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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 一杯のおいしい紅茶 ジョージ・オーウェル∥ 朔北社 1995.1
一般 紅茶のある風景 土屋／守∥著 曜曜社出版 1996.6
一般 ロンドンのコーヒー・ハウス 小林／章夫∥著 ＰＨＰ研究 1994.1
一般 ヨーロッパアンティーク・カップ銘鑑 和田／泰志∥著 実業之日本 1996.1
一般 カフェ 渡辺／淳∥著 丸善 1995.4
一般 英国式ティーレッスン 山根／ユミ∥著 主婦の友社 1997.3
一般 紅茶のお菓子 大川／雅子∥〔著〕 雄鶏社 1995.1
一般 コーヒーのお菓子 大川／雅子∥〔著〕 雄鶏社 1996.4
一般 クマのプーさんティータイムブック Ａ・Ａ・ミルン∥原案 ＢＬ出版 1999.9
一般 ヨーロッパのカフェ文化 クラウス・ティーレ＝

ドールマン∥著 大修館書店 2000.5
一般 紅茶の国紅茶の旅 磯淵／猛∥著 筑摩書房 2000.7
一般 コーヒー・ハウス 小林／章夫∥〔著〕 講談社 2000.1
一般 コーヒー党奇談 阿刀田／高∥著 講談社 2001.8
一般 おいしい珈琲の事典 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2001.1
一般 和のティータイム 酒井／礼子∥著 文化出版局 2002.6
一般 おいしいコーヒーをいれるために 中川／ちえ∥著 メディア

ファクト 2002.1

一般 コーヒーの歴史 マーク・ペンダーグラス
ト∥著

河出書房新
社 2002.1

一般 おうちでも楽しめるカフェのおいしい
コーヒーの淹れ方 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2004.1

一般 ブラック・コーヒー 34 アガサ・クリスティー∥ 早川書房 2004.9
一般 紅茶 ウィンウィン∥編著 池田書店 2004.9
一般 紅茶を注文する方法 土屋／賢二∥著 文芸春秋 2004.1

一般 スターバックスコーヒー ジョン・シモンズ∥著
ソフトバン
クパブリッ
シング

2004.1

一般 知識ゼロからの紅茶入門 日本茶葉研究会∥編著 幻冬舎 2005.1
一般 昭和ジャズ喫茶伝説 平岡／正明∥著 平凡社 2005.1
一般 紅茶をもっと楽しむ１２カ月 日本紅茶協会∥監修 講談社 2005.1
一般 東京ブックストア＆ブックカフェ案内 交通新聞社 2004.1
一般 東京古本とコーヒー巡り 交通新聞社 2003.3
一般 一杯のカフェの力を信じますか？ 佐藤　裕久∥著 河出書房新 2006.1
一般 珈琲事典 新星出版社編集部∥編 新星出版社 2006.1
一般 おいしい珈琲をごいっしょに 甲斐　一江∥著 幻冬舎 2006.1
一般 紅茶の事典 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2007.2
一般 世界を変えた６つの飲み物 トム　スタンデージ∥著 インターシ

フト 2007.3

一般 おうちでいれるエスプレッソのおいしい
法則 横山　千尋∥監修 池田書店 2007.3

児童 茶の絵本 ますざわ　たけお∥へん 農山漁村文
化協会 2007.3

一般 お茶ほど楽しいことはない 大原　照子∥著 文化出版局 2007.6

児童 コーヒーのひみつ 青木　萌∥作　文

学研コミュ
ニケーショ
ンビジネス
事業部教材
資料制作室

2007.1
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年

児童 コーヒーのひみつ 青木　萌∥作　文

学研コミュ
ニケーショ
ンビジネス
事業部教材
資料制作室

2007.1

一般 はじまらないティータイム 原田　ひ香∥著 集英社 2008.1
一般 コーヒー・ブレイク１１夜 阿刀田　高∥著 文芸春秋 1984.9
一般 コーヒーの事典 田口　護∥監修 成美堂出版 2008.4
一般 コーヒー学のすすめ ニーナ　ラティンジャー 世界思想社 2008.8
一般 北欧のかわいいカフェ雑貨 ＭＣプレス 2008.5
一般 珈琲屋の人々 池永　陽∥著 双葉社 2009.1
一般 物語や絵本のお菓子ティータイムレシピ 北野　佐久子∥著 集英社 2009.1
一般 スターバックス テイラー　クラーク∥著 二見書房 2009.4
一般 紅茶を楽しむ 熊崎　俊太郎∥監修 大泉書店 2009.4
一般 日本カフェ興亡記 高井　尚之∥著 日本経済新

聞出版社 2009.5
一般 知識ゼロからのコーヒー入門 河野　雅信∥著 幻冬舎 2009.8
一般 カラーひよことコーヒー豆 小川　洋子∥著 小学館 2009.1
一般 コーヒーのグローバル・ヒストリー 小沢　卓也∥著 ミネルヴァ

書房 2010.2
一般 スターバックス再生物語 ハワード　シュルツ∥著 徳間書店 2011.4
一般 その日まで 吉永  南央∥著 文芸春秋 2011.5
一般 田口護のスペシャルティコーヒー大全 田口　護∥著 ＮＨＫ出版 2011.5
一般 もっと美味しいコーヒーが飲める４ス

テップ 田中　昭彦∥著 旭屋出版 2011.6
一般 英国アフタヌーンティー＆お菓子 小関　由美∥著 講談社 2011.9
一般 コーヒーもう一杯 平　安寿子∥著 新潮社 2011.1
一般 ラテアート＆デザインカプチーノＬＥＳ

ＳＯＮ
河出書房新
社 2011.1

一般 コーヒーブルース 小路　幸也∥著 実業之日本 2012.1
一般 おいしいコーヒーの経済論 辻村　英之∥著 太田出版 2012.4
一般 世界のかわいいカップ＆ソーサー 明石　和美∥著 誠文堂新光 2012.4
一般 図説英国ティーカップの歴史 Ｃｈａ　Ｔｅａ紅茶教室 河出書房新 2012.5
一般 珈琲店タレーランの事件簿 岡崎　琢磨∥著 宝島社 2012.8
一般 おいしい珈琲を自宅で淹れる本 富田　佐奈栄∥著 主婦の友社 2012.1
一般 紅茶の文化史 春山　行夫∥著 平凡社 2013.2
一般 珈琲店タレーランの事件簿 2 岡崎　琢磨∥著 宝島社 2013.5
一般 私はコーヒーで世界を変えることにし 川島　良彰∥著 ポプラ社 2013.5
一般 ちっぽけな恋 池永　陽∥著 双葉社 2013.5
一般 珈琲店・恋人たち ゴルドーニ∥作 岩波書店 2013.6
一般 カフェをつくりたい人の本 学研パブ

リッシング 2013.6

一般 京都　カフェと洋館アパートメントの銀
色物語 川口　葉子∥著 東京書籍 2013.8

一般 京都の喫茶店 木村  衣有子∥著 平凡社 2013.1
一般 お茶の時間のイギリス菓子 砂古  玉緒∥著 世界文化社 2013.1
一般 コーヒーおいしさの方程式 田口  護∥著 ＮＨＫ出版 2014.1
一般 ３０分で人生が深まる紅茶術 磯淵  猛∥著 ポプラ社 2014.2
一般 珈琲店タレーランの事件簿 3 岡崎  琢磨∥著 宝島社 2014.4
一般 図説英国紅茶の歴史 Ｃｈａ  Ｔｅａ紅茶教室∥ 河出書房新 2014.5
一般 大坊珈琲店 大坊  勝次∥著 誠文堂新光 2014.7
一般 糸切り 吉永  南央∥著 文芸春秋 2014.8
一般 コーノ式かなざわ珈琲 金沢  政幸∥著 大和書房 2014.9
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一般 ２１世紀のブランドを創る「星乃珈琲

店」誕生物語 大林  豁史∥著 ダイヤモン
ド社 2014.9

一般 珈琲店タレーランの事件簿 4 岡崎  琢磨∥著 宝島社 2015.2
一般 京都・大阪・神戸の喫茶店 川口  葉子∥著 実業之日本 2015.2
一般 小さなカフェのはじめ方 富田  佐奈栄∥著 主婦の友イ

ンフォス情 2015.5
一般 コーヒー語辞典 山本  加奈子∥著 誠文堂新光 2015.5
一般 紅茶屋のつぶやき 堀江  敏樹∥著 めこん 2015.4
一般 珈琲屋の人々 池永  陽∥著 双葉社 2015.7
一般 コーヒーゼリーの時間 木村  衣有子∥著 産業編集セ

ンター 2015.6
一般 ブックカフェを始めよう！ 日本ブックカフェ協会∥ 青弓社 2015.9
一般 カフェオーナー・カフェスタッフ・バリ

スタになるには 安田  理∥編著 ぺりかん社 2016.2

一般 コーヒーとパン好きのための北欧ガイド 森  百合子∥著 スペース
シャワーブッ 2016.4

一般 紅茶と薔薇の日々 森  茉莉∥著 筑摩書房 2016.9
一般 豆大福と珈琲 片岡  義男∥著 朝日新聞出 2016.9
一般 図説コーヒー ＵＣＣコーヒー博物館

∥著
河出書房新
社 2016.1

一般 華麗なる紅茶の世界 磯淵  猛∥監修 ぴあ 2016.1
一般 山猫珈琲 上巻 湊  かなえ∥著 双葉社 2016.1
一般 まひるまの星 吉永  南央∥著 文芸春秋 2017.1
一般 山猫珈琲 下巻 湊  かなえ∥著 双葉社 2017.1
一般 古民家カフェを開こう 五味  美貴子∥著 ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ 2016.1

一般 なぜスターバックスは日本で成功できた
のか 草地  真∥著 ぱる出版 2017.2

一般 図説紅茶 Ｃｈａ  Ｔｅａ紅茶教
室∥著

河出書房新
社 2017.2

一般 ときどき旅に出るカフェ 近藤 史恵∥著 双葉社 2017.4
一般 横浜元町コレクターズ・カフェ 柳瀬 みちる∥[著] KADOKAW 2017.3
一般 英国の郷土菓子 砂古 玉緒∥著 講談社 2017.1
一般 こぽこぽ、珈琲 阿川 佐和子∥[ほか]著 河出書房新 2017.1
一般 珈琲の世界史 旦部 幸博∥著 講談社 2017.1
一般 バターを使わないコーヒー、紅茶、日本

茶のお菓子 吉川 文子∥著 文化学園文
化出版局 2017.1

一般 三浦義武 缶コーヒー誕生物語 神 英雄∥著 松籟社 2017.1
一般 珈琲が呼ぶ 片岡 義男∥著 光文社 2018.1
一般 花ひいらぎの街角 吉永 南央∥著 文藝春秋 2018.2
一般 おいしい紅茶の図鑑 山田 栄∥監修 主婦の友社 2018.1
一般 カフェノナマエ 川口 葉子∥著 キノブック 2018.9
一般 コーヒー抽出の法則 田口 護∥著 NHK出版 2019.2
一般 京都コーヒースタンダーズ 田中 慶一∥監修 淡交社 2019.4
一般 アフタヌーンティーで旅するイギリス 新宅 久起∥著  編集 ダイヤモン

ド・ビッグ 2019.5
一般 コーヒーの歴史 ジョナサン  モリス∥著 原書房 2019.5
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