
蔵書番号 著書名 著者名 出版社 発行日
J-0001 中国茶入門 菊地和男 講談社 1998.7.1
J-0002 中国　名茶紀行 布目潮風 新潮社 1991.4.15
J-0003 紅茶の国　紅茶の旅 磯淵猛 筑摩書房 1996.4.15
J-0004 アッサム紅茶文化史 松下智 雄山閣出版 1999.11.20
J-0005 東西お茶交流考･ 矢沢利彦 東方書店 1989.11.25

J-0006 Ｑ＆Ａやさしい茶の科学
松下智・橋本実・鈴木良
雄・南廣子

淡交社 1995.10.22

J-0007 東西喫茶文化論 増淵宗一 淡交社 1999.12.3
J-0008 茶の起源を探る 橋本実 淡交社 1988.6.20
J-0009 お茶最前線･ 静岡新聞社・南日本新 1999.5.26
J-0010 日本名茶紀行 松下智 雄山閣出版 1991.8.5
J-0011 ティーロード　日本茶の来た 松下智 雄山閣出版 1993.10.20
J-0013 茶の栽培と利用加工 岩浅潔 養賢堂 1994.8.29
J-0014 おいしいお茶9つの秘伝 佃一輝 ＮＨＫ出版 2000.2.25
J-0015 お茶 中村公一 永岡書店 1997.9.10
J-0016 茶の世界 角山榮 中公新書 1980.12.20
J-0017 茶道と十字架 増淵宗一 角川書店 1996.2.29
J-0018 茶の湯の歴史 熊倉功夫 朝日新聞社 1990.6.20
J-0019 東のお茶　西のお茶 矢沢利彦･ 研文出版 1995.2.1
J-0020 お茶の科学 山西貞 裳華房 1992.6.10
J-0021 お茶健康記･ 山中宗直 淡交社 1998.6.19
J-0022 烏龍茶の魅力 松井陽吉 プレジデント社 1999.5.28
J-0023 東京繁田園物語 繁田弘蔵 チクマ秀版社 1995.11.30
J-0024 茶の科学 村松敬一郎 朝倉書店 1991.3.15
J-0025 中国茶の魅力 谷本陽蔵 柴田書店･ 1990.5.15
J-0026 茶の品種 渕之上康元 静岡県茶業会議 1986.3.25
J-0027 中国茶図鑑 工藤佳治　ユ・シャンホ 文藝春秋 2000.10.20
J-0028 煎茶への招待 小川後楽 ＮＨＫ出版 1998.4.1
J-0029 おいしいお茶がのみたい 波多野公介 ＰＨＰ研究所 1996.9.19
J-0030 二人の紅茶王 磯淵猛 筑摩書房 2000.11.10
J-0031 岩茶 左能典代 文藝春秋 1996.4.30
J-0032 中国茶と茶館の旅 平野久美子　布目潮風 新潮社 1996.7.25
J-0033 茶のすべて 窪川雄介 1997.4.20
J-0034 茶商の読んだ「茶経評釈」 時田鉦平
J-0035 東洋の茶 千宗室　高橋忠彦 淡交社 2000.7.7
J-0036 茶の民族史 松下智 雄山閣出版 1998.3.5
J-0037 お茶の百科 松下智 同成社 1981.12.20
J-0038 お茶の巡礼･ ピーター・ミルワード 河出書房新社 1997.1.13
J-0039 茶から茶道へ 東君 市井社 1998.6.15
J-0040 大名と茶師 宇治市歴史資料館 1993.10.5
J-0041 緑茶需給の計量経済分析 多田稔･ 農林統計協会 1993.11.5
J-0042 静岡県茶業史第五編 静岡県茶業会議所 1991.3.25
J-0043 中国喫茶詩話 竹内実 淡交社 1982.1.26
J-0044 お茶からアジアを考える （財）静岡総合研究機構 静岡新聞社 1998.12.22
J-0045 中国の茶書 布目潮風 平凡社 1976.5.25

J-0046 茶の文化
監修/梅棹忠夫　　編集/
守屋毅

淡交社 1981.2.21

J-0047 煎茶便利帳 主婦の友社編 主婦の友社 2000.4.20
J-0048 中国茶・アジアの誘惑 平野久美子 文芸春秋 1999.6.3
J-0049 中国茶雑学ノート 成田重行　工藤佳治 ダイヤモンド社 1996.9.20
J-0050 茶の湯　禅語便利帳 主婦の友社編 主婦の友社 1999.6.20
J-0051 宇治茶の文化史 吉村亨 宇治市歴史資料 1993.3.29
J-0052 緑茶の時代 宇治市歴史資料 1999.2.11
J-0053 中国茶の楽しみ 成田重行　工藤佳治　愈 ダイヤモンド社 1999.9.17
J-0054 午後は女王陛下のお茶を 出口保夫 東京書籍 1986.10.24
J-0055 四季の英国紅茶 出口保夫 東京書籍 1992.3.3



J-0056 紅茶のある風景 土屋守 曜曜社出版 1996.6.5
J-0057 年表　茶の世界史 松崎芳郎 八坂書房 1992.5.30
J-0058 緑茶最前線･ 波多野公介 京都書院 1997.9.15

J-0059 日本の茶書2
林屋辰三郎　横井清　楢
林忠男

平凡社 1972.3.29

J-0060 紅茶の事典 成美堂出版部編 成美堂出版
J-0061 紅茶の楽しみ方 小池滋　荒木安正 新潮社 1993.11.20
J-0062 番茶と日本人･ 中村羊一郎 吉川弘文館 1998.8.1
J-0063 英国紅茶の話 出口保夫 東京書籍 1982.7.21
J-0064 紅茶　おいしさの決めて 磯淵猛 保育社 1993.7.31
J-0065 おいしい紅茶生活 磯淵猛 ＰＨＰ文庫 1998.2.16
J-0066 イギリス四季暦 　春/夏 出口保夫 東京書籍 1988.6.20
J-0067 イギリス四季暦 　秋/冬 出口保夫 東京書籍 1988.10.28
J-0068 続・イギリス四季暦 出口保夫 東京書籍 1990.9.11
J-0069 紀行・お茶の時間･ 伊藤ユキ子 晶文社 1997.12.30
J-0070 紅茶ガイド 仁田大八 新星出版社 1996.3.5
J-0071 英国紅茶の館 仁田大八 東京書籍 1997.11.7
J-0072 英国紅茶への招待 出口保夫 ＰＨＰ 1993.12.31
J-0073 カフェ＆紅茶ビジネスをはじ 中村久美子 同文書院 1998.7.28
J-0074 紅茶　おいしいたて方 高野健次 新星出版社 1997.9.15
J-0075 紅茶読本 斉藤禎 柴田書店 1975.5.20
J-0076 紅茶で遊ぶ観る考える 堀江敏樹 南船北馬舎 1994.6.15
J-0077 緑茶の事典 日本茶業中央会
J-0078 英国紅茶への招待 出口保夫
J-0080 紅茶のある食卓 磯淵猛
J-0081 紅茶の木 堀江敏樹
J-0082 岩茶 左能典代
J-0083 高麗茶碗 小田榮一
J-0084 和物茶碗 樂吉左衛門
J-0085 楽茶碗 楽吉左衛門
J-0086 香合 池田巌
J-0087 水指　建水 矢部良明
J-0088 諸道具 小田榮一

J-0089
イングランド　ティーハウスを
めぐる旅

J-0090 おいしいお茶が飲みたい ＮＨＫ出版
J-0091 中国茶に強くなる 世界文化社
J-0092 千利休　その人と芸術 村井康彦
J-0093 中国茶と茶館の旅 平野久美子　布目潮風

J-0094 英国の紅茶とお菓子
「ヴィクトリア」編集部
訳：志門君子

J-0095 「ｔｅａ」茶葉のことば レスリー・ベリー
J-0096 紅茶、知って味わう 磯淵猛
J-0097 紅茶　おいしさのコツ 磯淵猛
J-0098 素敵なティータイム 磯淵猛
J-0099 紅茶　ハンドブック 磯淵猛
J-0100 英国式午後の紅茶 暮らしの設計編集部編
J-0101 紅茶入門 斉藤禎
J-0102 四季の紅茶手帖 熊崎俊太郎
J-0103 紅茶色の物語 磯淵猛
J-0104 ティータイムのその前に 磯淵猛
J-0105 風と霧と光の紅茶 磯淵猛
J-0106 紅茶曜日 磯淵猛
J-0107 紅茶　おいしくなる話 磯淵猛
J-0108 紅茶画廊へようこそ 磯淵猛
J-0109 紅茶を楽しむ生活 磯淵猛
J-0110 ＯＹＳＹ　コーヒー・紅茶 柴田書店 柴田書店



J-0111 紅茶　ハーブティー 旭屋出版
J-0112 お茶といっしょに　紅茶の本 鎌倉書房
J-0113 お茶　Ｔｅａ　Ｃｈａｉ 婦人画報社
J-0114 おいしい紅茶の入れ方 ブティック社
J-0115 光の島、セイロン Ｌ’ＥＰＩＣＩＥＲ
J-0116 コーヒー＆紅茶　第１号 柴田書店 柴田書店
J-0117 英国流の暮らし シーラ・ピクルス
J-0118 英国式ティーレッスン 山根ユミ
J-0119 グリーン・ティーとブラック・ 矢沢利彦
J-0120 台湾茶話 伊藤ユキ子
J-0121 日本茶全書 渕之上康元・弘子
J-0122 ヨーロッパのカフェ文化 クラウス・ティーレ=ドー
J-0123 紅茶ドリンク246･ 荒木安正

J-0124 緑茶文化と日本人
熊倉功夫　杉山公男　榛
村純一

J-0125 日本茶　百味百題 渕之上弘子
J-0126 飲むお茶・食べるお茶 磯淵猛
J-0127 煎茶の世界　しつらいと文化 煎茶文化研究会
J-0128 中国茶の文化史 布目潮風
J-0129 中国茶文化と日本 布目潮風
J-0130 茶の原産地紀行 松下智
J-0131 お茶のある暮らし 谷本陽蔵
J-0132 アフターヌーン・ティーの楽し 出口保夫
J-0133 お茶のなんでも小事典 大坪檀
J-0134 快楽！中国茶 孔祥林
J-0135 英国史のティータイム 森護
J-0136 英国紅茶の贈り物 斉藤由美
J-0137 世界のお茶、ふだんのお茶 ティータイムブックス編
J-0138 紅茶大好き 勝田修弘
J-0139 ＴＥＡ「茶」の本 くにえだやすえ
J-0140 紅茶 田中蓉子
J-0141 紅茶　ベストセレクション 森由美子

J-0142 コーヒーとコーヒーハウス
ラッフ・Ｓ・ハトックス　･
訳：斉藤冨美子　田村愛

J-0143 懐石道具　菓子器 小田榮一
J-0144 おいしい紅茶 吉緩詩子
J-0145 世界の名茶事典
J-0146 茶の湯英会話 裏千家国際局
J-0147 茶の湯六カ国語会話 裏千家国際局
J-0148 茶の湯の文化史 谷端昭夫
J-0149 栄西 高野澄
J-0150 緑茶をおいしく 寺田洋子

J-0151 そろそろお茶の時間
村松敬一郎　富田勲　榛
村純一

J-0152 緑茶　食べる　飲む 桑野和民
J-0153 台湾茶の楽しみ方とおいしい 楊品瑜
J-0154 煎茶入門 主婦の友社
J-0155 日本喫茶世界の成立 山田新市
J-0156 茶の湯便利帳 主婦の友社
J-0157 茶の本（対訳） 岡倉天心
J-0158 中国茶の魅力 谷本陽蔵
J-0159 茶道鑑賞便利帳 黒田宗光
J-0160 小川八重子の常茶の世界
J-0161 宇治茶いい味いい香り 竹村嘉平
J-0162 ちゃあい 松山猛
J-0163 中国茶を召し上がれ 邱世賓
J-0164 京の茶室 瀬戸内寂聴



J-0165 お茶の作法入門 茶の湯文化普及研究会

J-0166 茶道美術手帳
村井康彦　筒井紘一　赤
沼多佳

J-0167
元気がほしい人はお茶を食
べなさい

小國伊太郎

J-0168 緑茶・ベータカロチン健康法 西崎統
J-0169 中国喫茶文化史 布目潮風 岩波書店
J-0170 中国喫茶文化史 布目潮風 岩波書店
J-0171 マンガで覚える　茶の湯入門 細谷ふみ子
J-0172 英国紅茶論争 滝口明子
J-0173 岡倉天心「茶の本」鑑賞 立木智子
J-0174 茶の本 著：岡倉天心　訳：立木

J-0175
幻のヤマチャ紀行　日本茶の
ルーツを探る

松下智

J-0176 昔の茶の湯　今の茶の湯 熊倉功夫
J-0177 緑茶需給の計量経済分析 多田稔  
J-0178 茶と語る 左能典代
J-0179 千利休とやきもの革命 竹内順一　渡辺節夫
J-0180 利休百首 井口海仙
J-0181 利休百話 筒井紘一
J-0182 利休の死 小松茂美
J-0183 日本のお茶　・お茶と生産 日本茶業中央会
J-0184 日本のお茶　・お茶と生活 日本茶業中央会
J-0185 日本のお茶　・お茶と文化 日本茶業中央会
J-0186 茶の香り研究ノート 川上美智子
J-0187 チャート茶道史 谷端昭夫
J-0188 緑茶入門 谷本陽蔵
J-0189 お茶健康記 山中宗直
J-0190 お茶はこんなに効く 小國伊太郎　原征彦
J-0191 新お茶は妙薬 林栄一
J-0192 健康食お茶 大石貞男　畑明美　林栄
J-0193 お茶は最高の健康食･ 小國伊太郎
J-0194 日本茶、美味しさを究める 松下智
J-0195 茶の湯早わかり事典 主婦の友社
J-0196 ティー＆コーヒー Lesley Mackley
J-0197 紅茶のある生活 荒木安正
J-0198 お茶を使った健康料理 薬日本堂
J-0199 茶の湯Ｑ＆Ａ 淡交社編集局
J-0200 紅茶の時間 谷口安宏
J-0201 おいしいお茶、いれよ。
J-0202 薬草茶・健康茶　カラー百科 伊達一男
J-0203 飲む健康カタログ 主婦の友社
J-0204 茶の古典詳解 千宗室　永島福太郎
J-0205 茶花ごよみ 塩月弥栄子
J-0206 茶の湯と陰陽五行 淡交社編集局

J-0207
喫茶心得　男のための茶の
湯入門

J-0208 客の心得 千宗室　千宗之
J-0209 茶道具の心得と扱い 千宗室
J-0210 茶事の贅沢１２ヶ月　上巻
J-0211 茶事の贅沢１２ヶ月　中巻
J-0212 茶事の贅沢１２ヶ月　下巻
J-0213 野に咲く茶菓図譜 永井宗圭
J-0214 現代の茶会 井上隆雄　梅原猛　千宗
J-0215 唐物茶碗 矢部良明
J-0216 茶入 小田榮一
J-0217 棗　替茶器 池田巌



J-0218 茶杓 池田巌
J-0219 釜　炭道具 長野裕
J-0220 花入 矢部良明
J-0221 掛物　書　寄付掛 小田榮一
J-0222 掛物　絵　寄付掛 小田榮一
J-0223 中国茶の楽しみ 脇屋友詞
J-0284 新訂紅茶の世界 荒木安正 柴田書店
J-0285 中国茶のすすめ 秋山叢
J-0286 現代紅茶用語辞典 日本紅茶協会
J-0287 茶の湯って何だろう 千宗室
J-0288 四季の紅茶手帖・ 熊崎俊太郎
J-0289 初歩の茶道　割稽古･ 千宗室
J-0290 日本茶を一服どうぞ 小川誠二
J-0314 茶業開化 川口国昭 そうよう
J-0315 紅茶製法纂要 多田元吉　編 文生書院

J-0316
淡交　2001.6　特集・中国喫
茶事情

淡交社

J-0317 ウーロン茶のすべて 茶学の会
J-0318 中国茶・五感の世界 孔令敬 日本放送出版協
J-0319 お茶の謎を探る 橋本実 悠飛社
J-0320 中国茶文化大全 熊倉功夫 農文協
J-0321 中国茶文化 棚橋こう峰 紫翠会出版

J-0322 中国黒茶のすべて
呂毅　Wenfei Guo　駱少
君　　坂田完三

幸書房

J-0323 中国茶のすすめ 光岡雅彦 秋山叢書
J-0324 近代アジアと台湾 河原林直人 世界思想社
J-0325 茶経詳解 布目潮風 淡交社
J-0326 つくられた暴君と明君 布目潮風 清水書院
J-0327 「貞観政要」の政治学 布目潮風 岩波書店
J-0328 隋唐帝国 布目潮風　栗原益男 講談社
J-0329 アジアの海の大英帝国 横井勝彦 講談社
J-0330 大航海時代の冒険者たち 平戸市史編さん委員会
J-0331 江戸３００年大商人の知恵 童門冬二 講談社
J-0332 アヘン戦争と香港 矢野仁一 中公文庫
J-0333 出島のくすり 長崎大学薬学部編 九州大学出版会
J-0334 シュガーロード 明坂英二 長崎新聞社
J-0335 遊牧という文化 松井健 吉川弘文館
J-0336 京都府茶業百年史 京都府茶業会議所
J-0337 牧之原開拓史考 大石貞男 静岡県茶業会議
J-0338 茶・ダイジェスト 農林水産省特産振興課 日本茶業中央会
J-0339 日本と韓国　茶の文化考 長野ただし　クォン・テ 海鳥社
J-0340 喫茶の文明史 守屋毅 淡交社
J-0341 照葉樹林文化 上山春平 中公新書
J-0342 栽培植物と農耕の期限 中尾佐助 岩波書店
J-0343 手づくりのお茶を楽しむ 山背古道お茶探検隊 文葉社
J-0344 お茶と水 静岡県お茶と水研究所
J-0345 新・目で見る茶の病害虫 静岡県茶業会議所
J-0346 Ｔｅａ　　スタイル 世界お茶まつり実行委
J-0347 バイリンガル日本史年表 英文日本大辞典　編 講談社
J-0348 図解　茶の湯の心くばり 原宗啓 黙出版
J-0349 別冊サライ　大特集・日本茶 小学館
J-0350 茶の湯－生いたちとこころ－ 村井康彦 大阪書籍
J-0351 利休とその一族 村井康彦 平凡社
J-0352 茶の文化史 村井康彦 岩波書店
J-0353 茶の心 豊茗会
J-0354 植物と行事 湯浅浩史 朝日新聞社
J-0355 プラントハンター 白幡洋三郎 講談社



J-0356
Ｍｅｉｓｓｅｎ　･マイセンの町とマ
イセン磁器

ハンス・ゾンダーク

J-0357 コーヒー博物誌 伊藤博 八坂書房
J-0358 ウィーンのカフェ 平田達治 大修館書店
J-0359 茶の博物誌 ジョン・コークレイ・レット 講談社
J-0360 時間革命 角山榮 新書館
J-0361 シンデレラの時間 角山榮 ポプラ社
J-0362 辛さの文化　甘さの文化 角山榮 同文館
J-0363 中国名茶の旅 松下智 淡交社
J-0364 緑茶の世界　中国茶と日本茶 松下智 雄山閣
J-0365 紅茶の文化史 春山行夫 平凡社
J-0366 コーヒーの事典 日本コーヒー文化学会 柴田書店
J-0370 珈琲をおいしく飲もう 暮らしの設計編集部
J-0380 たのしむコーヒー　いれ方と 斉藤邦博
J-0381 珈琲、味をみがく 星田宏司　伊藤博　鎌田

幸雄　柄沢和雄
J-0382 コーヒーのテースティング 堀口俊英
J-0383 コーヒードリンク246 柄沢和雄
J-0384 珈琲の本
J-0388 世界のコーヒー生産国･ 全日本コーヒー協会
J-0389 コーヒーという文化 UCCコーヒー博物館 柴田書店
J-0390 自家用茶の民俗 谷阪智佳子 大河書房

J-0391
イギリス紅茶事典･文学に見
る食文化

三谷康之
日外アソシエー
ツ

J-0392 紅茶の事典 荒木安正　松田昌夫 柴田書店

J-0393
嘉木悠遠･中国雲南省に茶の
源流を求めて

堀江克彦 東峰書房

J-0394 欧州陶磁紀行 南川三治郎 世界文化社
J-0395 砂糖の世界史 川北稔 岩波書店
J-0396 産業革命と民衆 角山榮　村岡健次　川北河出書房新社
J-0397 路地裏の大英帝国 角山榮　川北稔 平凡社
J-0398 時計の社会史 角山榮 中央公論社
J-0399 産業革命の群像 角山榮 清水書院
J-0400 堺　海の都市文明 角山榮 ＰＨＰ研究所
J-0401 茶の湯の心 古田紹欽
J-0402 アジアルネサンス 角山榮 ＰＨＰ研究所
J-0403 お茶の唄々 森薗市二
J-0404 バター茶をどうぞ 渡辺一枝　クンサン・ハ
J-0405 香と茶の湯 太田清史
J-0406 香千載 宮野正喜
J-0405 茶鑑賞手冊 Ｊａｎｅ　Ｐｅｔｔｉｇｒｅｗ

J-0408
「生活史」の発見･フィールド
ワークで見る世界

角山榮 中央公論新社

J-0409 茶ともてなしの文化 角山榮 ＮＴＴ出版

J-0423
草原の遊牧文明･大モンゴル
展によせて

小長谷有紀　楊海英 千里文化財団

J-0424
茶の起源研究　第6号･ベトナ
ム茶調査報告

豊茗会 豊茗会

J-0425 茶の起源研究　第８号 豊茗会 豊茗会
J-0426 煎茶を学ぶ 小川後楽　京都造形芸 角川書店

J-0427
日本人と茶　その歴史・その
美意識

京都国立博物館

J-0428 別冊太陽　利休の茶会
筒井紘一　赤沼多佳　中
村利則

平凡社

J-0429 太陽　禪 平凡社

J-0430 別冊太陽　茶
林屋辰三郎　中村昌生･
林屋晴三

平凡社



J-0432 喫茶養生記 栄西禪師　註・訳文：粟 盛文堂
J-0433 宇治名所図会　旅へのいざな 宇治市歴史資料
J-0441 オールド・ノリタケ コロナ・ブックス編集部 平凡社

J-0442
英国アンティーク･シルバー
キャディスプーン百選

内山田真江 ユー・コスモス

J-0443
目の眼　特集・里帰りコーヒー
カップ

里文出版 里文出版

J-0458 紅茶・珈琲誌 E・ブラマー 東京書房社
J-0462 紅茶とヨーロッパ陶磁の流れ 名古屋ボストン美術館 名古屋ボストン

J-0463 ロイヤル・コペンハーゲン

宮内庁三の丸尚蔵館
大阪市立東洋陶磁美術
館　･滋賀県立陶芸の森
岡山市オリエント美術館
シ ボルト財団

シーボルト財団

J-0464
ヨーロッパの名窯展･華麗なる
テーブルウェアの世界

世界陶芸祭実行委員会
世界陶芸祭実行
委員会

J-0465
陶磁の東西交流展･有田・デ
ルフト・中国の相互影響

樋口かじ子
株式会社　有田
ヴイ・オー・シー

J-0466 南蛮　東西交流の精華 堺市博物館 堺市博物館

J-0467
中国南京博物院蔵宝展　･甦
る南遷文物

監修/西村康彦 TBS

J-0468 文明とやきもの展
佐賀県立九州陶磁文化
館

佐賀県立九州陶
磁文化館

J-0469 別冊太陽　染付の粋 監修/大橋康二 平凡社
J-0470 中国染付　コバルトブルーの 財団法人　佐川美術館 財団法人　佐川
J-0471 陶磁器染付文様事典 三杉隆敏　榊原昭二 柏書房

J-0472 「海を渡った古伊万里」展 佐々木秀憲
株式会社　有田
ヴイ・オー・シー

J-0473
中国陶磁の至宝･英国デイ
ヴィット・コレクション

監修/伊藤郁太郎
読売新聞大阪本
社

J-0475 大トルコ展･文明と美術
監修/福岡市博物館　中
山喜一郎

株式会社　キュ
レイターズ

J-0478
TOPKAPI PALACE ･トプカプ
宮殿の名品－スルタンの愛し

佐賀県立九州陶磁文化
館

佐賀県立九州陶
磁文化館

J-0479
オランダと中国・日本･東西交
流陶磁展

監修/西田宏子 印象社

J-0480
D'outremer et d'Orient
mystique...

Frncoise Chappuis
PATRIMOINES
D'ORIENT

J-0501 ティールームの誕生 横川善正 平凡社
J-0503 やきものの文化史 三杉隆敏 岩波書店

J-0504
海のシルクロード史　･四千年
の東西交易

長澤和俊 中央公論社

J-0505 「伊万里」からアジアが見える 坂井隆 講談社
J-0506 海を渡った古伊万里 深川正 主婦の友社
J-0516 甘さと権力　砂糖が語る近代 シドニー・Ｗ・ミンツ 平凡社
J-0517 通辞　ロドリゲス マイケル・クーパー 原書房
J-0519 世界・染付の旅 三杉隆敏 新潮社
J-0520 アジアの海と伊万里 大橋康二/坂井隆 新人物往来社

J-0521
「元の染付」海を渡る･世界に
広がる焼物文化

三杉隆敏
(社）農山海村文
化協会

J-0522 大英帝国インド総督列伝 浜渦哲雄 中央公論新社
J-0523 イギリス近代史を彩る人々 松浦高嶺 刀水書房
J-0524 ヴィクトリア時代のロンドン Ｌ．Ｃ．Ｂ．シーマン 創元社

J-0525
ロンドン都市物語･パブとコー
ヒーハウス

小林章夫 河出書房新社

J-0526 十九世紀イギリスの日常生活 クリスティン・ヒューズ 松柏社
J-0527 実録　アヘン戦争 陳　舜臣 中央公論社



J-0528
古代日本のミルクロード･聖徳
太子はチーズを食べたか

廣野卓 中央公論社

J-0529
香辛料の民族学･カレーの木
とワサビの木

吉田よし子 中央公論社

J-0530 食事の文明論 石毛直道 中央公論社
J-0531 海外貿易から読む戦国時代 武光誠 PHP研究所
J-0532 幕末日本探訪史 ロバート・フォーチュン 講談社
J-0533 ザビエルの見た日本 ピーター・ミルワード 講談社

J-0534
クルス『中国誌』･ポルトガル
宣教師が見た大明帝国

ガスパール・ダ・クルス 講談社

J-0535 オランダ東インド会社 永積昭 講談社

J-0536
明治日本美術紀行･ドイツ人
女性美術史家の日記

フリーダ・フィッシャー 講談社

J-0537 シュリーマン旅行記　清国・日 ハインリッヒ・シュリーマ 講談社
J-0538 ミットフォード日本日記 A.B.ミットフォード 講談社

J-0539
朝鮮紀行･英国婦人の看た李
朝末期

イザベラ・バード 講談社

J-0540
コーヒーハウス･18世紀ロンド
ン、都市の生活史

小林章夫 講談社

J-0541 日本奥地紀行 イザベラ・バード 平凡社

J-0542
水晶宮物語･ロンドン万博博
覧会1851

松村昌家 筑摩書房

J-0543
オールコックの江戸･初代英
国公使が見た幕末日本

佐野真由子 中央公論社

J-0544 オランダ史 モーリス・ブロール 白水社

J-0545
スパイスストーリー･－欲望と
挑戦と－

B.S.ドッジ 八坂書房

J-0546 長崎県　文化百選･海外交流 長崎新聞社 長崎新聞社

J-0547
スパイス戦争･大航海時代の
冒険者たち

ジャイルズ・ハルミントン 朝日新聞社

J-0548
幕末・明治・大正・昭和･長崎
居留地の西洋人

レイン・アーンズ 長崎文献社

J-0549 ケンペルのみた日本 編：ヨーゼフ・クライナー 日本放送出版協

J-0550
マルコ・ポーロは本当に中国
へ行ったのか

フランシス・ウッド 草思社

J-0551
交易のヨーロッパ史･物・人・
市場・ルート

A.プレシ/O.フェ－ルター
ク

東洋書林

J-0552 香料の歴史 山田憲太郎 紀伊國屋書店
J-0553 香料文化誌･香りの謎と魅力 C.J.S.トンプソン 八坂書房

J-0554
スパイスが変えた世界史･コ
ショウ・アジア・海をめぐる物

E&F-B.ユイグ 新評論

J-0556 オランダ東インド会社の歴史 科野孝蔵 同文社

J-0557
世界最強の商社･イギリス東
インド会社のコーポレートガバ

浜渦哲雄 日本経済評論社

J-0558
日本人の足跡　３･世紀を超
えた「絆」求めて

産経新聞「日本人の足
跡」取材班

産経新聞社

J-0559 平戸の対外時代の貿易の話 談：葉山萬次郎 松浦資料博物館
J-0560 長崎商人伝　･大浦お慶の生 小川内清孝 商業界
J-0561 歴史の平戸 山口康夫 平戸文化財研究
J-0562 平戸市史研究　第2号 平戸市史編さん委員会 平戸市史編さん
J-0563 平戸市史研究　第3号 平戸市史編さん委員会 平戸市史編さん
J-0564 平戸市史研究　第4号 平戸市史編さん委員会 平戸市史編さん
J-0565 平戸市史研究　第5号 平戸市史編さん委員会 平戸市史編さん
J-0566 平戸市史研究　第6号 平戸市史編さん委員会 平戸市史編さん

J-0567

国指定史跡「出島和蘭商館
跡」･よみがえる出島オランダ
商館･19世紀初頭の町並みと
暮らし

監修：史跡出島和蘭商
館跡建造物復元検討委
員会

長崎市教育委員
会



J-0568
世界史の中の出島･日欧通交
上長崎の果たした役割

森岡美子 長崎文献社

J-569
鎖国下の長崎と町人･自治と
繁栄の虚実

赤瀬浩 長崎新聞社

J-570 シーボルトの見た日本 シーボルト記念館 シーボルト記念
J-571 摘要　堺市史 三浦周行 堺市役所

J-572
海のシルクロード･中国・泉州
からイスタンブールまで

文：辛島昇/写真：大崎
次郎

集英社

J-574
4つの順路案内　ボゴール植
物園

ジョゼ・レヴェリンク/アマ
ンダ・モーズレー･/テオ・

PT Bogorido
Botanicus

J-575 シーボルトと日本
京都国立博物館/東京
国立博物館･/朝日新聞

朝日新聞社

J-576
シーボルトと日本･その生涯と
仕事

アルテッレ・カウヴェン
ホーフェン･マティ・フォ

ライデン　Hotei
Publising　/ 八木

J-577 出島の科学
長崎大学『出島の科学』
刊行会

九州大学出版会

J-578 シーボルトの江戸参府展 シーボルト記念館 シーボルト記念

J-579 平戸オランダ商館展
平戸市日蘭交流400周
年記念事業実行委員会

平戸市日蘭交流
400周年記念事

J-580
シーボルト・日本を旅する･外
国人の見た日本の原風景

堺市博物館 堺市博物館

J-581 星野村史　産業編 星野村史編さん委員会 星野村
J-582 平戸市史･海外史料編　II 平戸市史編さん委員会 平戸市
J-583 平戸市史･海外史料編　III 平戸市史編さん委員会 平戸市
J-584 図説　万国博覧会史　1851- 編：吉田光邦 思文閣出版

J-585
絹と光･知られざる日仏交流
100年の歴史

クリスチャン・ポラック
アシェッと婦人画
報社

J-586 日本茶の自然誌 松下智 株式会社あるむ
J-587 古田織部の茶道 桑田忠久 講談社
J-588 茶道の歴史 桑田忠久 講談社

J-589 極める台湾茶 池上麻由子
株式会社グリー
ンキャット

J-590
茶道と茶の湯･－日本茶文化
試論－

張建立 淡交社

J-591 茶の湯の科学入門 堀内國彦 淡交社

J-592 煎茶の起源と発展
煎茶の起源と発展シン
ポジウム組織委員会

煎茶の起源と発
展シンポジウム

J-593 茶席の禅語大辞典 有馬賴底 淡交社
J-602 蘭字RANJI 井出暢子 電通
J-603 茶の世界　vol.2 お茶料理研究会 地人書館
J-604 茶の世界　vol.3 お茶料理研究会 地人書館
J-605 茶の世界　vol.4 お茶料理研究会 地人書館
J-606 静岡の文化　66号 静岡文化財団 静岡文化財団
J-607 世界のお茶　日本のお茶 金谷町お茶の郷博物館 金谷町お茶の郷
J-608 茶の文化　1 静岡県茶文化振興協会 静岡県茶文化振
J-609 茶の文化　2 静岡県茶文化振興協会 静岡県茶文化振
J-610 茶の湯　文化学　3号 茶の湯文化学会 茶の湯文化学会
J-611 茶の湯　文化学　7号 茶の湯文化学会 茶の湯文化学会
J-612 茶の湯　文化学　9号 茶の湯文化学会 茶の湯文化学会
J-613 茶の湯　文化学　10号 茶の湯文化学会 茶の湯文化学会
J-614 野村美術館紀要　第2号 野村美術館 野村美術館
J-615 野村美術館紀要　第9号 野村美術館 野村美術館
J-616 野村美術館紀要　第11号 野村美術館 野村美術館

J-617
19府県と104市町村「茶業の
あらまし」

全国茶サミット三重大会
実行委員会

全国茶サミット三
重大会実行委員

J-618
宇治和束茶で「特別なティー
タイム」を提案

和束町商工会 和束町商工会



J-619
茶の文化と効能国際シンポジ
ウム

茶の文化と効能国際シ
ンポジウム組織委員会

茶の文化と効能
国際シンポジウ

J-620 世界お茶フォーラム　　静岡 世界お茶フォーラム 世界お茶フォー

J-621
世界お茶フォーラム　静岡
1999　論文集

世界お茶フォーラム
世界お茶フォー
ラム

J-639
茶の文化と効能国際シンポジ
ウム論文集

茶の文化と効能国際シ
ンポジウム組織委員会

茶の文化と効能
国際シンポジウ

J-642
TEA－TALKING OF TEAに学
ぶ

監修：荒木安正･訳.編集
G・ハックスレー研究会

日本紅茶協会

J-643 日本茶と台湾茶 産経新聞社/関西学院

J-656
ネパール・インドの聖なる植
物

Ｔ．Ｃ．マジュプリア･訳/
西岡直樹

八坂書房

J-657 聖書の植物
Ｈ＆Ａ・モンデンケ･編訳
/奥本裕昭

八坂書房

J-658 塩の世界史
マーク・カーランスキー･
訳/山本光伸

扶桑社

J-659 港町と海域世界
編/歴史学研究会･責任
編集/村井章介

青木書店

J-660 お菓子の歴史
マグロンヌ・トゥーサン=
サマ･訳/吉田春美

河出書房新社

J-670 世界文化史年表 S.YAMASAKI 芸心社
J-671 中国文化事典 寺尾善雄 河出書房新社
J-672 南蛮から来た食文化 江後迪子 弦書房

J-676 世界嗜好品百科
松浦いね/たばこ総合研
究センター編

山愛書院

J-679
大英帝国　･最盛期イギリス
の社会史

長島伸一
講談社現代新書
530

J-680
正倉院薬物の世界･日本の薬
の源流を探る

鳥越泰義 平凡社

J-681 イエスズ会　世界宣教の旅
フィリップ・レクリヴァン著
･鈴木宣明　監修

創元社

J-682 京都学を学ぶ人のために
上田正昭監修/芳賀徹
富士谷あつ子編

世界思想社

J-683 マカオの歴史　南蛮の光と影 東光博英 大修館書店
J-684 シーボルト　参府旅行中の日 シーボルト/齋藤信　訳 思文閣出版

J-685
モンゴルVS.西欧VS.イスラム
･13世紀の世界大戦

伊藤敏樹 講談社

J-686 新・食文化入門 森枝卓士　南直人　編 弘文堂
J-687 <食>で読むイギリス小説 安達まみ/中川僚子　編 ミルヴァ書房

J-688
日本茶文化大全　･ALL
ABOUT TEA 日本茶編

ウィリアム・ユーカース著
/静岡大学ALL ABOUT
TEA 研究会編訳･/小二
田誠二監修/鈴木実佳
監訳

知泉書館

J-689
邦訳ALL ABOUT TEA･世界
茶文化大全

ウィリアム・ユーカース//
静岡大学ALL ABOUT
TEA 研究会編訳

静岡大学

J-695
茶の文化史　英国初期文献
集成･（別冊日本語解説）

滝口明子 Eureka Press

J-696
日本の開国･エミール・ギメ
あるフランス人から見た明治

尾本圭子　フランシス・マ
クワン

創元社

J-697 イスラームの世界と技術 佐藤次高 山川出版社
J-698 イスラームの都市世界 三浦徹 山川出版社
J-699 マイセンへの道　東西陶磁交 三杉隆敏 東京書籍
J-700 「こつ」の科学 杉田浩一 柴田書店

J-715
ドレースデン･ザクセンのレジ
デンス都市

コーツ・ヴォルフガング
B&V
Verlag,Dresden



J-716 セイロンティー

Sri Lanka Tea
Board/･The Colombo
Tea Trader's
Association

J-721 ジャカルタ国立博物館ガイド Museum Nasional Museum
J-722 アンティークの西洋陶磁とガ 学研 学研
J-723 茶･口切茶事と、お茶のいろ 淡交社 淡交社

J-724 一杯のおいしい紅茶
ジョージ・オーウェル/小
野寺健　編訳

朔北社

J-725
紅茶と日本茶･茶産業の日英
比較と歴史的背景

相松義男 恒文社

J-726 楽園・味覚・理性
ヴォルフガング・シヴェ
ルブシュ･/福本義憲　訳

法政大学出版局

J-727 市街案内　マイセン BRUCK&SOHN BRUCK&SOHN

J-728 日本茶の起源を探る
茶学の会・お茶の郷博
物館

茶学の会・お茶
の郷博物館

J-729 豊後キリスト教史 大分県立先哲史料館 大分県立先哲史
J-730 大友水軍･海から見た中世豊 大分県立先哲史料館 大分県立先哲史
J-733 モンゴルの歴史 バーバル
J-734 煎茶製造の基本理論 静岡茶市場 静岡茶市場

J-737
名古屋大学比較人文学･研究
年報別冊

阿部泰郎　筒井正　編
名古屋大学文学
研究科比較人文

J-739 中国茶自由自在 成田重行 NHK出版
J-740 僕は日本茶のソムリエ 高宇政光 筑摩書房
J-743 茶楽 WORLD　MOOK WORLD　MOOK

J-744
世界のコーヒー店･アメリカ＆
ヨーロッパ

柄沢和雄 柴田書店

J-745 ソトコト･特集：中国緑茶大紀 木楽舎 木楽舎
J-746 世界文化史年表 芸心社 芸心社
J-747 織と染めの歴史　西洋編 佐野敬彦 昭和堂
J-748 織と染めの歴史　日本編 佐野敬彦 昭和堂

J-749 世界史年表
亀井高孝・三上次男・林
健太郎・堀米康三　編･

吉川弘文館

J-751 山川世界史総合図録
監修/成瀬治・佐藤次
高・木村靖二・岸本美緒

山川出版

J-752 日本史年表 児玉幸多　編 吉川弘文館
J-753 男子の茶の湯ことはじめ 堀内議司男 原書房
J-754 樂焼創成　樂ってなんだろう 樂　吉左衛門 淡交社
J-755 茶の心 千宋室 淡交社
J-756 ウィリアム・モリスの楽園へ 南川三治郎 世界文化社
J-757 和菓子おもしろ百珍 中山圭子 淡交社
J-758 香りの本 松榮堂広報室 講談社
J-759 縁起菓子祝い菓子 亀井千歩子 淡交社
J-760 雅の京菓子 京都新聞社編 京都新聞社
J-761 和菓子　夢のかたち 中山圭子 東京書籍

J-762
人と土地と歴史をたずねる･
和菓子

中島久枝 柴田書店

J-763 和菓子歳時記 解説　中山圭子 婦人画報社
J-764 中国武夷山お茶の旅 松崎紀子
J-765 世界のプリンセス 新人物往来社 新人物往来社
J-766 紅茶　おいしさ発見 磯淵猛 雄鶏社
J-767 お茶のしあわせ 毎日新聞社 毎日新聞社
J-768 おいしいお茶の基本 世界文化社 世界文化社
J-769 カルカッタのチャイ屋さん 堀江敏樹 南船北馬舎
J-770 英国田園譜(II) キャロン・クーパー/林望 東京書籍
J-771 アジアの茶文化研究 勉誠出版 勉誠出版
J-772 植物と市民の文化 川島昭夫 山川出版社
J-773 サハラが結ぶ南北交流 私市正年 山川出版社



J-774 イギリス支配とインド社会 粟屋利江 山川出版社
J-775 続　お茶と水 静岡県お茶と水研究所

J-776
ハーブの花アルバム　･３００
種類の仲間たち

ハーブ編集委員会編 誠文堂新光社

J-777 ハーブ　育て方楽しみ方 高橋良孝/吉岡清彦 家の光協会
J-778 紅茶スタイル 磯淵猛 アポロコミュニ
J-779 ハーブ大全 リチャード・メイビー 小学館
J-780 中国陶器の鑑定と鑑賞 常石英明 金園社
J-781 新編　日本史図表 監修　坂本賞三　福田豊第一学習社
J-797 「うつわ」を食らう 神崎宣武 日本放送出版協
J-798 世界やきもの史 監修　長谷部楽爾 美術出版社
J-799 虎屋･和菓子と歩んだ五百年 黒川光博 新潮社
J-800 事典　和菓子の世界 中山圭子 岩波書店
J-801 京の旨味を解剖する 編　田中國介　松井裕 人文書院

J-802
知っておきたい･ティータイム
マナー

磯淵猛 同文書院

J-803 一杯の紅茶の世界史 磯淵猛 文芸春秋
J-804 おいしい紅茶の図鑑 監修　山田榮 主婦の友社

J-805 古都彩菓
数江瓢鮎子　中村弘子･
杉浦澄子

文化出版社

J-806
日本茶めぐり･種類、入れ方、
効能、産地

辻良平　大西剛 JTB

J-807 景徳鎮からの贈り物 陳舜臣 新潮社
J-808 中国古窯巡歴行記 木村貞雄 講談社サービス
J-809 トルコ料理･東西交差路の食 柴田書店 柴田書店

J-810 ロシア料理
The Ivan Fiodorov
Printing Company

The Ivan
Fiodorov Printing

J-811
スパイス　ブック･香辛料の実
用ガイド

ジル・ノーマン 山と渓谷社

J-812 中国古陶磁入門 中島誠之助 平凡社
J-813 陶磁の道 三上次男 中央公論美術出
J-814 ハプスブルグ家の女たち 海野弘　他 学研
J-815 客家円楼 岡田健太郎 旅行人
J-816 １００年前の世界の王室 マール社 マール社

J-817
１００年前の東京（一）･明治前
期編

服部誠一 マール社

J-818 １００年前のロンドン マール社 マール社
J-819 １００年前のパリ I マール社 マール社
J-820 １００年前のパリの夜 マール社 マール社
J-822 リバティ・デザイン 山田眞實 創元社

J-823
ジャポニズム　イン　ファッショ
ン･海を渡ったキモノ

深井晃子 平凡社

J-824 ジャポニズム入門 ジャポニズム学会　編 思文閣出版

A0825 chinese New YEAR
PATRICIA BJAALAND
WELCH

OXFORD
UNIVERSITY

J-826 中国の食文化 周達生 創元社
J-827 新版　日本食物史･食生活の 樋口清之 柴田書店
J-828 食の文化を知る事典 岡田哲 東京堂出版
J-829 近世菓子製法書集成　1 鈴木晋一　松本仲子　編 平凡社
J-830 近世菓子製法書集成　2 鈴木晋一　松本仲子　編 平凡社
J-831 食の世界地図 ２１世紀研究会編 文芸春秋
J-832 料理の起源 中尾佐助 日本放送出版協

J-833
食べる人類誌･火の発見から
ファーストフードの蔓延まで

フェリペ・フェルナンデス
=アルメスト/小田切勝子

早川書房

J-834 コムギの食文化を知る事典 岡田哲 東京堂出版
J-835 ことばで探る･食の文化誌 内林政夫 八坂書房
J-839 世界の台所 石毛直道 国立民族博物館



J-840 正倉院宝物と平安時代 米田雄介 淡交社
J-841 正倉院裂 松本包夫 京都書院美術双
J-842 シルクロード染織史 長澤和俊　横張和子 講談社

J-843
再見　マルコ・ポーロ「東方見
聞録」･シルクロードを行く

マイケル・ヤマシタ
日経ナショナル
ジオグラフィック

J-847 西からの絹の道･シルクロード 吉村作治　編集主幹 Newton Press
J-848 シルクロードの染織と技法 吉岡幸雄　構成 平凡社

J-849 偉大なるシルクロードの遺産
偉大なるシルクロードの
遺産展実行委員会

偉大なるシルク
ロードの遺産展

J-850 シルクロード絹と黄金の道
東京国立博物館　ＮＨＫ
ＮＨＫプロモーション　編

東京国立博物館
ＮＨＫ　ＮＨＫプロ

J-851
美のかけはし･名品が語る京
博の歴史

京都国立博物館 京都国立博物館

J-852 唐皇帝からの贈り物 新潟県立近代美術館 新潟県立近代美

J-853 ポルトガルと南蛮文化展
日本放送協会　ＮＨＫプ
ロモーション

日本放送協会
ＮＨＫプロモー

J-854
アーツ アンド クラフツ･ウィリ
アム・モリス以後の工芸美術

スティーブン・アダムス/
野中邦子　訳

美術出版社

J-860
平松洋子さんの「わが家のご
はん」･簡単でおいしいから今
日もまた。

平松洋子 世界文化社

J-869 金の芽インド紅茶紀行 磯淵猛 角川書店
J-870 超級食香港 菊池和男 平凡社
J-871 図説　東南アジアの食 森枝卓士 河出書房新社
J-876 スパイスの事典 成美堂出版 成美堂出版
J-877 アール・ヌーヴォー　アール・ 山根郁信　構成 平凡社
J-879 インドネシア料理 ウェンディ・ハットン PERIPLUS
J-881 ポルトガルのお菓子工房 智子ドゥアルテ 成星出版

J-883 お菓子の歴史
マグロンヌ・トゥーロン=
サマ･/吉田春美　訳

河出書房新社

J-885 菓子の茶事を楽しむ 淡交社編集局編 淡交社
J-886 今日庵菓子暦 千登三子 淡交社
J-887 まんじゅう大好き 徳間書店 徳間書店

J-888
京都・末冨　山口富蔵の･京
菓子読本

中央公論社 中央公論社

J-889 和菓子　四季を彩る名菓と器 淡交社 淡交社
J-890 江戸の料理と食生活 原田信男　編 小学館
J-891 料理 篠田統　構成 平凡社
J-892 和菓子歳時記 平凡社 平凡社

J-895
コーヒー&エスプレッソの技術
教本

旭屋出版「喫茶&スナッ
ク」編集部

旭屋出版

J-896 コーヒー＆紅茶　第2号 柴田書店 柴田書店
J-898 ティー&コーヒー大図鑑 辻調理師専門学校 講談社
J-903 食卓のアンティークシルバー 大原千晴 文化出版局
J-904 いまに生きる茶のこころ･茶の 千登三子　監修 淡交社
J-905 お茶の愉楽　　日本茶 高宇政光 池田書店
J-907 中国茶で楽しむ十二か月 黄安希 平凡社
J-910 景徳鎮磁器 中国人民美術出版社 京都書院
J-911 色絵古陶 京都書院編集部 京都書院
J-916 スパイスの本 日本交通公社 日本交通公社


