
３階展示「カフェをめぐる冒険」展示資料リスト

著編者名 書名 発行所 出版年 請求記号 資料ID

初田亨著 カフェーと喫茶店 : モダン都市のたまり場 INAX出版 1993 673.98/ﾊﾂ/1040440 1110404402

渡辺淳著 カフェ : ユニークな文化の場所 （丸善ライブラリー） 丸善 1995 B/235/ﾜﾀ/677174 1106771746

沼田元気／カメラと
ペン

喫茶店(カフェ)百科大図鑑 ギャップ出版 2002 673.98/ﾇﾏ/827525 1108275255

高井尚之著 カフェと日本人 （講談社現代新書） 講談社 2014 673.98/ﾀｶ/1093415 1110934150

渡部和泉著 心地よいカフェのインテリア 旭屋出版 2011 526.67/ﾜﾀ/1035458 1110354580

小林信三著 人はなぜマンガ喫茶に集まるのか? しののめ出版 2009 673.94/ｺﾊ/984019 1109840195

水島宏明著 ネットカフェ難民と貧困ニッポン
日本テレビ放送
網

2007 368.2/ﾐｽ/932784 1109327848

川崎昌平著 ネットカフェ難民 : ドキュメント「最底辺生活」 幻冬舎 2007 368.2/ｶﾜ/926125 1109261254

テイラー・クラーク著;
高橋則明訳

スターバックス : 成功の法則と失敗から得たもの 二見書房 2009 673.98/ｸﾗ/963421 1109634212

ハワード・シュルツ著 スターバックス再生物語 徳間書店 2011 673.98/ｼﾕ/1017194 1110171946

ハワード・ビーハー
著、関美和 訳

スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切
な原則

日本経済新聞出
版社

2009 ﾋﾏ/336.3/ﾋﾊ/958364 1109583641

ブライアン・サイモン
著、宮田 伊知郎訳

お望みなのは、コーヒーですか? : スターバックスからアメリ
カを知る

岩波書店 2013 673.98/ｻｲ/1062713 1110627130

塩沢 槇／文・写真 東京ノスタルジック喫茶店 茉莉花社 2009 596.7/ｼｵ/965056 1109650566

塩沢槇／文・写真 東京ノスタルジック喫茶店 2 茉莉花社 2011 596.7/ｼｵ/1021524 1110215245

泉麻人著 東京ふつうの喫茶店 平凡社 2010 596.7/ｲｽ/993276 1109932760

泉麻人著 東京いつもの喫茶店 平凡社 2013 596.7/ｲｽ/1071216 1110712160

大竹敏之著 名古屋の喫茶店 続 リベラル社 2014 A590/ｵｵ/1086700 1110867001

大竹敏之著 名古屋の喫茶店 [正] リベラル社 2010 A590/ｵｵ/1009022 1110090220

Office MOT著 名古屋すてきなカフェさんぽ メイツ出版 2012 A590/ﾅｺ/1053132 1110531325

オフィス・ヒライ著 名古屋とってもすてきなカフェ メイツ出版 2007 A590/ﾅｺ/933887 1109338879

休日のカフェ製作委
員会編

休日のカフェめぐり : 愛知・岐阜・三重 幹書房 2012 A590/ｷﾕ/1039365 1110393659

名古屋モーニング図鑑 :  名古屋の元気はモーニングだ
で、食べてってちょ。

LD&K 2012 A590/ﾅｺ/1050720 1110507203

西三河と知多半島のカフェ案内 エーデイ 2006 A590/ﾆｼ/905916 1109059166

R.M.ゾンマー=バンメ
ル著、M.ハム写真

カフェの光景 : 世紀末ヨーロッパの主役たち TOTO出版 1991 383.8/ｿﾞﾝ/563293 1105632935
クラウス・ティーレ=
ドールマン著; 平田
達治訳

ヨーロッパのカフェ文化 大修館書店 2000 B/230.5/ﾃｲ/783370 1107833709

スティーヴ・ブラッド
ショー著; 海野弘訳

カフェの文化史 三省堂 1984 B/383.8/ﾌﾞ2/ 1102385652

柄沢和雄著 アメリカのカフェ・ガイド : 海外旅行者のための 雄鶏社 1990 B/673.9/ｶﾗ/545502 1105455026

柄沢和雄著 ヨーロッパのカフェ・ガイド : 海外旅行者のための 雄鶏社 1990 B/673.9/ｶﾗ/544936 1105449360

ラルフ・S・ハトックス
著

コーヒーとコーヒーハウス : 中世中東における社交飲料の
起源

同文舘出版 1993 B/383.8/ﾊﾄ/629621 1106296210

岩切正介 男たちの仕事場 : 近代ロンドンのコーヒーハウス 法政大学出版局 2009 233.05/ｲﾜ/978678 1109786789

小林章夫著 コーヒー・ハウス : 都市の生活史-18世紀ロンドン 駸々堂出版 1985 B/383.8/ｺ11 1102384038

清水一嘉 イギリス近代出版の諸相 : コーヒー・ハウスから書評まで 世界思想社 1999 023.33/ｼﾐ/777899 1107778993

クリストフ・デュラン=
ブバル著

カフェ・ド・フロールの黄金時代 : よみがえるパリの一世紀 中央公論社 1998 673.9/ﾃﾞﾕ/765495 1107654950

山本ゆりこ著
パリのカフェとサロン・ド・テ : パリジェンヌのように楽しみた
い

文化出版局 2002 596.23/ﾔﾏ/883505 1108835056

篠 利幸文・写真
ヴェネツィア : カフェ&バーカロでめぐる、14の迷宮路地散
歩

ダイヤモンド・
ビッグ社

2013 293.7/ｼﾉ/1063081 1110630815

～ カフェの歴史について ～
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３階展示「カフェをめぐる冒険」展示資料リスト

著編者名 書名 発行所 出版年 請求記号 資料ID
ミーラン・ドゥブロ
ヴィッチ著; 鈴木隆雄
訳

歴史の横領 : サロンと文学カフェから眺めた両大戦間期お
よびナチス体制下のウィーン

水声社 2003 234.6/ﾄｳ/827117 1108271176

広瀬佳一・今井顕著
ウィーン・オーストリアを知るための57章  第2版  （エリア・
スタディーズ）

明石書店 2011 302.34/ｳｲ/1018685 1110186850

松岡由季著 観光コースでないウィーン : 美しい都のもう一つの顔 高文研 2004 234.6/ﾏﾂ/876301 1108763019

田部井朋見 文・写真 ウィーンのカフェハウス 東京書籍 2007 596.7/ﾀﾍ/923688 1109236888

池田 愛美・文 ウィーンの優雅なカフェ&お菓子
武田ランダムハ
ウスジャパン

2012 596.65/ｲｹ/1051581  1110515813

平田達治著 ウィーンのカフェ 大修館書店 1996 B/234.6/ﾋﾗ/699752 1106997529

高井尚之著 日本カフェ興亡記
日本経済新聞出
版社

2009 673.98/ﾀｶ/967705 1109677050

星田宏司著 黎明期における日本珈琲店史 いなほ書房 2003 673.98/ﾎｼ/840478 1108404782

村嶋歸之著 カフェー考現学  (大正・昭和の風俗批評と社会探訪; 1) 柏書房 2004 B/360.8/ﾑﾗ/858565 1108585650

長谷川泰三著
日本で最初の喫茶店「ブラジル移民の父」がはじめた : カ
フエーパウリスタ物語

文園社 2008 619.89/ﾊｾ/957577 1109575775

飯田美樹著 Caféから時代は創られる いなほ書房 2008 702.35/ｲｲ/950188 1109501889

奥原哲志著 琥珀色の記憶 : 時代を彩った喫茶店　（らんぷの本） 河出書房新社 2002 383.88/ｵｸ/815705 1108157055

丸山明日果 歌声喫茶「灯」の青春 （集英社新書） 集英社 2002 673.98/ﾏﾙ/837774 1108377747

小林ゆうこ著 奇跡のカフェ沖縄「浜辺の茶屋」物語 河出書房新社 2008 673.98/ｺﾊ/949760 1109497605

森尻純夫著 銀座カフェ・ド・ランブル物語 : 珈琲の文化史 TBSブリタニカ 1990 B/673.9/ﾓﾘ/540664 1105406649

田口文子著 「カフェ・バッハ」のコーヒーとお菓子 世界文化社 2014 596.65/ﾀｸ/1098233 1110982335

嶋中労著 コーヒーの鬼がゆく : 吉祥寺「もか」遺聞 中央公論新社 2008 673.98/ｼﾏ/961489 1109614891

里木陽市著 学生街の喫茶店はどこに アートデイズ 2007 767.8/ｻﾄ/924955 1109249554

birdtaki編著
ジャズ喫茶が熱かった日々 : おれたちのジャズ喫茶誕生
物語

ぱる出版 2015 764.7/ﾊﾄ/1107664 1111076647

シュート・アロー著
ジャズ喫茶が僕を歩かせる : 現役ジャズ・スポットをめぐる
旅

DU BOOKS 2015 764.7/ｼﾕ/1111950 1111119501

マイク・モラスキー著 ジャズ喫茶論 筑摩書房 2010 764.7/ﾓﾗ/986602 1109866020

後藤雅洋著 ジャズ喫茶リアル・ヒストリー 河出書房新社 2008 764.7/ｺﾄ/955745 1109557454

高瀬進著 ぼくの昭和ジャズ喫茶 展望社 2006 764.7/ﾀｶ/902198 1109021982

菅原昭二著 ぼくとジムランの酒とバラの日々 駒草出版 2010 764.7/ｽｶ/988130 1109881302

石川光子述 新宿末廣亭うら、喫茶「楽屋」 アスペクト 2013 779.1/ｲｼ/1060135 1110601359

村井康司著
ジャズ喫茶に花束を : ジャズ喫茶店主九人が語る「ジャズ
の真実」

河出書房新社 2002 B/764.7/ﾑﾗ/815786 1108157860

平岡正明著 昭和ジャズ喫茶伝説 平凡社 2005 764.7/ﾋﾗ/878116  1108781160

アドリブ編 東京ジャズ喫茶物語 アドリブ 1989 B/673.9/ｱﾄﾞ/518154 1105181549

ジャテック・バード編 おれたちのジャズ狂青春記 : ジャズ喫茶誕生物語
ジャテック・バー
ド

1991 B/673.9/ｼﾞﾔ/570244 1105702440

臼井隆一郎著
コーヒーが廻り世界史が廻る : 近代市民社会の黒い血液.
(中公新書).

中央公論社 1992 383.8/ｳｽ/609672 1106096729

清田和之著 セイロンコーヒーを消滅させた大英帝国の野望 合同フォレスト 2013 617.3/ｷﾖ/1059825 1110598253

Cafe & Restaurant編
集部編

ラテアート&デザインカプチーノ : 人気バリスタの技から生
まれる、エスプレッソとミルクの芸術

旭屋出版 2008 596.7/ﾗﾃ/941234 1109412340

Kenneth Davids著
コーヒー : その賢い買い方、選び方、焙煎、粉砕、抽出、そ
してコーヒー全ての楽しみ方

いなほ書房 2010 596.7/ﾃﾋ/986936 1109869362

N.ラティンジャー、G.
ディカム著

コーヒー学のすすめ : 豆の栽培からカップ一杯まで 世界思想社 2008 619.89/ﾗﾃ/945816 1109458160

アントニー・ワイルド
著; 三角 和代訳

コーヒーの真実 : 世界中を虜にした嗜好品の歴史と現在 白揚社 2007 619.89/ﾜｲ/917459 1109174598

～ コーヒーについて ～
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３階展示「カフェをめぐる冒険」展示資料リスト

著編者名 書名 発行所 出版年 請求記号 資料ID

W. シヴェルブシュ著;
福本義憲訳

楽園・味覚・理性 : 嗜好品の歴史 法政大学出版局 1988 B/383.8/ｼﾍﾞ/496270 1104962702

オオヤ ミノル著 美味しいコーヒーって何だ? マガジンハウス 2013 619.89/ｵｵ/1065393 1110653936

オックスファム・イン
ターナショナル著

コーヒー危機 : 作られる貧困 筑波書房 2003 617.3/ｵﾂ/841891 1108418910

ジェームズ・ホフマン
著

ビジュアルスペシャルティコーヒー大事典　（NATIONAL
GEOGRAPHIC）

日経ナショナル
ジオグラフィック
社

2015 619.89/ﾎﾌ/1109828 1111098288

ジャン=ピエール・ボ
リス著; 林昌宏訳

コーヒー、カカオ、コメ、綿花、コショウの暗黒物語 : 生産者
を死に追いやるグローバル経済

作品社 2005 611/ﾎﾘ/879305 1108793054

ベネット・アラン・ワイ
ンバーグ著

カフェイン大全 : コーヒー・茶・チョコレートの歴史から、ダイ
エット・ドーピング・依存症の現状まで

八坂書房 2006 498.55/ﾜｲ/885820 1108858201

マーク・ペンダーグラ
スト著; 樋口幸子訳

コーヒーの歴史 河出書房新社 2003 619.89/ﾍﾝ/826296 1108262963

伊藤博著 珈琲を科学する 時事通信社 1997 619.89/ｲﾄ/742242 1107422427

伊藤博著 コーヒー博物誌 八坂書房 1993 B/596.7/ｲﾄ/626381 1106263818

丸山健太郎監修 珈琲完全バイブル ナツメ社 2014 596.7/ｺﾋ/1096314 1110963142

金沢大学コーヒー学
研究会編

なるほどコーヒー学 旭屋出版 2005 596.7/ｶﾅ/866503 1108665036

山崎幹夫著 缶コーヒー風景論 洋泉社 1993 B/596.7/ﾔﾏ/639412 1106394121

山本加奈子著
コーヒー語辞典 : 珈琲にまつわる言葉をイラストと豆知識
でほっこり読み解く

誠文堂新光社 2015 596.7/ﾔﾏ/1103737 1111037371

寺沢武著 おいしい珈琲をいかがですか 三嶺書房 1990 B/596.7/ﾃﾗ/547756 1105477560

小澤卓也
コーヒーのグローバル・ヒストリー : 赤いダイヤか、黒い悪
魔か

ミネルヴァ書房 2010 619.89/ｵｻ/986906 1109869068

松田公太著 すべては一杯のコーヒーから 新潮社 2005 ﾋﾏ/673.98/ﾏﾂ/894987 1108949870

清田和之著
コーヒーを通して見たフェアトレード : スリランカ山岳地帯を
行く

書肆侃侃房 2010 617.3/ｷﾖ/1014325 1110143253

石井護著 はじめてのデザインカプチーノ : おうちカフェを開こう アスペクト 2009 596.7/ｲｼ/963082 1109630821

石脇智広著 コーヒー「こつ」の科学 : コーヒーを正しく知るために 柴田書店 2008 619.89/ｲｼ/948091 1109480911

川口葉子著 コーヒーピープル
メディアファクト
リー

2012 673.98/ｶﾜ/1035054  1110350544

川島良彰著 コーヒーハンター : 幻のブルボン・ポワントゥ復活 平凡社 2008 617.3/ｶﾜ/936366 1109363666

旦部 幸博著
コーヒーの科学 : 「おいしさ」はどこで生まれるのか  （ブ
ルーバックス）

講談社 2016 619.89/ﾀﾝ/1118570 1111185703

茶太郎豆央[編] サードウェーブ・コーヒー読本 枻出版社 2013 596.7/ｻﾄ/1074546 1110745466

中根光敏 珈琲飲み : 「コーヒー文化」私論 洛北出版 2014 596.7/ﾅｶ/1094824 1110948244

中川 ワニ著 とにかく、おいしい珈琲が飲みたい 主婦と生活社 2015 596.7/ﾅｶ/1119021 1111190211

辻村 英之著 コーヒーと南北問題 : 「キリマンジャロ」のフードシステム 日本経済評論社 2004 617.3/ﾂｼ/847371 1108473716

辻村英之著
おいしいコーヒーの経済論 : 「キリマンジャロ」の苦い現実
（増補版）

太田出版 2012 617.3/ﾂｼ/1039892 1110398922

田口護著 コーヒーおいしさの方程式 NHK出版 2014 596.7/ﾀｸ/1079589 1110795898

田口護著 田口護の珈琲大全
日本放送出版協
会

2003 596.7/ﾀｸ/842517 1108425174

島村菜津著
バール、コーヒー、イタリア人 : グローバル化もなんのその
（光文社新書）

光文社 2007 673.98/ｼﾏ/913048 1109130486

嶋中労著 コーヒーに憑かれた男たち 中央公論新社 2005 673.98/ｼﾏ/864633 1108646335

内田洋子著 イタリアン・カップチーノをどうぞ PHP研究所 1995 293.7/ｳﾁ/876081 1108760812

箕曲在弘著 フェアトレードの人類学 めこん 2014 617.3/ﾐﾉ/1096972 1110969727

門倉多仁亜著
コーヒータイムのお菓子 : みんなに愛されてきたクーヘンと
トルテ

文化出版局 2006 596.65/ｶﾄ/895112 1108951126

野田光彦編著 コーヒーの医学 日本評論社 2010 498.58/ﾉﾀ/990401 1109904013

珈琲 : もっと美味しいコーヒーが飲みたい ナツメ社 1998 596.7/ｺﾋ/750343 1107503436
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３階展示「カフェをめぐる冒険」展示資料リスト

著編者名 書名 発行所 出版年 請求記号 資料ID

W.H.ユーカース著;
杉本卓訳

ロマンス・オブ・ティー : 緑茶と紅茶の1600年 八坂書房 2007 383.88/ﾕｶ/921153 1109211539

アラン・マクファーレ
ン著; 鈴木実佳訳

茶の帝国 : アッサムと日本から歴史の謎を解く 知泉書館 2007 383.88/ﾏｸ/913323 1109133236

サラ・ローズ著; 築地
誠子訳

紅茶スパイ  : 英国人プラントハンター中国をゆく 原書房 2011 619.8/ﾛｽ/1031514 1110315142

成美堂出版編集部
編

おいしい紅茶の事典 : 基本から応用まで～紅茶のすべて
が知りたい!～

成美堂出版 2002 596.7/ｾｲ/812135 1108121357

ピーター・ミルワード
著; 金子一雄訳

お茶の巡礼 : ローマ・アッシジ・リスボン 河出書房新社 1997 293.7/ﾐﾙ/716468 1107164681

安井泉著
メアリー・ポピンズは東風にのって : 紅茶の英国 英国の紅
茶

北星堂書店 2006 302.33/ﾔｽ/892358 1108923589

磯淵 猛[著] 二人の紅茶王 : リプトンとトワイニングと… 筑摩書房 2000 619.8/ｲｿ/817159 1108171591

磯淵猛著 30分で人生が深まる紅茶術 ポプラ社 2014 619.8/ｲｿ/1080911 1110809115

磯淵猛著 紅茶の教科書 新星出版社 2012 619.8/ｲｿ/1042206 1110422062

磯淵猛著 世界の紅茶 : 400年の歴史と未来　（朝日新書 ） 朝日新聞出版 2012 619.8/ｲｿ/1035860 1110358604

磯淵猛著
紅茶レジェンド : 磯淵猛が歩いた「イギリスが見つけた紅茶
の国」

土屋書店 2009 619.8/ｲｿ/958323 1109583230

磯淵猛著 一杯の紅茶の世界史  （文春新書） 文藝春秋 2005 383.88/ｲｿ/875887 1108758879

熊崎俊太郎監修 紅茶を楽しむ : ゆったり贅沢なティータイム 大泉書店 2009 596.7/ｺｳ/964240 1109642401

戸塚真弓著 パリからの紅茶の話 中央公論新社 2008 383.88/ﾄｽ/936371 1109363719

荒木安正著 紅茶の世界 柴田書店 1994 619.8/ｱﾗ/660608 1106606081

佐藤よし子著 心を癒す英国流5つのお茶の時間 同朋舎 2000 596.7/ｻﾄ/790463 1107904631

指昭博編著 生活文化のイギリス史 : 紅茶からギャンブルまで 同文舘出版 1996 B/233.06/ｻｼ/699305 1106993056

出口保夫/文と画 美しき英国 : 旅と暮らしと紅茶と 世界文化社 2001 293.3/ﾃｸ/1037645 1110376451

出口保夫著
知っておきたい英国紅茶の話　（ランダムハウス講談社文
庫）

ランダムハウス
講談社

2008 383.88/ﾃｸ/953277 1109532778

松下 智著 アッサム紅茶文化史 雄山閣出版 1999 619.8/ﾏﾂ/778286 1107782860

世界のお茶専門店
「ルピシア」／監修

おいしい紅茶のレシピ101
スタジオタックク
リエイティブ

2006 596.7/ﾚﾋ/892850 1108928502

清水元編著 紅茶入門 本食糧新聞社 2010 619.8/ｼﾐ/1010935 1110109350

千野境子著 紅茶が動かした世界の話 国土社 2011 619.8/ﾁﾉ/1017500 1110175005

川上恵子著 紅茶にあう菓子コーヒーにあう菓子123 柴田書店 1997 596.6/ｶﾜ/722729 1107227290

谷口安宏監修 紅茶図鑑 : 131ブランド800点 日本文芸社 2003 596.7/ﾀﾆ/842516 1108425165

波勝一広著 スリランカで午後の紅茶を 三一書房 1995 292.59/ﾊｶﾞ/676359 1106763593

Cha Tea紅茶教室著 図説英国ティーカップの歴史 : 紅茶でよみとくイギリス史 河出書房新社 2012 751.3/ｽｾ/1043382 1110433825

辻調理師専門学校
監修

ティー&コーヒー大図鑑 講談社 2005 596.7/ﾂｼ/880995 1108809950
ハーバート・R.ロット
マン[著]; 木下哲夫
訳

マン・レイ写真と恋とカフェの日々 白水社 2003 702.35/ﾛﾂ/833987 1108339871

名古屋ボストン美術
館編集

紅茶とヨーロッパ陶磁の流れ : マイセン、セーヴルから現
代のティー・セットまで

名古屋ボストン
美術館

2001 751.3/ｺｳ/993730 1109937300
ハンス=ヨアヒム・
シュルツェ著; 加藤博
子訳

コーヒーハウス物語 : バッハさん、コーヒーはいかが? 洋泉社 1995 B/762.34/ｼﾕ/676886 1106768867

マナブ間部著 コーヒー園に雨が降る : マナブ間部自伝画文集 日本経済新聞社 1994 B/723.62/ﾏﾍﾞ/660516 1106605164

菅原昭二著 ジャズ喫茶「ベイシー」の選択 講談社 1993 B/764.7/ｽｶﾞ/623507 1106235072

奥山 義人／版画 こうひい絵物語 : 版画珈琲小史 旭屋出版 1993 733/ｵｸ/637740 1106377407

～ 紅茶について ～

～ 美術について ～
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３階展示「カフェをめぐる冒険」展示資料リスト

著編者名 書名 発行所 出版年 請求記号 資料ID

松野迅著 すみれの花かご : ヴァイオリンのある喫茶室 未来社 1992 B/760.49/ﾏﾂ/619908 1106199083

南川三治郎著 コーヒー or ティー : マイセン 美術出版社 1992 B/751.3/ﾐﾅ/606270 1106062702

和田泰志著 ヨーロッパアンティーク・カップ銘鑑 実業之日本社 1996 751.3/ﾜﾀﾞ/712467 1107124677

和田 泰志[編]著 アンティーク・カップ&ソウサー : 色彩と形が織りなす世界 講談社 2006 751.3/ﾜﾀ/894742 1108947428

パトリック・ベード
[著], 広田治子／訳

ドガ （岩波世界の巨匠） : 　「アブサン～カフェにて」 岩波書店 1994 723.35/ﾄﾞｶﾞ/650515 1106505150

L.デベック=ミシェル
[著], 清水敏男訳

ホッパー （岩波世界の巨匠） : 「ナイト・ホークス」 岩波書店 1994 723.53/ﾎﾂ/644195 1106441956

ウィリアム・フィー
ヴァー著, 水沢勉 訳

ゴッホ （岩波世界の巨匠） : 「夜のカフェ」「夜のカフェテラ
ス」

岩波書店 1993 723.35/ｺﾞﾂ/626204 1106262042

井上靖[ほか]編
佐伯祐三　（日本の名画 23） : 「カフェ・レストラン オテル・
デュ・マルシェ」

中央公論社 1975 720.8/ｲﾉ/469642 1104696428

アガサ・クリスティー
著; 中村妙子訳

ブラック・コーヒー  （ハヤカワ文庫） 早川書房 2004 ﾌﾞ/933.7/ｸﾘ/909247 1109092474

いしかわ じゅん著 ファイアーキング・カフェ 光文社 2010 913.6/ｲｼ/992151 1109921515

カースン・マッカラー
ズ[著] ; 山下修訳

哀れなカフェの物語 英宝社 1979 B/933/ﾏ5/2 1102463122
クリスティーナ・スプ
リンガー著; 代田亜
香子訳

バリスタ少女の恋占い 小学館 2010 ﾃｺ/J933/ｽﾌ/1008910 1110089103

ゴルドーニ作; 平川
祐弘訳

珈琲店・恋人たち  （岩波文庫） 岩波書店 2013 ﾌﾞ/972/ｺﾙ/1066767 1110667673

コロナ・ブックス編集
部著

作家の珈琲 平凡社 2015 910.26/ｻﾂ/1106568 1111065680
シュテファン・ツヴァ
イク[著] ; 辻瑆 [ほ
か]共訳

書痴メンデル　（『チェスの話 : ツヴァイク短篇選』 に収録） みすず書房 2011 943.7/ﾂﾊ/1024288 1110242888
シュテファン・ツヴァ
イク[著] ; 原田義人
訳

昨日の世界Ⅰ（ツヴァイク全集; 17） みすず書房 1961 B/948/ﾂ/1-17 1102865361

ジョン・ガードナー著 フラミンゴ・カフェ 東京創元社 1989 B/933/ｶﾞﾄﾞ/512485 1105124856

シンシア・ライラント
作

ヴァン・ゴッホ・カフェ 偕成社 1996 ﾃｺ/J933/ﾗｲ/714292 1107142924

太宰治著 逆行～決闘～　（『ザ・太宰治 (下巻)』 に収録） 第三書館 2006 913.6/ﾀｻ/905769 1109057690

デヴィッド・アップダイ
ク著

カプチーノを二つ 集英社 1991 B/933/ｱﾌﾟ/570586 1105705862

ノーラ・K著 哲学者のカフェ 河出書房新社 1999 104/ｹｲ/773680 1107736803

パトリック・モディアノ
著; 平中悠一訳

失われた時のカフェで 作品社 2011 953.7/ﾓﾃ/1017805 1110178052

ハロルド・ネベンザー
ル著; 平田良子訳

カフェ・ベルリン 集英社 1999 933/ﾈﾍﾞ/768949 1107689490

ビル・モーガン著; 今
井栄一訳

アレン・ギンズバーグと旅するサンフランシスコ  : カフェと
ビートとロックとジャズの聖地巡礼ガイド

ブルース・イン
ターアクションズ

2010 931.7/ｷﾝ/1008630 1110086308

マルク・ソーテ著 ソクラテスのカフェ 紀伊国屋書店 1996 104/ｿﾃ/713114  1107131143

レイモンド・チャンド
ラー著; 村上春樹訳

ロング・グッドバイ 早川書房 2007 933.7/ﾁﾔ/912732 1109127328

阿刀田高著 時のカフェテラス 講談社 1987 B/913.6/ｱﾄ/498591 1104985912

井上荒野著 ベッドの下のNADA 文藝春秋 2010 913.6/ｲﾉ/1010323 1110103230

永井宏著・写真 カフェ・ジェネレーションTOKYO 河出書房新社 1999 914.6/ﾅｶﾞ/765085 1107650852

岡崎琢磨著 珈琲店タレーランの事件簿 [1]   （宝島社文庫） 宝島社 2012 913.6/ｵｶ/1059260 1110592607

河原晋也著 悲しきカフェ 沖積舎 1988 B/913.6/ｶﾜ/467665 1104676659

海猫沢 めろん著 ニコニコ時給800円 集英社 2011 913.6/ｳﾐ/1022857 1110228575

貫井徳郎著 北天の馬たち KADOKAWA 2013 913.6/ﾇｸ/1073716 1110737160

岸本葉子著 カフェ、はじめます 中央公論新社 2015 913.6/ｷｼ/1113386 1111133860

吉永南央著 紅雲町珈琲屋こよみ : 糸切り 文藝春秋 2014 913.6/ﾖｼ/1090454 1110904544

～ カフェやコーヒーが印象的な文学作品 ～
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３階展示「カフェをめぐる冒険」展示資料リスト

著編者名 書名 発行所 出版年 請求記号 資料ID

吉永南央著 紅雲町珈琲屋こよみ : 名もなき花の 文藝春秋 2012 913.6/ﾖｼ/1057083  1110570833

吉永南央著 紅雲町珈琲屋こよみ : その日まで 文藝春秋 2011 913.6/ﾖｼ/1019125 1110191250

吉永南央著 紅雲町珈琲屋こよみ : 紅雲町ものがたり 文藝春秋 2008 913.6/ﾖｼ/932943 1109329430

吉野万理子著 海岸通りポストカードカフェ 双葉社 2012 913.6/ﾖｼ/1032951 1110329513

宮部みゆき著 地下街の雨 集英社 1994 913.6/ﾐﾔ/966185 1109661855

高野悦子著 二十歳の原点 新潮社 1979 B/915.9/ﾀ19 1102706211

黒井千次著 珈琲記 紀伊国屋書店 1997 914.6/ｸﾛ/730965 1107309653

佐藤まどか著 カフェ・デ・キリコ 講談社 2013 ﾃｺ/J913/ｻﾄ/1064077 1110640778

寺田寅彦著
コーヒー哲学序説　（『寺田寅彦随筆集 第4巻』(ワイド版岩
波文庫）　に収録）

岩波書店 1993 L/914.6/ﾃﾗ/720084 1107200840

諸井薫著 喫茶店の片隅で 毎日新聞社 1992 B/914.6/ﾓﾛ/594487 1105944870

小手鞠るい著 ふたり 世界文化社 2011 913.6/ｺﾃ/1020713 1110207136

小路幸也著 コーヒーブルース 実業之日本社 2012 913.6/ｼﾖ/1032979 1110329792

小路幸也著
ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード  （東京バンドワゴ
ン・シリーズ）

集英社 2016 913.6/ｼﾖ/1121295 1111212954

小路幸也著 ヒア・カムズ・ザ・サン  （東京バンドワゴン・シリーズ） 集英社 2015 913.6/ｼﾖ/1103099 1111030998

小路幸也著
オール・ユー・ニード・イズ・ラブ  （東京バンドワゴン・シリー
ズ）

集英社 2014 913.6/ｼﾖ/1084199 1110841990

小路幸也著 フロム・ミー・トゥ・ユー  （東京バンドワゴン・シリーズ） 集英社 2013 913.6/ｼﾖ/1063820 1110638205

小路幸也著 レディ・マドンナ  （東京バンドワゴン・シリーズ） 集英社 2012 913.6/ｼﾖ/1041792 1110417920

小路幸也著 オブ・ラ・ディ オブ・ラ・ダ  （東京バンドワゴン・シリーズ） 集英社 2011 913.6/ｼﾖ/1017717 1110177171

小路幸也著 オール・マイ・ラビング  （東京バンドワゴン・シリーズ） 集英社 2010 913.6/ｼﾖ/990275 1109902752

小路幸也著 マイ・ブルー・ヘブン  （東京バンドワゴン・シリーズ） 集英社 2009 913.6/ｼﾖ/965962 1109659623

小路幸也著 スタンド・バイ・ミー  （東京バンドワゴン・シリーズ） 集英社 2008 913.6/ｼﾖ/941492 1109414925

小路幸也著 シー・ラブズ・ユー  （東京バンドワゴン・シリーズ） 集英社 2007 913.6/ｼﾖ/917581 1109175817

小路幸也著 東京バンドワゴン  （東京バンドワゴン・シリーズ） 集英社 2006 913.6/ｼﾖ/906957 1109069574

松本清張著 点と線  （文春文庫） 文藝春秋 2009 913.6/ﾏﾂ/978809 1109788095

常盤新平著 東京の小さな喫茶店 世界文化社 1994 914.6/ﾄｷ/663090 1106630908

常盤新平著 遠いアメリカ 講談社 1986 B/913.6/ﾄｷ/453188 1104531885

織 あい[著] 愛・パリのカフェから KTC中央出版 1995 B/914.6/ｼｷ/675733 1106757335

新時代工房／制作 喫茶店のソクラテス 汐文社 1984 B/914.6/ｼﾝ/456678 1104566782

森沢明夫著 虹の岬の喫茶店 幻冬舎 2011 913.6/ﾓﾘ/1022696 1110226964

森瑤子著 カフェ・オリエンタル 講談社 1985 B/913.6/ﾓﾘ/498034 1104980344

菅浩江著 カフェ・コッペリア 早川書房 2008 913.6/ｽｶ/952319 1109523198

青山光二著 われらが風狂の師 上 新潮社 1981 B/913.6/ｱ7/3-1 1102578739

青山光二著 われらが風狂の師 下 新潮社 1981 B/913.6/ｱ7/3-2 1102578748

石川宏千花著 死神うどんカフェ1号店 １杯目 講談社 2014 ﾃ#/J913/ｲｼ/1086276 1110862767

石川宏千花著 死神うどんカフェ1号店 ２杯目 講談社 2014 ﾃｺ/J913/ｲｼ/1090899 1110908991

石川宏千花著 死神うどんカフェ1号店 ３杯目 講談社 2014 ﾃｺ/J913/ｲｼ/1095370 1110953709

石川宏千花著 死神うどんカフェ1号店 ４杯目 講談社 2014 ﾃｺ/J913/ｲｼ/1100946 1111009466
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著編者名 書名 発行所 出版年 請求記号 資料ID

石川宏千花著 死神うどんカフェ1号店 5杯目 講談社 2015 ﾃｺ/J913/ｲｼ/1106759 1111067595

石川宏千花著 死神うどんカフェ1号店 6杯目 講談社 2015 ﾃｺ/J913/ｲｼ/1112815 1111128153

川口俊和著 コーヒーが冷めないうちに サンマーク出版 2015 913.6/ｶﾜ/1115232 1111152328

村山由佳著 おいしいコーヒーのいれ方 2 集英社 1996 913.6/ﾑﾗ/881592 1108815920

村松友視著 銀座の喫茶店ものがたり 白水社 2011 673.98/ﾑﾗ/1021712 1110217123

村上春樹著 アフターダーク 講談社 2004 913.6/ﾑﾗ/973765 1109737659

村上春樹著 はいほー! : 村上朝日堂 文化出版局 1989 B/914.6/ﾑﾗ/506687 1105066879

大原富枝著 珈琲館影絵 講談社 1980 B/913.6/ｵｵ/1080701 1110807012

谷村志穂著 サッド・カフェで朝食を メディアパル 1994 914.6/ﾀﾆ/663169 1106631692

池永陽著 珈琲屋の人々 : 宝物を探しに 双葉社 2015 913.6/ｲｹ/1107901 1111079012

池永陽著 珈琲屋の人々 双葉社 2009 913.6/ｲｹ/958405 1109584059

池永陽著 珈琲屋の人々 : ちっぽけな恋 双葉社 2013 913.6/ｲｹ/1064847 1110648471

池内紀著 カール・クラウス （講談社学術文庫） 講談社 2015 ﾌﾞ/940.27/ｸﾗ/1114101  1111141010

池内紀編訳 ウィーン世紀末文学選   （岩波文庫） 岩波書店 1989 ﾌﾞ/948/ｲｹ/512713 1105127132

中山可穂著 サイゴン・タンゴ・カフェ 角川書店 2008 913.6/ﾅｶ/936279 1109362794

中川六平著 ほびっと : 戦争をとめた喫茶店 講談社 2009 916/ﾅｶ/977003 1109770036

中村理聖著 砂漠の青がとける夜 集英社 2015 913.6/ﾅｶ/1098738 1110987387

中島たい子著 院内カフェ 朝日新聞出版 2015 913.6/ﾅｶ/1110531  1111105319

中里栄作著 学生街の喫茶店
フリープレスサー
ビス

1988 B/913.6/ﾅｶ/448016 1104480169

朝井リョウ著 星やどりの声 角川書店 2011 ﾃ#/913.6/ｱｻ/1028135 1110281358

島田荘司著 追憶のカシュガル : 進々堂世界一周 新潮社 2011 913.6/ｼﾏ/1017776 1110177761

東川 篤哉著 純喫茶「一服堂」の四季 講談社 2014 913.6/ﾋｶ/1093885 1110938856

白坂愛 作 珈琲牛乳 金の星社 2008 ﾃｺ/J913/ｼﾗ/952162 1109521620

平安寿子著 コーヒーもう一杯 新潮社 2011 913.6/ﾀｲ/1027822 1110278227

北村薫 砂糖合戦　（『ミステリーはおいしい 』 に収録） ポプラ社 2002 ﾃｺ/J908/ﾐｽ/913416 1109134162

堀 ミチヨ著 神保町タンゴ喫茶劇場 新宿書房 2011 914.6/ﾎﾘ/1026050 1110260509

麻生洋央著 まぼろしの珈琲 未来文化社 1995 916/ｱｿ/680428 1106804284

日本の名随筆 別巻3  珈琲 作品社 1991 914.6/ﾆﾎ/574644 1105746444

三谷康之著 イギリス紅茶事典 : 文学にみる食文化
日外アソシエー
ツ

2002 383.88/ﾐﾀ/815140 1108151409

江藤淳著 新編夜の紅茶 牧羊社 1989 B/914.6/ｴﾄ/518564 1105185646

小川洋子著 冷めない紅茶 福武書店 1990 B/913.6/ｵｶﾞ/549480 1105494801

麻生圭子著 花と紅茶とアンティークと 広済堂出版 1998 914.6/ｱｿ/746795 1107467957

アヌラー・W・マニ
ケー著

熱い紅茶 段々社 1995 929.83/ﾏﾆ/684573 1106845732

アガサ・クリスティー
著;　山本やよい訳

書斎の死体　（ハヤカワ文庫） 早川書房 2004 ﾌﾞ/933.7/ｸﾘ/909249 1109092492

トラバース著; 岸田衿
子訳

メアリ・ポピンズ   （世界文学の玉手箱; 9） 河出書房新社 1993 B/933/ﾄﾗ/624327 1106243270

～ 紅茶が印象的な文学作品 ～
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３階展示「カフェをめぐる冒険」展示資料リスト

著編者名 書名 発行所 出版年 請求記号 資料ID

ルイス・キャロル作;
楠本君恵訳

不思議の国のアリス 論創社 2006 933.6/ｷﾔ/914707 1109147071

平岩弓枝著 セイロン亭の謎 中央公論社 1993 913.6/ﾋﾗ/654751 1106547516
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