
No. 書名 著者 出版者 出版年月備考

1
少年少女新世界文学全集 27
※「ムーミン谷の冬」141～256p
ヤンソン／作 山室静／訳

講談社 1964.12 ☆

2 たのしいムーミン一家
トーベ・ヤンソン／著・絵
山室 静／訳 講談社 1972.07 ☆

3 彫刻家の娘
トーベ・ヤンソン／作
香山 彬子／訳 講談社 1973.07

4 たのしいムーミン一家
トーベ・ヤンソン／著・絵
山室 静／訳 講談社 1976.11 ☆

5 ムーミンパパの思い出
トーベ・ヤンソン／著・絵
小野寺 百合子／訳 講談社 1976.11 ☆

6 ムーミン谷の夏まつり
トーベ・ヤンソン／著・絵
下村 隆一／訳 講談社 1977.01 ☆

7 ムーミン谷の冬
トーベ・ヤンソン／著・絵
山室 静／訳 講談社 1977.01 ☆

8 ムーミン谷の仲間たち
トーベ・ヤンソン／著・絵
山室 静／訳 講談社 1977.02 ☆

9 ムーミンパパ海へいく
トーベ・ヤンソン／著・絵
小野寺 百合子／訳 講談社 1977.02 ☆

10 ムーミン谷の彗星
トーベ・ヤンソン／著・絵
下村 隆一／訳 講談社 1977.03 ☆

11 ムーミン谷の十一月
トーベ・ヤンソン／著・絵
鈴木 徹郎／訳 講談社 1977.03 ☆

12 少女ソフィアの夏
トーベ・ヤンソン／著
小野寺 百合子／訳 講談社 1979.08 ☆

トーベ・ヤンソン全集 6

トーベ・ヤンソン全集 7

トーベ・ヤンソン全集 8

シリーズ名

少年少女講談社文庫Ａ－２

講談社文庫

トーベ・ヤンソン全集 1

トーベ・ヤンソン全集 2

トーベ・ヤンソン全集 3

トーベ・ヤンソン全集 4

トーベ・ヤンソン全集 5

トーベ・ヤンソン生誕100年記念
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12 少女ソフィアの夏 小野寺 百合子／訳 講談社 1979.08 ☆

13 ムーミンパパの思い出
トーベ＝ヤンソン／作・絵
小野寺 百合子／訳 講談社 1982.05 ☆

14 ムーミン谷の十一月
トーベ＝ヤンソン／作・絵
鈴木 徹郎／訳 講談社 1984.10 ☆

15 ムーミン童話全集 1 ムーミン谷の彗星
トーベ・ヤンソン／作・絵
下村 隆一／訳 講談社 1990.06 ☆

16 ムーミン童話全集 2 たのしいムーミン一家
トーベ・ヤンソン／作・絵
山室 静／訳 講談社 1990.06 ☆

17 ムーミン童話全集 3 ムーミンパパの思い出
トーベ・ヤンソン／作・絵
小野寺 百合子／訳 講談社 1990.08 ☆

18 ムーミン童話全集 4 ムーミン谷の夏まつり
トーベ・ヤンソン／作・絵
下村 隆一／訳 講談社 1990.08 ☆

19 ムーミン童話全集 5 ムーミン谷の冬
トーベ・ヤンソン／作・絵
山室 静／訳 講談社 1990.10 ☆

20 ムーミン童話全集 6 ムーミン谷の仲間たち
トーベ・ヤンソン／作・絵
山室 静／訳 講談社 1990.10 ☆

21 ムーミン童話全集 7 ムーミンパパ海へいく
トーベ・ヤンソン／作・絵
小野寺 百合子／訳 講談社 1990.12 ☆

22 ムーミン童話全集 8 ムーミン谷の十一月
トーベ・ヤンソン／作・絵
鈴木 徹郎／訳 講談社 1990.12 ☆

23 彫刻家の娘
トーベ・ヤンソン／作
冨原 眞弓／訳 講談社 1991.11 ☆

24
ムーミン童話全集 別巻
小さなトロールと大きな洪水

トーベ・ヤンソン／作・絵
冨原 眞弓／訳 講談社 1992.06 ☆

25 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 ☆

26
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 ☆

講談社青い鳥文庫

講談社青い鳥文庫
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No. 書名 著者 出版者 出版年月備考

27 小さなトロールと大きな洪水
トーベ・ヤンソン／作・絵
冨原 眞弓／訳 講談社 1999.02 ☆

28 托芙·杨松 木民谷的彗星
（『ムーミン谷の彗星』）

托扶·杨松／著・絵
徐朴／訳

明天出版社 2004.04

29
托芙·杨松 魔法師的帽子
（『たのしいムーミン一家』）

托扶·杨松／著・絵
任溶溶／訳

明天出版社 2004.04

30
托芙·杨松  木民爸爸的回忆录
（『ムーミンパパの思い出』）

托扶·杨松／著・絵
徐朴／訳

明天出版社 2004.04

31
托芙·杨松 木民谷的夏天
（『ムーミン谷の夏まつり』）

托扶·杨松／著・絵
任溶溶／訳

明天出版社 2004.04

32
托芙·杨松 木民谷的冬天
（『ムーミン谷の冬』）

托扶·杨松／著・絵
任溶溶／訳

明天出版社 2004.04

33
托芙·杨松 看不見的小姐
（『ムーミン谷の仲間たち』）

托扶·杨松／著・絵
任溶溶／訳

明天出版社 2004.04

34
托芙·杨松  木民爸爸海上探险记
（『ムーミンパパ海へいく』）

托扶·杨松／著・絵
任溶溶／訳

明天出版社 2004.04

35
托芙·杨松 十一月的木民谷
（『ムーミン谷の十一月』）

托扶·杨松／著・絵
徐朴／訳

明天出版社 2004.04

36 ムーミン谷の彗星
ヤンソン／〔著〕
下村 隆一／訳 講談社 2011.04

37 たのしいムーミン一家
ヤンソン／〔著〕
山室 静／訳 講談社 2011.04

38 ムーミンパパの思い出
ヤンソン／〔著〕
小野寺 百合子／訳 講談社 2011.05

39 ムーミン谷の夏まつり
ヤンソン／〔著〕
下村 隆一／訳 講談社 2011.05

40 ムーミン谷の冬
ヤンソン／〔著〕
山室 静／訳 講談社 2011.06

41 ムーミン谷の仲間たち
ヤンソン／〔著〕
山室 静／訳 講談社 2011.07

42 ムーミンパパ海へいく
ヤンソン／〔著〕
小野寺 百合子／訳 講談社 2011.08

講談社青い鳥文庫

講談社文庫

講談社文庫

講談社文庫

講談社文庫

講談社文庫

シリーズ名

世界奇幻文学大师精品系列

世界奇幻文学大师精品系列

世界奇幻文学大师精品系列

世界奇幻文学大师精品系列

世界奇幻文学大师精品系列

世界奇幻文学大师精品系列

講談社文庫

講談社文庫

世界奇幻文学大师精品系列

世界奇幻文学大师精品系列
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42 ムーミンパパ海へいく 小野寺 百合子／訳 講談社 2011.08

43 ムーミン谷の十一月
ヤンソン／〔著〕
鈴木 徹郎／訳 講談社 2011.09

44 小さなトロールと大きな洪水
ヤンソン／〔著〕
冨原 眞弓／訳 講談社 2011.09

45 ムーミン谷の仲間たち
トーベ・ヤンソン／作・絵
山室 静／訳 講談社 2013.11 ☆

46 ムーミン谷の夏まつり
トーベ・ヤンソン／作・絵
下村 隆一／訳 講談社 2013.12 ☆

47 ムーミン谷の冬
トーベ・ヤンソン／作・絵
山室 静／訳 講談社 2014.01 ☆

48 ムーミン谷の彗星
トーベ・ヤンソン／作・絵
下村 隆一／訳 講談社 2014.02 ☆

49 たのしいムーミン一家
トーベ・ヤンソン／作・絵
山室 静／訳 講談社 2014.04 ☆

50 ムーミンパパ海へいく
トーベ・ヤンソン／作・絵
小野寺 百合子／訳 講談社 2014.07 ☆

No. 書名 著者 出版者 出版年月備考

1 さびしがりやのクニット
トーベ・ヤンソン／絵・文
山室 静／訳 講談社 1971.02 ☆

2 それからどうなるの ～ムーミンのおはなし～
トーベ・ヤンソン／絵・文
山室 静／訳 講談社 1971.11 ☆

3 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 1980.04 ☆

4 それからどうなるの？
トーベ・ヤンソン／作・絵
渡部 翠／訳 講談社 1991.04 ☆

＜絵本＞

講談社青い鳥文庫

講談社青い鳥文庫

講談社青い鳥文庫

講談社青い鳥文庫

講談社青い鳥文庫

講談社文庫

講談社文庫

世界の絵本 フィンランド

世界の絵本 フィンランド

講談社の翻訳絵本

講談社青い鳥文庫

シリーズ名
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No. 書名 著者 出版者 出版年月備考

5 さびしがりやのクニット
トーベ・ヤンソン／作・絵
渡部 翠／訳 講談社 1991.06 ☆

6 ムーミン谷へのふしぎな旅
トーベ・ヤンソン／作・絵
渡部 翠／訳 講談社 1991.07 ☆

7 ムーミン英雄になる
トーベ・ヤンソン／作
ラルス・ヤンソン／作
野中 しぎ／訳

福武書店 1991.08 ☆

8 ムーミンパパの幸せな日々
トーベ・ヤンソン／作
ラルス・ヤンソン／作
野中 しぎ／訳

福武書店 1991.08 ☆

9 ご先祖さまは難破船あらし！？
トーベ・ヤンソン／作
ラルス・ヤンソン／作
野中 しぎ／訳

福武書店 1991.09 ☆

10 ムーミン家をたてる
トーベ・ヤンソン／作
ラルス・ヤンソン／作
野中 しぎ／訳

福武書店 1991.1 ☆

11 ジャングルになったムーミン谷
トーベ・ヤンソン／作
ラルス・ヤンソン／作
野中 しぎ／訳

福武書店 1991.11 ☆

12 ムーミン谷に彗星がふる日
トーベ・ヤンソン／作
ラルス・ヤンソン／作
野中 しぎ／訳

福武書店 1992.04 ☆

13 ムーミン南の海へゆく
トーベ・ヤンソン／作
ラルス・ヤンソン／作
野中 しぎ／訳

福武書店 1992.05 ☆

14 ムーミン谷のスポーツ大会騒動
トーベ・ヤンソン／作
ラルス・ヤンソン／作
野中 しぎ／訳

福武書店 1992.06 ☆

15 ムーミン一家とメイドのミザベル
トーベ・ヤンソン／作
ラルス・ヤンソン／作
野中 しぎ／訳

福武書店 1992.11 ☆

16 ムーミン谷に火星ジン！？
トーベ・ヤンソン／作
ラルス・ヤンソン／作
野中 しぎ／訳

福武書店 1993.01 ☆

17 ムーミン谷に春がきた
トーベ・ヤンソン／絵

講談社 1998.04 ☆

シリーズ名

ムーミンの冒険日記

ムーミンの冒険日記

ムーミンの冒険日記

ムーミンの冒険日記

ムーミンの冒険日記

ムーミンの冒険日記

ムーミンの冒険日記

絵本・ムーミン谷から 1

講談社の翻訳絵本

講談社の翻訳絵本

ムーミンの冒険日記

ムーミンの冒険日記

ムーミンの冒険日記
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17 ムーミン谷に春がきた
トーベ・ヤンソン／絵
岡村 美恵子／構成・文 講談社 1998.04 ☆

18 ムーミンと空とぶえんばん
トーベ・ヤンソン／絵
岡村 美恵子／構成・文 講談社 1998.08 ☆

19 ムーミン谷の大こうずい
トーベ・ヤンソン／原作・絵
岡村 美恵子／構成・文 講談社 1999.01 ☆

20 ムーミン谷のすい星
トーベ・ヤンソン／原作・絵
岡村 美恵子／構成・文 講談社 1999.03 ☆

21 ムーミン谷のふしぎな夏
トーベ・ヤンソン／原作・絵
岡村 美恵子／構成・文 講談社 1999.07 ☆

22 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
モルデン・シュメット／絵
横手 美紀／訳

偕成社 1999.12 ☆

23 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
モルデン・シュメット／絵
有尾 さゆり／訳

偕成社 1999.12 ☆

24 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
モルデン・シュメット／絵
矢田掘 厚子／訳

偕成社 1999.12 ☆

25 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
モルデン・シュメット／絵
日高 真由美／訳

偕成社 1999.12 ☆

26 ムーミン一家とメイドのミーサン
トーベ・ヤンソン／原作・絵
岡村 美恵子／構成・文 講談社 2000.05 ☆

絵本・ムーミン谷から 2

絵本・ムーミン谷から 3

絵本・ムーミン谷から 1

絵本・ムーミン谷から 4

絵本・ムーミン谷から 5

絵本・ムーミン谷から 6
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No. 書名 著者 出版者 出版年月備考

27 ムーミンのたからもの
トーベ・ヤンソン／原作
松田 素子／文
スタジオ・メルファン／絵

講談社 2005.08 ☆

28 ムーミンのともだち
トーベ・ヤンソン／原作
松田 素子／文
スタジオ・メルファン／絵

講談社 2008.08 ☆

29 ムーミンのふしぎ
トーベ・ヤンソン／原作
松田 素子／文
スタジオ・メルファン／絵

講談社 2009.12 ☆

30 ムーミンのかずのえほん
トーベ・ヤンソン／原作
ラルス・ヤンソン／原作 徳間書店 2011.03

31 ゆきがふるよ、ムーミントロール
トーベ・ヤンソン／原作・絵
ラルス・ヤンソン／原作・絵
当麻 ゆか／訳

徳間書店 2011.10

32 おたんじょうびね、ムーミントロール
トーベ・ヤンソン／原作・絵
ラルス・ヤンソン／原作・絵
当麻 ゆか／訳

徳間書店 2012.03

33 ぼうけんにいこうよ、ムーミントロール
トーベ・ヤンソン／原作・絵
ラルス・ヤンソン／原作・絵
当麻 ゆか／訳

徳間書店 2012.06

34 ともだちをさがそう、ムーミントロール
トーベ・ヤンソン／原作・絵
ラルス・ヤンソン／原作・絵
当麻 ゆか／訳

徳間書店 2013.02

35 ゆうれいがこわいの？ムーミントロール
トーベ・ヤンソン／原作・絵
ラルス・ヤンソン／原作・絵
当麻 ゆか／訳

徳間書店 2013.09

36 ちびのミイがやってきた！
トーベ・ヤンソン／原作
リーナ・カーラ／文・絵
サミ・カーラ／文・絵

徳間書店 2014.06

No. 書名 著者 出版者 出版年月備考

1 ムーミン・コミックス（全14巻）
トーベ・ヤンソン／著
ラルス・ヤンソン／著 筑摩書房

2000～

シリーズ名

ムーミンのおはなしえほん

ムーミンのおはなしえほん

ムーミンのおはなしえほん

ムーミンのおはなしえほん

ムーミンのおはなしえほん

ミイのおはなしえほん

シリーズ名

＜漫画＞

4

1 ムーミン・コミックス（全14巻） ラルス・ヤンソン／著
冨原 眞弓／訳

筑摩書房
2000～
2001

No. 書名 著者 出版者 出版年月備考

1
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
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 1995.1

2
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
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 1995.12

3
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
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 1996.06

4
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
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 1996.11

5
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
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 1997.02

6
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
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 1997.09

7
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
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 1997.12

8
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
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 1998.05

9 島暮らしの記録
トーベ・ヤンソン／文
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 1999.07 ☆

10 トーベ・ヤンソン短篇集
トーベ・ヤンソン／著
冨原 眞弓／編訳 筑摩書房 2005.07

11 不思議の国のアリス
トーベ・ヤンソン／絵
ルイス・キャロル／著
村山 由佳／訳

メディアファク
トリー 2006.03

ちくま文庫

シリーズ名

＜その他 トーベ・ヤンソンの作品（短編集・ノンフィクションなど）＞
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No. 書名 著者 出版者 出版年月備考

12 誠実な詐欺師
トーベ・ヤンソン／著
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 2006.07

13 トーベ・ヤンソン短篇集 黒と白
トーベ・ヤンソン／著
冨原 眞弓／編訳 筑摩書房 2012.03

14
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
冨原 眞弓／訳 筑摩書房 2014.06

No. 書名 著者 出版者 出版年月備考

1
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 1994.04 ☆

2
ムーミン谷へようこそ
～いつでも、だれでも、好きなだけ～

冨原 眞弓／著 ベストセラーズ 1995.12 ☆

3 ムーミンママのお料理の本
トーベ・ヤンソン／絵と引用文

サミ・マリラ／作
渡部 翠／訳

講談社 1996.03 ☆

4 ムーミン童話の百科事典
高橋静男「ムーミンゼミ」／編

渡部 翠／編 講談社 1996.05 ☆

5
北欧の絵本『ムーミンと白夜の国の子どもたち』
北欧の絵本三人展
「トーベ・ヤンソン」7～47ｐ「年譜」118～119ｐ

朝日新聞社 1997 ☆

6 ムーミン ～名倉靖博画集～ 名倉 靖博／著 白泉社 1998.01 ☆

7
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
渡部 翠／訳

講談社 1998.09

8 ムーミンの哲学 瀬戸 一夫／著 勁草書房 2002.06

9 ムーミン
プチグラパブ
リッシング 2003.12

10 ムーミンを読む 冨原 眞弓／〔著〕 講談社 2004.04 ☆

11 名倉靖博の世界 名倉 靖博／著
ソフトバンクパ

2004.06

シリーズ名

ちくま文庫

ちくま文庫

Ｐｉｃｔｕｒｅ ｆｒｉｅｎｄｓ

Ｍｏｅ ｂｏｏｋｓ

シリーズ名

＜研究書など＞

5

11 名倉靖博の世界 名倉 靖博／著
ソフトバンクパ
ブリッシング 2004.06

12 ムーミン童話の世界事典 渡部 翠／監修 講談社 2005.04

13 ムーミン童話の仲間事典 渡部 翠／監修 講談社 2005.04

14 ムーミンのふたつの顔 冨原 眞弓／著 筑摩書房 2005.07 ☆

15
ようこそ！ムーミン谷へ
～ムーミン谷博物館コレクション～

ミルヤ・キヴィ／文
トーベ・ヤンソン／絵
末延 弘子／訳

講談社 2005.07 ☆

16
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 ☆

17 ムーミン谷のひみつ 冨原 眞弓／著 筑摩書房 2008.08

18 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 2009.03 ☆

19 ムーミン谷のひみつの言葉 冨原 眞弓／著 筑摩書房 2009.04 ☆

20
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 2009.05 ☆

21 ちびのミイの名言集
トーベ・ヤンソン／文・絵
サミ・マリラ／編
渡部 翠／訳

講談社 2010.07 ☆

22 ムーミンの名言集
トーベ・ヤンソン／文・絵
サミ・マリラ／編
渡部 翠／訳

講談社 2010.07 ☆

23 ムーミンママの名言集
トーベ・ヤンソン／文・絵
サミ・マリラ／編
渡部 翠／訳

講談社 2010.08 ☆

24 スナフキンの名言集
トーベ・ヤンソン／文・絵
サミ・マリラ／編
渡部 翠／訳

講談社 2010.09 ☆

ちくま文庫
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No. 書名 著者 出版者 出版年月備考

25 ムーミンパパの名言集
トーベ・ヤンソン／文・絵
サミ・マリラ／編
渡部 翠／訳

講談社 2010.09 ☆

26 ムーミンのふたつの顔 冨原 眞弓／著 筑摩書房 2011.01

27 スノークのおじょうさんの名言集
トーベ・ヤンソン／文・絵
サミ・マリラ／編
渡部 翠／訳

講談社 2011.11 ☆

28 ヤンソンとムーミンのアトリエ 木之下 晃／著 講談社 2013.10 ☆

29 ムーミンを読む 冨原 眞弓／著 筑摩書房 2014.01 ☆

30 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
渡部 翠／訳

講談社 2014.04

31 ムーミンを生んだ芸術家トーヴェ・ヤンソン
冨原 眞弓／著
芸術新潮編集部／編 新潮社 2014.04 ☆

32 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 2014.05

No. 誌名 巻号 掲載ページ 出版者 備考

1 ＭＯＥ／月刊 1990年5月号 5～24ｐ 白泉社 ☆

2 ＭＯＥ／月刊 1992年9月号 7～12ｐ 白泉社 ☆

3 ＭＯＥ／月刊 1994年6月号 10～30ｐ 白泉社 ☆

4 ＭＯＥ／月刊 1995年9月号 4～22ｐ 白泉社 ☆

5 ＭＯＥ／月刊 1998年2月号 6～28ｐ 白泉社 ☆

6 ユリイカ 1998年4月号 61～234ｐ 青土社

7 ＭＯＥ／月刊 2001年3月号 6～23ｐ 白泉社 ☆

講談社文庫

ちくま文庫

ちくま文庫

内容

トーベ・ヤンソンとムーミンの世界

＜雑誌掲載記事＞

トーベ・ヤンソン来日記念・特別企画「ムーミン」

キャラクター･スペシャル「ムーミン」

大特集 トーベ・ヤンソン生誕80周年記念「ムー
ミン新･誕生物語」

巻頭大特集「「ムーミン」のふるさとを訪ねる旅」

巻頭大特集「ムーミンと北欧の物語」

巻頭大特集「ムーミンはコミックスが面白い！」

シリーズ名

6

7 ＭＯＥ／月刊 2001年3月号 6～23ｐ 白泉社 ☆

8 ＭＯＥ／月刊 2001年11月号 6～25ｐ 白泉社 ☆

9 ビランジ 9（2002年4月号） 64～99ｐ 竹内オサム

10 ＭＯＥ／月刊 2004年10月号 4～35ｐ 白泉社 ☆

11 ＭＯＥ／月刊 2006年1月号 6～34ｐ 白泉社 ☆

12 飛ぶ教室 2006年冬号 9～48ｐ 光村図書出版 ☆

13 ＭＯＥ／月刊 2006年5月号 53～57ｐ 白泉社 ☆

14 クーヨン／月刊 2008年5月号 18～21ｐ クレヨンハウス ☆

15 芸術新潮 2009年5月号 14～118ｐ 新潮社

16 ＭＯＥ／月刊 2009年5月号 6～36ｐ 白泉社 ☆

17 ＭＯＥ／月刊 2010年11月号 59～66ｐ 白泉社 ☆

18 ＭＯＥ／月刊 2012年1月号 6～35ｐ 白泉社 ☆

19 Ｍｅｉ vol.02(2013年4月号） 6～58ｐ
メディアファ
クトリー

20 ＭＯＥ／月刊 2014年1月号 6～39ｐ 白泉社 ☆

※当リストは、広島市立図書館が所蔵する関連図書のなかから抜粋したものです

巻頭大特集 トーベ・ヤンソン生誕100年記念
「フィンランドで出会ったムーミン」

巻頭大特集 美しいイラストと写真でつづるヤンソン
の世界「ムーミンといっしょに北欧の旅に出よう」

特集「ムーミンを生んだ作家トーベ・ヤンソン」

ムーミンを生んだ芸術家トーヴェ・ヤンソンのすべて

65周年記念ギャラリー「いつもムーミンと」

巻頭大特集 ありがとう、トーベ・ヤンソンさん
「ムーミン谷は永遠に…」

巻頭大特集 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」
巻頭大特集 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！」

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』」

巻頭大特集 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」

「フィンランドに息づくムーミンの世界」

「ムーミンの幻想」「トーベ・ヤンソンさんからの手紙」
「ムーミンが日本で知られたのはアニメか原作か？」

小特集「トーベ・ヤンソンのもうひとつの顔」

巻頭大特集「ムーミンはコミックスが面白い！」
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