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1106810110 京都大文字送り火殺人事件 草野　唯雄 徳間書店 1985

1100167418 京の小袖 芝木　好子 講談社 1985

1106302613 暗闇のセレナーデ 黒川　博行 徳間書店 1985

彩の女　上・下 平岩　弓枝 文芸春秋 1985

1107297465 嵯峨野の宿 加堂　秀三 徳間書店 1985

豊臣秀長　上・下 堺屋　太一 PHP研究所 1985

1100908498 キャッツアイころがった 黒川　博行 文芸春秋 1986

1107321554 帰路 立原　正秋 新潮社 1986

1107200329 金閣寺 三島　由紀夫 新潮社 1986

1100517570 火と汐 松本　清張 文芸春秋 1986

1106318692 山宣 西口　克己 青木書店 1986

優駿　上・下 宮本　輝 新潮社 1986

1107273458 雁の寺 水上　勉 文芸春秋 1987

1100047925 ちいろば先生物語 三浦　綾子 朝日新聞社 1987

1100167038 虹の橋 沢田　ふじ子 中央公論社 1987

ノルウェイの森　上・下 村上　春樹 講談社 1987

1107294637 ぼんぼん 今江　祥智 新潮社 1987

義経　上・下 司馬　遼太郎 文芸春秋 1987

1106864497 京都グルメ旅行殺人事件 山村　美紗 扶桑社 1988

1100105970 細雪 谷崎　潤一郎 中央公論社 1988

1106806860 幕末純情伝 つか　こうへい 角川書店 1988

1100045424 風雲 海音寺　潮五郎 毎日新聞社 1988

1100662848 二人阿国 皆川　博子 新潮社 1988

陰陽師シリーズ 夢枕　獏 文芸春秋 1988-

1100312287 仮往生伝試文 古井　由吉 河出書房新社 1989

1106874710 桜の樹の下で 渡辺　淳一 朝日新聞社 1989

1106843046 三年坂 伊集院　静 講談社 1989

1102687231 蓼喰う虫 谷崎　潤一郎 岩波書店 1989

1100662475 出町の柳 水上　勉 文芸春秋 1989

1106823063 波のかたみ 永井  路子 中央公論社 1989

1106285578 人形館の殺人 綾辻　行人 講談社 1989

松風の家　上・下 宮尾　登美子 文芸春秋 1989

1100714938 ゆずの花の祭壇 韓 丘庸 素人社 1989
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1100585221ほか

1106970922ほか

1106021874ほか

1100048485ほか

1100511607ほか

1100694064ほか

1100664281ほか
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1106691841 暗夜行路 志賀　直哉 新潮社 1990

1100160447 明治新選組 中村　彰彦 新人物往来社 1989

1106838194 梅安冬時雨 池波　正太郎 講談社 1990

1100698248 花怨　（『瀬戸内晴美長編全集13』収載） 瀬戸内　晴美 講談社 1990

霧ふかき宇治の恋　上・下 田辺　聖子 新潮社 1990

1106784489 虞美人草 夏目　漱石 新潮社 1990

1106857715 にわとり翔んだ 合田　圭希 かもがわ出版 1990

1100107968 婆沙羅 山田　風太郎 講談社 1990

1100046810 幻想絵画館 倉橋　由美子 文芸春秋 1991

1106861857 サラリーマン裏新撰組 志茂田　景樹 講談社 1991

1106864018 室町お伽草紙 山田　風太郎 新潮社 1991

京都小説集　其の１・２ 赤江　瀑 立風書房 1992

1106862616 スシとニンジャ 清水  義範 講談社 1992

大逆説！戊辰戦争　上・下 志茂田　景樹 光文社 1992

1106781857 天誅組 大岡　昇平 講談社 1992

柳生十兵衛死す　上・下 山田　風太郎 毎日新聞社 1992

王朝序曲　上・下 永井　路子 角川書店 1993

1100048477 東福門院和子の涙 宮尾　登美子 講談社 1993

1100105640 京都祇園遁走曲 玉木　正之 文芸春秋 1994

1106828476 三条木屋町 藤本　義一 ラインブックス 1994

1106867185 七姫伝説恋の墓標 山崎　洋子 中央公論社 1994

1100047743 醍醐の桜 水上  勉 新潮社 1994

1108133255 蛍　（『織田作之助作品集２』収載） 織田　作之助 1994

1106821216 まほろばの城 典厩　五郎 新人物往来社 1994

1106826785 笑う山崎 花村　万月 祥伝社 1994

1106784034 お引越し ひこ・田中 講談社 1995

1100106549 西行花伝 辻　邦生 新潮社 1995

1101860706 室町少年倶楽部 山田　風太郎 文芸春秋 1995

1106075771 顔 松本　清張 角川書店 1996

1110134598 川島甚兵衛覚書 筆内　幸子 国書刊行会 1996

1100405602 いちげんさん デビット・ゾペティ 集英社 1997

1106998279 活動写真の女 浅田　次郎 双葉社 1997

1101691697 黒い家 貴志　祐介 角川書店 1997

1101741062 ディプロトドンティア・マクロプス 我孫子　武丸 講談社 1997

1106823139ほか

1100105798ほか

1100042066ほか

1106861881ほか

1106864026ほか


