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Norden Café ＠Ｗ９-301 図書資料 リスト 

 

① フィンランド 

【単行本】 

百瀬宏・石野裕子（2008）『フィンランドを知るための44章』明石書店． 

イルッカ・タイパレ（山田眞知子訳）（2008） 

『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』公人の友社． 

 

メルヴィ・バレほか（北川達夫 ほか訳）（2007）『フィンランド国語教科書 小学5年生』経済界． 

実川真由・実川元子 (2007) 『受けてみたフィンランドの教育』文藝春秋． 

小林朝夫（2010）『子どもの可能性を引き出すフィンランド式算数力メソッド』青春出版社． 

大橋香奈・大橋裕太郎 (2011) 『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』フィルムアート社． 

 

タンペレ市立美術館ムーミン博物館（2008）『ムーミン谷博物館20周年記念誌』． 

タンペレ市立美術館ムーミン博物館（星野靖子訳）（2009）『ムーミン谷の踊り』． 

 

群ようこ（2006）『かもめ食堂』幻冬舎． 

マルコ・レイノ（末延弘子訳）（2010）『クリスマス物語』講談社． 

 

Jussi Murtosaari (2008) Wild Life Moments-The Four Seasons in Photographs(DOCENDO). 

Jukka Rautio (2009) TAMPERE (Mäntykustannus OY Ranua)． 

 

【雑誌・機関誌】 

枻出版社（2004）『北欧スタイルNo.5 一冊ぜんぶフィンランド特集！』． 

フィンランド政府観光局『TORI  Alternative Culture of Finland』 

                       創刊号No.1（2005）~ No.6(2008) 全 6刊． 

フィンランド政府観光局（2007）『Finland Summer Guide フィンランド夏物語』． 

Visit Finland（2008）『Finland Winter Guideフィンランド冬物語 2008』． 

フィンランドガイドブック制作委員会（2009）『Finland Summer Guide フィンランド夏物語 2009』． 

フィンランドセンター『Koivu  The Finnish Institute in Japan Magazine』 

                             Vol.8(2009) ~ Vol.12(2012)． 

 

【そのほか】 

社会理工学研究科 2009年度 Finland Week 関連資料． 

 

各種 観光情報 ガイド、リーフレット． 

 

Iittala社 商品リーフレット． 

Finland Café（代官山・既閉店）広報誌、リーフレット． 
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② デンマーク 

【単行本】 

ケンジ・ステファン・スズキ（2008）『なぜ、デンマーク人は幸福な国をつくることに成功したのか 

どうして、日本では人が大切にされるシステムをつくれないのか』合同出版株式会社． 

澤渡夏代ブラント（2009）『デンマークの高齢者が世界一幸せなわけ』大月書店． 

Clare MacCarthy (2006) DENMARK LIMITED- GLOBAL BY DESIGN (Gads Forlag) ． 

内村鑑三（1946）『後世への最大遺物 デンマルク国の話』岩波文庫． 

 

ヘンリー・ヴィンセック（成川善継訳）（2004）『レゴの本―創造力をのばす魔法のブロック』ブッキング． 

Allan Bedford (2005) THE UNOFFICIAL LEGO BUILDER’ S GUIDE (no starch press)． 

Daniel Lipkowitz (2009) THE LEGO BOOK (DK)． 

 

イェンス・イェンセン（2008）『イェンスの畑づくり』枻出版社． 

イェンス・イェンセン（2008）『イェンスの畑のある週末』枻出版社． 

イェンス・イェンセン（2009）『イェンセン家のクリスマス 北欧、手づくりの暮らしに教わる』文藝春秋． 

 

【雑誌・機関誌】 

Visit Denmark(2009)『DENMARK MAGAZINE 09 日本語版』．（配布可能） 

シルバーストーンJP（2009）『Excellent DENMARK LOVING』Vol.5． 

Confederation of Danish Industry (2009) Bright Green Technologies for Sustainable Growth ． 

そのほか 政府広報誌 等． 

 

【そのほか】 

社会理工学研究科 2010年度 Denmark Week 関連資料． 

 

各種 観光情報 ガイド、リーフレット． 

 

Christianiabikes 商品リーフレット． 

LE KLINT 社 商品リーフレット． 

LEGO Educaition社 サービスリーフレット． 

 

③ スウェーデン 

【単行本】 

ペオエクベリ・聡子エクベリ (2007) 『うちエコ入門』宝島社． 

グスタフ・ストランデル (2009) 『私たちの認知症 自分らしく生きるための「ケア・ツリー」とは？』幻冬舎． 

湯本健治・佐藤吉宗（2010）『スウェーデン・パラドックス 』日本経済出版社． 

リッカードラーゲルベリ・エンマランデッケル（2010） 

『スウェーデン 北の果て、今を生きる挑戦者たち』スウェーデン文化交流協会． 

 

アーネ・リンドクウィストほか（川上邦夫訳）（1997） 

『あなた自身の社会―スウェーデンの中学教科書―』新評論． 

 

戸羽晟 (2008) 『歌の国スウェーデン―クラシック音楽ガイド―』新評論． 

須藤生（2008）『スウェーデンで家具職人になる！』早川書房． 

Else Marie Gutarp (2001) MEDIEVAL MANNER OF DRESS (Gotlands Fornsal)． 



3 

 

【雑誌・機関誌】 

シルバーストーンJP（2011）『Excellent SWEDEN CARING』Vol.13．（2部あり） 

そのほか 政府広報誌 等．（配布可能） 

 

【そのほか】 

社会理工学研究科 2011年度 Sweden Week 関連資料． 

社会理工学研究科 2012年度 Sweden Day  関連資料． 

 

関東弁護士会連合会 公害対策環境保全委員会（2006） 

『スウェーデン環境法典―持続可能な社会のつくり方―』関東弁護士会連合会． 

鎌仲ひとみ監督作品（2011）『ミツバチの羽音と地球の回転』映画パンフレット． 

 

株式会社 舞浜倶楽部 リーフレット．（配布可能） 

 

日本ニッケルハルパ協会 関連資料． 

 

各種 観光情報 ガイド、リーフレット． 

 

④ ノルウェー 

【単行本】 

岡沢憲芙監修・小森宏美編著 (2007) 『日本・ノルウェー交流史』早稲田大学出版部． 

三井マリ子 (2010) 『ノルウェーを変えた髭のノラ 男女平等社会をこうしてできた』明石書店． 

 

リンダ・リッレヴィーク（井上勢津訳）（2009）『わたしだって、できるもん！』新評論． 

Ingerid Helsing Almaas(ed.)(2010) MADE IN NORWAY Norwegian Architecture Today(ARKITEKTURN)． 

 

【雑誌・機関誌】 

カドカワムック（2010）『フォートラベル その先の北欧へ 森と水の楽園ノルウェー』338号． 

ノルウェー王国大使館通商技術部公認マガジン『StyleNORWAY MAGAZINE』 No.1(2011)～No.7(2012)． 

 

そのほか 政府広報誌 等． 

 

【そのほか】 

社会理工学研究科 2012年度 Norway Week 関連資料． 

 

日本・ノルウェー学友会 リーフレット『NorAlumni Japan』．（配布可能） 

国立極地研究所 広報誌（『北極観測』『南極観測』年刊誌『極』、共同研究プロジェクト等）． 

 

日本ハルダンゲルクラブ オフィシャルガイドブック． 

Marius Holst監督作品（2010）『孤島の王』映画パンフレット． 

 

スカンジナビア政府観光局 旅行ガイド 『フィヨルドへ行こう！』．（配布可能） 

スカンジナビア政府観光局 旅行ガイド『オーロラを見に行こう！』（配布可能） 

 

各種 観光情報 ガイド、リーフレット． 
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トムラ・ジャパン株式会社 リーフレット. 

STOKKE 社 商品リーフレット． 

 

⑤ 北欧関連 そのほか 

【単行本】 

オッレ・ヘドクヴィスト（可兒鈴一郎訳）（2004） 

『ノルディック・サプライズ 北欧企業に学ぶ生き残り術』清流出版． 

東山魁夷（2008）『東山魁夷Art Album 第二巻 森と湖の国への旅』講談社． 

 

【雑誌・機関誌】 

スカンジナビア政府観光局『Scandinavia Technical Visit Guide 視察情報ガイド 2009』． 

スカンジナビア政府観光局『HYGGE ヒューゲ』Vol. 5, 8, 9． 

 

枻出版社（2008）『北欧スタイルNo.16 北欧デザインの正しい使い方』． 

北欧楽会『北欧楽会 報告集』Vol.3(2000)～Vol.15(2012)． 

 

【そのほか】 

国際NGO FEE Japan（国際環境教育基金）『エコスクール』リーフレット．（配布可能） 

国際NGO FEE Japan（国際環境教育基金、『LEAF 森林環境教育プログラム』リーフレット． 

 

スカンジナビア政府観光局『スカンジナビア トラベルマップ＆ガイド』．（配布可能） 

北欧関連 各種 観光情報 ガイド、リーフレット． 

 

⑥ そのほか 

【単行本】 

日本建築学会（2006）『省エネ住宅とスマートライフでストップ地球温暖化』日本建築学会． 

野沢正光（2009）『パッシブハウスはゼロエネルギー住宅 竪穴住居に学ぶ住宅の未来』農文協． 

中島秀人編著（2010）『エンジニアのための工学概論―科学技術社会論からのアプローチ―』ミネルヴァ書房． 

石田秀樹・新しい暮らしとテクノロジーを考える委員会 (2010) 

 『地球が教える奇跡の技術―大自然のすごさを活かす「ネイチャー・テクノロジー」の世界―』祥伝社． 

 

レッスンの友社（2010）『ストリング 2010.6』285号． 

レッスンの友社（2012）『ストリング 2012.10』313号． 

せきれい社（2012）『サラサーテ 2012.12』 49号． 

教育芸術社（2012）『改訂 音楽の鑑賞資料と基礎学習』教育芸術社． 

 

日本放送協会 (2010, 2011)『NHKテレビ トラッドジャパン』テキスト第1巻 ～第12巻 全12巻． 

 

竹島愼一郎（1999）『PowerPointでマスターする企画・プレゼン 図解の極意』アスキー出版局． 

シータス（2008）『これからはじめる InDesignの本』技術評論社． 

 

【機関紙】 

名古屋工業大学 技術倫理研究会編（2010）『技術倫理研究』第7号． 

公益財団法人ハイライフ研究所 （2012）『ハイライフ研究』Vol.14． 

公益財団法人ハイライフ研究所 （2012）『これからの都市生活を考えていくための新世代コミュニティの研究』． 
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公益財団法人ハイライフ研究所 （2012）『次世代の都市生活を豊かにする知恵のアーカイブの研究その２』． 

公益財団法人ハイライフ研究所 （2012）『市民活動アーカイブズ』． 

公益財団法人ハイライフ研究所 （2012）『都市生活意識調査2011 分析編』． 

公益財団法人ハイライフ研究所 （2012）『都市生活意識調査2011 データ編』． 

公益財団法人ハイライフ研究所 （2012）『2020年の都市居住、その佇まいを探る。』． 

公益財団法人ハイライフ研究所 （2012）『来るべきコミュニティへの予兆』． 

 

【そのほか】  

東京工業大学／社会理工学研究科 各種 資料． 

東京工業大学 国際大学院プログラム 等 留学生受入れ 各種 資料． 

東京工業大学 学術交流協定校リーフレット 等 海外留学関連 各種 資料． 

 

 

以上 (2013年 1月22日 現在） 


