
１０月１日は「コーヒーの日」です。

展示期間：令和元年９月２８日（土）～１０月３０日（水）

No. 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 トム　スタンデージ∥著 インターシフト

2 ワールド・カフェをやろう！ 香取 一昭∥著 日本経済新聞出版社

3 澤田 洋史∥著 旭屋出版

4 カフェのある美術館 青い日記帳∥監修 世界文化社

5 海岸通りポストカードカフェ 吉野 万理子∥著 双葉社

6 珈琲店タレーランの事件簿 岡崎 琢磨∥著 宝島社

7 月とコーヒー 吉田 篤弘∥著 徳間書店

8 砂漠の青がとける夜 中村 理聖∥著 集英社

9 コーヒーを楽しむ。 堀内 隆志∥著 主婦と生活社

10 コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和∥著 サンマーク出版

11 東京古民家カフェ日和 川口 葉子∥著 世界文化社

12 珈琲が呼ぶ 片岡 義男∥著 光文社

13 カフェをつくりたい人の本 　 学研パブリッシング

14 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

15 コーヒーの歴史 ジョナサン　モリス∥著 原書房

16 森 博嗣∥著 講談社

17 好きよ、喫茶店（続） 菊池 亜希子∥著 マガジンハウス

18 しょぼい喫茶店の本 池田 達也∥著 百万年書房

19 ブラック・コーヒー アガサ　クリスティー∥著 早川書房

20 院内カフェ 中島 たい子∥著 朝日新聞出版

21 小さなカフェのはじめ方 河出書房新社

22 ステキにカフェランチ ケイシイシイ

23 安田 理∥編著 ぺりかん社

24 その日まで 吉永 南央∥著 文藝春秋

25 リバース 湊 かなえ∥著 講談社

世界を変えた6つの飲み物 383.8/ｽ/

809.6/ｶ/

フリーポアラテアート
バリスタテクニック応用編 596.7/ｻ/

706.9/ｶ/

F/ﾖ/

F/ｵ/

F/ﾖ/

F/ﾅ/

596.7/ﾎ/

F/ｶ/

596.7/ｶ/

914.6/ｶ/

673.9/ｶ/

596.7/ﾄ/

383.8/ﾓ/

すべてがFになる F/ﾓ/

596.7/ｷ/2

673.9/ｲ/

933/ｵ/

F/ﾅ/

Business Train∥著 673.9/ﾁ/

ケイシイシイ
こおりやま情報別冊編集室／編

596/ｽ/

カフェオーナー・
カフェスタッフ・バリスタになるには 673.9/ﾔ/

F/ﾖ/

F/ﾐ/



No. 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

26 ブックカフェを始めよう！ 日本ブックカフェ協会∥編 青弓社

27 好きよ、喫茶店 菊池 亜希子∥著 マガジンハウス

28 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

29 ブックカフェものがたり 矢部 智子∥ほか著 幻戯書房

30 珈琲屋の人々 池永 陽∥著 双葉社

31 ジェームズ　ホフマン∥著

32 喫茶店の時代 林 哲夫∥著 編集工房ノア

33 おうちでコーヒー焙煎 天坂 信治∥著 旭屋出版

34 カフェをはじめる人の本 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

35 コーヒーは楽しい！ セバスチャン　ラシヌー∥著 パイインターナショナル

36 カフェとうつわの旅 川口 葉子∥著 青山出版社

37 樽とタタン 中島 京子∥著 新潮社

38 豆大福と珈琲 片岡 義男∥著 朝日新聞出版

39 小沼 丹∥著 みすず書房

40 ようこそ、認知症カフェへ 武地 一∥著 ミネルヴァ書房

41 コーヒー豆を追いかけて 原田 一宏∥著 くもん出版

42 ふくしまカフェ手帖 エス・シーシー

43 珈琲牛乳 白坂 愛∥作 金の星社

44 カフェかもめ亭 猫たちのいる時間 村山 早紀∥著 ポプラ社

45 岩野 響∥著 KADOKAWA

46 古内 一絵∥著 中央公論新社

47 虹の岬の喫茶店 森沢 明夫∥著 幻冬舎

48 コーヒーブルース 小路 幸也∥著 実業之日本社

49 柴田 よしき∥著 文藝春秋

50 コーヒーもう一杯 平 安寿子∥著 新潮社

024.8/ﾌﾞ/

596.7/ｷ/1

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 596.7/ｵ/

024/ﾌﾞ/

F/ｲ/

ビジュアルスペシャルティ
コーヒー大事典

日経ナショナル
ジオグラフィック社 619.8/ﾎ/

383.8/ﾊ/

596.7/ｱ/

673.9/ｶ/

596.7/ﾗ/

596.7/ｶ/

F/ﾅ/

F/ｶ/

小沼丹 小さな手袋/珈琲挽き 914.6/ｵ/

493.7/ﾀ/

617/ﾊ/

エス・シーシー
ふくしまカフェ手帖編集部∥編 095/ﾌ/

Y/F/ｼ/

Y/F/ﾑ/

15歳のコーヒー屋さん Y/289.1/ｲ/

マカン・マラン
二十三時の夜食カフェ F/ﾌ/

F/ﾓ/

F/ｼ/

風のベーコンサンド
高原カフェ日誌 F/ｼ/

F/ﾀ/
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