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1106865544 月光の東 宮本　輝 中央公論社 1998

1101906285 京都恋と裏切りの嵯峨野 西村　京太郎 新潮社 1999

さゆり　上・下 アーサー・ゴールデン 文芸春秋 1999

薬子の京(みやこ)　上・下 三枝　和子 講談社 1999

1106281650 いつの日か還る 中村　彰彦 実業之日本社 2000

1107105643 平安妖異伝 平岩　弓枝 新潮社 2000

壬生義士伝　上・下 浅田　次郎 文芸春秋 2000

1105996670 鱗姫 嶽本　野ばら 小学館 2001

1105916256 王家の城 典厩　五郎 PHP研究所 2001

1105586984 京都天使突抜通の恋 吉村　達也 集英社 2001

町衆の城　上・下 典厩　五郎 新人物往来社 2001

1105587172 宮尾本平家物語　1～４ 宮尾　登美子 朝日新聞社 2001-04

1108010453 麗しの愛宕山鉄道鋼索線 (ケーブル)鳥越  一朗 ユニプラン 2002

1106974312 エミリー 嶽本　野ばら 集英社 2002

1106935511 京都インクライン物語 田村　喜子 山海堂 2002

1106969734 子盗り 海月　ルイ 文芸春秋 2002

1106992447 大盗の夜 澤田  ふじ子 光文社 2002

西からの夜明け　上・下 菱崎　博 かもがわ出版 2002

1106977588 風水京都・竹の殺人 姉小路　祐 角川書店 2002

1107115881 京都花園天授ケ丘 並木　鏡太郎 愛媛新聞社 2003

1108164540 太陽の塔 森見　登美彦 新潮社 2003

1108122951 高瀬川 平野　啓一郎 講談社 2003

百万遍シリーズ 花村  萬月 新潮社 2003-11

1108199850 洛中洛外 千　草子 講談社 2003

1108165307 洛西壬生村八木一族と新選組　１・２ 橋本　隆 日本文学館 2003-05

1108075266 祇園いそっぷ 花瀬　七穂子 たる出版 2004

1108199843 北国の雁 千　草子 講談社 2004

輪違屋糸里　上・下 浅田　次郎 文芸春秋 2004

1108310259 明るい夜 黒川　創 文藝春秋 2005

京都府文学全集　小説編１－６ 郷土出版社 2005

1108272848 銀閣建立 岩井　三四二 講談社 2005

1107198531 四畳半神話大系 森見　登美彦 太田出版 2005
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1107147728 京都府文学全集　明治・大正編 郷土出版社 2005

1107147736 京都府文学全集　昭和戦前編 郷土出版社 2005

1107147744 京都府文学全集　昭和戦後編１ 郷土出版社 2005

1107147751 京都府文学全集　昭和戦後編２ 郷土出版社 2005

1107147769 京都府文学全集　昭和戦後編３ 郷土出版社 2005

1107147777 京都府文学全集　昭和戦後編４ 郷土出版社 2005

1108500107 鴨川ホルモー 万城目　学 産業編集センター 2006

1107169656 京都町家物語 人世　芙有佳 新風舎 2006

1108507292 五風十雨 川浪　春香 編集工房ノア 2006

1108361294 花はさくら木 辻原　登 朝日新聞社 2006

有頂天家族　１・２ 森見　登美彦 幻冬舎 2007-15

1107576058 狩人は都を駆ける 我孫子　武丸 文藝春秋 2007

1107198200 <新釈>走れメロス 森見　登美彦 祥伝社 2007

1108416957 茶聖昇魂 芳村  築郎 新風舎 2007

1108809573 電車告知人 鳥越　一朗 ユニプラン 2007

1107821090 二つの狂気 森　泰三 鳥語社 2007

1110681382 冬の底 室津　洋子 京都　一友社 2007

1108531482 ホルモー六景 万城目　学 角川書店 2007

1108845973 京都万華鏡 柴田　敦姫 ウインかもがわ 2008

1107566976 千両花嫁 山本　兼一 文藝春秋 2008

1108480862 錦 宮尾　登美子 中央公論新社 2008

深泥丘奇談　正・続・続々 綾辻　行人 メディアファクトリー・ＫＡＤＯＫＡＷＡ2008-16

1108496579 利休にたずねよ 山本  兼一 PHP研究所 2008

1107859611 左京区七夕通東入ル 瀧羽　麻子 小学館 2009

1107853028 宵山万華鏡 森見　登美彦 集英社 2009

1107924290 アオイ貝のうた 上村　真澄 あまのはしだて出版 2010

悪の教典  上・下 貴志 祐介 文藝春秋 2010

1108634617 京都太秦物語 山田 洋次 新日本出版社 2010

1107946400 長老ヶ岳の熊鉄砲 西浦　明 [西浦明] 2010

1108934074 マリアの涙 ピーター・シャビエル マガジンハウス 2010

1108905025ほか

1108907401ほか

1107569293ほか


