
■社史

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

貸出可能な

図書の有無

［柳月］創業70周年記念誌 柳月暦70年　ゆめ満ちる、菓子のちから <昭

和22年-平成29年>

柳月社史編纂準備室／企画・

編集

柳月ホールディングス 2017.9 0180232142 KR335.48/ﾘ/ ×

雪印乳業史　第7巻

雪印メグミルク株式会社／編

集

雪印メグミルク 2016.8 0180031387 KR335.48/ﾕ/7 ×

サッポロビール130周年記念誌 [サッポロビール／編] [サッポロビール] 2006 0117127852 KR335.48/ｻ/ ×

［五島軒］北の食文化に灯をともして　五島軒創業１２０年のあゆみ 五島軒／［編］ 長門出版社 1999.9 0118363472 KR335.48/ｺﾞ/ ×

■飲食史

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

貸出可能な

図書の有無

知っておきたい北海道食(メシ)のキホン　食べよう、作ろう。道民ごはん 萬谷 利久子／監修 メイツ出版 2015.6 0119740553 KR383.8/ｼ/ ○

ほっかいどうお菓子グラフィティー 塚田 敏信／著 亜璃西社 2012.2 0118925676 KR383.8/ﾂ/ ○

ふるさとおもしろ食べもの百科　第1巻　まるごとわかる 向笠 千恵子／監修 日本図書センター 2010.3 0118242148 KR383.8/ﾌ/ ○

北海道の食　その昔、我々の先人は何を食べていたか 村元 直人／著 幻洋社 2000.12 0115702086 KR383.8/ﾑ/ ○

展示期間　平成30年12月13日（木）～平成31年1月8日（火）

<展示リスト> 　美味しい北海道　～食を楽しむ北国の冬～<展示リスト> 　美味しい北海道　～食を楽しむ北国の冬～<展示リスト> 　美味しい北海道　～食を楽しむ北国の冬～<展示リスト> 　美味しい北海道　～食を楽しむ北国の冬～

※「貸出可能な図書の有無」が「○」になっている場合でも、既に他のお客様に貸出中になっている資料があります。



■食品工業

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

貸出可能な

図書の有無

地域絶品づくりのマーケティング　地方創生と北海道フード塾 三浦 功／著 中央経済社 2018.6 0180337081 KR588/ﾐ/ ○

「白い恋人」奇跡の復活物語 石水 創／著 宝島社 2017.4 0180123655 KR588.3/ｲ/ ○

日本ワイン北海道 鹿取 みゆき／著 虹有社 2016.3 0119934404 KR588.5/ｶ/ ○

ニッカウヰスキー80年史　1934-2014 80年史編纂委員会／編集 ニッカウヰスキー 2015.7 0119777878 KR588.5/ﾆ/ ×

竹鶴政孝とウイスキー 土屋 守／著 東京書籍 2014.9 0119530301 KR588.5/ﾂ/ ○

ウイスキー一筋に生きてきた男、竹鶴政孝。　夢と情熱で本物をつくりだし

た男の物語。　　（MAGAZINE HOUSE MOOK）

マガジンハウス 2014.11 0119538601 KR588.5/ｳ/ ○

■食品・料理

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

貸出可能な

図書の有無

札幌ほぼ1000円以下グルメ　　（ウォーカームック No.915） KADOKAWA 2018.9 0180387466 KR596/ｻ/ ○

北海道おいしいそばの店 梅村 敦子／著 北海道新聞社 2018.8 0180356743 KR596.3/ｳ/ ○

私たちが食べ伝えたい北海道郷土料理 星澤 幸子／著 中央公論新社 2018.7 0180346280 KR596.2/ﾎ/ ○

北海道産食材ハンドブック　北海道フードマイスター検定公式テキスト 札幌商工会議所／編 札幌商工会議所 2018.7 0180346041 KR596/ﾎ/18 ○

ワンプレートdeバランスごはん　3　農業王国十勝から発信! 帯広大谷短期大学／編著 中西出版 2018.3 0180291643 KR596/ｵ/3 ○

おいしい大地、北海道!　　（コミックエッセイの森） すずき もも／著 イースト・プレス 2018.1 0180274110 KR596/ｽ/ ○

みんなのジンギスカン　札幌エリアほぼ完全版2017 日本食糧新聞社 2017.8 0180220972 KR596.3/ﾐ/ ○

北海道ラーメン大全 堺 直樹／著

「北海道ラーメン大全」出版プ

ロジェクト

2017.6 0180146540 KR596.3/ｻ/ ○



札幌乙女ごはん。　Vol.3　コミックス版 松本 あやか／著 Dybooks 2018.1 0180392789 KR596/サ/3 ○

札幌カフェ日和　すてきなCAFEさんぽ 北のcafe案内人／著 メイツ出版 2017.2 0180130874 KR596.7/ｷ/ ○

札幌10区 あなたの街のご近所ごはん　ご近所歩きで集めた札幌の「気に

なるお店」103軒　　（HO(ほ) 増刊 2018年1月号）

ぶらんとマガジン社 2017.12 0180246597 KR596/ｻ/ ○

札幌の美食店　2019年度版　poroco+ 2018年12月号臨時増刊

（poroco＋臨時増刊 第22巻第18号）

えんれいしゃ 2018.11 0180344962 KR596/ｻ/19 ○

ラーメンWalker北海道　2018　　（ウォーカームック No.772） KADOKAWA 2017.1 0180228611 KR596.3/ﾗ/18 ○

CO.tone(コトン)　2017 Vol.05　札幌のおやぢ達がナビゲートする飲食店

紹介　　（月刊O.tone(オトン)別冊）

あるた出版 2017.1 0180237109 KR596/ｺ/5 ○

どーでもミシュラン　ホントに美味しい北海道に出会う食うんちく 瑞木 裕／著 ベストブック 2016.9 0180009300 KR596/ﾐ/ ○

くつろぎおやこカフェ　2016　札幌ママカフェ部まき子おすすめ! 札幌ママカフェ部 2016.3 0119926061 KR596.7/ｸ/16 ○

和田由美の札幌この味が好きッ!　続 和田 由美／著 亜璃西社 2016.12 0180077141 KR596/ﾜ/2 ○

北海道のおいしい手みやげ　日常のひとときに使いたい贈り物ガイド プレミア・ワーズ 2015.8 0119927630 KR596/ﾎ/ ○

からだにいい新顔野菜の料理　北海道の野菜ソムリエたちが提案 安達 英人／監修 デーリィマン社 2014.5 0119428639 KR596.3/ｶ/ ○



エゾシカ肉はやわかりブック　もっと知りたい、もっと食べたい。

北海道環境生活部環境局エゾ

シカ対策室／［編］

北海道環境生活部環境局エ

ゾシカ対策室

2013 0119203545 KR596.3/ｴ/ ○

■農業

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

貸出可能な

図書の有無

おいしい北海道やさい 加藤 淳／著 キクロス出版 2018.8 0180352403 KR612.1/ｶ/ ○

いいね!農style　vol.8　Agricultural Magazine 北海道アルバイト情報社／編 北海道アルバイト情報社 2018.2 0180251381 KR612.1/ｲ/8 ○

北海道の農業　2017 北海道協同組合通信社 2017.11 0180237125 KR612.1/ﾎ/17 ○

生きることは食べること　森崎博之の熱血あぐり魂 森崎 博之／著 クリエイティブオフィスキュー 2016.8 0180032716 KR610.4/ﾓ/ ○

土と肥料のよもやま話　北海道の栽培条件に応じた基本を身に付ける 東田 修司／[著] 北海道協同組合通信社 2016.7 0119998771 KR613.5/ﾋ/ ○

明日を探る北海道農業 二日市 壮／著 国書刊行会 2016.1 0180014342 KR612.1/ﾌ/ ○

エガヲ農場　2015SPRING　おいしい北海道と農の風景をいつまでも。 北海道農業法人協会／監修 北海道アルバイト情報社 2015.4 0119687929 KR611.7/ｴ/ ○

あぐり博士と考える北海道の食と農 北海道新聞社／編 北海道新聞社 2014.6 0119492643 KR612.1/ｱ/ ○

北海道の気象と農業

日本農業気象学会北海道支

部／編著

北海道新聞社 2012.11 0119037554 KR613.1/ﾆ/ ○



食のつくりびと　北海道でおいしいものをつくる20人の生産者 小西 由稀／著 エイチエス 2011.5 0118693985 KR612.1/ｺ/ ○

■園芸

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

貸出可能な

図書の有無

ステップアップ北の家庭菜園 有村 利治／著 北海道新聞社 2016.4 0119934354 KR626.9/ｱ/ ○

北国の野菜づくり49種 北海道農業改良普及協会 2014.5 0119477438 KR626/ｷ/ ○

札幌黄物語　ー幻の玉ねぎの今を伝えるー

札幌市東区役所地域振興課

／［編］

札幌市東区役所地域振興課 2013.3 0119204634 KR626.5/ｻ/ ○

よくわかる北海道の家庭菜園 大宮 あゆみ／著 北海道新聞社 2013.3 0119195907 KR626.9/ﾖ/ ○

■畜産

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

貸出可能な

図書の有無

戦後北海道酪農史 土井 時久／著 デーリィマン社 2018.6 0180346009 KR642.1/ｾ/ ○

草地と語る　<マイペース酪農>ことはじめ 佐々木 章晴／著 寿郎社 2017.3 0180154809 KR641.7/ｻ/ ○

北海道ジンギスカン四方山話 北野 麦酒／著 彩流社 2017.2 0180075251 KR645.4/ｷ/ ○

ほっかいどうナチュラルチーズの本

ホクレン農業協同組合連合

会

2015.1 0119771798 KR648.1/ﾎ/ ×

水産業

書名 著者名 出版者 出版年 資料番号 請求記号

貸出可能な

図書の有無

漁業国日本を知ろう 北海道の漁業 渡辺 一夫／文・写真 ほるぷ出版 2014.6 0119490985 KR662.1/ﾜ/ ×

近世北海道漁業と海産物流通 田島 佳也／著 清文堂出版 2014.5 0119465698 KR662.1/ﾀ/ ○

サケ学大全 帰山 雅秀／編著 北海道大学出版会 2013.6 0119238087 KR664.6/ｻ/ ○


