2016 年 2 月迄に分割寄贈された。

第十一代理事長小塩玄也寄贈図書目録
書

名

著

者

日本の禁酒運動史年表 1875～1945

岩倉病院 杉浦 勝著

子どもの飲酒があぶない

鈴木健二

世界の酒 岩波新書 264

坂口謹一郎著

あなたは酒がやめられる

ハーバート・ブリーン

発

行 日

出

版

社

1945

岩倉病院 自費出版

1955.3.1 初版

(株)東峰書房

1957(S32).1.17 初版

岩波書店

1959(S34).5.15 初版

(株)早川書房

1962(S37).1.5 初版

(株)河出書房新社

木々高太郎訳
日本の酒

住江金之著

S37.1.25 再版
日本の酒 岩波新書 525

坂口謹一郎著

1964.6.27 初版

岩波書店

世界の酒

木村与三男著

1970(S45).4.20 発行

ひかりのくに昭和出版(株)

ある中記 ＜１＞ 7 人の脱出苦

(財) 日本酒害防止協会

1973(S48).1.25 第 1 刷

クリエイト社

ワインの世界史 中公新書 415

古賀 守著

1975(S50).11.25 初版

中央公論社

ほんものの日本酒選び

稲垣真美著

1977.11.25 第 1 版

三一書房

1977.11.30 第 2 刷
1978(S53).9.6 発行

WUM 教育財団 発売文 化社

片山 哲 宰相

高世 一成編著

アルコール依存症

斉藤学ほか編

1979(S54).11.20

有斐閣

田所作太郎著

1980(S55).3.20 初版

(株)ソフトサイエンス社

こころとくすりの作用

薬物と行動

1981(S56).5.10 第２刷

どん底からの出発

ジェイムス・ネルソン著

1980(S55).6.2 初版

中央出版社

1982(S57).4.5 初版

税務経理協会

村田忠良・三田村玲子共訳
要説酒税法

[４訂版]

松澤 宏昭

(S63).6.1
禁酒法と民主主義

板倉聖宣著 著者贈呈

アルコール症の精神療法

新福尚武

４訂版

1983.8.5 初版 5000

(株)仮説社

1984(S59).6.25 初版

(株)金剛書房

61.1.25 ２刷り
嗜癖行動と家族

斉藤 学

1984.9.20 初版
1993.8.30 第 8 刷

(株)有斐閣

天然の毒 毒草 毒虫 毒魚

山崎幹夫 中嶋暉躬 伏谷伸宏

1985.2.20 初版発行

講談社

1995.8.10 第 8 刷
アルコール依存症の精神病理

1985.6.30 発行

斉藤 学

金剛出版

1996.5.20 第 6 刷
アルコール長寿法 晩酌のすすめ

1985.10.10 初版

田中 潔著

(株)共立出版

1987.6.5 初版 3 刷
現代焼酎考 岩波新書 321

稲垣真美著

1985.11.20 初版

岩波書店

飲酒症 「アルコール中毒」の本態

田中孝雄著

1986.5.25 初版

中公新書 803 (株)中央公論社

1992.4.10 第 5 版
アルコール依存症に関する 12 章

1986.11.30 初版

斉藤 学編

有斐閣

1995.3.20 第 11 刷
寄付行為変更許可申請書写し

同盟理事会･理事長

酒と健康 岩波新書 379

高須俊明著

1987(S62)
1987.7.20 第 1 刷

(株)岩波書店

1989.7.5 第 8 刷
ワイン手帖 新潮文庫 640

ロナルド･サール著

1987(S62)8.25 発行

(株)新潮社

1987(S62).3

社団法人 アルコール協会

1987.10.18

安藤記念教会

鴨川晴比古訳著 開高健監修
アルコール専売事業五十年史

通産省基礎産業局編

安藤記念教会七十年史

安藤記念教会七十年史編纂委員会
代表 佐野英二

アルコール依存症を知る

1989.3.20 初版

森岡 洋

アルコール問題全国市民協会(ASK)

1998.1.10 第 14 刷
アルコール依存症の最新治療

斉藤 学 高木 敏 小坂憲司

編

1989.7.5 発行

金剛出版

1997.2.15 第 4 刷
松村春繁

小林哲夫

1990.4.30 初版

(株)アスクヒューマンケア

2006.12.20 第 4 版
ビールのうまさをさぐる

キリンビール(株)

1990.7.5 第 1 版
1997.5.20 第 10 版

(株)裳華房

アルコール依存症 対策実践 ガイドブック

アルコール問題全国市民協会(ASK)

1990.9.1 初版発行

山田陽一

1990

酒をつくる
酒の文化誌

吉澤 淑著

Q&A アルコール情報

(財)日本公衆衛生協会

私のアルコール依存症の記

西郷文夫

今成知美 アルコール問題全国市民協会

1991(H3).7.20

丸善

1990？

(財)日本公衆衛生協会

1991.10.20 初版

(株)東峰書房

92.1.20 第 2 版
お酒って なんだろう

今成知美

1992.4.10 初版発行

岩崎書店

1995.12.5 第 7 刷
アルコールと栄養 お酒と上手く付き合うために

糸川嘉則ほか編集

生類憐れみの令

板倉聖宣著

1992.5.20 初版

(株)光生館

1992.8.1 初版

(株)仮説社

2002.4.1 3 刷
久里浜｢アルコール病棟｣より

河野裕明

1992.10.30 初版

(株)東峰書房

1994.3.10 ３刷り
日本酒ルネッサンス 民族の酒の浪漫を求めて

小泉武夫著

1992.11.25 発行

中公公論社

1993.4

酒文化研究所

中公新書 1104
研究所月報
酒と酒害の歴史

山野貴司著

躍進する全断連 30 周年記念号
我が国のアルコール関連問題の現状

監修 河野裕明 編者 太谷藤郎

日本酒 岩波新書 334

秋山裕一著

人類出現から 1993
1993 年度版

（社）全日本断酒連盟

1993(H5).9

厚生省保健医療局精神保健課

1994.4.20 第１版

岩波書店

1994.7.5 第 6 刷
万葉集にみる酒の文化 酒・鳥獣・魚介

一島英治著

脳とくすり

柿本泰男 佐野 輝

酒販売店経営通信講座 講座テキスト綴り
A.A.全国ミーティング会場住所表
お酒のはなし 酒はいきもの

日本農芸化学会編集 責任編集
塚越規弘､栗山一秀、井上喬

1993.9.30 第 1 版

(株)裳華房

1994.6.1 初版発行

共立出版

1994(H6).7～H7.3

全国小売酒販組合中央会

1994.9.2

関東甲信越セントラルオブヒスから入手

1994.10.10 初版

(株)学会出版センター

酒文化研究 第４号

酒文化研究所

1994.11.15 4 号

新宿書房

アルコール依存の生物学

日本生物学的精神医学会

1994.12.10 初版

学会出版センター

1994.12

サントリーお客様相談室

1995.2.1 初版 3.16 刷

(株)同文書院

1995.4.10 発行

アスク ヒューマンケア

1994 版

同上

1995.5.5 1 刷

技報堂出版(株)

1995.5

（社）アルコール健康医学協会

洲脇 寛 栗山欣弥
MODERATION BOOK
図解 中毒マニュアル

死に至る薬と毒の怖さを考える会

アディクション

アルコール問題全国市民協会(ASK)
編集

躍進する全断連
お酒おもしろノート

(財)日本醸造協会

アル健協 NEWS & REPORTS 雑誌
同上

1995.8

同上

同上

1995.11

同上

同上

1996.2

同上

同上

1996.5

同上

同上

1996.8

同上

同上

1996.11

同上

同上

1997.2

同上

同上

1997.5

同上

同上

1999.5

同上

同上

200.11

同上

同上

2002.5

同上

同上

2008.11

同上

聖書の中のワイン

サムエル・バキオキ 新名友子訳

アルコール依存症を治す

中村希明

手造りビール マニュアル

日本自家醸造推進連盟編

1995.6.27 初版
1995(H7).7.20 発行

新教出版社
保険同人社

1995(H7).7.20 発行

日本文芸社

1995.10

酒文化の会事務局

阿部林一郎発行者
お酒の四季報

お酒と健康を考える

監修厚生省

1995.12

月刊酒文化
アマニタ・パンセリナ

アルコール健康医学協会

制作アル健康医学協会

1995.12.20 初版

中島らも

集英社

1996.3.20 第 5 刷
1995.12.22 初版

アダルト・チルドレン

西山 明

禁酒法「酒の無い社会」の実験

岡本 勝著

ミニー神父とアルコール依存症者たち

宮下忠子

酒飲みの社会学

ディディエ・ヌリッソン

1996.1.20 第 1 刷

(株)三五館
講談社現代新書 1284

(株)講談社

1996.1.25 初版発行

(株)東峰書房

1996.1.31 初版

(株)ユニテ

柴田道子他訳
世界ビール大全

金坂留美子、詩ブライス

1996.5.1 初版発行

山海堂

Michael Jackson’s
おいしい地ビール
禁煙セラピー

アレン・カー坂本章子訳

1996.5.2 発行

同文書院

1996(H8).6.1 初版

太陽印刷

H18.2.1 第 210 版
1996.6.20 第 1 刷

トーマ･スクックの旅 近代ツーリズムの誕生

本城靖久著

ワインの実践講座

田中清孝､永尾敬子､渡辺輝夫著

ワインの常識 岩波新書 463

稲垣真美著

日本の酒の文化 第 1 巻

社法アルコール健康医学会

アルコール中毒の歴史

ジャン・シャルル・ズールシア

講談社現代新書 P650

(株)講談社

1996.9.10 発行

(株)時事通信社

1996.9.20 第 1 刷発行

岩波書店

1996.9.25

社法アルコール健康医学協会

1996.9.30 初版

法政大学出版局

1996.10.1 初版発行

(株)金芳堂

1996.10.30 初版発行

集英社

1997.1.10 第 1 版

(株)裳華房

本田文彦訳
お酒の健康科学

栗山欣也、鎌田武信、石井裕正編

Christophe Bataille ABSINTHE

Christophe Bataille

アブサン 聖なる酒の幻

辻 邦生 堀内ゆかり訳

飲酒の生理学

梅田悦生著

1997.8.25 第 2 版
日本の酒の文化 第 2 巻

社法アルコール健康医学会

江戸の酒 その技術：経済・文化
アルコール依存症は治る

1997.1.25

社法アルコール健康医学協会

吉田 元著

1997.1.25 1 刷

朝日選書 569 朝日新聞社

河野裕明

1997.2.15 初版

(株)大和出版

日本臨牀 アルコール関連障害とアルコール依存症

1997(H9).2.26

(株)日本臨牀

1997.4.1

社法アルコール健康医学協会

日本の酒の文化 第 3 巻

社法アルコール健康医学会

薬物依存

近藤恒夫

1997.5.5 発行

大海社

脳に効くクスリ

生田 哲

1997.6.5 初版発行

実業之日本社

アルコールアルコール

山下篤子訳

The Science And Lore Of Alcohol And Caffeine

Stephen Braun

ストップ・ザ たばこ 酒

原田幸男

1997.6.10 第一刷発行

総合診療誌 JIM 1997.7 号
日本アルコール・薬物医学会雑誌

三田出版会

1997.6.20 初版発行

東峰書房

1997.7 号

医学書院

1997.8

日本アルコール・薬物医学会

1997.8.20 第 1 版

(株)裳華房

酒造りの不思議

秋山裕一著

坂口謹一郎 酒学集成１ 日本の酒文化

坂口謹一郎著

1997.10.28 第 1 刷発行

(株)岩波書店

坂口謹一郎 酒学集成２ 世界の酒の旅

坂口謹一郎著

1997.11.26 第 1 刷発行

(株)岩波書店

坂口謹一郎 酒学集成３ 愛酒楽酔

坂口謹一郎著

1997.12.19 第 1 刷発行

(株)岩波書店

坂口謹一郎 酒学集成４ 酒中つれづれ

坂口謹一郎著

1998.1.26 第 1 刷発行

(株)岩波書店

坂口謹一郎 酒学集成５ 発効と酒学

坂口謹一郎著

1998.2.25 第 1 刷発行

(株)岩波書店

安藤記念教会十年史(1987～1997) 近年分の意味

安藤記念教会 80 年史記念準備会

1997.10.12

安藤記念教会

悪い習慣 BADHABITS

J.C.バーナム著 森田幸夫訳

1998.8.10 第 1 刷

玉川大学出版部

アディクション 依存症(35 人の物語)

なだいなだ 吉岡 隆

1998.2.25 初版発行

中央法規

徳永雅子

1998.11.15 第 4 刷
アルコール問答

なだいなだ著

1998.3.20 第 1 刷

岩波新書 548

1999.4.15 第 2 刷
常陽 芸文

根本 正紹介

酒飲みの社会学

清水新二

酒・さけ辞典

山本祥一郎監修

alcohol ALERT

1998.5

(財)常陽芸文センター

1998.11.28 初版発行

(株)素朴社

1998.12.20 初版

(株)大修館書店

1998.ISSUE2

UK ALCOHOLALERT INCORPORATING
ALLIANCE NEWS

福沢諭吉 殉教覚悟の学問と 合理至上主義的近

河野裕明 論文著者

Vol.9,A,1998

J. Seizon and Life Sci.

代化の官僚的技術
アルコールの害

国立療養所久里浜病院樋口 進監修

MODERATION BOOK 2
全村禁酒で村おこし

林 雄三

1 日 2 合日本酒いきいき健康法

滝沢行雄

1999.2.1 第 1 刷

少年写真新聞社

1999.4.21

サントリーお客様相談室

2000.10.30 発行

南信州新聞出版局

2002.11.15 初版発行

柏書房

2002.12.5 第 2 刷
虐待という迷宮

信田さよ子 シャナ/キャンベル

2004.9.15 発行

春秋社

2002.5.15 第一版一刷

(株)白洋社

2003.5.20 初版発行

築地書館

2003.1.20 初版

(株)碧天社

上岡陽江著
よくわかるアルコール依存症 b その正体と治し方

森岡 洋

マリファナの科学

Leslie L. Iversen 伊藤 肇訳

酒乱の眼 私はこうして

風見 豊

フランシス E.ウイラード 女性たちの代弁者

サラ F.ウオード 佐藤正子他

ドラッグは世界をいかに変えたか

David T. Courtwright 小川昭子訳

薬物依存 岩波新書 612

JWCTU
2003.5.20 第一版

(株)春秋社

宮里勝政著

1999.4.20 初版

岩波書店

酒乱になる人 ならない人 新潮新書 648

眞先敏弘著

2003.12.15 発行

(株)新潮社

聖書と精神医療 雑誌

聖書と精神医療

2010 秋号

聖書と精神医療 研究会

響き合う共同体をめざして Ⅲ

広瀬勝久、M.I 堀肇 ら執筆

酒は飲んでも飲まれるな

水野肇著

2002.4.15 第１版

社法 アルコール健康医学協会

アルコール依存症回復へのアプローチ

長谷川行雄・世良守行

2003.7.30 初版発行

(株)万葉舎

悪魔か天使か ALCOHOL アルコール

山川健一監修

2005.3.9 初版発行

(株)太田出版

2002(H14).8.1 初版

KK ロングセラーズ

ﾆｯｸ･ﾌﾞﾛｳﾝﾘｰ著小林千枝子訳
禁酒セラピー

ALLEN.CARR 著 阪本章子訳

EASY WAY TO CONTOROL ALCOHOL

発行
H18.11.5 5 版発行
2002(H14).3.

(社法)アルコール健康医協会

MODERATION BOOK 4

2004.4.23

サントリーお客様相談室

MODERATION BOOK 3

2002.2.21

サントリーお客様相談室

お酒と健康

(社法)アルコール健康医協会

STOP! DRINKING

丸山勝也著

日本教育新聞社

アル健協 NEWS & REPORTS

1999.5

社法アルコール健康医学会

アル健協 NEWS & REPORTS

2007.7.

社法アルコール健康医学会

アル健協 NEWS & REPORTS

1999.5

社法アルコール健康医学会

アル健協 NEWS & REPORTS

2007.11

社法アルコール健康医学会

お酒と健康を考える 教育資料縮刷版
知っておきたい「酒」の世界史 角川文庫 14745

社法アルコール健康医学会
宮崎正勝著

2007(H19)6.25 初版

(株)角川学芸出版

H20.10.20 第 5 版
お酒が減らせる練習帳

樋口 進著

未成年者の飲酒と販売の公正な文化の在り方

河野裕明著

平静 酒談義

加藤純二著

2013.12.3 第 1 版

(株)メディカルトリビューン
河野クリニック

H8.7

加藤純二自主出版

お酒と健康 Vol.17

H9.3

アルコール健康医学協会

お酒と健康 Vol.19

H11.3

同上

同上

Vol.20

H12.3
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