
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 白夜の国に光の夢  フィンランド 石井 幹子／著 日本放送出版協会 1996.4 29389/1 一般書庫

2 北欧紀行 森田 昌幸／著 文化書房博文社 2003.3 29389/11 一般書庫

3 北欧紀行　古き町にて 東山 魁夷／著 講談社 2010.7 29389/18 一般開架

4 北ヨーロッパ小さいまち紀行 土田 陽介ほか／編 グラフィック社 1998.3 29389/3 一般書庫

5 故郷サバイバル  フィンランドと青森のライフスタイル 山口 恵子／編 恒星社厚生閣 2012.9 30212/2 一般開架

6 オーロラが消えぬ間に
高円宮 憲仁／著者
代表

読売新聞社 2001.4 51904/25 一般開架

7
自然に従う生き方と農法ルオム  オーガニックマン&タウ
ン全国ガイド

ツルネン マルテイ／著 戎光祥出版 2009.12 61571/37 一般開架

8
森林経営をめぐる組織イノベーション  諸外国の動きと日
本

岡 裕泰／編著 広報ブレイス 2015.2 6511/15/2 一般開架

9 白夜の国 東山 魁夷／著 ビジョン企画出版社 1999.1 7219/92 一般書庫

10 白夜の国で 門脇 久芳／写真・文 アスキー 1998.1 748/154 一般書庫

11 ムーミン童話の百科事典
高橋静男「ムーミンゼ
ミ」／編

講談社 1996.5 9498/1 一般書庫

12 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 講談社 2005.7 9498/ﾔﾄ 1 一般書庫

13 北欧神話
H・Ｒ・エリス・デイ
ヴィッドソン／著

青土社 1997.5 16438/1 一般書庫

14 北欧の神話　神々と巨人のたたかい 山室　静／著 筑摩書房 1996.6 16438/2 一般開架

15 カレワラ神話と日本神話 小泉 保／著 日本放送出版協会 1999.3 16438/4 一般書庫

16 北欧学のすすめ
東海大学文学部北欧学
科／編

東海大学出版会 2010.2 2389/18 一般開架

17 北欧史 角田 文衛／編 山川出版社 1979 2389/2 一般書庫

18 フィンランドの歴史
デイヴィッド・カー
ビー／著

明石書店 2008.11 23892/2 一般開架

19
世界史のなかのフィンランドの歴史  フィンランド中学校
近現代史教科書

ハッリ・リンタ=アホ
／著

明石書店 2011.11 23892/3 一般開架

20
「大フィンランド」思想の誕生と変遷  叙事詩カレワラと
知識人

石野 裕子／著 岩波書店 2012.8 23892/4 一般開架

21
フィンランド中学校現代社会教科書  15歳市民社会へのた
びだち

タルヤ・ホンカネン／
著

明石書店 2011.4 30238/63 一般開架

22
平和構築の仕事  フィンランド前大統領アハティサーリと
アチェ和平交渉

カトゥリ・メリカリオ
／著

明石書店 2007.11 31682/38 一般開架

23
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／
編著

公人の友社 2008.9 3641/21 一般開架

24 フィンランドのドイツ戦車隊 カリ・クーセラ／著 大日本絵画 2002.6 39120/28 一般開架

25 「寝かせきり老人」をつくる国日本つくらない国北欧 ツルネン マルテイ／著 あすなろ書房 1999.11 369/61 一般書庫

26
フィンランド福祉国家の形成  社会サービスと地方分権改
革

山田 眞知子／著 木鐸社 2006.6 36902/40 一般開架

27 生活保護 埋橋 孝文／編著 ミネルヴァ書房 2013.3 3692/30 一般開架

28 お年寄りのケア知恵袋  専門家が教える介護のコツ 橋本 正明／編著 ミネルヴァ書房 1996.12 36926/12 一般書庫

29
老いを歩む人びと  高齢者の日常からみた福祉国家フィン
ランドの民族誌

高橋 絵里香／著 勁草書房 2013.3 36926/499 一般開架

【 歴史 】～豊かな国土をめぐり、スウェーデンとロシアが奪い合った国～

千葉県立東部図書館　ガラス展示コーナー

　　　　   　　　フィンランド独立１００周年
　　　　　　　～数多くの魅力あふれる国フィンランド。1917年12月6日に独立しました～

【 自然 】～冬はオーロラ、夏には白夜、ムーミンたちの住むところ～

所蔵は全て東部図書館

【 福祉　※ウラヘ続く 】～北欧は福祉大国・高税金～
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30 北欧福祉諸国の就学前保育 山田 敏／著 明治図書出版 2007.5 36942/27 一般開架

31
子どもの放課後を考える  諸外国との比較でみる学童保育
問題

池本 美香／編著 勁草書房 2009.12 36942/33 一般開架

32
しあわせな放課後の時間  デンマークとフィンランドの学
童保育に学ぶ

石橋 裕子／著 高文研 2013.1 36942/37 一般開架

33 学力世界一を支えるフィンランドの図書館 西川 馨／編著 教育史料出版会(発売) 2008.5 1023/4 一般開架

34 突破する教育  世界の現場から、日本へのヒント 池上 彰／著 岩波書店 2013.11 3704/269 一般開架

35 子ども理解  臨床教育学の試み 田中 孝彦／著 岩波書店 2009.12 37142/152 一般開架

36
フィンランドの子どもを支える学校環境と心の健康  子ど
もにとって大切なことは何か

松本 真理子／編著 明石書店 2013.9 37143/69 一般開架

37 PISAから見る、できる国・頑張る国    １ 経済協力開発機構／編著 明石書店 2012.3 372/23 一般開架

38 PISAから見る、できる国・頑張る国    2 経済協力開発機構／編著 明石書店 2012.3 372/23/2 一般開架

39 欲ばり過ぎるニッポンの教育 苅谷 剛彦／著 講談社 2006.11 37210/108 一般開架

40
子どもたちに「未来の学力」を  フィンランドの学力観に
学べ

福田 誠治／著 東海教育研究所 2008.12 37210/128 一般開架

41
競争しても学力行き止まり  イギリス教育の失敗とフィン
ランドの成功

福田 誠治／著 朝日新聞社 2007.1 37233/28 一般開架

42 フィンランドに学ぶ教育と学力 庄井 良信／編著 明石書店 2005.8 37238/12 一般開架

43 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／著 朝日新聞社 2006.5 37238/13 一般開架

44 フィンランドのジェンダー・セクシュアリティと教育 橋本 紀子／著 明石書店 2006.12 37238/14 一般開架

45 フィンランドの理科教育  高度な学びと教員養成 鈴木 誠／編著 明石書店 2007.1 37238/15 一般開架

46 教育立国フィンランド流教師の育て方 増田 ユリヤ／著 岩波書店 2008.7 37238/16 一般開架

47 知識ゼロからのフィンランド教育 藤田 りか子／著 幻冬舎 2009.1 37238/17 一般開架

48
フィンランドの小学校英語教育  日本での小学校英語教科
化後の姿を見据えて

伊東 治己／著 研究社 2014.2 37238/19 一般開架

49 学力を変える総合学習 鬼沢 真之／編著 明石書店 2006.8 375/154 一般開架

50
フィンランドで見つけた「学びのデザイン」  豊かな人生
をかたちにする19の実践

大橋 香奈／著 フィルムアート社 2011.6 37902/15 一般開架

51 フィンランドという生き方 目莞 ゆみ／著 フィルムアート社 2005.12 30238/53 一般開架

52 フィンランドを知るための44章 百瀬 宏／編著 明石書店 2008.7 30238/60 一般開架

53
フィンランドにおける性的ライフスタイルの変容  3世代
200の自分史による調査研究

エリナ・ハーヴィオ
‐マンニラ／著

大月書店 2006.6 3679/71 一般開架

54
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／著 新評論 2008.1 60138/1 一般開架

55 左手のコンチェルト  新たな音楽のはじまり 舘野 泉／著 佼成出版社 2008.3 7621/106 一般開架

56
北欧POP MAP    アイスランド、ノルウェイ、デンマー
ク、フィンランド編

クッキー・シーン編
集部／編

ブルース・インターア
クションズ

2007.1 7647/239/2 一般書庫

57
どこにもない国  フィンランドの詩人エディス・セーデル
グラン(1892-1923)

三瓶 恵子／著 冨山房 2011.2 99361/ｾｴ 1 一般開架

58 北欧空間事典  The guide to get your Nordic design フィンランド政府観光局 2004 29389/12 一般書庫

59 北欧デザインの巨人たち  あしあとをたどって。 萩原 健太郎／著 ビー・エヌ・エヌ新社 2011.5 75702/34 一般開架

60 CDエクスプレス　フィンランド語 松村 一登／著 白水社 2002.7 89361/2 一般開架

61 語学王　フィンランド語 千葉 庄寿／著 三修社 2006.5 89361/4 一般開架

【 もっと知りたい 】～フィンランドって？～

【 言語・語学 】～フィンランド語は超難解!?～

【 デザイン 】～憧れの北欧デザイン～

【 教育 】～世界一の学力はどのように育まれるのか？～

【※　続き 福祉 】
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