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国際観光都市　さっぽろ 札幌市 0113366702 KR291.5/ｺ

北海道の道央地区と札幌　修学旅行の手引
札幌市経済局商工部観
光課／［編］

札幌市経済局商工部観光課 0113502025 KR291.5/ﾎ

中島公園のほとりで　札幌パ－クホテル二十年のあゆみ 中西　章一／著 三井観光開発 0111556007 KR335.06/ｻ

浮世絵名作展　-２００年の流れ-
浮世絵名作展実行委員
会／編

浮世絵名作展実行委員会 0111345625 KR721.8/ｳ

札幌オリンピック冬季大会
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／編

実業之日本社 0111688628 KR780.6/SA68

札幌オリンピック冬季大会１９７２　公式総合版
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／企画 0113898308 KR780.6/SA68

［冬季オリンピック札幌大会］公式記録集　１９７２
札幌オリンピック冬季大
会組織委員会／［編］

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0113898316 KR780.6/SA68

第１１回札幌オリンピック冬季大会 札幌市／〔編〕 札幌市 0113898407 KR780.6/SA68
札幌オリンピック冬季大会競技の見方 文部省体育局／編 文部省体育局 0113898423 KR780.6/SA68

デザインガイドシート
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／〔編〕 0113898431 KR780.6/SA68

芸術行事総合プログラム
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／編 0113898449 KR780.6/SA68

感　動　ＸＩ　ＯＬＹＭＰＩＣ　ＷＩＮＴＥＲ　ＧＡＭＥＳ　ＳＡＰＰＯＲＯ　’７２
札幌オリンピックを讃え
る会／編

札幌市 0113898464 KR780.6/SA68

札幌オリンピック冬季大会１９７２公式ガイドマップ
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／企画

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0113898662 KR780.6/SA68

札幌オリンピック冬季大会詳報 読売新聞社／〔編〕 0113898183 KR780.6/SA68

第１１回オリンピック冬季大会札幌市報告書
札幌市総務局オリンピッ
ク整理室／編

札幌市総務局 0111688636 KR780.6/SA68

１９７２年　オリンピック冬季競技大会開催希望都市に対する質問への札
幌市の回答書

札幌市／〔編〕 0111688693 KR780.6/SA68

オリンピック英会話　第２集 札幌市 0113898712 KR780.6/SA68
オリンピック英会話　第３集 札幌市 0113898704 KR780.6/ｻ
オリンピック英会話　第４集 札幌市 0113898688 KR780.6/ｻ

オリンピック電話帳
日本電信電話公社北海
道電気通信局／編

日本電信電話公社北海道電気通
信局 0111565347 KR780.6/ｻ

札幌オリンピックへの招待
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／監修

講談社 0111565362 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック１２章 瓜生　卓造／著 至誠堂 0111565404 KR780.6/ｻ
さっぽろ雪まつり　第１１回冬季オリンピック札幌大会芸術行事 札幌観光協会／監修 0111565420 KR780.6/ｻ
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　ｇｕｉｄｅ　ｂｏｏｋ　Ｓａｐｐｏｒｏ　Ｏｌｙｍｐｉｃ　札幌オリンピック冬季大会
１９７２公式ガイドブック（英独語版）

実業之日本社／編
札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111565453 KR780.6/ｻ

ＸＩ　ＯＬＹＭＰＩＣ　ＷＩＮＴＥＲ　ＧＡＭＥＳ　ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＢＵＬＬＥＴＩＮ　［合本］
Ｎｏ．１～１５　Ｔｈｅ　Ｏｒｇａｎｉｚｉｇ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ⅺｔｈ　Ｏｌｙｍｐｉｃ
Ｗｉｎｔｅｒ　Ｇａｍｅｓ，Ｓａｐｐｏｒｏ　１９７２

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688214 KR780.6/ｻ

１９７２年冬さっぽろ
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雪と氷のスポーツ 文部省／〔編〕 大蔵省印刷局 0111565461 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック善意通訳手帳
札幌オリンピック善意通
訳運動推進／〔ほか編〕

札幌オリンピック善意通訳運動推
進 0111687919 KR780.6/ｻ

マナーとエチケット
札幌オリンピック受入対
策協議会／企画

札幌市 0111687927 KR780.6/ｻ

オリンピック手帳 札幌市 0111565438 KR780.6/ｻ
バイアスロン競技要綱 0111687950 KR780.6/ｻ
アイスホッケー競技要綱 0111687968 KR780.6/ｻ
スケート競技要綱 0111687976 KR780.6/ｻ
ボブスレー競技要綱 0111687984 KR780.6/ｻ
リュージュ競技要綱 0111687992 KR780.6/ｻ
スキー競技要綱 0111688008 KR780.6/ｻ
札幌オリンピック冬季大会と政府機関等の協力 文部省／［編］ 文部省 0111688016 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック冬季大会　１９７２　公式総合版
〔札幌オリンピック冬季大
会組織委／編〕

実業之日本社 0111688024 KR780.6/ｻ

雪と氷の祭典 朝日ソノラマ／［編］ 朝日ソノラマ 0111688073 KR780.6/ｻ
札幌オリンピック冬季大会１９７２公式ガイドブック 実業之日本社／編

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688081 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック特集号　週刊時事 時事通信社／〔編〕 時事通信社 0111688115 KR780.6/ｻ
オリンピック村

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688123 KR780.6/ｻ

速報札幌オリンピック大会
ベースボール・マガジン
社／〔編〕

ベースボール・マガジン社 0111688131 KR780.6/ｻ

札幌オリンピックシリーズ　Ｎｏ．１ー２９ 札幌市／〔編〕 札幌市 0111688149 KR780.6/ｻ
札幌オリンピック全ガイド 毎日新聞社／編 毎日新聞社 0111688156 KR780.6/ｻ
札幌オリンピック冬季大会受入対策基本計画 札幌市／〔編〕 札幌市 0111688198 KR780.6/ｻ

札幌オリンピックデータ通信・印刷システムのあらまし
リコー・オリンピック協力
本部／〔編〕 0111688230 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック冬季大会運営の手引
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／編

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688255 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック冬季大会の警察活動記録 北海道警察本部／編 北海道警察本部 0111688263 KR780.6/ｻ

札幌冬季オリンピック　１ー１２
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／編

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688362 KR780.6/ｻ

札幌冬季オリンピック　１３ー２０
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／編

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688271 KR780.6/ｻ

札幌冬季オリンピック　１４ー２０
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／編

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688388 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック準備のあゆみ　１
札幌市オリンピック準備
室／〔編〕

札幌市オリンピック準備室 0111688495 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック準備のあゆみ  ２
札幌市オリンピック準備
室／［編］

札幌市オリンピック準備室 0111688289 KR780.6/ｻ

〔札幌〕オリンピック準備のあゆみ　３
札幌市オリンピック準備
局／〔編〕

札幌市オリンピック準備局 0111688297 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック冬季大会はやわかり 文部省体育局／〔編〕 文部省体育局 0111688321 KR780.6/ｻ
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第１１回札幌オリンピック冬季大会案内必携
札幌市オリンピック局／
〔編〕

札幌市オリンピック局 0111688354 KR780.6/ｻ

第１１回冬季オリンピック札幌大会プログラム　上
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／〔編〕

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688404 KR780.6/ｻ

第１１回冬季オリンピック札幌大会プログラム　下
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／〔編〕

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688370 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック冬季大会観客輸送実施要領
札幌市オリンピック局／
〔編〕

札幌市オリンピック局 0111688396 KR780.6/ｻ

オリンピック村業務要綱・要領
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／〔編〕

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688529 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック冬季大会　資料集　ＶＯＬ１
札幌オリンピック冬季大
会組織委員／編

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0111688545 KR780.6/ｻ

札幌冬季オリンピック大会 室蘭民報社／［編］ 室蘭民報社 0111688578 KR780.6/ｻ

オリンピック冬季大会　第１１回　１９７２［英・仏語版公式報告書］
札幌オリンピック冬季大
会組織委員会／［編］

［出版者不明］ 0111688677 KR780.6/ｻ

札幌オリンピック栄光の記録 毎日新聞社／〔編〕 毎日新聞社 0113898167 KR780.6/ｻ
札幌冬季オリンピック大会 釧路新聞社 0113898258 KR780.6/ｻ
札幌オリンピックダイジェスト 北海道新聞社 0114120470 KR780.6/ｻ
札幌オリンピック　　カラー長編記録映画パンフレット 東宝 0117424168 KR780.6/ｻ
氷雪賛歌 朝日新聞社／編 朝日新聞社 0117120386 KR780.6/ｻ
オリンピック写真集 菅写真／編集・写真 菅写真 0119018620 KR780.6/ｻ
第１１回冬季オリンピック札幌大会記念品　［パンフレット］　世紀の祭典
札幌オリンピックを成功させよう！

札幌オリンピック記念記
章協会／［編］

札幌オリンピック記念記章協会 0119034593 KR780.6/ｻ

サッポロ２月午後８時　［リーフレット］　札幌オリンピックの歌 北海道放送 0119034643 KR780.6/ｻ

会話とマナー
札幌オリンピック冬季大
会受入対策／企画

札幌商工会議所 0119034809 KR780.6/ｻ

空から見た大札幌市（航空写真集地図付） 北海道不動産新聞社 0114596323 KR291.038/D51
昭和４６年の札幌　３枚組　丘珠空港・苗穂駅　北海道大学・大倉シャン 0114783640 KR291.038/D5
ブルーガイド・ドライブマップ　７　北海道 実業之日本社／編 0114141492 KR291.09/J55
輝く北海道　［昭和２９年］　ＭＡＧＮＩＦＩＣＥＮＴ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ 北海道観光連盟／編 冨貴堂 0114748437 KR291.09/ｶ
北海道　県別・写真・観光日本案内 修道社／〔編〕 修道社 0111975538 KR291.09/ﾎ
札幌　岩波写真文庫　復刻ワイド版 岩波書店編集部 岩波書店 0114603822 KR291.5/ｲ
さっぽろ 札幌市／ほか編 0114603939 KR291.5/ｻ
あすの札幌を描く 札幌市／企画部〔編 札幌市 0114994163 KR318.7/ｱ
生きている　札幌の道路　１９７２．２ 電通北海道支社 0115034753 KR514/D61

理想都市への道　札幌市内函館本線高架化
札幌市内国鉄高架促進
期成会／〔編〕

札幌市内国鉄高架促進期成会 0114100183 KR516.7/SA68

札幌市内国鉄函館本線連続立体交差化計画調査概要　昭和４７年 札幌市 0115047193 KR516.7/ｻ

札幌市下水道事業の現状と問題点　昭和４４年１１月
札幌市下水道局下水道
部業務課／編

札幌市下水道局下水道部業務 0115049199 KR518.2/ｻ

変わりゆく街並
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区画整理二十年の歩み
区画整理部記念誌編さ
ん委員会／編

札幌市都市開発局区画整理部 0111944690 KR518.8/SA68

住みよい札幌をつくろう 札幌市政懇話会／〔編〕 札幌市政懇話会 0115061749 KR518.8/SA68
札幌オリンピックをめざして

札幌市秘書室広報課／
編

札幌市 0115062309 KR518.8/ｻ

札幌市における都市開発の発祥
三浦　勝美／著

日本興業 0111955274 KR518.8/ﾐ

札幌市役所新庁舎 札幌市／編 0114786064 KR526.3/ｻ
札幌市長期総合計画書　昭和４５年１２月 札幌市／編 札幌市 0114848815 KR601.1/SA68
さっぽろ地下街２０年誌

札幌都市開発公社／
［編］

札幌都市開発公社 0112350590 K672.1/ｻ

札幌地下街十年誌
札幌地下街１０周年事業
実行委員会／編

札幌都市開発公社 0113321640 KR672.1/ｻ

札幌市における将来の都市交通網計画 １９６４年７月 札幌市交通局／編 札幌市 0115037038 KR681.8/SA68
札幌市交通事業の現状と問題点　昭和４４年１２月 札幌市交通局／編 0115036030 KR681.2/ｻ
札幌市高速鉄道建設計画概要 札幌市／編 札幌市 0115036584 KR681.8/ｻ
札幌方式車両 札幌市交通局／編 札幌市交通局 0115037046 KR681.8/ｻ
札幌市高速電車東西線建設計画概要　昭和４６年 札幌市／編 札幌市 0115037061 KR681.8/ｻ
１００万人の新しい足　札幌市地下鉄開通記念 札幌市交通局／編 札幌市交通局 0115037111 KR681.8/ｻ
さっぽろの地下鉄（自動出改札装置） 札幌市交通局／［編］ 札幌市 0118038660 KR681.8/ｻ
札幌市高速電車建設計画概要　昭和４５年 札幌市／〔編〕 札幌市 0115037137 KR681.8/ｻ
札幌オリンピック冬季大会道路地図　１：２００００　ＭＡＰ　ＯＦ　ＳＡＰＰＯＲ
Ｏ　ＯＬＹＭＰＩＣ　ＷＩＮＴＥＲ　ＧＡＭＥＳ

札幌オリンピック冬季大
会組織委員会／［編］

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0119034627 KR780.6/ｻ

思い出すまま 板垣　武四／著 「思い出すまま」刊行会 0111940060 KR289.1/ｲ
本郷新 本郷  新 現代彫刻センター 0115065401 KR710.8/ﾎ
栗谷川健一 鎌田　享／著 北海道新聞社 0118982180 KR727/ｶ
栗谷川健一の世界 栗谷川　健一／著 講談社 0118089473 KR727/ｸ
札幌オリンピックの照明 照明学会／北海道支部 0111688685 KR780.6/SA68
Ｓａｐｐｏｒｏ　ｏｌｙｍｐｉｃ　ｗｉｎｔｅｒ　ｇａｍｅｓ　１９７２ 実業之日本社／編

札幌オリンピック冬季大会組織委
員会 0113366561 KR780.6/ｻ

ＪＡＮＥＴ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ　こんにちはジャネット・リン 朝日ソノラマ 0119033249 KR780.6/ｻ
五輪大橋小橋彫像　着工　昭和４５年１１月　完成　昭和４６年１０月 札幌市／［編］ 札幌市 0119034585 KR780.6/ｻ
聖火が燃えるまで 原田　与作／著 原田  与作 0111688313 KR780.6/ﾊ
北海道のスキーと共に 大野　精七 0114791015 KR784.3/O67
河邨文一郎詩集 河邨文一郎 土曜美術社 0111928867 KR911.56/ｶ

連合赤軍「あさま山荘」事件 佐々　淳行／著 文芸春秋 0118910959 309.3/ｻ
密約　外務省機密漏洩事件 沢地　久枝／著 中央公論社 0112883251 317.3/SA93
都市の論理 羽仁　五郎 勁草書房 0112888847 318.7/ﾊ
日本人とユダヤ人

イザヤ・ベンダサン／著
者

山本書店 0112618269 361.6/B35
昭和４０年代思い出鑑定団 串間　努／著 ぶんか社 0112407911 384.5/ｸ

オリンピックを彩った人々

時代の表情
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冠婚葬祭入門 塩月　弥栄子／著 光文社 0112830963 385.9/SH77
天と地と　上 海音寺　潮五郎／著 朝日新聞社 0114676992 913.6/KA21
天と地と　中 海音寺　潮五郎／著 朝日新聞社 0114677016 913.6/KA21
天と地と　下 海音寺　潮五郎／著 朝日新聞社 0114677032 913.6/KA21
冬の旅　下 立原　正秋／著 新潮社 0114910441 913.6/TA13
恍惚の人 有吉　佐和子／著 新潮社 0118098953 913.6/ｱﾘ
坂の上の雲　５ 司馬　遼太郎／著 文芸春秋 0117213108 913.6/ｼﾊﾞ/5
坂の上の雲　６ 司馬　遼太郎／著 文芸春秋 0117213116 913.6/ｼﾊﾞ/6
赤頭巾ちゃん気をつけて 庄司　薫／〔著〕 中央公論社 0114964372 913.6/ｼﾖ
誰のために愛するか　すべてを賭けて生きる才覚 曽野　綾子／著 青春出版社 0117706234 914.6/ｿﾉ
二十歳の原点 高野　悦子／著者 新潮社 0114937899 915.6/ﾀ
さっぽろ物語　札幌市創建１００年 高倉　新一郎／監修 札幌市 0111692562 KR211.51/SA6

観光便覧札幌　１９７２年版
札幌市経済局商工部観
光課／編

札幌市 0114604085 KR291.5/ｻ

札幌市創建１００年記念誌 札幌市総務局／編 札幌市総務局 0112229513 KR318.2/ｻ
札幌市創建１００年　記念事業・行事のあらまし

札幌市総務局秘書課／
編

札幌市総務局秘書課 0113995195 KR318.2/ｻ
札幌市政概要　１９７２年版 札幌市企画部／編 札幌市 0114110547 KR318.5/ｻ
道民生活白書　昭和４６年度 北海道企画部／編 全国官報販売協同組合出版部 0115045734 KR365.5/D85

賃金白書（札幌版）　１９７２
札幌商工会議所企画部
調査課／編

札幌商工会議所 0110163623 KR366.4/ﾁ

札幌の公害 札幌市衛生局／［編］ 札幌市衛生局 0115064248 KR519.2/SA68
目でみる北海道産業　昭和４７年度版 札幌通商産業局／編 札幌商工協会 0114862410 KR605/ﾒ
昭和４０年代の鉄道　第１集　記録写真集　Ｂｅｅ　ｂｏｏｋｓ　北海道編 渡辺　芳夫／著 光村印刷 0115652182 KR686.2/ﾜ
想い出の新聞集 0113898142 KR780.6/ｻ

わがシュプール 片桐　匡／著 銀河書房 0110603545 784.3/ｶ
さっぽろ文庫１６　冬のスポーツ 札幌市教育委員会／編 0117892166 KR081.2/ｻ
オリンピック東京大会特集　№１ 北海道新聞社 0113898217 KR780.6/ｵ
オリンピック東京大会特集　№２ 北海道新聞社 0113898225 KR780.6/ｵ
オリンピック東京大会特集　№３ 北海道新聞社 0113898233 KR780.6/ｵ
オリンピック東京大会特集　№４ 北海道新聞社 0113898159 KR780.6/ｵ

札幌　第５回冬期オリムピック競技開催候補地 島崎　林蔵／著作者 札幌観光協会 0113898480 KR780.6/ｻ

長野オリンピック　１９９８ 北海道新聞社 0111555272 KR780.6/ﾅ
北京オリンピック２００８　Ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　８ｔｈ　Ａｕｇｕｓｔ　ｔｏ　２４ｔｈ　Ａｕｇｕｓｔ 北海道新聞社 0117729251 KR780.6/ﾍﾟ
誰よりも遠くへ　原田雅彦と男達の熱き闘い 折山　淑美／著 集英社 0113295133 KR784.3/ｵ
終わりなき挑戦　１００分の２秒が人生を変えた 堀井　学／著 元就出版社 0116270125 KR784.6/ﾎ
アテネオリンピック２００４ 北海道新聞社 0118462076 KR780.6/ｱ
オリンピック小事典　ＣＩＴＩＵＳ　ＡＬＴＩＵＳ　ＦＯＲＴＩＵＳ 日本体育協会／［編］ 日本体育協会 0119034577 KR780.6/ｻ

オリンピックアラカルト
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歴史ポケットスポーツ新聞　冬季オリンピック　発祥から札幌・長野、バン
クーバーまで雪と氷が織りなす白銀の舞台を完全再現！

菅原　悦子／著 大空出版 0118245075 KR780.6/ｽ

第五回冬季オリンピツク札幌大会　［復刻版］
第五回冬季オリンピック
札幌大会実行委員会／

サッポロ堂書店 0118307602 KR780.6/ﾀﾞ

北緯４３度の雪 河野　啓／著 小学館 0118909043 KR784.3/ｺ
聖火は燃えたか 渡辺　亨／著 評伝社 0111960209 KR913.6/W46
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