
バーコード タイトル 著者名 出版社 出版年

1111081400 英国の喫茶文化 クレア・マセット／著 論創社 2021

1111041644 紅茶の帝国 マークマン・エリス／著 研究社 2019

1110746581 世界の茶文化図鑑 ティーピッグズ／著 原書房 2017

1110730395 お茶の科学 大森正司／著 講談社 2017

1110844030 紅茶入門 稲田信一／編著 日本食糧新聞社 2016

1110174826 図説英国紅茶の歴史 Cha Tea紅茶教室／著 河出書房新社 2014

1110002530 世界の紅茶 磯淵 猛／著 朝日新聞出版 2012

1108690999 紅茶が動かした世界の話 千野 境子／著 国土社 2011

1108770304 紅茶スパイ サラ・ローズ／著 原書房 2011

1108417906 ロマンス・オブ・ティー W.H.ユーカース／著 八坂書房 2007

1108410778 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

1108359918 紅茶事典 鈴木 ゆみ子／著 文園社 2006

1106975913 イギリス紅茶事典 三谷 康之／著 日外アソシエーツ 2002

1105992018 紅茶の世界 荒木 安正／著 柴田書店 2001

1105955510 二人の紅茶王 磯淵 猛／[著] 筑摩書房 2000

1106114976 アッサム紅茶文化史 松下 智／著 雄山閣出版 1999

1101932976 ティールームの誕生 横川 善正／著 平凡社 1998

1101571501 紅茶の文化史 春山 行夫／著 平凡社 1991

1110972963 お茶の時間 暮らしの図鑑編集部／編 翔泳社 2019

1111046668 ニッポンの地紅茶《完全ガイド》 藤原一輝／監修 枻出版社 2019

1110710850 図説紅茶 Cha Tea紅茶教室／著 河出書房新社 2017

1110700497 基礎から学ぶ紅茶のすべて 磯淵猛／著 誠文堂新光社 2016

1110433578 ムレスナティー ディヴィッド・K／著 京阪神エルマガジン社2015

1108518117 お茶のいれ方とマナー 新名 庸子／監修 小学館 2007

1108284850 紅茶&アレンジティーの技術教本 磯淵 猛／著 旭屋出版 2003

1108286384 紅茶図鑑 谷口 安宏／監修 日本文芸社 2003

1100412681 紅茶のある風景 土屋 守／著 曜曜社出版 1996

1100111630 紅茶曜日 磯淵 猛／著 扶桑社 1995

1100111846 紅茶の楽しみ方 小池 滋／[ほか]著 新潮社 1993

1100111259 四季の英国紅茶 出口 保夫／文 東京書籍 1992

1100412632 ティータイムのその前に 磯淵 猛／著 楽 1989

1106415290 午後は女王陛下の紅茶を 出口 保夫／著 東京書籍 1986

1111089890 英国菓子知っておきたい100のこと 牟田彩乃／著 産業編集センター 2021

1110773098 英国王室のアフタヌーンティー マーク・フラナガン／著 河出書房新社 2018

1111013668 イギリスお菓子百科 安田真理子／著 ソーテック社 2018

1110739016 物語のティータイム 北野佐久子／著 岩波書店 2017

1110731849 しあわせを引き寄せる洋菓子の事典 今田美奈子／著 日本文芸社 2017

1110408646
イギリスの菓子物語　英国伝統菓子

のレシピとストーリー
砂古 玉緒／著 マイナビ 2014

1110334511 お茶の時間のイギリス菓子 砂古 玉緒／著 世界文化社 2013

　　　　　　紅茶の世界ブックリスト 　2021年10月26日作成

紅茶を知る

紅茶をたのしむ

紅茶のお供
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1110010871 ケーキの歴史物語 ニコラ・ハンブル／著 原書房 2012

1101957783 英国式ティーレッスン 山根 ユミ／著 主婦の友社 1997

1101897674 手作りクッキー 信太 康代／[著] グラフ社 1996

1100113065 英国の紅茶とお菓子 『ヴィクトリア』編集部／編・著Parco出版 1993

1100111812 イギリスのお菓子 北野 佐久子／著 ソニー・マガジンズ 1993

1111067318 図説英国美しい陶磁器の世界 Cha Tea紅茶教室／著 河出書房新社 2020

1111038293 図説ヨーロッパ宮廷を彩った陶磁器 Cha Tea紅茶教室／著 河出書房新社 2019

1111048573 英国アンティークのある暮らし ささきひとみ／著 河出書房新社 2019

1110814470 英国のテーブルウェア Cha Tea紅茶教室／著 河出書房新社 2016

1108826437 マイセン 南川 三治郎／著 玉川大学出版部 2009

1108449230 西洋陶磁入門 大平 雅巳／著 岩波書店 2008

1108102128 ヨーロッパ宮廷陶磁の世界 前田 正明／著 角川学芸出版 2006

1108089259 欧州(ヨーロッパ)陶磁紀行 南川 三治郎／写真・文 世界文化社 2005

1107122556 ロイヤル・コペンハーゲン 宮内庁三の丸尚蔵館／[ほか]編集シーボルト財団 2004

1108239938 The prestige 講談社 2004

1106883984 ウェッジウッド物語 相原 恭子／著 日経BP社 2000

1106410192
英国陶工の父・ジョサイア・ウエッ

ジウッド
キュレイターズ 2000

1101885216 洋食器を楽しむ本 今井 秀紀／著 晶文社 1999

1101701330 私の英国物語 講談社／編 講談社 1996

1100112307 お茶を楽しむ英国アンティーク 大原 照子／著 文化出版局 1995

1101942496
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／著 イマック 1993

1111215743 最高のアフタヌーンティーの作り方 古内一絵／著 中央公論新社 2021

1110356233 隅の老人 バロネス・オルツィ／著 作品社 2014

1108350594 泣いて笑ってスリランカ 末広 美津代／著 ダイヤモンド社 2006

1108249838 電車男 中野 独人／著 新潮社 2004

1105916181 飲むお茶、食べるお茶 磯淵 猛／著 PARCO 2001

1200350302 クマのプーさん A.A.ミルン／作 岩波書店 2000

1106273343 週末は、ゆったり英国流生活 西洋ランブリング／編 大和出版 2000

1101868105 花と紅茶とアンティークと 麻生 圭子／著 広済堂出版 1998

1101946224 ロシア紅茶の謎 有栖川 有栖／[著] 講談社 1997

1100385713 日本の名随筆 増田　れい子／編 作品社 1997

1100111622 紅茶の国紅茶の旅 磯淵 猛／[著] 筑摩書房 1996

1106171315 熱い紅茶 アヌラー・W・マニケー／著 段々社 1995

1107004259 一杯のおいしい紅茶 ジョージ・オーウェル／著 朔北社 1995

1100044088 セイロン亭の謎 平岩 弓枝／著 中央公論社 1994

1100161486 冷めない紅茶 小川 洋子／著 福武書店 1990

1110700737 ロシア極東秘境を歩く 相原秀起／著 北海道大学出版会 2016

1108898394 歴史を動かしたプレゼン 林 寧彦／著 新潮社 2010

1108170521 大黒屋光太夫 山下 恒夫／著 岩波書店 2004

1104781123 北槎聞略 桂川 甫周／著 雄松堂出版 1988

1106726274 シベリア追跡 椎名 誠／著 小学館 1987

1100190766 大黒屋光太夫 亀井 高孝／著 吉川弘文館 1987

1107295444 おろしや国酔夢譚 井上 靖／著 文芸春秋 1986

大黒屋光太夫（日本人で初めて外国のお茶会で紅茶を飲んだとされる江戸時代の船頭）

紅茶と陶磁器

文学の中の紅茶


