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書名 巻次 著者名 出版者
ウイスキーと私 竹鶴  政孝∥著 ＮＨＫ出版
酒の日本文化 神崎　宣武∥〔著〕 角川学芸出版

下戸の夜
本の雑誌編集部下戸班
∥編

本の雑誌社

酒読み
ほろよいブックス編集
部∥編

社会評論社

酔っぱらいの歴史
マーク  フォーサイズ
∥著

青土社

酒の日本文化史 横田 弘幸∥著 敬文舎

アガワとダンの幸せになるためのワイン修業
カジュアルワ
イン編

阿川／佐和子∥著 幻冬舎

葡萄酒物語 安斎  喜美子∥文 小学館

アガワとダンの幸せになるためのワイン修業
ゴージャスワ
イン編

阿川／佐和子∥著 幻冬舎

いちばんわかりやすいワイン入門 野田　宏子∥監修 日本文芸社
お酒手帖 加藤　篤士∥企画　監 竹書房
おいしいワインが出来た！ 岩本／順子∥〔著〕 講談社
超シャンパン入門 宇田川　悟∥〔著〕 角川書店
闘う純米酒 上野　敏彦∥著 平凡社
世界一高いワイン「ジェファーソン・ボト
ル」の酔えない事情

ベンジャミン　ウォレ
ス∥著

早川書房

おとなのワイン塾 太田　悦信∥著 時事通信出版局
２０００円のワインでもソムリエと会話がは
ずむ本

扇谷  まどか∥著 秀和システム

酒 小沢／正昭∥著 研成社
近代日本のビール醸造史と産業遺産 川島  智生∥著 淡交社
日本酒語辞典 こいし ゆうか∥著 誠文堂新光社
甲州・信州のちいさなワイナリーめぐり ワインツーリズム∥監 Ｇ．Ｂ．
今宵は純米酒 週刊朝日編集部∥編 朝日新聞出版
日本の酒 坂口　謹一郎∥著 岩波書店
酒呑みに与ふる書 キノブックス編集部∥ キノブックス

焼酎の図鑑
日本酒サービス研究会
酒匠研究会連合会∥監

マイナビ

シャンパン博士のシャンパン教科書。 大井　克仁∥監修 ワニブックス
ジャパニーズウイスキー 土屋　守∥著 新潮社
日本酒の近現代史 鈴木  芳行∥著 吉川弘文館

図説ビール
キリンビール株式会社
∥著

河出書房新社
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世界が認めた日本のワイン リイド社

世界と日本のビール図鑑
世界のビール博物館∥
監修

主婦の友社

究極にうまいクラフトビールをつくる 永井  隆∥著 新潮社

日本酒のペアリングがよくわかる本 葉石 かおり∥監修
シンコーミュー
ジック・エンタ
テイメント

日本酒完全バイブル 武者  英三∥監修 ナツメ社
日本の美しい酒蔵 木下 光∥著 エクスナレッジ

北陸酒紀行
富山・石川・
福井

北陸電力／企画
金沢：橋本確文
堂

北陸日本酒ほろ酔い紀行 イースト  プレス∥編 イースト・プレ
利き酒入門 重金／敦之∥著 講談社

夕方５時からお酒とごはん 伊藤  まさこ∥著
ＰＨＰエディ
ターズ・グルー

ちびちびごくごくお酒のはなし 伊藤　まさこ∥著
ＰＨＰエディ
ターズ・グルー

ひとり飲む、京都 太田　和彦∥著 マガジンハウス
酒の肴、おいしい愉しみ 根本／きこ∥著 集英社
居酒屋の人気おつまみ 世界文化社
旨いつまみの正解 主婦の友社∥編 主婦の友社
夜9時からの飲めるちょいメシ サルボ恭子∥著 家の光協会
つまみでおかず 瀬尾 幸子∥著 家の光協会

特選おうちで居酒屋
ＹＹＴ  ｐｒｏｊｅｃ
ｔ∥編

池田書店

和つまみ 平野 由希子∥料理 ナツメ社
柳澤英子のやせるおつまみ3行レシピ 柳澤 英子∥著 マガジンハウス
男子厨房居酒屋料理 横田  渉∥著 成美堂出版
まいにち冷奴 小林 まさみ∥著 成美堂出版
ビールがおいしい！野菜のおつまみ 松尾　みゆき∥著 家の光協会
大人のほろ酔いチョコレート 高橋  里枝∥著 誠文堂新光社

お酒にあうスイーツレシピ 新田　亜素美∥著
ソフトバンクク
リエイティブ

美味い果実酒・効く薬用酒１５０種 秋本／由紀子∥著 池田書店
果実酒とジャム１６０ 飯田　順子∥著 主婦の友社
大人女子カクテル７４＆カンタンおつまみ４
４

伊野　由有子∥著 講談社

カクテル完全ガイド
ＹＹＴ  ｐｒｏｊｅｃ
ｔ∥編

池田書店
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もう一杯だけ飲んで帰ろう。 角田 光代∥著 新潮社
日本の街角酒場で呑み語らう 小西  康隆∥文  絵 東邦出版
お酒とつまみと友達と こぐれ　ひでこ∥著 宝島社
「独りバー」はこわくない 根津　清∥著 中央公論新社
美酒楽酔飲めば天国 阿川　弘之∥ほか著 講談社
フレッシュフルーツカクテルブック 水沢　泰彦∥著 誠文堂新光社
旬がおいしい果実酒・ジャム・フレッシュ
ジュース

村井　りんご∥著 成美堂出版

居酒屋礼讃 森下　賢一∥著 筑摩書房
酒談義 吉田 健一∥著 中央公論新社
居酒屋ぼったくり 秋川  滝美∥〔著〕 アルファポリス
居酒屋ぼったくり 2 秋川  滝美∥〔著〕 アルファポリス
Ｒのつく月には気をつけよう 石持　浅海∥著 祥伝社
Rのつく月には気をつけよう [2] 石持 浅海∥著 祥伝社
マッサン 上 羽原  大介∥作 ＮＨＫ出版
マッサン 下 羽原  大介∥作 ＮＨＫ出版
センセイの鞄 川上／弘美∥著 平凡社
蛍坂 北森／鴻∥著 講談社
香菜里屋を知っていますか 北森　鴻∥著 講談社
桜宵 北森／鴻∥著 講談社
飲めば都 北村　薫∥著 新潮社
花の下にて春死なむ 北森／鴻∥著 講談社
風のマジム 原田　マハ∥著 講談社
ランチ酒 原田 ひ香∥著 祥伝社
ランチ酒 原田 ひ香∥著 祥伝社
バーにかかってきた電話 東／直己∥著 早川書房
探偵はバーにいる 東／直己∥著 早川書房

ビール
赤塚  不二夫∥〔ほ
か〕著

パルコエンタテ
インメント事業

ほろ酔い天国 青木 正児∥[ほか]著 河出書房新社
日本の名随筆 別巻４ 作品社
カクテルアンコールｉｎ　Ｎ．Ｙ． エルベ・ル＝テリエ∥ 求竜堂
ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） ０３月  １８ プレジデント社
ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） ０３月  １９ プレジデント社
ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） １２月  １６ プレジデント社
ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） ０３月  １７ プレジデント社
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