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1110759287 荒海を渡る鉄の舟 鳥羽  亮 双葉社 2017

1110744545 Ank:a mirroring ape 佐藤  究 講談社 2017

1110758586 いのち 瀬戸内　寂聴 講談社 2017

1110738422 嘘をつく器 一色　さゆり　 宝島社 2017

1110865134 鬼の家 花房　観音 KADOKAWA 2017

1110752084 画狂其一 梓澤　要 NHK出版 2017

1110839873 鴨川食堂いつもの 柏井　壽 小学館 2017

1110839865 鴨川食堂おまかせ 柏井　壽 小学館 2017

1110743265 岩塩の女王 諏訪　哲史 新潮社 2017

1110838644 鬼神 矢野　隆 中央公論新社 2017

1110840913 鬼門の将軍 高田　祟史 新潮社 2017

1110719505 決戦！新選組 葉室麟 ほか／著 講談社 2017

1110853825 絢爛たる奔流 岩井三四二 講談社 2017

1110708557 駒姫　三条河原異聞 武内　涼 新潮社 2017

1110851555 左京区桃栗坂上ル 瀧羽  麻子 小学館 2017

1110841093 桜疎水 大石　直紀 光文社 2017

1110853023 嵯峨野花譜 葉室　麟 文藝春秋 2017

1110864327 署長・田中健一の幸運 川崎　草志 光文社 2017

1110852819 水底は京の朝 岩下　悠子 新潮社 2017

1110747134 宗麟の海 安部　龍太郎 NHK出版 2017

粗茶一服シリーズ 松村　栄子 マガジンハウス 2004-17

1110746284 茶筅の旗 藤原　緋沙子 新潮社 2017

1110750542 ナミコとささやき声 アンドレアス・セシェ 西村書店 2017

1110759295 虹の向こう 池田  久輝 双葉社 2017

1110872106
ニーチェが京都にやってきて17歳
の私に哲学のこと教えてくれた。

原田　まりる ダイヤモンド社 2017

1110747126 花になるらん 玉岡  かおる 新潮社 2017

1110743331ほか 風神雷神　風の章・雷の章 柳　広司 講談社 2017

1110706908 墨龍賦 葉室　麟 PHP研究所 2017

1110851423 京(みやこ)語り 吉野  栄 文芸社 2017

1110865092 雪の香り 塩田 武士 文藝春秋 2017

1110747118 妖曲羅生門 高井忍／著 光文社 2017

1110838032 夜は短し歩けよ乙女 森見  登美彦 角川書店 2017

1110732458 若葉の宿 中村　理聖 集英社 2017
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1108224419ほか
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1110758586 いのち 瀬戸内　寂聴 講談社 2017

1110748520 わろてんか 上・下 吉田　智子 NHK出版 2017-18

1110774195 安土唐獅子画狂伝 谷津  矢車 徳間書店 2018

騎虎の将太田道灌 幡　大介 徳間書店 2018

1110774120 兵 木下　昌輝 講談社 2018

1110766076 幕末暗殺! 谷津　矢車 ほか 中央公論新社 2018

1110766084 春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎　琢磨 新潮社 2018

1110766910 ヒトごろし 京極　夏彦 新潮社 2018

1110782784 ギロチンハウス 大石　直紀 小学館 2018

1110786108 若旦那のひざまくら 坂井　希久子 双葉社 2018

1110786116 新選組の料理人 門井　慶善 光文社 2018

1110890876 俵屋宗達―名利を求めず― 久住　泰正 ミヤオビパブリッシング 2018

1110891536 鴨川食堂はんなり 柏井　壽 小学館 2018

1110790589 火影に咲く 木内　昇 集英社 2018

1110887351 山崎の鬼 高畑　寛 鳥影社 2018

1110782792 ステイ・ゴールド 池田　久輝 双葉社 2018

1111003404 童の神 今村　翔吾 角川春樹事務所 2018

1111007801 愉楽にて 林　真理子 日本経済新聞出版社 2018

1111012124 残心 鏑木 蓮 徳間書店 2018

1110938808 祇園白川小堀商店レシピ買います 柏井 壽 新潮社 2018

1110669668 流刑者 室津波光 新潮社 2018

1110694674 未来少女・舞 原　哲夫 文芸社 2018

1111016612 半武士 村田省吾 西田書店 2019

1111051270 京キリシタン始末　下天と殉教 ますこひろしげ 国書刊行会 2019

1111048094 風神雷神  上　 原田マハ PHP研究所 2019

1111048102 風神雷神  下 原田マハ PHP研究所 2019

1110980594 鴨川食堂まんぷく 柏井　壽 小学館文庫 2019

1110677588 恋墓まいり 花房　観音 千十一編集室 2019

1111101000 狩野法印永徳伝 向居直記 ブイツーソリューション 2019

1111023220 これは花子による花子の為の花物語 木爾チレン 宝島社 2019

1111023956 方丈の孤月 梓澤要 新潮社 2019

1111026843 見えない轍 鏑木蓮 潮出版社 2019

1111032403 御苑に近き学び舎に 荒木源 京都新聞出版センター 2019

1111034698 小説嵐電 浅利宏 ミヤオビパブリッシング 2019

1111038772 空と湖水 植松三十里 文藝春秋 2019

1110678354 竹栖譚 中川 三郎 デザインエッグ 2019

1111048755 さんかく 千早茜 祥伝社 2019

旅人 久代佐智子 久代佐智子 2019

1110767017ほか

1111100499


