
　資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 会津人群像　第5号 　 　歴史春秋出版 展  090 /ｱ /5       

2 民衆史研究　第9号 　 　会津民衆史研究会 展  090/ﾐ/9       

3 侍たちの北海道開拓 　榎本 守恵∥著 　北海道新聞社 展  092.6/ｴ           

4 北の慟哭 　葛西 富夫∥著 　青森大学出版局 展  092.6/ｶ         

5 北の幕末維新　第2号 　北海道幕末維新史研究会∥編 　北海道幕末維新史研究会 展  092.6/ｷ    

6 北のまもりと開拓 　会津武家屋敷文化財管理室∥編 　会津武家屋敷 展  092.6/ｷ             

7 北の幕末維新　第1号 　北海道幕末維新史研究会∥編 　北海道幕末維新史研究会 展  092.6/ｷ/1       

8 余市移住旧会津藩士の足跡 　余市郷土研究会∥編 　余市文化団体連絡協議会 展  092.6/ﾖ             

9 会津白虎隊士の涙 　星野 達男／著 　星野達男 展  092.8/ﾎ             

10 近代開拓村と神社 　遠藤 由紀子∥著 　御茶の水書房 展  096/ｴ              

11 日本民衆の歴史　7 　 　三省堂 展  210/ﾆ/7       

12 日本民衆の歴史　8 　 　三省堂 展  210.0/ﾆ/8       

13 北方史と近世社会 　浅倉 有子∥著 　清文堂出版 展  211/ｱ               

14 あなたの知らない北海道の歴史 　山本 博文∥監修 　洋泉社 展  211/ｱ            

15 開拓使と北海道 　榎本 洋介∥著 　北海道出版企画センター 展  211 /ｴ             

16 エミシ・エゾからアイヌへ 　児島 恭子∥著 　吉川弘文館 展  211/ｺ             

17 アイヌと「日本」 　佐々木 馨∥著 　山川出版社 展  211/ｻ             

18 アイヌ民族の軌跡 　浪川 健治∥著 　山川出版社 展  211/ﾅ             

19 アイヌの歴史 　平山 裕人∥著 　明石書店 展  211/ﾋ           

20 北海道の歴史 　田端 宏∥著 　山川出版社 展  211/ﾎ            

21 北海道の歴史 　田端 宏∥著 　山川出版社 展  211/ﾎ            

22 北海道の歴史　上 　 　北海道新聞社 展  211/ﾎ/1       

23 北の墓　上 　合田 一道∥著 　柏艪舎 展  281.1/ｷ/1       

24 北の墓　下 　合田 一道∥著 　柏艪舎 展  281.1/ｷ/2       

25 竹鶴とリタの夢 　千石 涼太郎∥著 　双葉社 展  289.1/ﾀ            

26 マッサンとリタ 　川嶋 康男∥著 　汐文社 展  289.1/ﾀ             

27 父・マッサンの遺言 　[竹鶴 威∥著] 　KADOKAWA 展  289.1/ﾀ           

28 ぼくが宇宙(そら)をとんだわけ 　日野 多香子∥文 　講談社 展  289.1/ﾓ            

29 空中散歩日本の旅　1 　新日本法規出版 展  291/ｸ/1       

30 港の詩　1 　 　講談社 展  291/ﾐ /1       

31 日本のすがた　7 　帝国書院編集部∥編集 　帝国書院 展  291.0/ﾆ/7       

32 北海道の山 　伊藤 健次∥著 　山と溪谷社 展  291.1/ｲ              

33 北海道の山 　伊藤 健次∥著 　山と溪谷社 展  291.1/ｲ             

34 大雪山 　梅沢 俊∥著 　山と渓谷社 展  291.1/ｳ          

35 北海道 　片山 虎之介∥写真　文 　山と溪谷社 展  291.1/ｶ              

36 根釧原野 　長谷川 幸一∥写真 　桐原書店 展  291.1/ｷ             

37 大雪山 知床・阿寒の山 　昆野 安彦∥共著 　山と溪谷社 展  291.1/ｺ            

38 子どもとでかける北海道あそび場ガイド　10～11 　どさんこグーニーズ∥著 　メイツ出版 展  291.1/ｺ/10      

39 札幌・小樽 　 　昭文社 展  291.1/ｻ            

40 札幌・小樽・富良野・旭山動物園 　 　JTBパブリッシング 展  291.1 /ｻ

41 札幌・小樽・富良野・旭山動物園　[2011] 　 　JTBパブリッシング 展  291.1/ｻ/11      

42 知床・阿寒 　 　昭文社 展  291.1/ｼ             

43 へんでないかい!?北海道 　千石 涼太郎∥著 　グラフ社 展  291.1/ｾ              

44 函館 　 　昭文社 展  291.1/ﾊ             

45 バリアフリーTRAVEL DATABOOK　北海道・東北編 　日本観光振興協会∥編 　日本観光振興協会 展  291.1/ﾊﾞ            

46 富良野・美瑛 　 　昭文社 展  291.1/ﾌ             

47 北海道の丌思議事典 　好川 之範∥編 　新人物往来社 展  291.1/ﾎ             

48 北海道 　 　昭文社 展  291.1/ﾎ              

49 北海道「地理・地名・地図」の謎 　北村 崇教∥監修 　実業之日本社 展  291.1/ﾎ              

50 北海道の歴史散歩 　北海道高等学校∥編 　山川出版社 展  291.1/ﾎ             

51 北海道修学旅行まるわかりガイド札幌・函館 　カルチャーランド∥著 　メイツ出版 展  291.1/ﾎ              

52 北海道の歩き方　2010 　 　ダイヤモンド・ビッグ社 展  291.1/ﾎ/10      

53 北海道　[2011」 　 　JTBパブリッシング 展  291.1/ﾎ /11      
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54 北海道‘16 　 　昭文社 展  291.1/ﾎ/16      

55 北の無人駅から 　渡辺 一史∥著 　北海道新聞社 展  302.1/ﾜ              

56 学校の挑戦 　北星学園余市高等学校∥編 　教育史料出版会 展  376.4/ｶﾞ            

57 北海道の食 　村元 直人∥著 　幻洋社 展  383.8/ﾑ            

58 日本の自然　1 　 　岩波書店 展  450.9/ﾆ/1       

59 日本の地形　2 　貝塚 爽平∥[ほか]編集委員 　東京大学出版会 展  454.9/ﾆ/2       

60 えぞ王国 　竹田津 実∥著 　新潮社 展  482.1/ﾀ             

61 宇宙実験レポートｆｒｏｍ Ｕ．Ｓ．Ａ 　毛利 衛∥著 　講談社 展  538/ﾓ             

62 毛利衛、ふわっと宇宙へ 　毛利 衛∥著 　朝日新聞社 展  538/ﾓ              

63 宇宙にかかわる仕事 　 　ほるぷ出版 展  538.9/ｳ            

64 厳選ウイスキー&シングルモルト手帖 　 　世界文化社 展  588.5/ｹﾞ            

65 県別対抗!東北・北海道ご当地&B級グルメ 　 　昭文社 展  596/ｹ              

66 アフタヌーンガーデン 　たなか やすこ∥著 　ほるぷ出版 展  620.4/ﾀ             

67 リンゴ 　小池 洋男∥著 　日本放送出版協会 展  625.2/ｺ              

68 図解リンゴの整枝せん定と栽培 　塩崎 雄之輔∥著 　農山漁村文化協会 展  625.2/ｼ             

69 リンゴの歩んだ道 　富士田 金輔∥著 　農山漁村文化協会 展  625.2/ﾌ             

70 まるかじり!りんごの本 　『りんごの本』編集部∥編 　美術出版社 展  625.2/ﾏ              

71 街道の日本史　1 　 　吉川弘文館 展  682.1/ｶ/1       

72 街道の日本史　2 　 　吉川弘文館 展  682.1/ｶ/2       

73 新・鉄道廃線跡を歩く　1 　今尾 恵介∥編著 　JTBパブリッシング 展  686.2/ｲ/1       

74 日本鉄道旅行地図帳　1号 　今尾 恵介∥監修 　新潮社 展  686.2/ﾆ/1       

75 虹 　高橋 真澄∥著　写真 　青菁社 展  748/ﾀ              

76 動物日誌 　福田 幸広∥著　写真 　青菁社 展  748/ﾌ             

77 富良野紫艶・雪華の美 　松永 均∥著 　PHOTO OFFICE M 展  748/ﾏ            

78 北の大地タンチョウ 　和田 正宏∥著 　芸艸堂 展  748/ﾜ            

79 美しい知床 　綿引 幸造∥著 　響文社 展  748/ﾜ               

80 北海道のことば 　平山 輝男∥[ほか]編 　明治書院 展  818.1/ﾎ             

81 「氷点」を旅する 　三浦 綾子∥編著 　北海道新聞社 展  910.2/ﾐ            

82 北海道俳壇外史 　山  東爺／著 　 展  911.3/ｻ              

83 あやしい探検隊北海道物乞い旅 　椎名 誠∥著 　角川書店 展  915.6/ｼ             

84 <ワイド版>街道をゆく　15 　司馬 遼太郎∥著 　朝日新聞社 展  915.6/ｼ/15      

85 渡辺淳一全集　第5巻 　渡辺 淳一∥著 　角川書店 展  918.6/ﾜ/5       

86 渡辺淳一全集　第8巻 　渡辺 淳一∥著 　角川書店 展  918.6/ﾜ/8       

87 リタとマッサン 　植松 三十里∥著 　集英社 展  F/ｳ              

88 ヒゲのウヰスキー誕生す 　川又 一英∥著 　新潮社 展  F/ｶ           

89 海猫 　谷村 志穂∥著 　新潮社 展  F/ﾀ             

90 マッサン　上 　羽原 大介∥作 　NHK出版 展  F/ﾅ/1      

91 マッサン　下 　羽原 大介∥作 　NHK出版 展  F/ﾅ/2       

92 挽歌 　原田 康子∥著 　新潮社 展  F/ﾊ              

93 塩狩峠 　三浦 綾子∥著 　新潮社 展  F/ﾐ          

94 天北原野 　三浦 綾子∥著 　主婦の友社 展  F/ﾐ              

95 氷点　[正]上 　三浦 綾子∥[著] 　角川書店 展  F/ﾐ/1-1     

96 氷点　[正]下 　三浦 綾子∥[著] 　角川書店 展  F/ﾐ/1-2     

97 氷点　続上 　三浦 綾子∥[著] 　角川書店 展  F/ﾐ/2-1     

98 氷点　続下 　三浦 綾子∥[著] 　角川書店 展  F/ﾐ/2-2     

99 モマの火星探検記 　毛利 衛∥著 　講談社 展  F/ﾓ              

100 リラ冷えの街 　渡辺 淳一∥著 　河出書房新社 展  F/ﾜ             


