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No. 題名 著者・編者 発行者 発行所 初版発行日 保管図書発行日 備考

1 京都府茶業百年史
京都府茶業百年史
編纂委員会

社団法人 京都府茶
業会議所

平成6年3月31日

2 静岡県茶業史　第５編
社団法人 静岡県
茶業会議所

大石千八
社団法人 静岡県茶業会議
所

平成元年3月３１日

3 静岡県茶業史　第６編
社団法人 静岡県
茶業会議所

柳澤伯夫
社団法人 静岡県茶業会議
所

平成20年3月31日

4 茶の大事典 窪川雄介・福島敬一 「お茶の大事典」刊行会 平成3年8月26日

5 新茶業全書
社団法人 静岡県
茶業会議所

大石千八
社団法人 静岡県茶業会議
所

昭和41年10月1日 昭和63年10月1日

6 茶の栽培と利用加工 岩浅　潔 株式会社 養賢堂 株式会社 養賢堂 1994年8月29日

7 藤枝茶業覚え 時田鉦平 八木金平
藤枝市経済部農林課内 藤
枝茶振興協議会

平成8年8月
第５０回全国お茶ま
つり記念

8
北遠州　茶の文化史　　うまいっ茶の
出どころ

木下恒雄
平成19年春3月吉
日

9
製茶機械発明の先駆者　高林謙三翁
の生涯とその周辺

森薗市二
社団法人 静岡県茶業会議
所

昭和60年3月20日

10 新茶通報 時田鉦平 平成11年　秋
11 平成十九年　新茶通報 時田鉦平 平成19年　秋
12 新茶取引五十六年 時田鉦平 平成23年　秋
13 茶商の読んだ「茶経評釋　諸岡存」 時田鉦平 平成4年　秋
14 静岡茶の元祖　聖一国師 曽根俊一・足立東 岡本弘之 社団法人 静岡県茶業会議 昭和54年9月30日
15 茶のすべて 窪川雄介 窪川雄介・福島敬一 平成9年4月20日
16 茶学の会十周年記念誌「お茶と私」 茶学の会 平成21年10月20日

17
社団法人豊茗会創立三十周年記念
誌　茶の心

社団法人 豊茗会
創立三十周年記念
事業実行委員会

社団法人 豊茗会（茶
の文化振興会）

2000年8月1日

18 やぶきたのすべて
静岡産業大学 O-
CHA学研究セン
ター

静岡産業大学 O-
CHA学研究センター

2007年12月1日
静岡産業大学 O-
CHA学研究センター
フォーラム論文集

19 お茶の力　暮らしの中のお茶と健康 袴田勝弘 杭迫重臣 化学工業日報社 2003年7月25日 2005年11月15日

20 シンポジウム「日本茶の起源を探る」
茶学の会・お茶の郷
博物館

平成15年10月1日

21 日本茶全書　生産から賞味まで
渕之上康元・渕之
上弘子

社団法人 農山漁村文化協
会

1994年4月10日

22 大石貞男著作集１　日本茶業発達史 大石貞男 社団法人 農山漁村文化協 2004年3月15日
23 大石貞男著作集２　静岡県茶産地史 大石貞男 社団法人 農山漁村文化協 2004年3月25日
24 大石貞男著作集３　茶の栽培と製造 大石貞男 社団法人 農山漁村文化協 2004年3月20日
25 大石貞男著作集４　茶の栽培と製造 大石貞男 社団法人 農山漁村文化協 2004年3月25日
26 大石貞男著作集５　茶随想集成 大石貞男 社団法人 農山漁村文化協 2004年3月30日

27
家康公の史話と伝説とエピソードを訪
ねて

黒澤脩 静岡市観光課 平成19年3月31日
大御所四百年祭開
催記念

28
静岡アジア・太平洋学術フォーラム選
書　　　お茶からアジアを考える

（財）静岡総合研究
機構

松井純 静岡新聞社 平成10年12月22日 2冊

29 生活を奏でる茶
お茶と生活文化研
究会

第一法規出版株式会社 昭和56年9月1日
企画　静岡県生活
環境部県民生活課

30 スナップ茶の思い出 三ツ井稔 平成8年9月5日

31 ヘルシーライフはＣＨＡ茶ＣＨＡ
日本茶と和食に親
しむ女性の会

（株）バスコーポレー
ション

独立行政法人 国立印刷局 平成17年4月28日

32
マンガ静岡県史　幕末・維新編（静岡
県の成立）

静岡県教育委員会
県史編さん室

静岡県 平成9年3月25日

33 やさしい茶の科学
松本智　橋本実　
鈴木良雄　南廣子

納屋嘉治 株式会社 淡交社 平成7年10月22日

34 ＪＡＰＡＮ　ＴＥＡ 寺田洋子 松井純 静岡新聞社 平成11年4月28日
35 日本茶・紅茶・中国茶 南廣子 富永靖弘 株式会社 新星出版社 2002年8月25日
36 茶一08章ＣＨＡ 角山榮 株式会社 福寿園 1990年5月2日

37 お茶と水
静岡県お茶と水研
究会

静岡県お茶と水研究
会事務局

平成13年10月1日

38 続お茶と水
静岡県お茶と水研
究会

静岡県お茶と水研究
会事務局

平成18年1月25日

39 小川八重子の定茶の世界 小川誠二 池田清彦 池田出版株式会社 平成8年12月5日
40 緑茶のマーケティング 岩崎邦彦 社団法人 農山漁村文化協 2008年9月25日

41
わが社のお茶が1本30万円でも売れ
る理由　ロイヤルブルーティー成功の

吉本桂子 竹内和芳 倖伝社 2015年6月15日

42 現代紅茶用語辞典 日本紅茶協会編 野本信夫 株式会社 柴田印刷 1996年8月10日
43 お茶八十八話　－茶業記者の50年ー 大橋愛司 大高正人 平成10年11月1日

44 緑茶の事典
高野實　谷本陽蔵　
富田勲　岩浅潔　
中川致之　寺本益

横塚紘 株式会社 柴田書房 2000年5月1日

45 緑茶の事典
高野實　谷本陽蔵　
富田勲　岩浅潔　
中川致之　山田新

野本信夫 株式会社 柴田書店 2000年4月20日

46 紅茶の事典 荒木安正　松田昌 横塚紘 株式会社 柴田書店 2002年4月1日
47 二人の紅茶王 磯淵猛 菊池明郎 株式会社 筑摩書房 2000年11月10日
48 紅茶図鑑 谷口安宏 安部林一郎 株式会社 公栄社 平成15年11月25日
49 日本茶・紅茶・中国茶・健康茶 大森正司 西沢宗治 株式会社 日本文芸社 平成18年2月10日

50 まんが茶会入門
小池一夫・やまさき
拓味　他

納屋嘉人 納屋嘉治 平成2年7月5日

51 お茶の愉楽　中国茶・台湾茶 有本香 池田豊 株式会社 池田書房 2005年3月19日
52 おいしい紅茶の愉しみ方 桑原珠玉 安藤卓 ＰＨＰ研究所 2010年1月11日

53 紅茶をめぐる静岡さんぽ 奥田実紀
有限会社マイルス
タッフ

中央精版印刷株式会社 2015年11月11日

54 おいしいお茶の基本 小林公成 株式会社 世界文化社 2006年2月1日
55 決定版　お茶大図鑑 主婦の友社 村松邦彦 株式会社 主婦の友社 2005年5月1日
56 日本紅茶協会20年史 日本紅茶協会 日本紅茶協会 日本紅茶協会 平成4年11月1日
57 20世紀の日本紅茶産業史 日本紅茶協会 日本紅茶協会 日本紅茶協会 平成15年1月
58 私が選んだ信楽焼煎茶茶器100選 藤田照治 朝宮茶知ろうと研究 高田印刷看板企画 2003年4月

59 聖一国師
聖一国師生誕八〇
〇年　記念事業実
行委員会

調査研究部会長　吉
野孝利

2002年11月22日



No. 題名 著者・編者 発行者 発行所 初版発行日 保管図書発行日 備考
60 ぐるぐるマップしずおか茶本舗 静岡新聞社 2004年10月1日 2冊

61
るるぶ情報版　静岡・清水・浜名湖・富
士山麓・伊豆’13

山本祐介 横山裕司 ＪＴＢパブリッシング 2012年10月15日

62 世界の名茶事典 講談社 野間佐和子 株式会社 講談社 平成10年11月30日
63 もっと気軽にティーパーティー 川谷眞佐枝 本田順子 冬花社 2004年3月15日

64
世界のお茶　日本のお茶　お茶の郷　
総合案内

株式会社 日展 金谷町お茶の郷振興協会

65 入間市博物館常設展示図録 入間市博物館 1994年
66 決定版　茶道入門　淡交ムック 納屋嘉人 株式会社 淡交社 1996年3月28日
67 淡交ムック　煎茶入門 小川後楽 納屋嘉人 株式会社 淡交社 平成13年10月14日

68
蘭字　日本近代グラフィックデザイン
の始まり

井手暢子 小内進 株式会社 電通 1993年4月1日

69
文人のあこがれ、清風のこころ　煎
茶・美とそのかたち

大阪市立美術館 1997年9月23日

70 茶の湯－にほんの心
京都文化博物館　
京都新聞社

京都新聞社 京都新聞社 1999年11月3日

71 茶の湯・数寄とふるまい展
ＮＨＫ／ＮＨＫプロ
モーション

ＮＨＫ／ＮＨＫプロ
モーション

放送出版プロダクション 1997年 ２冊

72 食べるお茶の本 春日一枝 加藤玄一 株式会社 大空出版 2007年3月10日
73 緑茶の健康料理レシピ110 小國伊太郎 斉藤卓 タウン情報はままつ 平成12年4月13日
74 おいしいクスリお茶 小國伊太郎 大渡肇 株式会社 保健同人社 1994年12月15日
75 数寄の庭　川崎幸次郎作庭集 川崎幸次郎 納屋嘉治 株式会社 淡交社 平成6年11月22日
76 公共茶室―中村昌生の仕事― 中村昌生 馬場瑛八郎 （株）建築資料研究者 1994年7月31日 ２冊
77 うかたま　VOＬ．5 鈴木敏夫 坂本尚 社団法人 農山漁村文化協 2007年1月1日
78 うかたま　VOＬ．6 鈴木敏夫 坂本尚 社団法人 農山漁村文化協 2007年4月1日
79 うかたま　VOＬ．7 鈴木敏夫 坂本尚 社団法人 農山漁村文化協 2007年7月1日

80 成人病に効く　お茶料理
岩浅潔　大森正司　
八倉巻和子

栗田元 第一出版株式会社 1993年3月15日

81 発見！植物の力⑨お茶・さとう・油 小山鐵夫 小峰紀雄 株式会社 小峰書店 2007年4月6日
82 ＮＨＫ知るを楽しむ　なんでも好奇心 日本放送出版協会 2005年10月1日
83 別冊サライ 岩本敏　衣袋丘 岩本敏 株式会社 小学館 1999年7月17日

84
絵で見る　お茶の5000年－紅茶を中
心とした文化史－

伊ヶ田文一 生田勝仙 株式会社 金花社 1994年8月17日

85 ｃａｆｅ　ｓｗｅｅｔｓ　VOL．５６ 村山知子 横塚紘 株式会社 柴田書店 2005年11月5日

86
世界お茶まつり２００７唐代宮廷茶道
再現

日本国中国泡茶道
篁峰会

87
第12回静岡アジア・太平洋学術フォー
ラム記録集

静岡学術フォーラム事務局

88
第13回静岡アジア・太平洋学術フォー
ラム記録集

静岡学術フォーラム事務局

89 茶文化ワークブック
静岡県立小笠高等学
校

平成8年3月31日

90 堺衆　  -茶の湯を作った人々- 堺市博物館 堺市博物館 平成元年9月30日
堺市制100周年記
念特別展

91 入間市博物館　常設展示図録 入間市博物館 入間市博物館 1994年 3冊

92
特別展　“煎茶”伝来　～売茶翁と文
人茶の時代～

入間市博物館 入間市博物館 2001年10月30日 2004年6月1日
3冊　入間市制施行
35周年記念事業ア
リット・フェスタ２００

93
古文書されど古文書～書く・残す・伝
える～　ガイドブック

入間市博物館 入間市博物館 平成25年11月1日
アリット・フェスタ２０
１３特別展

94
特別展　「お茶と日本人-その歴史と
現在-」

入間市博物館 入間市博物館 1996年11月3日

95
北限地帯茶産地調査報告１　関東地
方茶産地史料集

入間市博物館 入間市博物館 2000年3月31日

96
特別展　こだわりの湯呑み茶碗-くつ
ろぎの一杯をたたえて-

入間市博物館 入間市博物館 2002年4月27日 2冊

97 入間市博物館紀要　第9号　(２０１１) 入間市博物館 入間市博物館 2011年3月24日

98
こだわりのお茶～お茶の楽しみ方を
考える～

社団法人 静岡県茶業会議
所

99 茶道楽特別号　茶室探訪
第50回全国お茶ま
つり記念大会実行
委員会

社団法人 静岡県茶文化振
興協会

1996年8月

100 H・STYLE　VOLUME２ 大石二朗 大石二朗 エフジー武蔵 2007年6月21日

101
特別展　北限への旅路-茶の自然と歴
史を訪ねて-

入間市博物館 入間市博物館 1999年5月1日

102
秋季企画展　煎茶とやきもの-江戸・
明治の中国趣味-

愛知県陶磁資料館
学芸課

愛知県陶磁資料館 2000年

103 pen no.190 小林圭太 五百井健至 阪急コミュニケーションズ 2007年1月15日

104 静岡人　久能山東照宮特別号
小林一哉（NPO法
人水の国しずおか
フォーラム）

静岡旅行記者協会

105
第4回特別展　日本の近代グラフィック
デザインの夜明け

入間市博物館 入間市博物館 平成8年2月23日

106 静岡で活躍した外国茶商のこと 静岡茶商工業協同組合 平成12年12月4日
107 FUKUOKA STYLE Vol.15 原維宏 福博綜合印刷株式会社 1996年8月31日

108
お茶と浮世絵　描かれた江戸のお茶
事情

入間市博物館 入間市博物館 1997年10月4日
アリット・フェスタ’９
７展覧会展示図録

109 毎日らいふ　3月号 阿部善男 毎日新聞社 2007年3月1日

110
入間市博物館　煎茶道具・煎茶史関
連資料コレクション

入間市博物館 入間市博物館 2010年3月31日

111 陶遊　盆栽世界4月号増刊 海老名芳行 新企画出版局 2001年4月19日
112 別冊家庭画報　　お茶に強くなる 佐藤秀人 小林公成 株式会社　世界文化社 2004年7月1日
113 味覚シリーズ１　お茶の旅 青野眞也 木下幸雄 日本交通公社出版事業局 昭和63年3月1日
114 FUKUOKA STYLE Vol.19 原維宏 福博綜合印刷株式会社 1997年9月30日
115 FUKUOKA STYLE Vol.22 原維宏 福博綜合印刷株式会社 1998年7月30日
116 H2O　２月号 細谷一郎 船津潤 日本放送出版協会 1994年2月1日
117 H2O　12月号 細谷一郎 船津潤 日本放送出版協会 1995年12月1日



No. 題名 著者・編者 発行者 発行所 初版発行日 保管図書発行日 備考

118
シーボルト父子のみた日本　　生誕２
００年記念

ドイツ-日本研究所　
　東京都江戸東京
博物館　　国立民
族学博物館

ドイツ-日本研究所 1996年2月10日

119 陶遊　盆栽世界３月号増刊 海老名芳行 株式会社 新企画出版社 2001年3月19日
120 Discover Japan  vol.3 株式会社 枻出版社 2009年2月10日
121 ぐるぐるマップ　いっぴん堂 静岡新聞社 2003年6月10日

122
静岡お茶スタイル　世界お茶まつり公
式ガイドブック

海野尚史 海野尚史
株式会社 しずおかオンライ
ン

2004年4月28日 ２冊

123 ちゃぐりん　　６月号 宮川博美 柳楽節雄 社団法人 家の光協会 2008年6月1日
124 十六茶の秘密 シャンソン化粧品 シャンソン化粧品 2007年2月28日
125 ふくろうの詩　　松井妙子染色詩画集 松井妙子 松井妙子 1999年8月15日
126 森からの伝言　　松井妙子染色詩画 松井妙子 松井妙子 2006年10月2日
127 そだててあそぼう４４　　チヤの絵本 渕之上弘子 社団法人 農山漁村文化協 2002年4月15日 2003年5月31日 ２冊
128 つくってあそぼう２５　　茶の絵本 増澤　武雄 社団法人 農山漁村文化協 2007年3月30日 2009年6月10日

129
ふわりとチャバ-茶草場の四季ものが
たり-

永田萠 永田萠 中日新聞社 2015年12月10日

130
るるぶ情報版　静岡　伊豆浜名湖富
士山麓’０７

松尾美佐子 江頭誠 JTBパブリッシング 2006年11月1日

131 静岡浜松沼津富士　こどもとおでかけ 見崎庸平 海野尚史 株式会社 しずおかオンライ 2006年5月15日
132 緑茶パワー健康法 山根一元 栗原幹夫 KKベストセラーズ 平成9年1月20日
133 BRUTUS  ７月１日号 西田善太 石渡健文 株式会社 マガジンハウス 2009年7月1日
134 今知っておきたい　日本茶の基本 原康明 角謙二 株式会社 枻出版社 2010年5月10日
135 茶の道ひとすじ 東部牧の原茶業研究同志会 1981年3月7日
136 新版　中国茶文化 棚橋篁峰 佐々木道博 紫翠会出版 2004年4月30日
137 香り高き中国茶を愉しむ-中国茶入門 菊地和男 野間佐和子 株式会社 講談社 1998年7月1日 2002年9月3日

138
正午の茶事　　普及版　茶事の贅沢１
２か月　３巻

吉田秀徳 鈴木勤 株式会社 世界文化社 1994年2月20日

139
嘉木悠遠　　中国雲南省に茶の源流
を求めて

堀江克彦 高橋衛 株式会社 東峰書房 1999年11月30日

140 毎日、お茶 丸山勝久 丸山製茶株式会社 2008年10月1日
141 京・古社寺巡礼-２　建仁寺の四季 水野克比古 今東成人 東方出版 2003年12月18日

142 かおり風景１００選
監修　環境省「かお
り風景１００選選定
委員会」事務局

津野田勲 フレグランスジャーナル社 平成14年4月1日

143 平安時代の茶　『喫茶養生記』まで 福地昭助 青木誠一郎 株式会社 角川学芸出版 平成18年5月31日
144 東京の日本茶カフェ かなざわゆう 小笠原俊幸 東京地図出版株式会社 2008年8月27日
145 緑茶の世界-日本茶と中国茶 松下智 村上佳儀 株式会社 雄山閣 2002年9月10日
146 快適空間　しずおかをつくる 静岡県 静岡県 2001年5月10日
147 クリンネス　２８９号 大谷佳奈子 黒澤聡樹 イカリ環境事業グループ 平成21年12月1日
148 ナイフとフォークで冷奴 清ルミ 籠宮良治 太陽出版 2008年10月30日

149
日本茶めぐり　種類、入れ方、効能、
産地

辻良平　大西剛 青木玲二 JTB 2002年3月1日

150 戦前期　日本茶業史研究 寺本益英 江草忠敬 株式会社 有斐閣 1999年10月10日

151 お茶最前線　鹿児島・静岡平成茶考
南日本新聞社・静
岡新聞社

広田亮一 南日本新聞開発センター 平成11年5月26日

152 そろそろお茶の時間
村松敬一郎　富田
勲　榛村純一

株式会社 ぎょうせい 平成4年4月25日 平成4年5月10日

153 宇治茶　いい味いい香り 竹村嘉平 加藤昌男 (株)草思社 1999年3月25日
154 緑茶の時代 藤森進 黒船出版 平成6年3月28日 ２冊

155 お茶の唄々 森薗市二
金谷町お茶の郷博物
館

平成１３年３月

156 農の塾
農のよろずや　奥
田頼春

2009年11月1日

157 所作美人 木村宗慎 植木宣隆 株式会社サンマーク出版 2007年8月30日

158
小さい農業だから、できること-すべて
は、「続く」ために-

宮澤昌子 原田昇左右
社団法人 静岡県茶業会議
所

平成13年6月5日

159 静岡の博物館 静岡県博物館協会 大石益光 静岡新聞社 昭和63年2月29日
160 茶の世界史 角山榮 早川準一 中央公論新社 1980年12月20日
161 中国茶図鑑 工藤佳治　兪　向 東　眞史 株式会社 文藝春秋 平成12年10月20日
162 中国茶　香りの万華鏡 有元香 山本章 株式会社 小学館 2003年4月1日 2冊
163 日本茶インストラクターに学ぶ　お茶 大森正司 株式会社 キクロス出版 2005年4月11日
164 驚異の緑茶力 竹宮敏子 遠藤留治 株式会社 日新報道 1999年5月20日

165
しあわせの哲学　おじゃる丸のまった
り語録

おじゃる丸まったり
委員会　編者

友田満 株式会社 日本文芸社 2012年6月20日

166 お茶　こんなに使える！🉐活用術 知的生活研究所 小澤源太郎 株式会社 青春出版社 2002年12月5日
167 お茶 中村公一 永岡修一 株式会社 永岡書店 1997年9月10日
168 中国黒茶のすべて 呂　毅 桑野知章 株式会社 幸 書房 2004年6月20日
169 番茶と日本人 中村羊一郎 吉川圭三 株式会社 吉川弘文館 1998年8月1日
170 一杯の紅茶の世界史 磯淵猛 細井秀雄 株式会社 文藝春秋 平成17年8月20日
171 茶都に学ぶ　私の杭州中国茶留学 宍戸佳織 山下直久 株式会社 角川学芸出版 平成22年9月30日
172 読むとお茶が飲みたくなる本 茶学術研究会　編  (社）静岡県茶業会議所 1995年 ２冊
173 続・読むとお茶が飲みたくなる本 茶学術研究会　編 (社）静岡県茶業会議所 1998年
174 読むとお茶が食べたくなる本 茶学術研究会　編 (社）静岡県茶業会議所 1995年

175
煎茶の起源と発展シンポジウム　発
表論文集

煎茶の起源と発展
シンポジウム組織
委員会

金谷町お茶の郷博物
館

平成12年10月1日

176
―女性研究者による―茶文化研究論
文集

茶文化研究発表会　
実行委員会

平成25年4月24日

177 国産紅茶を語る
第4回世界お茶まつり
実行委員会事務局

平成23年3月10日

178
静岡・淅江友好の30年『暖～歳月を超
えた友情を探して』

静岡新聞社　静岡県
日中友好協議会

静岡新聞社 淅江日報報業
集団

2012年12月25日

179 煎茶入門 小川後楽 今井悠紀 株式会社 保育社 昭和51年11月5日
180 緑茶入門―美味しい淹れ方と効用― 谷本陽蔵 今井悠紀 株式会社 保育社 平成9年2月28日
181 健康を食べる―お茶― 加藤みゆき 今井悠紀 株式会社 保育社 平成8年4月30日
182 茶の精神 千　玄室 野間佐和子 株式会社 講談社 2003年10月10日

183 茶の博物誌
ジョン・コークレイ・
レットサム

野間佐和子 株式会社 講談社 2002年12月10日



No. 題名 著者・編者 発行者 発行所 初版発行日 保管図書発行日 備考
184 栄西　喫茶養生記 古田紹欽 鈴木　哲 株式会社 講談社 2000年9月10日
185 茶道名言集 井口海仙 野間佐和子 株式会社 講談社 2003年5月10日

186 茶の本
岡倉天心著／桶谷
秀昭訳

野間佐和子 株式会社 講談社 1994年8月10日

187 静岡茶ゆかりの地
静清庵地域産業振
興連絡会

188 茶道の歴史 桑田忠親 野間佐和子 株式会社 講談社 1987年12月10日
189 秀吉と利休 野上弥生子 佐藤亮一 株式会社 新潮社 昭和44年9月25日
190 美味しいお茶、のんでる？ 平野恵理子 野間佐和子 株式会社　講談社 2002年5月15日
191 茶の湯名言集 田中仙堂 山下直久 株式会社 角川学芸出版 平成22年6月25日
192 茶室と庭 重森三玲 二宮敏子 株式会社 社会思想社 昭和37年2月28日
193 茶の湯の不思議 小堀宗実 松尾武 日本放送出版協会 2003年6月10日
194 千利休　無言の前衛 赤瀬川原平 安江良介 株式会社 岩波書店 1990年1月22日
195 茶の湯 熊倉功夫 高森圭介 株式会社 教育者
196 茶人たちの日本文化史 谷　晃 野間佐和子 株式会社 講談社 2007年2月20日

197 お茶王国しずおかの誕生 株式会社 創碧社
財団法人 静岡文化
財団

財団法人 静岡文化財団 2012年1月20日

198 日本の文化 村井康彦 大塚信一 株式会社 岩波書店 2002年9月20日

199
緑茶のすすめ―繁盛店の社長が語る
秘策とは―

藤森進 田之下廣司
(株)クリエイターズクラブアル
ゴ

平成13年12月21日

200 小堀遠州茶友禄 熊倉功夫 浅海保 中央公論新社 2007年12月20日
201 煎茶への招待 小川後楽 安藤龍男 日本放送出版協会 1998年4月1日
202 橋立の壷は残った 中井勉 伊藤太文 株式会社 叢文社 2002年11月1日
203 走り出した和の心 一得庵　亜湖 米本守 株式会社 日本文学館 2003年11月15日
204 禅茶録 吉野白雲　吉野亜 小山光夫 株式会社 知泉書館 2010年10月25日
205 草庵茶室の美学　茶と禅とのつながり 古田紹欽 納屋嘉治 株式会社 淡交社 平成2年8月24日
206 待庵　侘数寄の世界 中村昌生 納屋嘉治 株式会社 淡交社 平成5年4月18日
207 小堀遠州の茶友たち 小川後楽 大絖書房 昭和62年10月17日
208 天下一名人　千利休 米原正義 納屋嘉治 株式会社 淡交社 平成5年3月14日

209
茶学の会シンポジウム「茶業と茶の
湯」発表論文集

茶学の会シンポジウ
ム実行委員会

平成17年11月20日

210 千利休　淡交精華 納屋嘉治 株式会社 淡交社 平成2年3月28日
211 茶のすべて 窪川雄介 窪川雄介 平成9年4月20日
212 茶の科学 村松敬一郎 朝倉邦造 株式会社 朝倉書店 1991年3月15日

213
茶のサイエンス  ―育種から栽培・加
工・喫茶まで

武田善行 鶴見淑男 筑波書房 2004年4月30日

214
手づくりのお茶を楽しむ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　山背古道お茶探
検隊が指南するマイお茶のススメ

林屋和男　尾﨑直
利　平尾和久

有限会社 文葉社 2005年6月30日

215 ええで　飲むさ　静岡茶
岸本佳代子　田中
章義

松井純 静岡新聞社 2003年12月19日

216 緑茶パワーと健康のサイエンス 伊勢村護  藤森進 森田富子
株式会社 アイ・ケイコーポ
レーション

2004年11月20日

217 緑茶カテキンの凄い健康パワー
藤森進  加藤由紀
子  石内智子

株式会社 二見書房 1997年4月25日

218
日本喫茶世界の成立　　―探茶論の
方法―

山田新市 佐藤悦子 ラ・テール 出版局 1998年10月30日

219 体の酸化を防ぐ　緑茶の威力 越智宏倫 真船美保子 KKロングセラーズ 平成5年6月10日

220
お茶はこんなに効く　　―ガン・成人病
予防のために

小國伊太郎　原征
彦

村瀬英雄 中日新聞本社 平成3年4月23日

221
僕は日本茶のソムリエ　お茶で世界を
つなぐ夢

高宇政光 菊地明郎 株式会社 筑摩書房 2002年10月20日

222 心理学者の茶道発見 岡本浩一 納屋嘉治 株式会社 淡交社 1999年6月20日
223 お茶健康紀 山中宗直 納屋嘉治 株式会社 淡交社 平成10年6月19日
224 健康食・体になぜいいの？ 桑野和民 日本放送出版協会 1993年2月25日
225 緑茶革命 小國伊太郎 香川達雄 女子栄養大学出版部 2001年3月20日
226 緑茶  ―生活とのかかわり― 泉　敬子 柴崎聰 株式会社 冬至書房 1997年7月31日
227 茶の健康成分発見の歴史 中川致之 鎌田恒男 株式会社 光琳 平成21年4月17日
228 茶の湯の科学入門 堀内國彦 納屋喜人 株式会社 淡交社 平成14年9月28日

229 小堀遠州　綺麗さびの極み
小堀宗実　熊倉功
夫　磯崎新　龍居

佐藤隆信 株式会社 新潮社 2006年6月25日

230 お茶はなぜ体によいのか 黒田行昭　原征彦 吉野達治 株式会社 裳華房 1999年11月20日

231
お茶のあるくらし  ―日本茶・紅茶・中
国茶の楽しみ方―

熊倉功夫　古賀健
蔵　荒木安正　團

中西敏夫 株式会社 ジュリアン 2005年12月2日

232
日本の後発酵茶　―中国・東南アジア
との関連―

大森正司　加藤み
ゆき　難波敦子　
宮川金二郎

飯岡俊一郎 さんえい出版 1994年3月15日

233 世界お茶まつり公式ガイドブック 世界お茶まつり実行委員会 2001年10月1日

234
国際化時代と地域歴史素材の活性化　
　　　　　　　　　　　―鴎外『舞姫』モデ
ル、武島務と秩父市の事例―

金田昌司
白門経友会第十四回
総会記念講演

2004年6月26日

235 茶・ダイジェスト
農林水産省特産振
興課

社団法人 日本茶業
中央会

平成7年3月15日

236 食べる茶・健康読本 小國伊太郎 野水秀勝
ツインバード工業株式会社・
喜楽茶房編集部

1998年6月15日

237

釜炒り茶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　（１）釜炒り茶の歴史と
製茶法　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
丸釜による青柳製釜炒り茶の製法、
品質、成分に関する研究

森薗市二　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　渕之
上康元、渕之上弘

森薗市二　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　渕之上康
元、渕之上弘子

平成14年7月1日

238 食材は語る 松本栄文 高月正紀 株式会社 カザン 2010年6月8日
239 小堀遠州東海道旅日記 小堀宗慶 株式会社 大有 平成4年11月3日
240 茶道古典全集　第一巻 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
241 茶道古典全集　第二巻 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
242 茶道古典全集　第三巻 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
243 茶道古典全集　第四巻 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
244 茶道古典全集　第五巻 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
245 茶道古典全集　第六巻 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
246 茶道古典全集　第七巻 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
247 茶道古典全集　第八巻 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
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248 茶道古典全集　第九巻 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
249 茶道古典全集　第十巻 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
250 茶道古典全集　第十一巻　補遺一 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
251 茶道古典全集　第十に巻　補遺二 千　宗室 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和31年12月15日 昭和52年9月22日
252 現代語で読む　茶窓間話　第一巻 吉野亜湖 茶道塾 2004年10月 2006年11月
253 現代語で読む　茶窓間話　第二巻 吉野亜湖 日本茶道塾 2006年10月30日
254 現代語で読む　茶窓間話　第三巻 吉野亜湖 日本茶道塾 2006年10月30日
255 現代語で読む　茶窓間話　第四巻 吉野亜湖 日本茶道塾 2006年10月30日

256 玉露の里物語
（株）川口建築都市設
計

静岡新聞社 平成4年10月5日

257 日本と韓国　茶の文化考 長野覺・權兌遠 西　俊明 有限会社 海鳥社 2002年11月1日
258 茶の民族誌-製茶文化の源流 松下　智 長坂慶子 雄山閣出版株式会社 平成10年3月5日 平成10年3月20日

259 中国茶文化大全【解題】
熊倉功夫・松下　
智・高橋忠彦・守屋
雅史

社団法人 農山漁村文化協
会

2001年9月30日 CD-ROM版付

260 茶の民俗学 中村羊一郎 中村　榮 株式会社 名著出版 1992年3月25日

261
基礎知識から茶藝師資格まで　もっと
知りたい中国茶の世界

湯浅薫 株式会社 牧歌舎 2009年3月31日

262 中国の茶 -その種類と特性- 松下智 河原紀久子 株式会社 河原書店 昭和61年5月15日 昭和63年5月10日
263 茶ともてなしの文化 角山　栄 杉本　孝 NTT出版株式会社 2005年9月28日

264
幻のヤマチャ紀行　日本茶のルーツを
探る

松下智 納屋嘉治 株式会社 淡交社 平成11年10月29日

265
お茶のなんでも小辞典　飲み方、食べ
方、利用法の科学

O-CHA学構想会 野間佐和子 株式会社 講談社 2000年8月20日

266
カフェインの科学-コーヒー、茶、チョコ
レートの薬理作用

栗原久 吉田眞次 株式会社 学会出版センター 2004年4月25日

267 国産紅茶を語る
第4回世界お茶まつり
実行委員会

平成23年3月10日

268
茶の原産地紀行-茶の木と文化の発
生をさぐる

松下智 納屋嘉人 株式会社 淡交社 平成13年3月7日

269 茶郷 胡代戢 株式会社 西田書店 1994年11月25日
270 ティーロード―日本茶の来た道 松下智 長坂一雄 雄山閣出版株式会社 平成5年11月5日
271 茶業開化　明治発展史と多田元吉 川口國昭・多田節 水島毅 （株）全貌社 平成元年8月13日
272 茶事遍路 陳舜臣 八尋舜右 朝日新聞社 1988年4月30日 1988年12月20日
273 ティーロードを行く テレビ静岡 片岡政則 （株）扶桑社 昭和63年7月26日

274 野菜茶業研究所　研究報告　第1号
独立行政法人　農業
技術研究機構　野菜
茶業研究所

2002年3月30日

275 野菜茶業研究所　研究報告　第2号
独立行政法人　農業
技術研究機構　野菜
茶業研究所

2003年3月28日

276 野菜茶業研究所　研究報告　第3号

独立行政法人　農
業・生物系特定産業
技術研究機構　野菜
茶業研究所

2004年3月30日

277 野菜茶業研究所　研究報告　第4号

独立行政法人　農
業・生物系特定産業
技術研究機構　野菜
茶業研究所

2005年3月30日

278 野菜茶業研究所　研究報告　第5号

独立行政法人　農
業・生物系特定産業
技術研究機構　野菜
茶業研究所

2006年3月30日

279 野菜茶業研究所　研究報告　第9号

独立行政法人　農
業・食品産業技術総
合研究機構　野菜茶
業研究所

2010年2月26日

280 野菜茶業研究所　研究報告　第12号

独立行政法人　農
業・食品産業技術総
合研究機構　野菜茶
業研究所

2013年3月8日

281 平成16年度　野菜茶業研究成果情報

野菜茶業試験研究
推進会議　　　　　　　
　　　　　独立行政
法人　農業・生物
系特定産業技術研
究機構　野菜茶業

野菜茶業試験研究推
進会議　　　　　　　　　　
　　　　　　　独立行政
法人農業・生物系特
定産業技術研究機構
野菜茶業研究所

2005年7月20日

282 平成1７年度　野菜茶業研究成果情報

野菜茶業試験研究
推進会議　　　　　　　
　　　　　独立行政
法人　農業・食品
産業技術総合研究
機構　野菜茶業研

野菜茶業試験研究推
進会議　　　　　　　　　　
　　　　　　　独立行政
法人　農業・食品産
業技術総合研究機構　
野菜茶業研究所

2006年6月20日

283 野菜茶業研究所研究成果選集

独立行政　農業・
生物系特定産業技
術研究機構　野菜
茶業研究所

独立行政　農業・生
物系特定産業技術研
究機構　野菜茶業研
究所

2005年2月28日

284
野菜茶業研究所第1期中期計画研究
成果選集

独立行政　農業・
食品産業技術総合
研究機構　野菜茶
業研究所

独立行政　農業・食
品産業技術総合研究
機構　野菜茶業研究
所

2006年10月16日

285
平成27年度農研機構シンポジウム　
わが国における茶品種をとりまく現状
と品種活用戦略

独立行政　農業・
食品産業技術総合
研究機構　野菜茶
業研究所

独立行政　農業・食
品産業技術総合研究
機構　野菜茶業研究
所

2015年11月19日

286 平成16年産　茶生産量統計
関東農政局静岡統
計・情報センター

関東農政局静岡統
計・情報センター

平成17年3月
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287
日本茶輸出：欧州における残留農薬
規制の実態調査

日本貿易振興機構
（ジェトロ）　　　　　　
　　　　　　静岡貿易
情報センター

2005年10月

288
静岡県茶業の現状-静岡県茶業振興
基本計画の評価・分析-

静岡県農業水産部
お茶室

平成18年3月

289 静岡県茶業の現状<お茶白書>
静岡県農業水産部
お茶室

平成19年3月

290 静岡県茶業の現状<お茶白書>
静岡県産業部農林
業局お茶室

平成20年3月

291 静岡県茶業の現状<お茶白書>
静岡県産業部農林
業局お茶室

平成21年3月

292 静岡県茶業の現状<お茶白書>
静岡県産業部農林
業局お茶室

平成22年3月

293 静岡県茶業の現状<お茶白書>
静岡県経済産業部
農林業局茶業農産
課

平成23年3月

294 静岡県茶業の現状<お茶白書>
静岡県経済産業部
農林業局茶業農産
課

平成24年3月

295 静岡県茶業の現状<お茶白書>
静岡県産業部農林
業局お茶室

平成25年3月

296 静岡県茶業の現状<お茶白書>
静岡県産業部農林
業局お茶室

平成28年3月

297 平成15年度　茶農協経営分析結果
静岡県経済農業協
同組合連合会

298
日本茶の未来を拓く　静岡産業大学
O-CHA学研究センター　連続シンポジ
ウム　第２集

静岡産業大学情報学部　O-
CHA学研究センター

2005年10月10日

299
日本茶の販売戦略を考える　静岡産
業大学O-CHA学研究センター　連続
シンポジウム　第４集

静岡産業大学情報学部　O-
CHA学研究センター

2007年2月14日

300
日本茶の販売戦略を考える　静岡産
業大学O-CHA学研究センター連続シ
ンポジウム第５集

静岡産業大学情報学部　O-
CHA学研究センター

2007年3月31日

301 茶人天国　創刊号
三井農林株式会社 
総務広報室

三井農林株式会社 総務広
報室

2004年4月5日

302 茶人天国　立秋号
三井農林株式会社 
総務広報室 茶人
天国編集室

三井農林株式会社 総務広
報室 茶人天国編集室

2004年7月22日

303 茶人天国　小雪号
三井農林株式会社 
総務広報室 茶人
天国編集係

三井農林株式会社 総務広
報室 茶人天国編集係

2004年11月2日

304 茶人天国　啓蟄号
三井農林株式会社 
総務広報室 茶人
天国編集係

三井農林株式会社 総務広
報室 茶人天国編集係

2005年3月5日

305 茶人天国　夏至号
三井農林株式会社 
総務広報室 茶人
天国編集係

三井農林株式会社 総務広
報室 茶人天国編集係

2005年6月21日

306 茶人天国　寒露号
三井農林株式会社 
総務広報室 茶人
天国編集係

三井農林株式会社 総務広
報室 茶人天国編集係

2005年10月8日

307 茶人天国　大寒号
三井農林株式会社 
総務部 茶人天国
編集係

三井農林株式会社 総務広
報室 茶人天国編集係

2006年1月20日

308 茶人天国　立夏号
三井農林株式会社 
総務部 茶人天国
編集係

三井農林株式会社 総務広
報室 茶人天国編集係

2006年5月6日

309 茶人天国　霜降号
三井農林株式会社 
総務部 茶人天国
編集係

三井農林株式会社 総務部 
茶人天国編集係

2006年10月23日

310 茶人天国　清明号
三井農林株式会社 
総務部 茶人天国
編集係

三井農林株式会社 総務部 
茶人天国編集係

2007年4月5日

311 お茶の科学 山西　貞 吉野達治 株式会社 裳華房 1992年6月10日 2003年3月25日

312
新版　茶の機能  ―ヒト試験から分
かった新たな役割

衛藤英男・冨田勲・
榛村純一・伊勢村
護・原征彦・横越英
彦・山本（前田）万
里

一般社団法人 農山漁村文
化協会

2013年11月1日

企画 公益社団法人 
日本茶業中央会　　
製作協力 公益社団
法人 静岡県茶業会
議所

313 茶の機能―生体機能の新たな可能性 村松敬一郎 吉田眞次 株式会社 学会出版センター 2002年3月1日

314 茶の化学成分と機能
伊奈和夫・坂田完
三・富田勲・伊勢村
護

森田富子
（株）アイ・ケイコーポレーショ
ン（旧　弘学出版）

2002年1月30日

315
茶の香り研究ノート ―製造にみる多
様性の視点から―

川上美智子 中川廣一 株式会社 光生館 2000年11月20日

316
漬物茶考  ―「阿波バンチャ、黒茶・碁
石茶」の故郷―　メコンの流れとともに

宮川金二郎　難波
敦子

飯岡俊一郎 さんえい出版（株） 2003年6月10日

317
おいしいお茶　９つの秘伝　―煎茶を
愉しむ―

佃一輝 安藤龍男 日本放送出版協会 2000年2月25日

318
茶園管理１２か月　　生育の見方と作
業のポイント

木村政美
社団法人 農山漁村文化協
会

2006年9月30日

319 茶舗・陶磁器店経営のすべて
小高正芳　木村善
一　関守　子安敏

坂田幸夫 株式会社 経営情報出版社 平成6年2月20日

320 ガンにならない緑茶カテキンの驚異 樋廻博重 小澤源太郎 株式会社 青春出版社 1999年12月25日

321
新手揉製茶法解説　　茶業ミニ辞典
（合冊追補）

河合惣吾
社団法人 静岡県茶手揉保
存会

平成13年3月31日

322 新手揉製茶法解説（追補） 山口森三
社団法人 静岡県茶手揉保
存会

昭和58年3月10日
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323 手揉茶（非売品）
時田鉦平・青木勝
雄

八木金平
藤枝市経済部農林課内 藤
枝茶振興協議会

平成８年１０月

324 緑茶需給の計量経済分析 多田稔 神野昭一 財団法人 農林統計協会 平成5年11月10日
325 緑茶消費の現状と今後の展望 寺本益英 上田芳樹 株式会社 晃洋書房 2002年2月10日

326 O‐ＣＨＡ学　第１号
静岡産業大学情報
学部　O-CHA学研
究センター

静岡産業大学情報学部　O-
CHA学研究センター

2009年3月31日

327 O‐ＣＨＡ学　第２号
静岡産業大学情報
学部　Ｏ－ＣＨＡ学
研究センター

静岡産業大学情報学部　O-
CHA学研究センター

2010年3月31日

328 O‐ＣＨＡ学　第３号
静岡産業大学情報
学部　O-CHA学研
究センター

静岡産業大学情報学部　O-
CHA学研究センター

2011年3月31日

329 O‐ＣＨＡ学　第４号
静岡産業大学情報
学部　O-CHA学研
究センター

静岡産業大学情報学部　O-
CHA学研究センター

2012年3月31日

330 世界の茶
国際茶研究シンポ
ジウム組織委員会

ISTS記念行事実行委員会 平成３年８月

331 観光文化　第１９４号 外川宇八 新倉武一 財団法人 日本交通公社 2009年3月30日
332 茶の経済分析 増田佳昭 小林貞雄 財団法人 農林統計協会 昭和61年12月1日

333 経済地理学調査報告　第３号
明治大学経済学部 湯澤ゼミ
ナール３年

2009年3月

334 手揉保存会　４０年の歩み
財団法人 静岡県茶手揉保
存会

平成１１年１２月吉
日

335
ジャパンフードサイエンス　第４７巻　
第３号（2008）　通巻５５２号

白井敏明 本村美千代 日本食品出版株式会社 平成20年3月5日

336 郷土茶産業史覚書 川原崎次郎 相良町教育委員会 平成4年3月31日
337 富士のお茶　天下一品茶の再現 茶業試験場富士分場 平成１９年３月 ２冊
338 静岡県茶業試験場　富士分場の軌跡 茶業試験場富士分場 平成１９年３月 ２冊
339 平成１６年版　茶関係資料 社団法人 日本茶業中央会 平成１６年６月

340
茶産業の発展と建築の近代化に関す
る研究　　静岡県を事例として

二村悟 2004年9月
東京大学博士学位
論文

341 茶生産指導指針

静岡県産業部農林
業局お茶室　静岡
県産業部農林技術
研究所茶業研究セ
ンター

静岡県産業部 平成２０年３月

342 茶生産指導指針 静岡県農林水産部 静岡県農林水産部 平成１２年６月

343 茶論　№13～No.53 柳澤伯夫
NPO法人 日本茶インストラク
ター協会

2005年1月 欠番あり

344
特定非営利活動法人 日本茶インスト
ラクター協会１０周年記念誌

NPO法人 日本茶インストラク
ター協会

平成21年11月14日

345 世界お茶まつり２００７実績報告書
世界お茶まつり2007実行委
員会

346 お茶の民俗　暮らしの中のお茶 中村羊一郎 社団法人 静岡県茶業会議 平成２年２月 ２冊
347 遠州（５０２号） 浅井宗兆 株式会社 大有 平成20年3月1日

348 茶文化学術情報誌「茶の文化」１号
（社）静岡県茶文化
振興協会

（社）静岡県茶文化振
興協会

平成13年3月30日

349 茶文化学術情報誌「茶の文化」2号
（社）静岡県茶文化
振興協会

（社）静岡県茶文化振
興協会

平成14年3月31日

350 茶文化学術情報誌「茶の文化」3号
（社）静岡県茶文化
振興協会

（社）静岡県茶文化振
興協会

平成15年3月31日

351 茶文化学術情報誌「茶の文化」4号
（社）静岡県茶文化
振興協会

（社）静岡県茶文化振
興協会

平成16年3月31日

352 茶文化学術情報誌「茶の文化」5号
（社）静岡県茶文化
振興協会

（社）静岡県茶文化振
興協会

平成16年11月1日

353 茶文化学術情報誌「茶の文化」6号
全国茶商工業協同
組合連合会

全国茶商工業協同組
合連合会

平成１８年１１月

354 茶文化学術情報誌「茶の文化」9号
全国茶商工業協同
組合連合会

全国茶商工業協同組
合連合会

2010/3/8

355 茶文化学術情報誌「茶の文化」10号
全国茶商工業協同
組合連合会

全国茶商工業協同組
合連合会

平成23年4月11日

356 深蒸し茶のルーツ
静岡茶共同研究会　
　石部健太郎　吉
野亜湖

静岡大学人文社会学
部　小二田研究室

357
海を渡った日本茶の広告　オール・ア
バウト・ディーと茶の広告史

静岡茶共同研究会　
　石部健太郎　吉
野亜湖

静岡大学人文社会学
部　小二田研究室

平成27年7月1日

358 らくたび文庫　今日の抹茶もん
株式会社 桜風舎　
株式会社コトコト

株式会社 コトコト 平成19年3月28日

359 抹茶の研究 桑原秀樹 農文協プロダクション 平成24年3月15日

360
宇治抹茶問屋4代目が教える　お抹茶
のすべて

桑原秀樹 小川雄一 誠文堂新光社 平成27年3月13日

361
茗　齋田茶文化振興財団紀要　1996
年　第１集

齋田茶文化振興財団 平成8年5月24日

362
茗　齋田茶文化振興財団紀要　1997
年　第2集

齋田茶文化振興財団 平成9年6月17日

363
茗　齋田茶文化振興財団紀要　1998
年　第3集

齋田茶文化振興財団 平成10年6月19日

364
茗　齋田茶文化振興財団紀要　2000
年　第4集

齋田茶文化振興財団 平成12年6月21日

365
静岡大学　茶の世界　講義ノート　２０
０９年度　学際科目

小二田誠二  吉野
亜湖

静岡大学人文学部　
小二田研究室

2010年3月 ２冊

366
「ニッポンのお茶を世界に向けて」講
演集

静岡大学ALL 
ABOUT TEA研究

静岡大学ALL 
ABOUT TEA研究会

2006年2月1日 ２冊

367 入間市博物館紀要　第１０号 入間市博物館 入間市博物館 2013年3月

368 日本茶文化大全
静岡大学ALL 
ABOUT TEA研究

小二田誠二 株式会社 知泉書館 2006年3月31日

369 シルクロードと茶の道 森住和弘 入間市博物館 1994年11月1日 ２冊
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370 静岡県茶業試験場１００年の歩み 牧之原会 平成20年11月1日
371 茶　通巻６９９号～最新巻 榛村純一 榛村純一 社団法人静岡県茶業会議所 平成19年1月1日 欠番あり

372
淡交　新年号　第５８巻　第１号　通巻
７０８号

納屋嘉人 納屋嘉人 株式会社 淡交社 平成16年1月1日

373
淡交　１０月号　第35巻　第１0号　通
巻419号

納屋嘉治 納屋嘉治 株式会社 淡交社 昭和56年10月1日

374 ヤマチャの由来と平家落人の周辺 森薗市二 平成13年2月21日

375
岡倉天心『茶の本』出版１００周年記
念座談会　記録誌

岡倉天心『茶の本』出
版１００周年記念事業
推進会議

平成19年3月30日

376 新・目で見る茶の病害虫 戸塚進也 （社）静岡県茶業会議所 平成8年3月6日

377 全茶連情報
全国茶商工業協同組合連合
会

平成18年5月号～
平成20年12月号

378
茶業研究センター　創立１００周年記
念誌

静岡県農林技術研究所　茶
業研究センター

平成20年11月8日

379 平成18年度　研究成果発表会資料 静岡県茶業試験場

380 平成1９年度　研究成果発表会資料
静岡県農林技術研究所　茶
業研究センター

381 静岡県茶業試験場研究報告　第24号 静岡県茶業試験場 平成15年3月31日

382
茶学術研究会25周年記念シンポジウ
ム　「お茶を飲むとなぜ体に良いの

茶学術研究会　社団法人静
岡県茶業会議所

平成22年10月30日

383 静岡県茶業試験場研究報告　第13号 静岡県茶業試験場 昭和62年12月25日
384 静岡県茶業試験場研究報告　第14号 静岡県茶業試験場 平成元年3月30日
385 静岡県茶業試験場研究報告　第16号 静岡県茶業試験場 平成4年3月30日
386 静岡県茶業試験場研究報告　第17号 静岡県茶業試験場 平成5年3月30日
387 静岡県茶業試験場研究報告　第18号 静岡県茶業試験場 平成6年3月30日
388 静岡県茶業試験場研究報告　第20号 静岡県茶業試験場 平成8年3月30日
389 静岡県茶業試験場研究報告　第21号 静岡県茶業試験場 平成10年3月30日
390 静岡県茶業試験場研究報告　第22号 静岡県茶業試験場 平成11年9月17日
391 静岡県茶業試験場研究報告　第23号 静岡県茶業試験場 平成13年3月31日

392 茶業管理組織経営体育成のすすめ
静岡県農業協同組
合中央会農業再編
対策部

静岡県農業協同組合中央会
農業再編対策部

平成１８年３月

393
茶改植等生産基盤整備事業　直営施
行の手引き（植栽編）

静岡県農業水産部
お茶室

社団法人 静岡県茶業会議
所

394
やぶきた誕生１００周年記念　献上茶
謹製事業　報告書

「やぶきた」誕生１００周年記
念　献上茶謹製事業実行委

395
JAPANESE GREEN TEA in しずおか
（日本語版）

静岡県茶業試験場
創立８０周年記念
事業協力会

静岡県茶業試験場創立８０
周年記念事業協力会

平成元年３月

396 第３回　国際O-CHA学術会議報告書
第３回国際O-CHA
学術会議組織委員
会事務局

397
掛川市茶業振興計画　２００８～２０１
７

掛川市経済建設部
農業振興課

掛川市経済建設部農業振興
課

平成２０年１２月 ２冊

398
平成２２年度　静岡市茶生産者意向
調査報告書

静岡市経済局農林水産部　
農業振興課

平成２３年１月

399
茶業の明日を拓く　静岡県茶業振興
基本計画（H１８～２２）-攻めの茶業-

静岡県農業水産部 平成１８年３月

400 静岡県における植物防疫のあゆみ
静岡県植物防疫協
会

静岡県植物防疫協会 平成18年3月27日

401
写真で見る農作物病害虫診断ガイド
ブック

静岡県植物防疫協
会

静岡県植物防疫協会 平成4年7月1日
平成１９年５月１
日３版２刷（新増
補版）

402
平成１８年度　農薬安全使用指針・農
作物病害虫防除基準

静岡県植物防疫協
会

静岡県植物防疫協会 平成１８年４月

403 全国茶商名鑑
全国茶商工業協同組
合連合会

2009年6月23日

404 全国茶商名鑑
全国茶商工業協同組
合連合会

平成12年7月25日

405
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～１２月号）

鈴木正吉 鈴木正吉 静岡県茶生産農業協同組合
製本　静岡県茶試　
富士分場

406
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～１３月号）

鈴木正吉 鈴木正吉 静岡県茶生産農業協同組合
製本　静岡県茶試　
富士分場

407
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～１４月号）

鈴木正吉 鈴木正吉 静岡県茶生産農業協同組合
製本　静岡県茶試　
富士分場

408
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～１５月号）

鈴木正吉 鈴木正吉 静岡県茶生産農業協同組合
製本　静岡県茶試　
富士分場

409
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～１６月号）

鈴木正吉 鈴木正吉 静岡県茶生産農業協同組合
製本　静岡県茶試　
富士分場

410
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～１７月号）

鈴木正吉 鈴木正吉 静岡県茶生産農業協同組合
製本　静岡県茶試　
富士分場

411
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～１８月号）

鈴木正吉 鈴木正吉 静岡県茶生産農業協同組合
製本　静岡県茶試　
富士分場

412
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～１９月号）

曽根俊一 曽根俊一 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

413
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～２０月号）

曽根俊一 曽根俊一 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

414
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～２１月号）

曽根俊一 曽根俊一 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

415
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～２２月号）

秋野三千雄 秋野三千雄 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

416
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～２３月号）

秋野三千雄 秋野三千雄 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

417
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～２４月号）

秋野三千雄 秋野三千雄 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

418
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～２５月号）

秋野三千雄 秋野三千雄 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

419
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～２６月号）

秋野三千雄 秋野三千雄 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場
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420
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～２７月号）

秋野三千雄 秋野三千雄 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

421
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～２８月号）

秋野三千雄 秋野三千雄 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

422
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～２９月号）

秋野三千雄 秋野三千雄 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

423
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～３０月号）

大石八治 大石八治 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

424
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～３１月号）

大石八治 大石八治 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

425
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～３２月号）

大石八治 大石八治 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

426
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～３３月号）

大石八治 大石八治 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

427
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～３４月号）

大石八治 大石八治 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

428
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～３５月号）

大石八治 大石八治 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

429
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～３６月号）

岡本弘之 岡本弘之 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

430
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～３７月号）

岡本弘之 岡本弘之 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

431
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～３８月号）

岡本弘之 岡本弘之 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

432
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～３９月号）

岡本弘之 岡本弘之 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

433
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～４０月号）

岡本弘之 岡本弘之 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

434
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～４１月号）

岡本弘之 岡本弘之 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

435
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～４２月号）

岡本弘之 岡本弘之 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

436
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～４３月号）

大石千八 大石千八 静岡県茶業会議所
製本　静岡県茶試　
富士分場

437
茶　VOL.11 1958　１１巻（昭和３３年１
月～４４月号）

柳澤伯夫 柳澤伯夫 静岡県茶業会議所
製本　財団法人世
界緑茶協会

438 TEA-A JOURNEY IN TIME John Weatherstone JJG Publishing 2008
439 茶道聚錦　１　茶の文化 千賀四郎 相賀徹夫 株式会社 小学館 1987年3月20日 1989年4月1日
440 茶道聚錦　２　茶の湯成立 千賀四郎 相賀徹夫 株式会社 小学館 1984年6月15日 1989年4月1日
441 茶道聚錦　３　千　利休 千賀四郎 相賀徹夫 株式会社 小学館 1983年2月20日 1990年3月20日
442 茶道聚錦　５　茶の湯の展開 千賀四郎 相賀徹夫 株式会社 小学館 1985年1月21日 1989年4月1日
443 茶道聚錦　６　近代の茶の湯 千賀四郎 相賀徹夫 株式会社 小学館 1985年3月5日 1989年4月1日
444 日本のお茶　Ⅰお茶と生産 株式会社 牽牛書 株式会社 ぎょうせい 昭和63年1月20日
445 日本のお茶　Ⅱお茶と生活 株式会社 牽牛書 株式会社 ぎょうせい 昭和63年1月20日 ２冊
446 日本のお茶】Ⅲお茶と文化 株式会社 牽牛書 株式会社 ぎょうせい 昭和63年1月20日 ２冊

447 CHADO  THE WAY OF TEA

Sasaki Sanmi   
(Translated from 
the Japanese by 
Shaun MacCabe 
and Iwasaki 

TUTTLE PUBLISHING 2005

448 Voyages aux sources du thé
Catherne Bourzat 　
　Laurence　

Chêne 2006

449
Hälssen ＆　Lyon est.1879  Eine 
teegeschichte - A Tea History

450
The Contents  PROCEEDINGS OF 
2001 ICOS

The Organizing 
Committee of 2001 
International 
Conference on O-
CHA(tea) Culture and 
Science

451
Session Ⅰ Culture and History  
PROCEEDINGS OF 2001 ICOS

The Organizing 
Committee of 2001 
International 
Conference on O-
CHA(tea) Culture and 
Science

452
Session Ⅱ Production  
PROCEEDINGS OF 2001 ICOS

The Organizing 
Committee of 2001 
International 
Conference on O-
CHA(tea) Culture and 
Science

453
Session Ⅲ Health and Benefits  
PROCEEDINGS OF 2001 ICOS

The Organizing 
Committee of 2001 
International 
Conference on O-
CHA(tea) Culture and 
Science

454
Session Ⅳ Marketing and Industry  
PROCEEDINGS OF 2001 ICOS

The Organizing 
Committee of 2001 
International 
Conference on O-
CHA(tea) Culture and 
Science

455
Proceedings of 2004 International 
Conference on O-CHA(tea) Culture 
and Science

The Organizing 
Committee of 2004 
International 
Conference on O-
CHA(tea) Culture and 
Science
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456 Tea Poetry Pearl Dexter Olde EnglishTea 2003

457 New Tastes in Green Tea

Mutuko Tokunaga  
(Translated by 
Yoko Toyozaki and 
Stuart Atkin)

Humio Hatano Kodansha International 2004.3.5

458 Science and Practice in Tea Culture D.N.Barua Tea Research Association 1989

459
Green Tea    Health Benefits and 
Applications

Yukihiko Hara Marcel Dekker,Inc 2001
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