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1100464021 アニマルの謝肉祭 赤江 瀑 主婦と生活社 1978

1106308057 絵巻 永井　路子 読売新聞社 1978

1100808524 おはん 宇野　千代 中央公論社 1978

1100720034 おれの足音 池波　正太郎 文芸春秋 1978

1100512852 後白河院 井上　靖 新潮社 1978

1100640380 新撰組 童門　冬二 成美堂出版 1978

1106840653 猟銃・闘牛 井上　靖 新潮社 1978

1100698628 みじかい旅 瀬戸内　晴美 文芸春秋 1980

残りの雪　上・下 立原　正秋 新潮社 1978-80

1107303446 陰翳礼讃 谷崎　潤一郎 中央公論社 1979

1100514619 美しさと哀しみと 川端　康成 中央公論社 1979

祇園女御　上・下 瀬戸内　晴美 講談社 1979

1100550761 祇園の男 瀬戸内　晴美 文芸春秋 1979

1100662046 金閣炎上 水上　勉　 新潮社 1979

1100720133 剣の天地 池波　正太郎 新潮社 1979

1106692039 古都 川端　康成 新潮社 1979

1100518123 五番町夕霧楼 水上　勉 新潮社 1979

1102819339 嵯峨野明月記 辻　邦生 新潮社 1979

1107309708 酸素 大岡　昇平 新潮社 1979

1100809084 死体の指にダイヤ 和久　峻三 角川書店 1979

1100587946 少年滋幹の母 谷崎　潤一郎 新潮社 1979

1100517497 Dの複合 松本　清張 新潮社 1979

1106825837 初恋 秦　恒平 講談社 1979

1100774452 日も月も 川端　康成 中央公論社 1979

1101808895 蛇と鳩 丹羽　文雄 新潮社 1979

1102816699 将門記 大岡　昇平 中央公論社 1979

1100468808 みごもりの湖 秦　恒平 新潮社 1979

1100552221 むろまち 田村　喜子 文化出版局 1979

1100623972 悪人のごとく葬れ 和久　峻三 角川書店 1980

1100729159 最後の隠密 小松　左京 立風書房 1980

その男　上・下 池波　正太郎 文芸春秋 1980
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1100720398ほか

1100745049ほか

1107301937ほか
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1100744919 その年の冬 立原　正秋 講談社 1980

1100553427 野わけ 渡辺　淳一 集英社 1980

1106303975 細川ガラシャ夫人 三浦　綾子　 主婦の友社 1980

1102818729 誘惑者 高橋　たか子 講談社 1980

1106287970ほか 織匠　上・下 福本　武久 筑摩書房 1981

1102816905 蒲田行進曲 つか　こうへい 角川書店 1981

1107457333 帰郷 大仏　次郎 新潮社 1981

京まんだら　上・下 瀬戸内　晴美 講談社 1981

1100707031 時雨の記 中里  恒子 文芸春秋 1998

1100536885 寂野 沢田　ふじ子 講談社 1981

1100106333 東福門院和子 徳永　真一郎 毎日新聞社 1981

1100700580 眠狂四郎京洛勝負帖 柴田　錬三郎 広済堂出版 1981

1107276089 花の棺 山村　美紗 文芸春秋 1981

1107624395 秀吉と利休 野上　弥生子 新潮社 1981

1107325555 燃える秋 五木　寛之 角川書店 1981

1107642215 夢は枯野を 立原　正秋 中央公論社 1981

1100637337ほか われらが風狂の師　上・下 青山　光二 新潮社 1981

法城を護る人々　上・中・下 松岡　譲 法蔵館 1981-82

1100664224 錦繍 宮本　輝 新潮社 1982

1100107596ほか 化粧　上・下 渡辺　淳一 朝日新聞社 1982

1100312303 山躁賦 古井　由吉 集英社 1982

序の舞　上・下 宮尾　登美子 朝日新聞社 1982

1106898388 定本幕末の暗殺者 船山　馨 広済堂出版 1982

1106216961 西陣おんな一代 渡辺　一雄 読売新聞社 1982

1100636271 嵯峨野物語 阿部　牧郎 文芸春秋 1983

1100705902 天の夕顔 中河　与一 雪華社 1983

1100465135 新島襄とその妻 福本　武久 新潮社 1983

1107320770 都の女 円地　文子 集英社 1983

1106300302 檸檬 梶井　基次郎 勉誠社 1983

1107313064 祇園北 花登　 筐 徳間書店 1984

1100104767 京都殺人風景 草野　唯雄 徳間書店 1984

黒染の剣　上・下 沢田　ふじ子 講談社 1984

この世をば　上・下 永井　路子 新潮社 1984

1100808136 惜身命 上田　三四二 文芸春秋 1984

1100508439ほか

1106859778ほか

1100664489ほか

1100653243ほか

1102817861ほか


