
<展示リスト> まち文化商店街

展示期間:令和元年６月24日(月）～７月20日(土)

書    名 著 者 名 出 版 者 資料番号 請求記号 貸出有

貴重書
札幌観世音参詣(商店案内)
漫画双六

大笹 緑朗／案 北海道出版社 0114777865 KR798/ﾀ/

図書
豆腐百珍
江戸グルメブームの仕掛人

何 必醇／原著 教育社 0111126777 596.3/ｶ/ ★

図書 向田理髪店 奥田 英朗／著 光文社 0180021842 913.6/ｵｸ/ ★

図書 ロング・ロング・ホリディ 小路 幸也／著 PHP研究所 0119817641 913.6/ｼﾖ/ ★

図書
松下竜一その仕事１
豆腐屋の四季

松下 竜一／著 河出書房新社 0110074549 918.6/ﾏ/ ★

図書
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 0118925676 KR383.8/ﾂ/ ★

図書 札浴百周年の歩み
札幌公衆浴場商業協
同組合

0118461896 KR673.9/ｻ/ ★

図書 いらっしゃい北の銭湯 塚田 敏信／著 北海道新聞社 0110163474 KR673.9/ﾂ/ ★

図書 死にがいを求めて生きているの 朝井 リョウ／著 中央公論新社 0180452484 KR913.6/ｱ/ ★

図書 ウチらは悪くないのです。 阿川 せんり／著 新潮社 0180452765 KR913.6/ｱ/ ★

図書 碧のみち 赤松 義正／原作 一二三書房 0180122574 KR913.6/ｱ/

図書
アリハラせんぱいと救えない
やっかいさん

阿川 せんり／著 KADOKAWA 0180083487 KR913.6/ｱ/ ★

図書 厭世マニュアル 阿川 せんり／著 KADOKAWA 0119757763 KR913.6/ｱ/ ★

図書 札幌発!うちらのオーケストラ 池野 浩史／著
アルファベータブッ
クス

0180290082 KR913.6/ｲ/ ★

図書
プリンシパル
恋する私はヒロインですか?
集英社オレンジ文庫

いくえみ 綾／原作 集英社 0180296097 KR913.6/ｲ/ ★

図書
ホームズは北海道で怪異を嗤う
双葉文庫

太田 紫織／著 双葉社 0180423683 KR913.6/ｵ/ ★

図書
弁当屋さんのおもてなし[1]
角川文庫 ほかほかごはんと北
海鮭かま

喜多 みどり／[著] KADOKAWA 0180166894
KR913.6/ｷ
/1

★

図書
弁当屋さんのおもてなし[2]
角川文庫 海薫るホッケフライ
と思い出ソース

喜多 みどり／[著] KADOKAWA 0180229742
KR913.6/ｷ
/2

★

図書
弁当屋さんのおもてなし[3]
角川文庫 ほっこり肉じゃがと
母の味

喜多 みどり／[著] KADOKAWA 0180334591
KR913.6/ｷ
/3

★

図書
弁当屋さんのおもてなし[4]
角川文庫 甘やかおせちと年越
しの願い

喜多 みどり／[著] KADOKAWA 0180419681
KR913.6/ｷ
/4

★

図書
札幌ラブストーリー
トライフルシンドローム

きたみ まゆ／著 三交社 0119765667 KR913.6/ｷ/ ★

図書 夜より黒きもの 高城 高／著 東京創元社 0119763431 KR913.6/ｺ/ ★

図書
札幌あやかしスープカレー　ポ
プラ文庫

佐々木 禎子／[著] ポプラ社 0180359804 KR913.6/ｻ/ ★

図書 おれたちの故郷 佐川 光晴／著 集英社 0119474922 KR913.6/ｻ/ ★

図書 札幌アンダーソング 小路 幸也／著 KADOKAWA 0119409464
KR913.6/ｼ
/1

★



図書 札幌アンダーソング 間奏曲 小路 幸也／著 KADOKAWA 0119656684
KR913.6/ｼ
/2

★

図書
札幌アンダーソング
ラスト・ソング

小路 幸也／著 KADOKAWA 0119924777
KR913.6/ｼ
/3

★

図書 アシタノユキカタ 小路 幸也／著 祥伝社 0119913150 KR913.6/ｼ/ ★

図書
眠りの森クリニックへようこそ
「おやすみ」と「おはよう」の
間　幻冬舎文庫

田丸 久深／[著] 幻冬舎 0180433005 KR913.6/ﾀ/ ★

図書
サッポロ無職グラフィティ
メディアワークス文庫

奈坂 秋吾／[著] KADOKAWA 0119549533 KR913.6/ﾅ/ ★

図書
泣ける!北海道　北海道で本当
にあったこころを癒す12の物語

リンダパブリッ
シャーズ編集部／編

泰文堂 0119657195 KR913.6/ﾅ/ ★

図書 北海タイムス物語 増田 俊也／著 新潮社 0180155723 KR913.6/ﾏ/ ★

図書 七帝柔道記 増田 俊也／著 角川書店 0119198455 KR913.6/ﾏ/ ★

図書 命いとおしきもの 水木 光介／著 柏艪舎 0180147431 KR913.6/ﾐ/ ★

図書 緑のなかで 椰月 美智子／著 光文社 0180397226 KR913.6/ﾔ/ ★

図書 医師たちの独白　集英社文庫 渡辺 淳一／著 集英社 0180356339 KR913.6/ﾜ/

雑誌 日曜日　1956年８月　16号 「日曜日」編集室 0121685689 K//

雑誌 日曜日　1956年７月　15号 「日曜日」編集室 0121685614 K//

雑誌 日曜日　1956年６月　14号 「日曜日」編集室 0121685622 K//

雑誌 日曜日　1956年３月　13号 「日曜日」編集室 0121685630 K//

雑誌 日曜日　1956年１月　12号 「日曜日」編集室 0121685648 K//

雑誌 日曜日　1955年11月　11号 「日曜日」編集室 0121685572 K//

雑誌 日曜日　1955年９月　10号 「日曜日」編集室 0121685580 K//

雑誌 日曜日　1955年７月　９号 「日曜日」編集室 0121685598 K//

雑誌 日曜日　1955年４月　８号 「日曜日」編集室 0121685606 K//

雑誌 日曜日　1955年３月　７号 「日曜日」編集室 0121685564 K//

雑誌 日曜日　1955年11月　６号 「日曜日」編集室 0121685556 K//

雑誌 日曜日　1954年11月　４号 「日曜日」編集室 0121685549 K//

雑誌 日曜日　1954年８月　２号 「日曜日」編集室 0121685531 K//

雑誌 日曜日　1954年７月　１号 「日曜日」編集室 0121685499 K//


