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 書 名 著 者 発行日 出版社 
     
 酒の害 津田 仙 M22.12.10 学農社雑誌局 

婦人矯風会が復刻と思われる 

 光 帝国禁酒会関東東部規約  M22.8.3 東京神田 帝国禁酒会関東東部 
 禁酒軍旗 完 佐賀県平民 吉丸徹太郎 M22.8.22 森田発行 丸善商社書店 
 雑誌 横浜 禁酒会雑誌 

THE  YOKOHAMA  TEMPERANCE  MAGAZINE 

横浜禁酒会 M23.2.15 横浜禁酒会 

 平民の福音 山室軍平 M32.10.20､ 
S44.8.15 500 版 

救世軍出版部 

 博愛社 小橋勝乃 M351.1 初版, 
(S8.6)改訂増補十版 

博愛社 

 酒道楽 上巻 村井 寛 M36.3.18､9.3 3 版 博文館 

 酒道楽 下巻 村井 寛 M36.5.5､6.6 再版 博文社 

 日々の力 Elizabeth S. Allen 著 根本正訳 M42.12.25 初版 
T.13.9.11 11 版 

教文館 

 日々の力 Elizabeth S. Allen 著 根本正訳 M42.12.25 初版 
S12.12.1 20 版 

教文館 

 日々の力 

根本 正年表付(小塩完次提供) 

Elizabeth S. Allen 著 根本正訳 M42.12.22 初版 
S26.10.25 23 版 

教文館 

 小林富次郎傳 酒屋の次男→禁酒 小林喜一発行人 M44.11.13  
S26.04.17 三版所蔵 

 

ライオン歯磨株式会社 



 禁酒のすゝめ 山室軍平 M45.7.17 
S5.2.10 28 版 

救世軍出版供給部 

 禁酒のすゝめ 山室軍平 M45.7.17 
S12.3.5 30 版 

救世軍出版供給部 

 禁酒のすゝめ 山室軍平 M45.7.17 
S28.2.1 31 版 

救世軍出版供給部 

     

 酒害の真相 Dr. HUCO HOPPE 原著 
片山國嘉訳補刪定 

T2.6.15 南光江堂書店 

 社会廓清論 山室軍平 T3.10.19 警醒社書店 

 日本書紀  神代巻 島根県皇典講究分所 T4.7.10 初版  
(S8)4.15 再版 

 

 TEMPERANCE 禁酒 長尾半平著 T6.2.15 丁未出版社 
 TEMPWRANC 禁酒 ﾊｰﾄﾞｶﾊﾞｰ 長尾半平 T6.2.15 丁未出版社  
 回顧八十年 根本 正 T8  根本 正 

 太陽増刊 新法令 第四十五回帝国議会史 

未成年者飲酒禁止法 成立時の条文 

 T11.5.20 博文館 

 禁酒問題叢書 第四編 花柳病と酒 松浦有志太郎 T11.9.15 初 T15.1.25 2 版  禁酒評論社 
 THE JUVENILE ALCPHOLPROHIBITION BILL  

And Anti-Smoking And Opium Laws of Japan 

COMPILED AND TRANSLATED 

THE HON.  

SHO NEMOTO, M.P Tokyo Japan  

. 

1922(T11) 
 

未成年者飲酒禁止法の紹介 
報告書 

 禁酒雑誌 新国民 
 THE NATIONAL TEMPERANCE  MAGAZINE 

國民禁酒会 T8.5 月 第 66 号 
T2.2.22 第三種認可 

國民禁酒会 

 米国に於けるアルコール戦 田子一民 T8.10.05 初版、直再版 中央報徳会 



 二大宗教家の観たる酒 名和淵海、西田天光両師述 T8.11.25 日本国民禁酒同盟 
 (財)日本国民禁酒同盟 寄付行為 加盟手続き  T9.3 認可直後と推定 (財)日本国民禁酒同盟 
 Katayamashiki 

KINSHURON 酒害豫防論 
 

片山國嘉 
T.9.6.15 片山國嘉博士遺影あり 

秋南書院  
 兒魂百歳 禁酒の誓約 片山國嘉 大正期 秋南書院 
 Katayamashiki 

KINSHURON 酒害豫防論 
 

片山國嘉 
T.9.6.15 片山國嘉博士遺影あり 

秋南書院  
 禁酒誓約論 片山國嘉著 T.9.12.31 秋南書院 
 現代社会問題研究 本邦社会事業 第八巻 日本社会学書院調査部 T10.2.13 (株)冬夏社 
 禁酒問題に就て  中島玉吉 T10.3.20 初 13.7.1 7 版 日本国民禁酒同盟 
 新伝導叢書第十 人の肉と心を売買するもの 基督教興文協会編輯局 T10.3.23 基督教興文協会 
 不飲酒戒と因果の道理 和讃光融館 片山國嘉 T10.4.8  光融館 
 いづみ 第二号 鈴木梅太郎稿他 謄写版印刷 T11.6.19   

 酒害予防唱歌 酒害予防軍 進軍の歌 片山國嘉 帝国蓄音機ｴｺｰﾄﾞ付 T11.7.25 初 11.10.10 再 酒害予防軍本部発行 
 禁酒入門 片山國嘉著 T11.7.25 秋南書院 
 酒害豫防問答 片山國嘉著 T11.7.25 秋南書院 
 國民必讀酒害豫防講話 片山國嘉著 T11.7.25 秋南書院 
 人と酒 卜部幾太郎 T.11.07.28 京文社 
 大聖釈尊之教戒一滴の酒も咽喉を嚥下すべからず 戸口 一恕 T12.2.20 長崎県 禁酒会事務所 
 矢嶋梶子 基督教婦人矯風会刊 

守屋東記 
T12.2.25 婦人新報社 

 禁酒のおすすめ  長崎県視学殿 戸口 一恕 T12.3.15  
 古今禁酒大観  二冊 金沢 來蔵 T12.4.13 文化書房 

 此際に於ける一大急務としての禁酒事業 2冊 ﾏｰｸ R.ｼｮｳ T1211.15 日本国民禁酒同盟本部 



 近江の兄弟  T12.5.1 初版 
S12.2.20 56 版 

 

 家庭と酒 他十編 日高善一 T12.4.15 江副禁酒團 
 此際に於ける一大急務としての禁酒事業 ﾏｰｸ R.ｼｮｳ著 山崎郇山訳 T12.11.15 日本国民禁酒同盟本部 
 禁酒事業と禁酒宣伝 名和淵海 T11.12.8 名和淵海 

 禁酒叢書 第一編 第十四号 国家禁酒論 賀川豊彦 T13.1.10 岡山市 禁酒会館 
 雑誌 廃酒宣伝 白路 高島米峰,片山國嘉稿 國民排酒会 T13.1.1 創刊号 國民排酒会 
 雑誌 白路 高島米峰 来馬琢堂稿 國民排酒会 T13.2.1 第 2 号 國民排酒会 

 雑誌 白路 國民排酒会 T13.7.1 第 6 号 國民排酒会 

 実業教育 新読本 巻一 商工教育会編輯部 T13.3.30,10.10 再版 商工教育会 

 7 月 1 日 ｢無酒デー｣趣意書  T13.6  
 煙草の話 野田健治 T13.8.28 科学工藝社 
 島田三郎全集 第２巻 吉野作造 T13.9.25 警醒社書店 
 禁酒。貞潔。風教ヲ論ズ (内容は上と同じ) 吉野作造 T13.9.25 警醒社書店 
 愛の強さ 山本 勲 T13.10.10 奈良県 至誠禁酒同盟会 

 東京府社会事業協会報  T13.10 第 24 号  東京府社会事業協会 
 世界各国に於ける禁酒立法に関する大勢  

World-wide Progress Toward Prohibition 
Registration の抄訳 

米 チェリントン博士 T13.10  
二部あり 社会局 第二部 

 禁酒トラクト第九号 臥薪嘗胆とは何ぞ 永井柳太郎 T13.10.30 (財)日本国民禁酒同盟 
 婦人参政権叢書二 婦人公民権等は何か 久布白落實 T13.11.11 婦人参政権協会 

  雑誌 自動道路  禁酒の神様 記事 西川光二主筆 T13.12.1  
 新伝道叢書第十一 学生と酒 三部 ﾏｱｸ ｱｰｼｮｳ著- T14.1.14 初 15.1.20 再 教文館 



 國民禁酒の研究  
未成年者飲酒禁止法案提出の理由 

根本 正 
編者 守屋 東 

T13.12.13 第五版 婦人新報社 

 世界は禁酒となるか ﾁｬｰﾙｽ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ﾗｯｾﾙ著 青木庄蔵 T14.1,15 日本国民禁酒同盟 

 不飲酒戒と因果の道理 和讃 片山國嘉 大正期と推定 光融館 

 新伝道叢書第十人の肉と心を売買するもの 日本基督教興文協会編輯部 T14.3.23 日本基督教興文協会 
 新伝導叢書第十一 学生と酒 ﾏｰｸ R.ｼｮｳ T14.1.14 初 教文館 
 新伝導叢書第十一 学生と酒 ﾏｰｸ R.ｼｮｳ T14.1.14 初 14.1.20 再版 教文館 
 世界をめぐりて 青木庄蔵 T14.3.10 青木匡濟財團 

 禁酒問題叢書 第四編 摂取の害毒 松浦有志太郎 T14.4.5 禁酒評論社 
 病気と養生 菊池米太郎 T14.5.5 初版 

T15.2.1 3 版  
東洋生命保険(株)奉公部蔵版 

 国民的禁酒の国家経済に及ぼす影響につい

て 
青木庄蔵述 T14.2.25 初 15.6.10 4 版 (財)日本国民禁酒同盟 

 国際聯盟と醜業婦女売買  廓清会代表安部磯雄 T14.9.12 基督教婦人矯風会 
 酒類管理に就て 附コロンビヤ洲酒類管理法 小林十二造編述 T14.12.10 登龍閣 

 不老長命之要訣益軒先生養生訓 

 

編輯宮城伊兵衛､ 
改題者西村文則 

T15.5.20 昭文堂 

 ハウス オヴ コブヴェブス 

House of Cobwebs  
牧  一訳、寺井 邦男訳 T15.7.5 廣文堂書店 

 増富政助氏述 禁酒大観  大正時代と推定 中央社会事業協会社会事業講座萃抜 
 室内遊戯 下 奇術編､パッヅル編､手影編 伊藤一隆 破損 大正時代と推定 世界文庫刊行会 

 救世軍略史 山室軍平 T15.10.1 救世軍出版及供給部 
 酒精問題研究 青木匡濟 T15.10.10 (財)青木匡濟財団 



 鉄道禁酒会 御中(誓約書葉書)  大正時代と推定  
  日本人の道徳 岡山 禁酒会館 大正時代と推定 岡山禁酒会館 事務所 
 興国叢書第一編 進軍ラッパ 宇垣 弘 T15.9.20 興国連盟 
 丁酉倫理会 倫理講演集 米国禁酒問題あり  T15.1.1 発行 291 号 大日本図書（株） 

 新講談 禁酒名主  鶴見欽次郎述 大正時代と推定 長野県 日本国民禁酒同盟諏訪禁酒会 

  禁酒問題 神戸三菱職工学校長小川承吉講述 大正時代と推定 神戸三菱禁酒團 
 東京禁酒会(M23 創立)入会申込書  規則あり 大正時代と推定  
 雑誌 非時 THE SIGN of THE TIMES  T15.5.5 第 28 巻第 5 号

M32.6.17 三種郵便認可 
末世之福音社 

 文化の発達と禁酒法 S.H.ｳｴﾝﾗｲﾄ 
PROGRESS  OF  CULTURE  AND 

PROHIBITINON  LAW 

阪谷芳郎述 T15.2.15 教文館 

 全国小学校 禁酒禁煙教育運動報告 Ⅱ  
 

編者 守屋東  T15.12.25 基督教婦人矯風会 
少年禁酒軍本部 

 余は何故に禁酒をしたか 竹谷 廣述 大正期と推定 筑豊禁酒同盟会 
 新トラクト第五号 日本佛教と禁酒運動 高島米峰 大正期と推定 日本国民禁酒同盟 
 家庭と禁酒  二部 婦人矯風会少年禁酒軍長 守屋東 大正期と推定 日本内国家庭会本部 青山学院Ⅱ号館内 
 母  今井三郎述 大正期と推定 日本内国家庭会本部 青山学院Ⅱ号館内 
 断酒献金の会 趣意書 福島県信夫郡 大正期と推定 断酒献金の会 
     

 トラクト一号 酒はなぜ飲んで悪いのか 松浦有志太郎 S2.3.18 (財)日本国民禁酒同盟 
 五拾五箇国における禁酒政策大要 二冊  S2.6.10 (財) 青木匡濟團 

 (財) 青木匡濟團 寄付行為  昭和初期と推定 (財) 青木匡濟團 



 三たび地租委譲を論ず 根本 正述 S3.1.10 根本 正 
 社会事業彙報 中央社会事業協会 S3.2.25 中央社会事業協会 
 雑誌 使命 政界革新並びに私有財産制度

研究 (禁酒誓約血判状 写真あり) 
 S3.3.1 京都 使命社 

 トラクト 私の禁酒断行の動機 小山則國 S4.9.15 大阪禁酒会 
  軍人と飲酒問題 中将 井上一次 S4.7.7 興国連盟代表宇垣 

 弘霊岸授産揚出版部 
 雑誌 白十字 切欠頁あり  S4.7.10 白十字会 
 微光八十年 (根本 正 伝的内容) 

Glimpses of Eighty Years  

 石井良一 
Sho Nemoto 

S6.1.1 中外商業新報社 石井良一 

 神と人  聖書の歴史図解あり 青木庄蔵 S8.6.12 (財) 青木匡濟團 
 神によって救はるゝ日本 青木庄蔵 S8.10.23 初 9.3.25 3 版 (財) 青木匡濟團 
 禁酒叢書第弐編 春日賢一編 版 手良禁酒会 

 禁酒叢書第参編 春日賢一編 版 手良禁酒会 

 禁酒叢書第四編 春日賢一編 S8.11 手良禁酒会 

 禁酒叢書第五編 春日賢一編 S8.11 手良禁酒会 

 禁酒叢書第六編 春日賢一編 S8.11 手良禁酒会 

 禁酒叢書第七編 禁酒壮話 春日賢一編 S8.11 手良禁酒会 

 禁酒叢書第八編 禁酒快談 春日賢一編 S8.11 手良禁酒会 

 禁酒叢書第九編 禁酒快挙 春日賢一編 S8.11 手良禁酒会 

 禁酒叢書第拾編 飲酒哀話 春日賢一編 S8.11 手良禁酒会 

 体験長寿養生法 佐伯理一郎 S9.1.1,10 版 S12.1.1,40 版   



 基督教婦人矯風会栃木県部会 会報第三号   S9.7  

 子は國の寶 日本少年保護協会 牛込次郎吉  S9.4.30 大阪 朝日新聞社事業団寄贈 
 小塩塾 初年記録 小塩高恒 S9.4.30  
 子は國の寶  S9.4.30 日本少年保護協会 
 岡山禁酒会館の過去と現在 2 冊 岡山禁酒会館 S9.12.15 岡山禁酒会館 
 東北地方に於ける酒類密造の概要  S9.5 仙台税務監督局 
 児童虐待防止法の話 児童援護協会 S9.9.20 児童援護協会 
 松浦博士 高橋重蔵 S9.10.25 京都禁酒会 
 会員名簿 附 禁酒年鑑  東京禁酒会 S9.12.25 東京禁酒会 

 東洋禁酒大観 松本勝三郎 S10.3.10  
 

近畿禁酒連盟発行 
日本国民禁酒同盟発売 

 矢嶋梶子傳 徳富蘇峰監修、 
久布白落実編纂 

S10.4.5 不二屋書房 

 少年不良化を防ぐには  成田勝郎 S10.4.17. 日本少年保護協会東京支部 
東京朝日新聞寄贈二冊 

 少年不良化を防ぐには 成田勝郎 S10.4.17 日本少年保護協会東京支部 寄贈 
 少年不良化を防ぐには 成田勝郎 S10.4.17 東京朝日新聞社寄贈 

日本少年保護協会東京支部 
 青年死刑囚最後の手紙 浅野 研 真校 S10.8.15 仏教社会学院ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ第二冊  
 南北米百五十日の旅  二冊 廓清会婦人矯風会廃娼聯盟 S10.12.5 基督教婦人矯風会 
 聯合婦人 昭和拾年婦人年鑑 (不二出版の復刻版発行 平成)  S10  NO.65  東京連合婦人会 
 生命・酒・麻薬 R. E. Corradini 中村獅雄訳 S11.3.28 教文館 

 生命・酒・麻薬 R.E. ｺﾗﾃﾞﾆ著 中村獅雄 (S11)3.30 教文館 



 新興農家の結婚問題  石川県禁酒聯盟 S11.4 石川県禁酒聯盟 
 酒と人生  國谷 秀 S11.8.18 末世之福音社 

 凡人の非凡人 無酒庵主 

上製､並製二冊あり 

内海啓蔵 S11.8.11 日本国民禁酒同盟 
田村郡禁酒同盟 

 鐵道青年(雑誌) 長尾半平先生追悼号 鐵道青年會本部 東京神田 S11.8.1 第 28 年第八号 長尾半平画像あり 
 漢和 酒文化獻類聚 石橋四郎編 S11.9.25 酉文社 

 日本基督教婦人矯風会五十年史 守屋東 S11.12.20 日本基督教婦人矯風会 
 古文書が語る維新秘史 弘津藤吉 S12.1.1 下関集文堂書店 
 身軆に及ぼす 飲酒の害毒 岡田道一 S12.1.1 初版 

S30.11.25 3 版 
 

日本禁酒同盟内 断酒友の会本部 
 身体に及ぼす 飲酒の害毒 岡田道一 S12.1.1   子ども衛生社 
 身軆に及ぼす飲酒の害毒  

岡田道一著 
S12.1.1 初版 
S14.8.1 2 版  

 
子供衛生社 

 医道革新論 諸岡 存、島影 盟 S12.1.20 大東出版社 

 飲酒の禮讃者へ テオグレース博士原著(独) 

医師禁酒会訳岡田道一代表 
S12.1.30 子供衛生社 

 恐るべき喫煙と健康 岡田道一編著 S12.2.10 明治図書(株) 

 二宮翁追憶談 井上哲次郎 S12.3.31 栃木県学務部 
 二宮先生 遺蹟案内 尊徳会 S12.9.10 再版 栃木県尊徳会主事生井整是 

 長尾半平伝 石井 満 S12.1.18  遺影多数 教文館 
 山室悦子 (軍平の母) 山室軍平述 S12.3.31 救世軍出版及供給部 
 麻薬中毒者救護会年報  S12.10 麻薬中毒者救護会 
 雑誌 勤労者講座  （陛下が飲まない） 御側近に奉仕して 奈良武次 S13.1.15 71 号 勤労者教育中央会 



 少年満州読本 木戸幸一、長与善郎 S13.5.20 日本文化協会新潮社出版 
 教科の資料 第 3 種  不詳 文部省 
 薬の寿命 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 山県 汎 不詳  
 タバコ 清水富彦 不詳 亜細亜農林社 
 道ひとすじ 渡辺みえ 不詳 全国青少年育成会 
 生江孝之君古希記念 多数共著 S13.08.01 生江孝之君古希記念會 
 一覧  S15.3 日本基督教婦人矯風会 
 禁酒報国歌集 小塩完次 S15.5.7 日本国民禁酒同盟 
 紀元二千六百年 禁酒報国歌集 作権発行者 小塩完次 S15.05.07  (財)日本国民禁酒同盟 
 三井田川禁酒会絵葉書 創立十周年記念 禁酒社宅  推定 絶対禁酒血判状 
 紀元 2600 年記念青少年禁酒禁煙遵法大会  S15.5.5 日比谷公園大音楽堂 
 日本禁酒史   二冊 小野清一郎､諸岡存監修 

藤原暁三執筆 
S15.5.9 日本国民禁酒同盟 

 第三回人口問題全国協議会報告書 

戦時に於ける禁酒政策の展開 小塩完次 

財団法人人口問題研究会 S16.1.15 人口問題研究会 

 特別及ビ小委員会ニヨル綜合研究ノ概要 

委員大平得三 第三小委員小塩完次  

日本学術振興会 
書記小塩松象、嘱託小塩喜男 

S16.5 日本学術振興会 

 評伝 山室富士  山室武甫 S16.3.30 救世軍出版供給部 

 禮気の新体制 矢島 環 S16.4.1 矢島 環 
 煙草   ｻﾝｸﾁｭｱﾘｰ大佐著岡田道一訳補 S16.4.20 初 16.6.25 再 愛之事業者 
 酒･煙草の内面暴露  二冊 岡田道一 S16.11.15 日本出版配給(株) 
 並大阪婦人ホーム事業報告  1941(S16) 基督教婦人矯風会大阪支部 
 戦時酒造禁止に関する建議  S16  (財)日本国民禁酒同盟 
 青年期の生理と保険 岡田道一 S17.3.10 欧文社 当時同盟の人 



 三谷隆正誄辞集  S17.02.17   
 二宮翁夜話 祓録  S17.9 栃木県 
 わらぢの跡 （鎌田三之助） 松田武四郎 S18.1.5 京文社書店 

 仁 ＋ 愛 第五巻 第二号(雑誌) 満州国赤十字社 康徳 10(S18).2.1 新京 満州国赤十字社 

 青年禁酒法案 国会速記録  S18.3.25 帝国議会 
 文化日本(雑誌) 伊賀良一 S18.4.1 日本文化中央聯盟  

 療養知識 六月号 (雑誌) 社団法人白十字社 S18.6.1 社団法人白十字社 

 神道の呼吸法 息長と禊祓 中川正光 S18.6.4 鉄砲洲稲荷神社 

 酒害を語る  北野恭一 S18.9.15 酒害予防協会 

 處世と青年 高島米峰 S19.4.20 潮文閣 

     

 婦人参政権問答 婦人の友誌 社会党書記長 片山 哲 S20.10.1 号 婦人之友社  

 公民叢書 新しき政治と婦人の課題 市川房枝 S21.4.5 社会教育連合会 
 アメリカ新聞読本 細入藤太郎 S21.6.20 コバルト社 
 雑誌 湖畔の声  山室武甫 西村関一記事 S21.8.17 湖声社 
 わが中国四国 百首 岡田道一 S23.5.22  
 七十七年の想い出 ガンドレッド恒 S24.9.25 植村書店 

 民衆の友 山室軍平   三冊 山室武甫 S25.3.10 日本文化協会 
 参議院公述人 青少年飲酒防止法 (25 歳) 小塩完次 S25.3.25  
 参議院委員会で 同上法案可決  S25  
 平和主義者は今日何をなすべきか Elizabeth G Vining  S25.11.04 新渡戸記念講座 東京友会 
 ジョージ フォックス 山室武甫 S25.11.5 愛文社  



 禿翁百話  山本邦之助 S26.1.1 新々堂 

 爐ほこり 亀谷臥石 S27.1.30 一燈園 印刷部 
 婦人と日本 第八号 久布白オチミ S26.2.29 ジャパンウイメン社 
 婦人と日本 第九号 久布白オチミ S27.1.31 ジャパンウイメン社 
 婦人と日本 第十号 久布白オチミ S27.2.29 ジャパンウイメン社 
 婦人と日本 第十一号 久布白オチミ S27.3.30 ジャパンウイメン社 
 婦人と日本 第十二号 久布白オチミ S27.12.30 ジャパンウイメン社 
 婦人と日本 第二八号 久布白オチミ S29.1.30 ジャパンウイメン社 
 信仰の人 江原素六先生 江原先生三十周年記念会 S27.5.18 江原先生三十周年記念会 
 トラ大臣になるまで 米山(泉山)三六 S28.10.20 初 

S35.6.5 17 版 
新紀元社 

 ショート バイブル 新約編  ｴﾄﾞｶﾞｰ.J.ｸﾞｯﾄﾞｽﾋﾟｰﾄﾞ 
J.M．ﾎﾟｳｲｽ ｽﾐｽ編 

S28.12.25 
片山 哲訳 

ｷﾘｽﾄ教文化書刊行会 
嚴松堂書店 

 アルコール中毒  ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾏﾘﾆｬｯｸ ﾛﾍﾞｰﾙ ｺﾗﾝ   
 アルコール中毒 新聞記事多数挟み 三浦 ﾀｲ栄 堀内秀共訳  198 白水社 
 山室軍平選集 Ⅰ 聖書研究  S32.5.30 再版 山室軍平選集刊行会 
 山室軍平選集 Ⅱ 説教集   山室軍平選集刊行会 

 山室軍平選集 Ⅲ   山室軍平選集刊行会 

 山室軍平選集 Ⅳ 信仰の実践と修養   山室軍平選集刊行会 

 山室軍平選集 Ⅴ 説教集(上)   山室軍平選集刊行会 

 山室軍平選集 Ⅵ 社会事業 山室武甫 S28.10.5 山室軍平選集刊行会 

 山室軍平選集 Ⅶ ウイリアムブース伝   山室軍平選集刊行会 

 山室軍平選集 Ⅷ 伝記   山室軍平選集刊行会 



 山室軍平選集 Ⅸ  人物編   山室軍平選集刊行会 

 山室軍平選集 Ⅹ  書翰集   山室軍平選集刊行会 

 山室軍平選集 別冊 追憶  2冊  S29.5.25 山室軍平選集刊行会 

 雑誌 酪農学校 7 巻 9 号  S29.9.7 伊藤一隆の経歴 P46 
 クロ船と”灰”ﾋﾞｷﾆ 下中彌三郎 S29.10.10 独立評論社 

 雑誌 酪農学校   スイス報告 川村秀雄 S29.8 野幌酪農高等学校 

 雑誌 酪農学校  丁抹＝ﾃﾞﾝﾏｰｸ報告 

黒沢酉蔵 叙勲挨拶状挟込 

川村秀雄 S30.2 野幌酪農高等学校 

 ディックの旅行 (体内旅行)   5 冊 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ﾍﾞｰｶｰ著 久布白オチミ訳 S30.1.5 婦人新報社 
 雑誌 国民  657 号 山室武甫 S30.2.1 社会教育協会 
 白洋舎五十年史  白洋舎 (S30)3.14 白洋舎 
 ヘレンケラー伝 山室武甫 S30.5.30 富士文化振興会出版部 

 明るい人生え 桑野千代 S31.11.10 日本基督教婦人矯風会 

 五十年の歩みと 五十日の旅 久布白オチミ S31.11.15 日本基督教婦人矯風会本部 
 あなたは酒をやめられる  ﾗﾙﾌ A.ﾊﾊﾞｽ著 浅野秋平訳 S31.12.15 平凡社 
 蒋介石 日本外政学会出版局 S30.12.25 日本外政学会 

 酒のやめ方やめさせ方 小塩完次著 1956(S31).7.31 
S31 

隆文堂出版(株) 
禁酒新聞として復刻版あり 

 五十年の歩みと五十日の旅 久布白オチミ S31.11.15 日本基督教婦人矯風会本部 

 酒道 よろず三昧 芝田晩成 S32.4.15 ダヴィッド社 

 生江孝之先生口述 わが九十年の生涯 自叙伝刊行委員会 S32.08.12 葬 7.31 死去 

その後と思われる 

第七代理事長 完次上堀内など良い群像

写真あり葬儀 
 さくらんぼ 1957 大東学園 15 周年  1957(S32) 大東学園 



 宇都宮仙太郎 
 

黒沢酉蔵 
昭和 2 年財団法人日本禁酒同盟理事 

S33.01.01 酪農学園出版部 
 

 新島 襄の生涯 神田哲雄 1958(S33).25  社会教育者連盟 遺影あり 
 安部磯雄 伝 片山 哲 S33.6.10 毎日新聞社 

 赤十字の諸原則 井上益太郎 1958(S33)9.1 日本赤十字社 

 闇より光へ ある死刑囚の手記 野辺地天馬 H. V. Nicolson S33.9.20 クリスチャン社 

 愛の使徒 山室軍平    山室武甫 S35.9.10 福音宣教会 

 酔っ払い防止法の解説 警察文化協会双書 S36.6.30  
 冬至祭開運叢書 第一集 更生 中川正光 S29.12.22 初 

S35.12.22 4 版 
鉄砲洲稲荷神社 

 冬至祭開運叢書 第二集 生長の道 中川正光 S30.12.22 
S37.12.22 4 版 

鉄砲洲稲荷神社 

 無病長生の秘訣 小林 強 S36.10.20 無病長生協会 
 渋沢栄一 渋沢秀雄 S31.10.1 渋沢青淵記念財団龍門社 
 

欅と竜胆
りんどう

 
松前信子 1965(S33)3.15､ 

1968.8.15 三刷  
東海大学出版会 

 冬至祭開運叢書 第三集 出来心 中川正光 S31.12.22 初 
S35.12.22 3 版 

鉄砲洲稲荷神社 

 冬至祭開運叢書 第四集 試し斬り 3冊 中川正光 S33.12.22 初 
S35.12.22 再 

鉄砲洲稲荷神社 

 冬至祭開運叢書 第五集 因果の袈裟斬り 中川正光 S35.12.22 鉄砲洲稲荷神社 

 冬至祭開運叢書 第六集 ヤモリ夫婦 中川正光 S38.12.22 鉄砲洲稲荷神社 

 冬至祭開運叢書 第七集 継父 中川正光 記入なし 鉄砲洲稲荷神社 



 冬至祭開運叢書 第八集 芸者道 中川正光 S37.12.22 鉄砲洲稲荷神社 

 冬至祭開運叢書 第九集 脱線 中川正光 S37.12.22 鉄砲洲稲荷神社 

 冬至祭開運叢書 第十集 無報酬の報酬 中川正光 S38.12,22 鉄砲洲稲荷神社 

 冬至祭開運叢書 第十八集 新規蒔直し 中川正光 S46.12.22 鉄砲洲稲荷神社 

 煙草の害を防ぐには 岡田道一 S38.3.10 子ども衛生社 
 雑誌 世界の動き P28トルテカ属は飲酒民族 外務省情報文化局 1961(S36).8 外務省情報文化局 

 神道の救い  三冊 中川正光 S37.6.30 初 41.6.3 版 神社本庁 
 なぜ煙草が悪いか ｴｰﾘｯﾋ ﾊﾟｰﾙﾏﾝ著 岡田道一訳 S38.7.1 子ども衛生社 
 在米同胞の先覚 小林政助伝 山室武甫編著 S38,8.1 山室軍平選集刊行会版 

 わが心の愛読書 片山 哲著 初版 S38.10.30 
増補一版 S39.8.15 

エリ－ト社 

 雑誌 文芸朝日 禁酒のすすめ 梅崎春生 S40.2 朝日新聞社 
 山室軍平  山室武甫 S40.3.5 玉川大学出版部 

 中央公論社の八十年 宮本信太郎 S40.10.13 中央公論社  

 光をかかげた人 根本正 伝 三部あり  1966(S41).4.1 日本基督教婦人矯風会出版部 
 民主主義の源を探る 片山 哲 S41.7.1 日本クリスチャン／アカデミー出版部 
 創立 80 周年記念 あしあと 4 冊  1966(S41) 横浜禁酒会 
 回顧と展望  片山 哲 1967(S42)2.10 稲村出版(株) 

 私の生涯 高橋誠一 S44.3.25 茅ヶ崎学園 

 耽美 うき世絵ばなし 神保朋世 S42.4.15 芳賀書店 
 雑誌 酒害研究 通巻 50.6 号 小浜利得 山室武甫寄稿 S44.6.20 S39 年 12 月第三種認可 日本酒害防止協会 
 雑誌 湖畔の声 １０  S45.10.1 湖畔の声 
 日本禁酒運動の八十年 小塩完次著 S45.10.5 日本禁酒同盟 頒布対アルコール協会 



 米書便り （憲法史）  米国大使館文化交換局 1960(S45)11 米国大使館文化交換局 
 断酒のみちびき 日本対アルコール協会 S45 推定 社会保険出版社 
 １９７１ 基督教年鑑  1971(S46) キリスト新聞社 

 津田 仙 明治の基督者 都田豊三郎 S47.11  三五堂 遺影あり 
 東京断酒  綴り 断酒新生会 S47.3 号~S59.1.20 断酒新生会 
 日本の進む道と教育文化改造論 

政治の流れを変えるため 
山中吾郎 S47.10 遺影あり 衆議岩手 1 区社会党 

酒害防止協会理事長 
 我孫子孝次先生 

（北海道農業のパイオニア我孫子孝次 部分） 

北海道総務部知事室 S48.早春 （財）我孫子顕彰会 

 アルコール中毒新要綱 マーティ マン 山室武甫訳 S49.3.30 社団法人酒害防止協会 
代表理事鶴田良男 

 雑誌 光友 388 号  S49.10.10 光友会本部 
 雑誌 光友 390 号  S49.12.10 光友会本部 
 雑誌 更生保護   S50.4.1 法務省保護局 
 雑誌 安全衛生 268 12月号 (ｱﾙｺｰﾙ薬物)  推定  
 伊藤一隆 江原小彌太 S51.1 都南葛飾新宿町 木人社  
 酒害を語る 北野恭一 S48.9.15 酒害防止協会 

 断酒五年の歩み  S50.4.20 全断連断酒ホトトギス会 
 隠れた教育者 春山太郎の生涯 須田清基 S50.9.30 群馬寛容会 
 ﾊﾟﾝﾌ 中高生のための アルコール教室 全断連 不詳 全断連 

 岡山禁酒会館回顧録 大正 8迄年表 出資者名簿 岡山禁酒会館 事務所 1976(S51) 岡山禁酒会館 事務所 
 パンフ 酒害防止のはたらき 2 部  1975(S50)11.10 第 2 刷 日本キリスト教婦人矯風会 
 津山基督教図書館五十年誌 森本謙三氏､托栄二氏持参献本 S51.12.5 津山基督教図書館 



 平和国民の栄誉と幸福 五十年誌別冊 S52.3.10 津山基督教図書館 

 雑草のように逞しく 赤松常恒子の足あと 赤松常子顕彰会 S52.6.4 赤松常子顕彰会 

 雑誌 同朋 第 28 巻 9 号  S52.9.20 真宗太谷派宗務所出版部 
 精神医療 日本の精神病院を巡る各地の

状況(Ⅱ) VOL.6,NO.4 
 S52.11.15 岩崎学術出版社 

 酒害研究 6 冊 片山哲巻頭 小塩完次 山室武甫 東京青年文化会館 不詳  東京青年文化会館 
 ALERT No.1 2 冊 片山哲 記事 禁酒禁煙協会 不詳 東京衛生病院 
 ALERT No.2 2 冊 禁酒禁煙協会 不詳 東京衛生病院 
 ALERT No.3 禁酒禁煙協会 不詳 東京衛生病院 
 日本基督教婦人矯風会東京部会会員名簿  S53.4 矯風会本部 
 雑誌 福音と歴史 ２号 伊藤一隆経歴  

伊藤一隆の論文挟み込み 

椎名重義 S53.5.10 福音と歴史社 

 片山 哲宰相 高世一成 S53.9.15 MUM 教育財団政治大学出版部 
発売 文化社 

 愛のわざ 中村万作 S53.7.21 土浦キリスト友会 

 パンフ 断酒のみちびき 8 部 日本対アルコール協会 S53 年頃 日本対アルコール協会 
 明治生まれの神田三崎町 鈴木理生 S53.7.7 青蛙房 

 福寿草 4 冊 中川俊子 S54.1.26 中川俊子 自費出版 
 アルコール問題       数冊在庫  発行者 小塩完次 S54.1.20 日本禁酒同盟 
 アルコール辞典 Alcohol Dictionary ﾏｰｸ ｹﾗｰ,ﾏｲﾘ ﾏｺｰﾐｯｸ著  

津久江一郎訳 
S54.2.15 診断と治療社 

 恵まれた人生 伝導と福祉 江森喜章 S.54.5.5 貴峯荘職業厚生センター 

 青少年のための酒害防止読本 三冊  S54.9.1 社団法人日本酒害予防協会 



 国訳 父母恩重響経  富長 蝶如先生校閲 S55 庚申  
 小山 威雄 追悼遺稿集  

(小諸市長本人葉書折り込みあり ) 

小山 雪(妻) S57.8.24 鬼灯書籍(株) 

   酒 桑野千代 S58.4.20 日本基督教婦人矯風会 
 山中吾郎 第九代同盟理事長 追悼集 S59.06.02 山中吾郎追悼集刊行会 
 大衆詩人 白楽天  岩波新書 261  2部  片山 哲著 1974(S59).8.10 岩波書店 

 アルコール依存症 ２２０万人 河野裕明 S60.10.1 アスク ヒューマン ケア 
 社会教育研究  S60, No.5 津山社会教育文化財団 

 飲酒問題対応マニュアル ｱﾙｺｰﾙ関連問題診断治療ﾏﾆｭｱﾙ検討会 S60 厚生省保健医療局精神保健課 
 雑誌 女人随筆 長瀬清子発行人 S62.6.1 女人随筆社 

 近代岡山の女たち 

長瀬清子氏の献本 

長瀬清子､ひろたまさき監修 

岡山女性史研究会 
1987(S62).8.1 三省堂 

 碌山・32歳の生涯 仁科 惇 1987(S62).6.25 三省堂 

小塩完次旧宅 「くるめがすりの家」として新地町へ解体移築に関連 禁酒運動・断酒会活動と無関係です。 
 ライトの生涯 ｵﾘｸﾞｳﾞｧﾝﾅ L. ﾗｲﾄ著 遠藤 楽訳 S52.12.30 初 58.10.10  

5 刷  
彰国社 

 遠藤 新 作品集  遠藤陶葬儀折込 遠藤 都 H3.9.25 遠藤 新生誕百年記念事業委員会 
 ライト館の幻影 遠藤 陶 H.9.6.29 廣済堂出版 
 楽しく建てる 遠藤 楽 H19.5.15 丸善 
 
 
 老いと健康 古川政己 1990(H2).9.20 初

1990.10.16 2 版 
岩波新書 



 研究所月報 No.19  4 1993 酒文化研究所 1993(H5).4 酒文化研究所 
 ハンドブック 続 アルコ-ル問題を考える本 地域アルコール対策｢仲間ととも

に歩む会｣ 
1993(H5)11.10 川島書店 

 断酒必携 指針と規範 全日本断酒連盟 1993(H5).9.1 初､

2000.8.10 2 版 
社団法人全日本断酒連盟 

 断酒必携 指針と規範 (普及版) 全日本断酒連盟 1993(H5).9 (社)全日本断酒連盟 
 断酒必携 指針と規範 学習手引き書 全日本断酒連盟 1993(H5).9.1 初

1993.12.20 2 版 
(社)全日本断酒連盟 

 断酒必携 指針と規範 学習手引き書(そ
の１) 

全日本断酒連盟 1993 (H5).9.1 初

1993.12.20 2 版 
(社)全日本断酒連盟 

 家族のための 回復への指針 全日本断酒連盟 1994(H6).10.1 初､

1995.1.15 2 版 
(社)全日本断酒連盟 

 MODERATION BOOK 酒は何より適量です サントリーお客様相談室 1994(H6).12 サントリーお客様相談室 
 アディクション  アルコール問題全国市民協会 1995(H7)4.10 (株)ASK 

 未成年者飲酒禁止法を作った人 根本 正伝 加藤純二 H7.11.1 好評頒布中     銀河書房 

 童話 涙がくれたおくりもの ｢お酒｣とた

たった めぐのおとうさん 
横田映代 H9.5.3 1 刷､10.1.16 3 刷 

  
富山断酒連合会 

上山順二。香代子 
 お酒と健康といのち 西岡伸紀 1998(H10).3.4 学習研究社 

 MODRRATION BOOK 3    1998(H10)-2000(H12) SUNTORY  
 

 

 

アルコール依存症(回復ノート) 
「酒のない人生」をはじめる方法 

アルコール問題市民協議会 1999(H11).6.1 アスク ヒューマン ケア 

 

 

アルコール依存症(回復ノート) ｢家族｣が

幸せを取りもどす とっておきの方法 
アルコール問題市民協議会 2000(H12).6.1 アスク ヒューマン ケア 



 アルコール依存症(回復ノート) ｢家族｣が

幸せを取りもどす とっておきの方法 
アルコール問題市民協議会 2000(H12).6.1 アスク ヒューマン ケア 

 福祉などの相談機関・団体ガイドブック 東京都社会福祉協議会 2005(H17).3 東京都社会福祉協議会 
 不屈の政治家 根本 正 編集委員会 H20 根本正顕彰会 
 ﾊﾟﾝﾌ アルコール中毒の治療  平成  

 ドクターのための百科ガイド  平成 (株)ミクス 
 写真と日記で綴る 

小塩完次とよ子の禁酒運動の歩み 

六波羅悟､小塩玄也､小塩政子､ 
小塩立吉(代表) 

 
H23.10.23 

好評頒布中  
(財)日本禁酒同盟 資料館 

 ﾊﾟﾝﾌ ほろにが通信   平成 朝日麦酒(株) 

 新 アルコールの害 樋口進 2012(H24).11.20 少年写真新聞社 

 不二出版 総合図書目録  2013(H25) 不二出版(株) 

 パンフ ほろにが通信  平成 アサヒビール提供 
 パンフ アルコール飲料の知識 2 部  平成 日本アルコール医学会 
     

 
 
 
 
 
その６ 2015.11.16 図書でないもの 
 叙勲記 中川正光 H3.2.23  遺影あり 道義新生会 
 濱谷理吉郎 肖像 根元正､林歌子と   大阪禁酒会 

 
 


