
MOOMIN COMIC STRIPS EXHIBITION

ムーミンコミックス展
2022年 6月18日（土）ー　8月28日（日）

東京富士美術館

黄図録 青図録

ムーミン谷のなかまたち

短編「世界でいちばんさいごのりゅう」 ムーミンとスナフキン スケッチ サインペン 1962年頃 ｐ.6

ムーミンパパ 鉛筆・サインペン 7

『ムーミンパパ海へいく』　ムーミンパパ　スケッチ 鉛筆・インク 1965年頃 7

『ムーミン谷の彗星』　スニフとムーミンの仲間たち　原画 インク 1946年 7

『ムーミン谷の彗星』　じゃこうねずみ　原画 インク 1946年 8

『ムーミン谷の彗星』　ムーミンとスノークのおじょうさん　原画 インク 1946年頃 7

短編「目に見えない子」　ニンニ　スケッチ インク 1962年 8

『ムーミン谷の冬』　スナフキン　原画 鉛筆・インク 1957年 8

ミムラねえさん ボールペン／ボード 8

スナフキン ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ･ｻｲﾝﾍﾟﾝ/ﾎﾞｰﾄﾞ 9

ニョロニョロ 鉛筆/ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ 9

短編「もみの木」　クリスマスの準備をするひと　スケッチ インク 1962年頃 9

短編「この世のおわりにおびえるフィリフヨンカ」 フィリフヨンカ ｽｹｯﾁ インク 1962年頃 9

短編「スニフとセドリックのこと」　医者　原画 鉛筆・サインペン 1962年 9

『ムーミン谷の冬』　トゥーティッキとちびのミイ　原画 インク 1957年 9

ムーミンママ 鉛筆 10

ちびのミイ 鉛筆 10

ムーミンとス二フと黒ねずみ  スケッチ ペン・インク・色鉛筆 1954年頃 15

ムーミンとス二フ  スケッチ　2点 ペン・インク・色鉛筆 1954年頃 14-15

キャラクター設定  ドローイング　４点 インク 1954年 16ｰ35

スケッチ　25点 鉛筆 1954年 17-42

印刷見本 1954年頃 19

スケッチ　８点 鉛筆 1955年 43-49

キャラクター設定  ドローイング　５点 インク 1955年 50-52

キャラクター設定  ドローイング　2点 インク 1955年 53

キャラクター設定  ドローイング（第4話、第6話のドローイング含む） インク 1955年頃 54

キャラクター設定  ドローイング インク 1956年 55

第４話  「おさびし島のご先祖さま」

第５話  「やっかいな冬」

第６話  「ふしぎなごっこ遊び」

第３話  「南の島へくりだそう」

出品リスト

タイトル 技法 制作年
図録掲載頁P.

作品17点 （原画×6点、スケッチ×5点、その他×6点）

トーベ・ヤンソンが描いたコミックス

 作品82点 （ドローイング×34点、スケッチ×47点、印刷見本×１点）

第１話  「ひとりぼっちのムーミン」

第２話  「ムーミン谷への遠い道のり」

＊掲載順と展示順は異なります

＊技法欄に支持体の記載のない作品はすべて紙です

＊制作年不明のものは空欄にしました

＊やむを得ない事情により内容が変更になる場合があります



黄図録 青図録
タイトル 技法 制作年

図録掲載頁P.

キャラクター設定  ドローイング（第6話のドローイング含む） インク 1956年 ｐ.56

キャラクター設定  ドローイング　２点 インク 1956年 57

キャラクター設定  ドローイング インク 1956年 58

キャラクター設定  ドローイング　2点 インク 1957年 59､63

メモ書きとスケッチ 鉛筆 1957年 60

スケッチ（表面と裏面）（片面は複製） 鉛筆 1957年 61

スケッチ　3点 鉛筆 1957年 62､64

キャラクター設定  ドローイング インク 1957年 65

キャラクター設定  ドローイング（第18話のドローイング含む） インク 1957年 66

キャラクター設定  ドローイング　４点 インク 1957年 67-69

キャラクター設定  ドローイング　3点 インク 1958年 70-72

キャラクター設定  ドローイング インク 1958年 73

キャラクター設定  ドローイング（第17話のドローイング含む） インク 1958年 74

キャラクター設定  ドローイング（第16話、第18話のドローイング含む） インク 1958年 75

キャラクター設定  ドローイング　3点 インク 1958年 76-80

スケッチ　6点 鉛筆 1958年 77-83

第62話「古代エジプトへの旅」     　　　　　　　　    原画33点 インク 1971年 p.8-24

第68話「お金持ちってめんどうくさい」      　　　   原画20点 インク 1973年 28-37

第71話「ムーミンたちの戦争と平和」       原画89点、複製1点 インク 1974年 40-85

第73話「10個のブタの貯金箱」     　　　　　　　     原画37点 インク 1975年 88-106

イブニング・ニューズ紙（第23話「スナフキン鉄道」掲載） 25

第41話「ムーミンとジェーンおばさん」
新聞印刷用原版  9点（３/5/9/16/21/22/24/56/63回）

銅 1964年 25
3回のみ

_ _

立像「ムーミン」（複製） FRP樹脂 11

立像「スノークのおじょうさん」 石膏(?) 11

第17話  「彗星がふってくる日」（ラルス・ヤンソンと共同制作）

第18話  「黄金のしっぽ」

ラルス・ヤンソンが描いたコミックス

 原画×179点、複製×1点

資料等

 25点（新聞×１点、新聞印刷用原版×9点、書籍×１3点、立像×2点）

世界各国のムーミンコミックス　13点（スウェーデン語版×２、フィンランド語版、ブルガリア語版、ドイツ

語版、英語版×２、中国語版、チェコ語版、デンマーク語版、ノルウェー語版、ポルトガル語版、イタリア語版）

1960年6月28日

第16話  「ムーミン谷のきままな暮らし」（ラルス・ヤンソンと共同制作）

第７話  「家をたてよう」

第８話  「預言者あらわる」

第９話  「恋するムーミン」

第11話  「まいごの火星人」

第12話  「ムーミンパパの灯台守」

第13話  「ムーミンママの小さなひみつ」

第14話  「タイムマシンでワイルドウエスト」（ラルス・ヤンソンと共同制作）

第15話  「あこがれの遠い土地」（ラルス・ヤンソンと共同制作）


