
書名 著者 出版者 出版年

長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2000.6 949 ﾘﾝﾄ 児童

長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2018.8 949 ﾘﾝﾄ 児童

ピッピ、南の島で大かつやく アストリッド・リンドグレーン／作 徳間書店 2006.6 949 ﾘﾝﾄ 児童

ピッピ船にのる アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2000.6 949 ﾘﾝﾄ 児童

ピッピ船にのる アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2018.12 949 ﾘﾝﾄ 児童

ピッピ南の島へ アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2000.8 949 ﾘﾝﾄ 児童

こんにちは、長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン／作 徳間書店 2004.2 949 ﾘﾝﾄ 児童

さすらいの孤児ラスムス アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2003.2 949 ﾘﾝﾄ 児童

ちいさいロッタちゃん アストリッド・リンドグレーン／さく 偕成社 198511 949 ﾘﾝﾄ 児童

はるかな国の兄弟 アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2001.6 949 ﾘﾝﾄ 児童

やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2019.6 949 ﾘﾝﾄ 児童

やかまし村の春夏秋冬 アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2019.12 949 ﾘﾝﾄ 児童

ロッタちゃんのひっこし アストリッド・リンドグレーン／作 偕成社 198511 949 ﾘﾝﾄ 児童

山賊のむすめローニャ アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2001.10 949 ﾘﾝﾄ 児童

川のほとりのおもしろ荘 アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2011.4 949 ﾘﾝﾄ 児童

名探偵カッレくん アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2005.2 949 ﾘﾝﾄ 児童

長くつしたのピッピ リンドグレーン／作 ポプラ社 2005.10 949 ﾘﾝﾄ 児童Ｈ

長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン／ぶん プチグラパブリッシング 2005.10 949 ﾘﾝﾄ 児童Ｈ

長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 2007.10 949 ﾘﾝﾄ 児童Ｈ

長くつ下のピッピの本 アストリッド・リンドグレーン／作 徳間書店 2018.11 949 ﾘﾝﾄ 児童Ｈ
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書名 著者 出版者 出版年

サクランボたちの幸せの丘 アストリッド・リンドグレーン／作 徳間書店 2007.8 949 ﾘﾝﾄ 児童Ｈ

新訳長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン／作 アスキー・メディアワークス 2013.7 949 ﾘﾝﾄ 児童Ｈ

長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 196412 949 ﾘﾝﾄ-1 児童

ラスムスくん英雄になる アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 198210 949 ﾘﾝﾄ-12 児童

小さいきょうだい アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 196911 949 ﾘﾝﾄ-14 児童

親指こぞうニルス・カールソン アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 198105 949 ﾘﾝﾄ-16 児童

ピッピ、船にのる アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 198111 949 ﾘﾝﾄ-2 児童

ピッピ南の島へ アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 196502 949 ﾘﾝﾄ-3 児童

やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 198205 949 ﾘﾝﾄ-4 児童

やかまし村の春・夏・秋・冬 アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店 198109 949 ﾘﾝﾄ-5 児童

リンドグレーンと少女サラ アストリッド・リンドグレーン／〔著〕 岩波書店 2015.3 949.8 ﾘﾝﾄ 児研

リンドグレーンの戦争日記 アストリッド・リンドグレーン／〔著〕 岩波書店 2017.11 949.8 ﾘﾝﾄ 児研

おうしのアダムがおこりだすと アストリッド・リンドグレーン／作 金の星社 199705 E ﾘﾝﾄ 児童

こうしはそりにのって アストリッド・リンドグレーン／作 金の星社 199710 E ﾘﾝﾄ 児童

ひみつのいもうと アストリッド・リンドグレーン／文 岩波書店 ２０１６．２ E ﾘﾝﾄ 児童

ぼくねむくないよ アストリッド・リンドグレーン／文 岩波書店 199001 E ﾘﾝﾄ 児童

やかまし村のクリスマス アストリッド・リンドグレーン／作 ポプラ社 2003.11 E ﾘﾝﾄ 児童

ゆうれいフェルピンの話 アストリッド・リンドグレーン／文 岩波書店 199307 E ﾘﾝﾄ 児童

よろこびの木 アストリッド・リンドグレーン／文 徳間書店 2001.1 E ﾘﾝﾄ 児童

ロッタのひみつのおくりもの アストリッド・リンドグレーン／文 岩波書店 199104 E ﾘﾝﾄ 児童
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書名 著者 出版者 出版年

赤い目のドラゴン アストリッド・リンドグレーン／文 岩波書店 198612 E ﾘﾝﾄ 児童

こんにちは、いたずらっ子エーミル アストリッド・リンドグレーン／作 徳間書店 2015.11 E ﾘﾝﾄ 児童Ｈ

みまわりこびと アストリッド・リンドグレーン／文 講談社 2014.10 E ﾘﾝﾄ 児童Ｈ

ロッタちゃんとじてんしゃ アストリッド・リンドグレーン／さく 偕成社 198212 E ﾘﾝﾄ 児童Ｈ

わたしもがっこうにいきたいな アストリッド・リンドグレーン／文 徳間書店 2013.1 E ﾘﾝﾄ 児童Ｈ

夕あかりの国 アストリッド・リンドグレーン／文 徳間書店 199903 E ﾘﾝﾄ 児童Ｈ
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書名 著者 出版者 出版年

おいしいおはなし 本とごちそう研究室／著 グラフィック社 2019.4 596 ﾎﾝﾄ 児研

物語に出てくる楽しいお菓子の作り方 吉田菊次郎／編・著 朝文社 2012.11 596.6 ﾖｼﾀ 児研

世界中で愛されるリンドグレーンの絵本 レーナ・テルンクヴィスト／文 イデッフ 2010.7 726.5 ﾃﾙﾝ 児研

ＭＯＥ 白泉社 20070901 726.5 ﾓｴｹ 児研Ｈ

幻の「長くつ下のピッピ」 高畑勲／著 岩波書店 2014.10 778.7 ﾀｶﾊ 一般

遊んで遊んで クリスティーナ・ビヨルク／文 岩波書店 2007.7 949 ﾋﾖﾙ 児研

アストリッド・リンドグレーン ヨハン・エルセウス／本文 岩波書店 2007.11 949.8 ｱｽﾄ 児研

長くつ下のピッピの贈り物 木村由利子／著 ベストセラーズ 199710 949.8 ｷﾑﾗ 児研Ｈ

ピッピの生みの親アストリッド・リンドグレーン 三瓶恵子／著 岩波書店 199911 949.8 ｻﾝﾍ 児研Ｈ

遊んで、遊んで、遊びました シャスティーン・ユンググレーン／著 ラトルズ 2005.11 949.8 ﾕﾝｸ 児研
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北欧とゲルマンの神話事典 クロード・ルクトゥ／著 原書房 2019.10 164.3 ﾙｸﾄ 一般

地球の歩き方 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2019.6 290.9 ﾁｷﾕ 一般

とっておきのフィンランド ｋｕｋｋａｍｅｒｉ／著 ダイヤモンド・ビッグ社 2018.7 293.8 ｸﾂｶ 一般

北欧雑貨めぐりヘルシンキガイド ジュウ・ドゥ・ポゥム／著 ジュウ・ドゥ・ポゥム 2013.11 293.8 ｼﾕｳ 一般

フィンランド人が語るリアルライフ ツルネン　マルテイ／著訳 新評論 2014.12 293.8 ﾂﾙﾈ 一般

はじめてフィンランド トナカイ　フサコ／著 河出書房新社 2019.6 293.8 ﾄﾅｶ 一般

北欧デザインをめぐる旅 萩原健太郎／著 ギャップジャパン 2008.2 293.8 ﾊｷﾊ 一般

北欧デザインの巨人たち 萩原健太郎／著 ビー・エヌ・エヌ新社 2011.5 293.8 ﾊｷﾊ 一般

写真で旅する北欧の事典 萩原健太郎／著 誠文堂新光社 2014.11 293.8 ﾊｷﾊ 一般

北欧の絶景を旅するアイスランド 萩原　健太郎／〔著〕 ネコ・パブリッシング 2019.8 293.8 ﾊｷﾊ 一般

フィンランド育ちと暮らしのダイアリー 藤井ニエメラみどり／著 かもがわ出版 2017.8 293.8 ﾌｼｲ 一般

北欧学のフロンティア 岡澤憲芙／編著 ミネルヴァ書房 2015.1 302.3 ｵｶｻ 一般

スウェーデンが見えてくる 森元　誠二／著 新評論 2017.5 302.3 ﾓﾘﾓ 一般

良いスウェーデン、悪いスウェーデン ポール・ラパチオリ／〔著〕 新評論 2019.8 302.3 ﾗﾊﾁ 一般

日本・スウェーデン交流１５０年 岡澤　憲芙／監修 彩流社 2018.4 319.1 ﾆﾎﾝ 一般

日本とフィンランドにおける子どものウェルビーイングへの多面的アプローチ松本　真理子／編著 明石書店 2017.1 371.4 ﾏﾂﾓ 一般

北欧スウェーデン発森の教室 Ａ．シェパンスキー／編著 北大路書房 2016.4 372.3 ｼｴﾊ 一般

スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む ヨーラン・スバネリッド／〔原著〕 新評論 2016.12 372.3 ｽﾊﾈ 一般

北欧スウェーデン発科学する心を育てるアウトドア活動事例集 Ｃ・ブレイジ／著 北大路書房 2019.3 376.1 ﾌﾚｲ 一般

〈北欧流〉焚き火のある暮らし エイヴィン・ベルク／著 原書房 2019.4 382.3 ﾍﾙｸ 一般
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書名 著者 出版者 出版年

北欧流「ふつう」暮らしからよみとく環境デザイン 北欧環境デザイン研究会／編 彰国社 2018.5 525.1 ﾎｸｵ 一般

北欧ヴィンテージ雑貨を探す旅 おさだ　ゆかり／著 産業編集センター 2019.7 589 ｵｻﾀ 一般

北欧　暮らしの雑貨図鑑 ネコ・パブリッシング 2019.6 589 ﾎｸｵ 一般

北欧のキッチン雑貨帖 ＬＯＢＯ．北欧部／編著 大和書房 2014.12 596.9 ﾛﾎﾄ 一般

「買わずにいられない！」イケアのデザイン 日経デザイン／編 日経ＢＰ社 2015.11 673.7 ｶﾜｽ 一般

イケアとスウェーデン サーラ・クリストッフェション／〔著〕 新評論 2015.10 673.7 ｸﾘｽ 一般

ヒンメリをつくる 山本　睦子／編 誠文堂新光社 2018.11 711.6 ﾋﾝﾒ 一般

北欧の挿絵とおとぎ話の世界 海野弘／解説・監修 パイインターナショナル 2015.11 726.5 ﾎｸｵ 児研

ｍｅ　ｔｉｍｅ 西澤　律子／著 いろは出版 2019.11 748 ﾆｼｻ 一般

スウェーデン・デザインと福祉国家 太田　美幸／著 新評論 2018.10 757 ｵｵﾀ 一般

請求記号

北欧あれこれ
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