
 2階図書室ミニ展示『ちょこっと自給自足のススメ』 展示期間：令和4年4月28日(木)～5月24日(火)

書名 巻次 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

生活-1 開墾の記 坂本 直行／著 北海道新聞社 1992.4 916/ｻ 0112353198

生活-2 開墾の記 続 坂本 直行／著 北海道新聞社 1994.2 916/ｻ/2 0112353263

生活-3 山･原野･牧場 坂本 直行／著 茗溪堂 1975.1 640.4/ｻ 0112220850

生活-4 原野の生活 大浜 五光／著 新風舎 2002.2 590.4/ｵ 0115873499

生活-5 あやしい探検隊北海道乱入 椎名 誠／[著] KADOKAWA 2014.1 915.6/ｼ 0119561546

生活-6 庭とエスキース 奥山 淳志／[著] みすず書房 2019.4 914.6/ｵｸ 0180459075

生活-7 知床丸太小屋日記 立松 和平／著 講談社 1999.9 915.6/ﾀ 0113487474

生活-8 北の大地に暮らす 藤門 弘／著 山と渓谷社 1987.4 590.4/ﾌ 0112152558

生活-9 北の行進曲 藤門 弘／著 マガジンハウス 1994.8 914.6/ﾌｼﾞ 0112143797

生活-10 心ふるわせ種まきて 宇土 巻子／著 平凡社 1998.6 610.4/ｳ 0113094833

生活-11 農的生活12か月 宇土 巻子／著 世界文化社 2001.7 611.9/ｳ 0113364830

生活-12 富良野塾序章 倉本 聡／監修 エフジー武蔵 2003.1 770.7/ﾌ 0113902209

生活-13 黒板五郎の流儀 エフジー武蔵 2002.9 778.8/ｸ 0113873368

生活-14 さくらの咲くところ 吉澤 俊輔／文と写真 森の出版社ミチクル 2021.6 291.7/ﾖ 0180890972

生活-15 僕たちの移住 松岡　つとむ／著 山猫工房 2006.5 527/ﾏ 0117102137

生活-16 楽しんで！スローライフ節約術 ふじもと　ゆう／著 文芸社 2010.6 591/ﾌ 0118263540

生活-17 できた!電気代600円生活 はら みづほ／著 北海道新聞社 2012.11 590/ﾊ 0119148088

書名 巻次 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

食農-1 国連家族農業10年
農民運動全国連合会／編

著
かもがわ出版 2020.8 611.7/ｺ 0180692139

食農-2 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 2014.6 612.1/ｱ 0119492643

食農-3 はじめての北の家庭菜園 大宮 あゆみ／著 北海道新聞社 2017.3 626.9/ｵ 0180154064

食農-4 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 2013.3 626.9/ﾖ 0119195907

食農-5 ステップアップ北の家庭菜園 有村 利治／著 北海道新聞社 2016.4 626.9/ｱ 0119934354

食農-6 北海道の野菜作り入門 長谷川　豊／著
ＮＰＯ法人農業塾風のがっ

こう
2012.4 626.9/ﾊ 0118944636

食農-7 北海道楽しい家庭菜園 八鍬 利郎／著 北海道新聞社 2005.4 626.9/ﾔ 0118489723

食農-8 北国の野菜づくり49種 北海道農業改良普及協会 2014.5 626/ｷ 0119477438

食農-9 北海道農業入門
土壌肥料・病

害虫編
北海道農政部／編 北海道農業改良普及協会 2016.5 610.1/ﾎ 0180770901

食農-10 北海道農業入門 野菜編 北海道農政部／編 北海道農業改良普及協会 2016.5 610.1/ﾎ 0180770935

食農-11 北海道の園芸資材全書 パート3 土肥 紘／編・監修 北海道協同組合通信社 2010.7 624/ﾎ 0118564459

食農-12 北海道の菜園向け品種 安達 英人／著 北海道協同組合通信社 2017.7 626.1/ｱ 0180146409

食農-13 北海道の新顔野菜 [パート1] 安達 英人／[著] 北海道協同組合通信社 2011.7 626/ｱ 0119252385

食農-14 北海道の新顔野菜 パート2 安達 英人／[著] 北海道協同組合通信社 2015.7 626/ｱ/2 0119706349

食農-15 ポタジェ 藤井 純子／著 [藤井純子] 2017.5 626.9/ﾌ 0180249815

食農-16 ビルの屋上でトマト栽培
北のごみ総合研究所／企

画・編集
北のごみ総合研究所 2018.11 686.2/ﾋﾞ 0180442766

食農-17 北海道の耕地雑草ハンドブック 越智 弘明／[著] 北海道協同組合通信社 2018.11 615.6/ｵ 0180403610

食農-18 新・北海道の病害虫ハンドブック全書 堀田 治邦／監修 北海道協同組合通信社 2017.11 615.8/ｼ 0180255127

食農-19 北の果樹園芸 野原 敏男／[ほか]著 北海道新聞社 1995.6 625/ｷ 0112247952

食農-20 北海道の薬草 三橋　博／共著 北海タイムス社 1977.8 617.7/ﾐ 0112238886

食農-21 すくすくみどり No.24 緑の相談員／文・編集 札幌市公園緑化協会 2015 518.8/ｽ/24 0119905826

食農-22 すくすくみどり No.27 札幌市公園緑化協会／編 札幌市公園緑化協会 2019.3 518.8/ｽ/27 0180443616
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食農-23 こんな近くに!札幌農業 札幌農業と歩む会／編著 共同文化社 2020.3 612.1/ｻ 0180623035

食農-24 ふぞろいなキューリと地上の卵 駒井 一慶／著 寿郎社 2022.1 646.1/ｺ 0180886491

食農-25 「十勝の食材」丸ごとクッキング
十勝郷土料理研究会／編

著
ソーゴー印刷 2002.11 596.3/ﾄ 0113932529

食農-26 北海道の小麦でパンを焼こう 森本 まどか／著 北海道新聞社 2015.1 596.6/ﾓ 0119765048

食農-27 カントリー・キッチン 宇土 巻子／著 山と溪谷社 2013.1 596/ｳ 0119328664

食農-28 [vol.1] 2011.2 612.1/ｲ 0118620483

食農-29 vol.2 2012.3 612.1/ｲ/2 0119202331

食農-30 vol.3 2013.2 612.1/ｲ/3 0119202349

食農-31 vol.4 2014.2 612.1/ｲ/4 0119364073

食農-32 vol.5 2015.3 612.1/ｲ/5 0119775336

食農-33 vol.6 2016.2 612.1/ｲ/6 0119775229

食農-34 vol.7 2017.2 612.1/ｲ/7 0180069551

食農-35 vol.8 2018.2 612.1/ｲ/8 0180251381

食農-36 vol.9 2019.2 612.1/ｲ/9 0180409666

食農-37 vol.10 2020.2 612.1/ｲ/10 0180571218

食農-38 コンポストだよ 長嶋　絹子／著 共同文化社 2009.5 518.5/ﾅ 0117905463

書名 巻次 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

狩猟採集-1 野のごちそう帖 花房 葉子／著 自然食通信社 2007.7 596/ﾊ 0117430470

狩猟採集-2 野や山のきのこハンドブック
札幌市保健所食の安全推

進課／[編]

札幌市保健所食の安全推進

課
2019.2 657.8/ﾉ 0180412728

狩猟採集-3 北海道山菜図鑑 佐藤 孝夫／写真・解説 亜璃西社 2012.3 657.8/ｻ 0118982172

狩猟採集-4 北海道山菜・きのこ料理の本 兵藤 恭子／共著 北海タイムス社 1986.5 596.3/ﾋ 0112154331

狩猟採集-5 はじめての狩猟 東雲 輝之／監修 山と溪谷社 2019.4 659/ﾊ 0180460859

狩猟採集-6 鳥獣害を知って防ごう 間野 勉／監修 北海道協同組合通信社 2020.7 615.8/ﾏ 0180647125

狩猟採集-7 けもの道 2020秋号 三才ブックス 2020.1 659/ｹ 0180689861

狩猟採集-8 釣り+キャンプガイド つり人社 2021.5 787.1/ﾂ/543 0180839466

狩猟採集-9 フィッシングルール 2010 北海道水産林務部 2010.3 787.1/ﾌ/10 0180036121

狩猟採集-10 自転車釣り師斎藤豊 北海道を釣る 斎藤 豊／著 財界さっぽろ 2010.5 787.1/ｻ 0118191188

狩猟採集-11 北海道の海岸特選釣り場ナビ
道新スポーツ・週刊釣り

新聞ほっかいどう／編
北海道新聞社 2016.1 787.1/ﾎ 0180009292

書名 巻次 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

建築工芸-1
Ｌｅｔ’ｓ　ｅｎｊｏｙ

誰でもできるサンデー森づくり
加藤　正人／著 森林計画学会出版局 1999.3 653.5/ｶ 0113497614

建築工芸-2 やさしい自然派住宅 西條 正幸／著 北海道新聞社 2011.6 527/ｻ 0118697416

建築工芸-3 廃材もらって小屋でもつくるか イマイ カツミ／著 寿郎社 2018.6 527/ｲ 0180344152

建築工芸-4 どんな木も生かす山村クラフト 時松 辰夫／著 農山漁村文化協会 2020.9 583/ﾄ 0180687956

建築工芸-5 手づくりする木の器 西川 栄明／著 誠文堂新光社 2012.7 754.3/ﾆ 0119057180

建築工芸-6 大麻(あさ) 倉井 耕一／著 農山漁村文化協会 2019.5 618.2/ｸ 0180503971

北海道アルバイト情報社

／編
北海道アルバイト情報社いいね!農style


