
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号

さっぽろ文庫59 定山渓温泉 札幌市教育委員会／編 札幌市 1991.12 0114139421 081.2 /ｻ

定山と定山溪 小林　廣／著 尚古堂 1939.8 0114152689 188.5 /ｺ

定山坊の夢の里 合田 一道／文 定山渓観光協会 2005.8 0119479624 188.5 /ｺﾞ

定山と定山溪 小林　廣／著 1996.11 0111401295 188.5 /ｼﾞ

定山坊　北海道と岡山の懸け橋 合田 一道／著 岡山道産子会 1996.11 0112331707 188.5 /ｺﾞ

私解　定山坊の生涯 合田 一道／著 太陽 1986.5 0111941886 188.5 /ｺﾞ

後方羊蹄日誌 松浦　武四郎／著 村岡勉 2008.5 0117894691 210.08 /ﾏ

定山渓温泉の移り変わり 定山渓連合町内会 2013.12 0119268126 211.51 /ｼﾞ

温泉開発に命を賭けた美泉定山 北国に光を掲げた人々(21) 合田　一道／著 北海道科学文化協会 2004.3 0118449909 281 /ｺﾞ

定山渓温泉のあゆみ 定山渓連合町内会事務局／［編］ 定山渓連合町内会事務局 2005.7 0116857335 289.1 /ｼﾞ

定山渓温泉開湯百年開祖美泉定山 定山寺 1968 0113499156 289.1 /ｼﾞ

後方羊蹄日誌 松浦　武四郎／著 凍土社 1973.5 0112313705 291.08 /ﾏ

北海道温泉得本 角川マガジンズ 2012.8 0119040004 291.09 /ﾎ

北海道立寄り&日帰り温泉こだわりガイド カルチャーランド／著 メイツ出版 2007.11 0117427682 291.09 /ﾎ

新・札幌から行く日帰り温泉 本多 政史／著 亜璃西社 2007.10 0117434076 291.09 /ﾎ

温泉番長ほっかいどうbook1 舘浦 あざらし／責任編集 海豹舎 2012.1 0118912914 291.09 /ｵ/1

温泉番長ほっかいどうbook2 舘浦 あざらし／責任編集 海豹舎 2012.7 0119082485 291.09 /ｵ/2

決定版北海道ホンモノの温泉 松田 忠徳／著 寿郎社 2003.12 0118430677 291.09 /ﾏ

源泉・かけ流しの湯 本多 政史／著 亜璃西社 2010.7 0118376383 291.09 /ﾎ

北国　夢の温泉 浅沼　義英／著 亜璃西社 2011.2 0118708502 291.09 /ｱ

新・札幌から行く日帰り温泉&昼ごはん 亜璃西社／編著 亜璃西社 2012.6 0119018653 291.09 /ｱ

請求記号

　展示期間:平成28年4月14(木)～6月21日(火)<展示リスト> さっぽろ資料室ミニ展示「定山渓温泉開湯150年」



決定版北海道の温泉まるごとガイド 小野寺 淳子／著 北海道新聞社 2015.11 0119766301 291.09 /ｵ

新北海道のふぅ…公営温泉 小野寺 淳子／著 北海道新聞社 2002.11 0113873905 291.09 /ｵ

新北海道のほっ…民営温泉 小野寺 淳子／著 北海道新聞社 2001.5 0113329825 291.09 /ｵ

温泉じゃらん北海道 リクルート北海道じゃらん 2013.9 0119325488 291.09 /ｵ

北海道温泉大図鑑 小野寺 淳子／著 北海道新聞社 2012.9 0119052264 291.09 /ｵ

温泉やど北海道'16 昭文社 2015.9 0119707966 291.09 /ｵ

おらがまち定山渓 定山渓まちづくり委員会 1999.3 0113294185 291.5 /ｵ

おゆ　開湯130年記念誌 [定山渓観光協会] 1996 0119779437 291.5 /ｵ

国立公園定山渓温泉 定山渓温泉観光協会 [出版年不明] 0119776151 291.5 /ｺ

札幌と定山溪　修学旅行の道しるべ 定山溪鉄道株式会社／[編] 定山溪鉄道 [出版年不明] 0113322085 291.5 /ｻ

さっぽろと定山渓 北海道美術出版社 1953.7 0119776169 291.5 /ｻ

札幌から定山溪 定山溪鉄道株式会社／[編] 定山溪鉄道 [出版年不明] 0113322655 291.5 /ｻ

さっぽろ定山渓温泉 定山渓観光協会 [出版年不明] 0119779460 291.5 /ｻ

定山渓　定山渓温泉開湯150周年記念誌 ぶらんとマガジン社／編 定山渓観光協会 2016.1 0119774248 291.5 /ｼﾞ

定山渓温泉 定山溪鉄道 [1952] 0113322804 291.5 /ｼﾞ

自然科学と定山溪温泉 定山渓観光協会 1950.7 0115879074 291.5 /ｼ

定山渓 札幌湯の杜[リーフレット] 定山渓観光協会 [出版年不明] 0119477479 291.5 /ｼﾞ

定山溪観光案内 小樽定山溪自動車道株式会社／[編] 小樽定山溪自動車道 [1939] 0113322721 291.5 /ｼﾞ

定山溪温泉案内 C3昭和10年版　 札幌鉄道局／[編] 札幌鉄道局 1935 0113322689 291.5 /ｼﾞ

定山渓 [リーフレット] 定山渓観光協会 2015.8 0119774412 291.5 /ｼﾞ

定山渓仙境 砂川　善太郎／著 北海石版活版所(印刷) 1927.9 0115879058 291.5 /ｽ

ふるさとの町　定山渓 札幌市立定山渓小学校／［編］ 札幌市立定山渓小学校 1995.11 0118303411 375.3 /ｼﾞ

定山渓観光魅力アップ構想　平成27～36年度
札幌市観光文化局観光コンベン
ション部観光企画課／企画・編集

札幌市観光文化局観光コンベ
ンション部観光企画課 2015.3 0119552701 689.1 /ｼﾞ


