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1107944868 黄金の太刀 山本  兼一 講談社 2011

1108680271 三十光年の星たち 上・下 宮本  輝 毎日新聞社 2011

1108781376 史上最強の内閣 室積  光 小学館 2011

1107924498 四畳半王国見聞録 森見　登美彦 新潮社 2011

1108686427 追憶のカシュガル 島田  荘司 新潮社 2011

1107924373 八月の犬は二度吠える 鴻上  尚史 講談社 2011

1108773084 花いくさ 鬼塚　忠 角川書店 2011

1107976894 無心坊山の暴れ猪 西浦　明 [西浦明] 2011

1110081401 維新銃姫伝 藤本　ひとみ 中央公論社 2012

1110024500 左京区恋月橋渡ル 瀧羽　麻子 小学館 2012

等伯　上・下 安部　龍太郎 日本経済新聞出版社 2012

1108791516 マルセル 高樹　のぶ子 毎日新聞社 2012

1110308606 花鳥の夢 山本　兼一 文藝春秋 2013

1110841085 鴨川食堂 柏井　壽 小学館 2013

1110218599 京都西陣シェアハウス 鏑木　蓮 講談社 2013

1110877204ほか 激流　上・下 柴田　よしき 徳間書店 2013

1110201926 聖なる怠け者の冒険 森見　登美彦 朝日新聞出版 2013

1110156823 1300℃の歓喜 丸山 　茂樹 里文出版 2013

1110221437 はなとゆめ 冲方  丁 KADOKAWA 2013

1110308614 ふたり女房 澤田　瞳子 徳間書店 2013

1110326038 光秀の定理(レンマ) 垣根  涼介 角川書店 2013

1110121561 洛中洛外画狂伝 谷津　矢車 学研パブリッシング 2013

京都市井図会シリーズ 澤田　ふじ子 光文社 2004-14

1110254271 怪しい店 有栖川　有栖 KADOKAWA 2014

1110399555 池田屋乱刃 伊東　潤 講談社 2014

1110373774 いろは匂へど 瀧羽　麻子 幻冬舎 2014

1110372735 王朝小遊記 諸田　玲子 文藝春秋 2014

1110402623 大原御幸 林　真理子 講談社 2014

1110376819 男ともだち 千早　茜 文藝春秋 2014

1110391925 鴨川食堂おかわり 柏井 壽 小学館 2014

1110400825 京都 黒川　創 新潮社 2014

1110863444 きょうのできごと 柴崎　友香 河出書房新社 2014

1110395405 きょうのできごと、十年後 柴崎　友香 河出書房新社 2014

1110159108 校庭に東風吹いて 柴垣 文子 新日本出版社 2014
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1110058730ほか

1108233402ほか
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1110400122 殺意の産声 鏑木　蓮 KADOKAWA 2014

1110505144 森女と一休 町田　宗鳳 講談社 2014

1110377098 そこはかさん 沙木　とも子 KADOKAWA 2014

1110355169 手のひらの音符 藤岡　陽子 新潮社 2014

1110354741 とまどい本能寺の変 岩井　三四二 PHP研究所 2014

1110842554 初恋料理教室 藤野恵美 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 2014

1110513999 マルセル嬢誘拐 浅見　溪 新幹社 2014

1110372743 屋根屋 村田　喜代子 講談社 2014

零落とす　上・下 光野　志のぶ 青娥書房 2014

1110419841 異邦人(いりびと) 原田　マハ PHP研究所 2015

1110296637 女興行師一代 下　八十五 文芸社 2015

1110562764 帰蝶 諸田　玲子 PHP研究所 2015

1110439179 京都綺談 赤江  瀑 ほか 有楽出版社 2015

1110422795 京都山崎物語 御石　芳枝 風詠社 2015

1110429436 若冲 澤田　瞳子 文藝春秋 2015

1110456157 師走の扶持 澤田　瞳子 徳間書店 2015

田園発港行き自転車　上・下 宮本　輝 集英社 2015

1110568837 花鏡 海道  龍一朗 講談社 2015

1110440698 人魚ノ肉 木下　昌輝 文藝春秋 2015

1110423876 利休の闇 加藤  廣 文藝春秋 2015

1110555842 わが心のジェニファー 浅田  次郎 小学館 2015

1110882394 まるたけえびすに、武将が通る。 池田 久輝 幻冬舎 2015

1110296470 炎罪 鏑木　蓮 講談社 2016

1110842562 今日から仲居になります 中居　真麻 ＰＨＰ 2016

1110804323 京都大戦争 星　亮一 さくら舎 2016

1110565486 京都の忠臣蔵 竹岡　英二郎 晃洋書房 2016

1110497540 告白の余白 下村　敦史 幻冬舎 2016

細雪　上・中・下 谷崎　潤一郎 KADOKAWA 2016

親鸞 三田　誠広 作品社 2016

1110821764 手のひらの京(みやこ) 綿矢　りさ 新潮社 2016

1110873146 維新に先駆けた絵師とつげん・いっけい 津木　林洋 森村記念館 2016

1110864335 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月 隆文 宝島社 2016

1110608856 夜行 森見  登美彦 小学館 2016

1110820766 遊戯神通伊藤若冲 河治　和香 小学館 2016

1110809876 ゆけ、おりょう 門井　慶喜 文藝春秋 2016

1110809918 室町無頼 垣根　涼介 新潮社 2016

1110827084

1110864343ほか

1110806880ほか

1110427950ほか


