   

たのしいムーミン一家   トーぺtヤンソン   トーベ・センソン   山室静   Y7・1184   国   

Finnhm封yMoomintro11   TovoJ乱nSSOn   Tov8J8nSSOn  Y8・A1246   子   

ムーミンパパ海へいく   トーベ・ヤンソン   トーベ・ヤンソン   山室静   Y7・1190   国   

M00血叩8pp88tS餓   TovoJ8nSSOn   TovoJ8れ5SOn  Y8・AIG6   子   

少女ソフィアの夏   トーぺ・ヤンソン   トーぺ・ヤンソン   小野寺百合子   Y7・7509   国   

クララからの手紙   トーベ・ヤンソン   トーベ・センソン   富原真弓   YZ47・44   子   

（ケース6セルマ・ラーゲルレーヴ〉  

エルサレム 第1帥（全3巻）  ラーゲルレーヴ   石賞修   F49・L13・5   国   

ゲスタ・ベルリンクの侍説 第1巻  ゼルマ・ラーゲルレフ   丸山武夫   F49・L13・6   国   

ニルスのふしぎな旅  ラーゲルレフ   閑淑子   児℡49．8・SelきTm  国   

鴎外全集 翻訳篇 卿2巻  森林太郎   709・115   国   

Thehlrtheradventllr¢SOrN鮎  Selm8hgerlるr  VZl・657   子   

kmerveilleuxvoyag8deNilsHolgo門SOn息kavom  
lllSu畠do  

Selm8hgor16r  Y8・A1967   子   

不思絨な旅  ラアゲルレエヴ   香川繊蔵   656・123   国   

北の光一セルマ・ラーゲルレーヴ  香川鉄蔵  KS486・36   国   

ニールスのふしぎな旅   前谷惟光   ラーゲルレーヴ 矢崎百恵   児949．8・eLITll  国   

飛行一寸法師  セルマ・ラーゲルレーヴ  香川繊載   377・28   国   

ニルスのふしぎな旅 卿，嶋（全4巻）  ラーゲルレーヴ   香川鉄蔵，香川節  Y8・279   国   

（ケース7－8 アストリサド・リンドグレーン〉  

長くつ下のピッビ   桜井誠   リンドグレーン   大塚勇≡   Y7・173   国   

Peppidovh8pflnChokha   ViktoriiI（0V81d川血   A5triduれd訂¢n  Y8・A3752   子   

MittSmÅ1and   Jan・HugoNorm8n   Astrid Lindgren 個   

Pippigo¢SOnboard   h川isS．Glanzm8n   AstridLiTLdgren  Y8・AlO28   子   

ん11everEmi1il．6nnebergA   Bj6rml）org   AsLridLindgren  Ⅳ8・A4460）  子   

KiinnerduPippiLirLgStrump？   Ingrid Vang Nyman AstridLindgren  Y17・A72   子   

DQgebroedersIぶeuWenh8rt   1l【〉nWik18nd   AstridLindgren  Y8・A2932   子   

Iwanttogotoschoolt80   IlonWil（18nd   AstridLindgren  Y17・A1752  子   

はるかな国の兄弟   イロン・ヴィークランド   リンドグレーン   大塚勇≡   Y7・5458   国   

ミオよ、わたしのミオ   イロン・ヴィークランド   リンドグレーン   大塚勇三   Y7・173   国   

小さいきょうだい   イロン・ヴィークランド   リンドグレーン   大塚勇三   Y7・173   国   

NilsKarlsson・Pyssling   ⅠIonWikI札nd   AstridLindgTen  Ⅳ17・A516d〉  子   

1月th－sChristm8SSⅦ叩rlSQ   IlonWikl8nd AstridLindgT¢n  Y19・A733   子   

やねの上のカールソン   イロン・ヴィークランド   リンドグレーン   大塚勇≡   Y7・173   国   

（ケース9 アンデルセンー書の女王〉  

●  アンデルセン童話集2雪の女王   エドマンド・デュラック  荒俣宏   Y8・623   国   

Eve叫yrl・2   Vjll18lmPedorsen   H．C，血dもー5en  Y8・A1564 ■  子   

C暮はaⅨE   
B．nldBO8apOB   r81トe・XplteT118HAH  

AOpe8用  
Y8・AlO54   子   

雪の女王   ラース・ポー   アンデルセン   大塚勇三   Y7・7578   国   

吾腫物語（l家庭雑誌d4巻2－ヰ号）  アンデルセン   自柳秀湘   碓50－ヰ   国   

Fairyhles   Sv¢ndOtbS．   H8nSChristi8nAndeTSOn  Y19・A967   子   

雪の女王   イブ・スパング・オルセン   H．C．アンデルセン   大場勇≡   Y8・9098．．   国   

1’hesnowqu郎れ   ErrolI月C8in   Haれ5Christi8n血de柑en  Y19・A377   子   

（ケース10 自然と音楽》  

FestenhosskogkoTlgen   huis】仙婚   H‡111disMoronVesa8S  Y17・AJ1136  子   

Kult欄m叩j且j且meb如s818isuudet   Anm8・ui朗LIhkk8rllinon   ben8hⅥ8恥inen  Ⅳ17・A5324）  子   

Viggosbok   M8ti1月pp   BirgittaWestin  Y17・A30   子   

Denstoredikt・Ogreglebok8   H8r8】dNordborg   Turidq）Sahl〔ほか〕  Y17・A3151  子   

1h凡nnJoulu   M8ttiWesterlⅥnd   M8ijaBari丘  （YU81・A44ト  子   

Musikbussen   Stig un（lborg   LennふrtH¢11sing  （Y17・A5218）  子   

日加南nsa一九即rgurk8   Poul飢ーるyer   bnnartHellsing  Y17・A5125  子   

け－ス11サンタクロース》  

NissemesjulQbog  VilhHamsen  C札r】aHansen   



Juh叫dobrJⅥ1Julius！   Sus8nnaHartm81m  TorbenIve一声en  Y17・A5178  子   

トムテンのミルクがゆ スベン・ノルドクビスト  岸野郁枝   Y18・8588  国   

クリスマス・トムテン   ハーラルド・ヴィベリイ   リュー ドベリイ   おかもとはまえ  Y17・9121  国   

Thenightbo払roCllri5tm8S   T8Sb8Tudor   C】om8ntClllrkoM00rO  Y19・A652  子   

アーサー・ラッカムたちのサンタクロース・オリジナル  アーサー・ラッカム他   クラーク・ムーア 片山五郎   KC482・G264  国   

サンタクロースと小人たち   マウリ・クンナス  いながきみはる  Y17・9061  国   

フィンランドのこぴとたちトントウ   マウリ・クンナス  稲垣実時   Y7・9847   国   

ようこそ、コルパトウントウリヘ   かなすぎさつき   カイヤ・レーナ  Y18・4596  国   

《ケース12 カイ・ニールセン》  

Thehiry一山osorHallSChristianんId併50n   Ⅹ8yNielsen   H8nSChristi8nAnders¢n  VZl・a3   子   

おしろいとスカート   カイ・ニールセン   アーサー・クイラ・クーチ  岸田理生   Y9・1222   国   

アンデルセン童話集1ひつじ飼いの娘と煙突そうじ人  カイ・ニールセン  荒俣宏   Y8・623   団   

Inpowd併8ndcrino】int）   KayNielsen   r8bldt〉yAnnoC8rtOr  VZl・889   子   

Fairyt8IesortheBrotho指Grilm   KayNielsen   Broth¢rSGdmm  VZl・483   子   

アンデルセン童話集3空飛ぷトランク   カイ・ニールセン，  荒俣宏   Y9・585   国   

EastorLbQSllm8n【lwestorth（）mOOn   K8yNielsen   PebrC．As旬0柑en．JorE8nM00  個   

《ケース13－1ヰ ベスコフの本》  

S8g8nOmdenli1181i118gumman   EIs8Beskow   EIs8B8Skow  子   

Hatt・Stugan   EIs8Beskow   EIsaBeskow  YlT・A5138  子   

Lillebrorssege胎rd   EIs且Beskow   EIsaBeskow  （Y17・A5271）  子   

もりのこぴとたち   エルサ・ベスコフ   エルサ・ベスコ7   おおつかゆうぞう  Y17・7725  国   

リーサの庭のはなまつり   エルサ・ベスコフ   エルサ・ベスコ7   石井登志子   Y7・9848   国   

ロサリンドとこじか   エルサ・ベスコフ   エルサ・ベスコフ   石井登志子   Y18・513   国   

おひさまのたまご   エルサ・ベスコフ   エルサ．・ベスコフ   いしいとしこ  Y18・5418  国   

ブルーベリーもりでのプッテのぽうけん   エルサ・ぺスコフ   エルサ・ぺスコフ   おのでらゆりこ  Y17・5303  国   

P¢ttβrOChb伏8p盈良明nけr   EIsaBeskow   EIs8Boskow  Ⅳ17・A5170）  子   

ベレのあたらしいふく   エルサ・ベスコフ   エルサ・ぺスコ7   おのでらゆりこ  Y17・4693  同   

FarbrorBl鮎ny8lI祉   E158王）e5kow   EIs8Beskow  Ⅳ17・A528カ  子   

んebs岬   EIs且80Skow   EIs8Boskow  Ⅳ17・A527q）  子   

Pett㊤rSOChlヵthsjul   EIsaBoskow   EIs8B（〉Skow  Ⅳ17－A5174）  子   

Pokr－soldl1011SO   EIsaBe5kow   EIsaB8Skow  個   

《ケース15 新しい作家》  

さっぱりベレとめちゃめちゃ村のこともたち   オッティリア・アーデルポリ  オッティリア・アーデルポリ  抽トク●レン・晴子  Y18・M98・220  子   

カール・ラーションわたしの麦   カール・ラーション   ウイルヘルム・菊江  KC482・299  国   

プッレプッセとまほうのもり   ルイス・モー   シールス・グラネール  やよのうちきよこ  Y18・M99・77  子   

小人のすむところ   イブ・スパング・オルセン   アンデルセン   きむらゆりこ   Y18・784   国   

ぬまばばさまのさけづくり   イブ・スパング・オルセン   イブ・スパング・オルセン  きむらゆりこ   Y17・7846  国   

ころころパンケーキ   スベン・オットー   アスビョルンセン．モー  やまのうちきよこ  Y17・9906  国   

かぼちゃひこうせんぷっくらこ スベン・オットー   レンナートヘルシング  奥田継夫．木村由利子  Y17・4961  国   

（トス16日本譜に翻駅された絵本》  

あたし、ねむれないの   ベール・ペックマン   カイ・ペックマン   やまのうちきよこ  Y17・5283  国   

おしたくできたよ   グニラ・ポルデ  たかむらきみこ  Y17・600＄  国   

せかいに／トレただひとり   アンネ・ウンガーマン   イェンス・シースゴール  やまのべいすす  Y7・6863   国   

パンセスのクリスマス   ヤン・モーエセン   ヤン・モーエセン   矢崎節夫   Y18・772 国   

かわいいこぶた   エヴァ・エリクソン   ウルフ・ニルソン   木村由糾子   Y18・511   国   

リーベとおばあちゃん   ハーラル・ノールベルグ‘   ヨー・テンフィヨtル  山内清子   Y18▲3835  国   

ぽくはジャガーだ   アンナ・ヘルグンド   ウルフ・スタルク   いしいとしこ  Y18・4663  国   

リスの目 ベロニカ・レオ   ベロニカ■レオ   木村由相子 Y18・6363  国   

ニッセのあたらしいほうし   オロフとレーナ・ランドストローム  オロフとレーナ・ランドスト0一ム  とやまより   Yは・8484’  国   

くきのなかのおひめさま   カブスベルゲル   アスビョルンセン，モー再転  中川あゆみ   Y18・M97・14  子   

ふたりでベタベタペンキぬり   ラーシュ・クリンティング   ラーシュ・クリンティング  とやままり   Y18・NOO・260  子   
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