
<展示リスト> 札幌の公園・緑地
展示期間　平成31年4月11日(木) ～5月7日(火)

書名 著者名 出版社 出版年 資料番号 請求記号

さっぽろ散歩　1 札幌市市民局広報部／企画・編集 札幌市 1981.3 0112149869 KR291.5/ｻ/1

さっぽろ散歩　2 札幌市市民局広報部／企画･編集 札幌市 1981.3 0112149927 KR291.5/ｻ/2

さっぽろ散歩　4 札幌市市民局広報部／企画･編集 札幌市 1981.9 0112149885 KR291.5/ｻ/4

さっぽろ散歩　5 札幌市市民局広報部／企画･編集 札幌市 1982.9 0112150032 KR291.5/ｻ/5

さっぽろ散歩　7 札幌市市民局広報部／企画･編集 札幌市 1983.9 0112149943 KR291.5/ｻ/7

さっぽろ散歩　8 札幌市市民局広報部／企画・編集 札幌市 1983.9 0112149992 KR291.5/ｻ/8

さっぽろ散歩　9 札幌市市民局広報部／企画・編集 札幌市 1984.10 0112149950 KR291.5/ｻ/9

さっぽろ散歩　11 札幌市市民局広報部／企画・編集 札幌市 1985.10 0114604143 KR291.5/ｻ/11

さっぽろ散歩　13 札幌市市民局広報部／企画･編集 札幌市 1986.9 0112150057 KR291.5/ｻ/13

さっぽろ散歩　15 札幌市市民局広報部／企画･編集 札幌市 1987.3 0111813275 KR291.5/ｻ/15

さっぽろ散歩　16 札幌市市民局広報部／企画・編集 札幌市 1987.10 0111813259 KR291.5/ｻ/16

さっぽろ散歩　17 札幌市市民局広報部／企画・編集 札幌市 1988.3 0111813218 KR291.5/ｻ/17

さっぽろ散歩　18 札幌市市民局広報部／編 札幌市 1988.12 0180045064 KR291.5/ｻ/18

さっぽろ散歩　19 札幌市総務局秘書広報部／企画･編集 札幌市 1989.3 0112149976 KR291.5/ｻ/19

さっぽろ散歩　21 札幌市総務局秘書広報部／企画･編集 札幌市 1991.3 0111813317 KR291.5/ｻ/21

さっぽろ散歩　22 札幌市総務局秘書広報部／企画･編集 札幌市 1992.3 0117901314 KR291.5/ｻ/22

さっぽろ散歩　23 札幌市総務局秘書広報部／企画・編集 札幌 1993.3 0111811501 KR291.5/ｻ/23

さっぽろ散歩　25 札幌市総務局秘書広報部／企画･編集 札幌市 1992.3 0117901322 KR291.5/ｻ/25

さっぽろ散歩　26 札幌市総務局広報部／企画･編集 札幌市 1996.3 0111813234 KR291.5/ｻ/26

さっぽろ散歩　27 札幌市総務局広報部／企画･編集 札幌市 1997.3 0119367589 KR291.5/ｻ/27

さっぽろ花と緑の博覧会　'86 (公式ガイドブック) 全国都市緑化さっぽろフェア実行委／編
札幌　全国都
市緑化さっぽろ
フェア

1986 0112357181 KR606.9/ｾﾞ/



書名 著者名 出版社 出版年 資料番号 請求記号

さっぽろ花と緑の博覧会公式記録　’８６ 全国都市緑化さっぽろフェア実行委／編
札幌　全国都
市緑化さっぽろ
フェア

1986 0114862840 KR606.9/ｾﾞ/

大通公園 (さっぽろ文庫　32) 札幌市教育委員会／編 北海道新聞社 1985.3 0180144107 KR081.2/ｻ/32

さっぽろ大通 札幌の歴史を楽しむ会／著
札幌　新北海
道教育新報社 1981.10 0111689766 KR211.51/ｻ/

大通公園花壇５０周年記念誌
大通公園花壇造成５０周年記念誌作／
［編］

札幌市花壇推
進組合 2001 0113382873 KR629.7/ｵ/

みどり
北海道造園緑
化建設業協会 2005.1 0122613235 雑誌

みどり
北海道造園緑
化建設業協会 2005.1 0122617764 雑誌

札幌のまちとともに歩んだ公園 大通公園・中島
公園・円山公園

日本造園学会北海道支部／監修 札幌市 2011.10 0180246878 KR629.5/ｻ/

ｐｏｒｏｃｏ（ポロコ） えんれいしゃ 2009.8 0121139794 雑誌

モエレ沼公園ガイドブック 2004-2005 ここには
イサム・ノグチのすべてがある

札幌テレビ放送／企画・編集
札幌　イエロー
ページ 2004.8 0118460252 KR629.3/ﾓ/

環境デザインマップ日本
建築設備綜合協会環境デザインマップ編
集委員会／編

総合資格 2018.6 0180387482 KR523.1/ｶ/

イサム・ノグチとモエレ沼公園 建設ドキュメント
1988-

川村 純一／著 学芸出版社 2013.10 0119309938 KR629.3/ｶ/

アクセス・モエレ沼公園 大地に刻まれたメッセー
ジ

モエレ沼公園の活用を考える会／企画編
集

モエレ沼公園
の活用を考え
る会

2008.6 0118627363 KR629.3/ｱ/

札幌芸術の森10年のあゆみ 光と緑のサッポロ･
アートパーク

札幌芸術の森 1996.8 0112390505 KR706.9/ｻ/

札幌芸術の森 20周年記念誌 札幌市芸術文化財団／編集
札幌市芸術文
化財団 2007.3 0117436964 KR706.9/ｻ/

中島公園 (さっぽろ文庫　84) 札幌市教育委員会／編 北海道新聞社 1998.3 0111396669 KR081.2/ｻ/84

中島公園百年 さっぽろ歴史散歩 山崎 長吉／著 北海タイムス社 1988 0111692364 KR211.51/ﾔ/

長岡安平の残した設計図 わが国ランドスケープ
の嚆矢

長岡 安平／[画]
東京都公園協
会 2015.2 0119629087 KR629/ﾅ/



書名 著者名 出版社 出版年 資料番号 請求記号

さっぽろ花と緑のまちづくり活動ハンドブック 資料
編

さっぽろ花と緑
のネットワーク
事務局

2017.3 0180134454 KR518.8/ｻ/

札幌の公園　１９６４ 札幌市役所公園課／編
札幌　札幌市
役所公園課 1964.7 0114809114 KR629.3/ｻ/

札幌の公園　１９７１ 札幌市役所公園課／編
札幌　札幌市
役所公園課 1971.12 0114809072 KR629.3/ｻ/

札幌の公園・緑地ガイド［第2版］ 緑の中へ 札幌市環境局緑化推進部／編
札幌市環境局
緑化推進部 1999.1 0113342745 KR629.3/ｻ/

[札幌市建設局]事業概要 平成30年度 札幌市建設局みどりの推進部／編
札幌市建設局
みどりの推進部 2018.7 0180253205 KR518.8/ｻ/18

さっぽろの公園 札幌市の公園２０００カ所記念誌 札幌市環境局緑化推進部／編 札幌市 1992.3 0112321617 KR629.3/ｻ/

さっぽろの公園 ユニ・フォト 1981.1 0112321534 KR629.3/ｻ/

札幌市の公園･緑地 平成30年度
札幌市建設局みどりの推進部みどりの管
理課／編

札幌市建設局
みどりの推進部
みどりの管理課

2018.12 0180406175 KR629.3/ｻ/18

公園と緑地 (さっぽろ文庫　64) 札幌市教育委員会文化資料室／編 北海道新聞社 1993.3 0111396503 KR081.2/ｻ/64

北海道の造園 ［北海道造園建設業協会］二十
周年記念誌

北海道造園建設業協会]20周年記念事
業実行委員会／編

北海道造園建
設業協会 1996.10 0112321484 KR629/ﾎ/

札幌市内公園パンフレット（４種類） 札幌市環境局緑化推進部造園課／編
札幌市環境局
緑化推進部造
園課

[2002] 0117424242 KR629.3/ｻ/

西岡公園　［リーフレット］
札幌市公園緑化協会西岡公園管理事務
所／［編］

札幌市公園緑
化協会西岡公

出版年不明 0119175362 KR629.3/ﾆ/

藻岩・円山 （さっぽろ文庫　12） 札幌市教育委員会／編 北海道新聞社 1980.3 0118424258 KR081.2/ｻ/12

編集・発行：中央図書館利用サービス課調査相談係


