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第七夜 「１3-Caffe Latte & Mocha」 

 

 多くの方々に愛される Caffe Latte や Caffe Mocha は、カフ

ェやコーヒーショップを代表するコーヒーメニューです。ホッと一息にふ

さわしく、温かくて上品な甘味を楽しめます。お店の特徴を際立た

せることのできるラテアートは、デザインカプチーノと異なり、バリスタ

の手さばきでスムーズに提供されます。人に悦びと歓声をお届けで

きる最強のメニュー、子供や女性でなくても笑顔になります。カフェ

やコーヒーショップならではのコーヒーメニューですが、曲を並べると

やはり女性アーティストの楽曲がとても多い。そして彼女たちのゆる

ぎなき 「歌うこと」 への姿勢が伝わります。それは Caffe Latte

や Caffe Mocha が愛される理由にも通じると思うのです。 

 

 

01-  「I TRY」  Miss Monday 

No 曲名 歌手 YouTube （ 正規チャンネル ： その他のチャンネル ） 

1 I TRY Miss Monday  残念ですが曲が見つかりませんでした。 

Miss Monday は北海道出身のラッパーで歌手。2000 年 7 月 21 日にシングル ” 「もっと...」 featuring 

YoYo-C ” でデビュー。2007 年のアルバム 「KISS THE SKY」 にある 「I TRY」 は明るく元気な歌調と伸びや

かな声がとても気持ち良く伝わってきます。歌詞では 「静かに胸の中 手を取り合い  帰り道買うカフェラテ  2 人

never end そんな思い芽生え」 と続きます。カフェラテから恋が始まります。 

 

02-  「CAFÉ」  ちゃんみな 

2 CAFÉ ちゃんみな https://www.youtube.com/watch?v=KqFyYyLP1RM  

出だしから強烈に歌い始めます。「あとどれだけ嘘つけばいいの  甘いメロディーのはずなのに  ブラックコーヒーは

まだ  飲めないのよ ならカフェラテなら どうってあなたが聞くから  OK  それなら大丈夫」。 「買ってくれたナントカラ

テと  あなたが大好きなブラックコーヒーを  持って席に行って待ってるね」。 ここにもドラマがあります。 

 

03-  「One Love」  ベリーグッドマン 

3 One Love  ベリーグッドマン  残念ですが曲が見つかりませんでした。 

2009 年に一度結成したグループですがいろいろあって解散。2013 年に３名で再結成した 「ベリーグッドマン」。アル

バム名 「SING SING SING」 を積み重ね、2019 年に 「SING SING SING-７」 を発売しています。今回の ONE 

LOVE はその中の 「-５」 になりますが、「カフェでちょっとうたた寝  カフェラテを片手に」、続く 「Life planing 将来パパ

になることを誓う」。 やりましたね。 

 

04-  「１分１秒」  中嶋ユキノ 

4 1 分 1 秒 中嶋ユキノ https://www.youtube.com/watch?v=w5cjZ95IXoc  

東京出身のシンガーソングライターです。メジャー３作目のアルバム 「Gradation in Love」 の１曲で、乗りの良いリ

ズムとパワフルな声が素晴らしい。「カフェラテ片手に 照れる笑顔と  寂しげな目のアンバランス」、 心を見透かされたよう

https://www.youtube.com/watch?v=KqFyYyLP1RM
https://www.youtube.com/watch?v=w5cjZ95IXoc
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な瞬間にうろたえます。しかしこうなれば押しの一手。「この想いだけは 誰にも止められない」、「この想いだけは まぎれも

ない真実」。高まる鼓動が聞こえるようです。 

 

05-  「Woman's Street Blues」  8utterfly 

No 曲名 歌手 YouTube （ 正規チャンネル ： その他のチャンネル ） 

5 Woman's Street Blues 8utterfly https://www.youtube.com/watch?v=IPnC-n-0Ai4 

8utterfly と書いてバタフライと読みます。本人は末広がりの八にあやかったと言います。実力派のシンガーだと思いまし

た。やはり福岡市出身とのこと、すごいことです。勢いがあって歯切れがよく、声も心地良く響きます。聴くだけで元気になる

ような気がします。「お気に入りのカフェモカ  コレさえあれば平気」。多くのファンも言っているはず、「この曲を聴けば もう

平気」 と。 

 

06-  「Weekend」  NEIGHBORS COMPLAIN 

6 Weekend NEIGHBORS COMPLAIN https://www.youtube.com/watch?v=uNqSHay29o4  

2014 年に結成された４人組で、バンド名は 「隣人から文句がでる（いわゆる近所迷惑的な）」 でしょうか。

確かに昼夜構わず大音響で練習したらそうなりますが、そんなトラブルはなさそうです。関西流のシャレでしょうか。

「weekend」 は 2019 年のアルバム 「BRIDGE」 の曲で、聴いてほのぼの感が伝わります。「いつもの Café  

Menu 見て選んだのは  "Sweetie Latte”」。 週末が待ち遠しいですね。 

 

07-  「セイイッパイノラブ」 SAY 

7 セイイッパイノラブ SAY https://www.youtube.com/watch?v=bgsEzPWnxIQ  

2009 年にメジャーデビューした歌唱力の高い女性歌手。2011 年 10 月のアルバム 「Virgo」 収録曲ですが、

同年 7 月に先行シングルを発売しています。何事も一所懸命な時代に 「セイイッパイノラブ」 は似合います。しか

しそれがギリギリの精一杯なら辛いかも知れない。「マグカップのカフェラテも とっくに冷えきって 席を立つタイミングを 

私ずっと逃してる」。カフェラテの入ったマグカップに手も伸ばせない。苦しいシーンを一人耐える Café もあります。 

 

08-  「The Days」  Nissy（西島隆弘） 

8 The Days Nissy https://www.youtube.com/watch?v=5CORRTtp7qA  

西島隆弘という名前は演技者として知ったのが最初でしが、現在は歌手としての活動が中心のようです。「The Days」 

はリズミカルで明るいテンポの曲ですが、人に流されない強い気持ちを歌います。「Brake time (Ice latte, please)」 

ここでホット一息。 「夢の続きをまた見れるように歩んでいこう」 のリフレインに優しさを感じます。 

 

09-  「カフェ・モカ」 SORTITA 

9 カフェ・モカ SORTITA https://www.youtube.com/watch?v=-CSfXLTLL7k 

SORTTITA（ソルティータ）姉妹ディオです。2003 年のアルバム 「PRIMO」 からの曲で 「カフェ・モカ」。曲は付き

合い始めのエール交換のような展開から始まります。「どこに住んでいるの？ 年はいくつなの？ 仕事は何してるの？ 兄

弟はいるの？ 趣味は何なの？ 好きな人はいるの？」。もう攻めの一手です。「今日も私はカフェでスタンバイ 彼が来る

ことを願う 会える確率 50％ 彼のお気に入りはカフェ・モカ」。歌っている 「私のお気に入り」 はカフェ・モカとそのカレでしょ

うか。 

https://www.youtube.com/watch?v=IPnC-n-0Ai4
https://www.youtube.com/watch?v=uNqSHay29o4
https://www.youtube.com/watch?v=bgsEzPWnxIQ
https://www.youtube.com/watch?v=5CORRTtp7qA
https://www.youtube.com/watch?v=-CSfXLTLL7k
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10-  「Caffe E Latte」  VILLSHANA 

No 曲名 歌手 YouTube （ 正規チャンネル ： その他のチャンネル ） 

10 Caffe E Latte VILLSHANA https://www.youtube.com/watch?v=uZbE6si083Q  

「caffe e llatte」 は 2021 年 3 月のシングルで、軽やかなラップに乗って流れる声と歌詞が魅力。「嬉しいことがある

と  君に言いたくなるよ  ・・・ 残したカフェラテがBGM」 だったり、「苦いようで甘いカフェラテ  いない今夜はどう過ごせば

いい？」 と主役のカフェラテがたびたび登場します。”いない今夜”がキーワードですが、どうするのでしょうか。答えはありま

せん。 

 
11-  「Summer Ghost」  TAMTAM 

11 Summer Ghost  TAMTAM  https://www.youtube.com/watch?v=1PsrwSZV7Sk  

TAMTAM は東京を中心に活躍する４人組のバンド。2020 年 6 月のアルバム 「We Are the Sun!」 から

「Summer Ghost」 は軽いテンポで聴いていて楽しい曲です。ドライブ中になにか 「透明に光ってた」 ものを見た。蜃

気楼かあるいは Summer Ghost。夏の終わり、「アイスのカフェラテはもう肌寒いね」 と歌う。怖さも漂う季節の移ろいが

あります。 

 

12-  「DAYZ」  YuNi 

12 DAYZ YuNi https://www.youtube.com/watch?v=i-b1lfCWGmc 

YuNi は YouTube を中心に活動する女性アーティスト。2020 年にトイズファクトリーからアルバム 「eternal 

joueney」 でメジャーデビューしています。「DAYZ」 では歯切れの良いボーカルで 「淹れたてのコーヒーで今日も目が覚

め  キミはいつものカフェラテ」 と一日がスタートします。今は YouTube にアーティストの Official ページやトピックがあり、

今回も大変助かっています。ありがとうございます。 

 

13-  「カフェラテ」  游吟 

13 カフェラテ 遊吟 残念ですが曲が見つかりませんでした。 

男性の兄弟デュオで島根県出身。地元で幅広い音楽活動を続けています。2008 年にメジャーデビューし、その年の

アルバム 「Days」 に収められたカフェラテが主役の一曲です。繰り返される 「カフェラテ飲んで笑って ゴクンと飲んで笑っ

て」。美味しいカフェラテにみんなが笑顔になる、いい曲です。 

島根県の兄弟として思い浮かぶのは、安来の門脇洋之氏のカフェロッソと、松江の門脇裕二氏のカフェヴィータがありま

す。二人は自家焙煎喫茶店に生まれながら、それぞれに自分の道を歩みました。カフェロッソはテラス席が中海の運河に

面し、環境も抜群です。地元のアーティストとのコラボは楽しそうです。 

 

14-  「Brand New Day」  Anly 

  14 Brand New Day Anly https://www.youtube.com/watch?v=qiiTE3Hzkgs  

01-コーヒー（曲名）に次いでの登場です。元気と笑顔が爆発しそうな曲です。2020 年のアルバム 「Sweet 

Gruisin'」 から 「BRAND NEW DAY」。 カフェラテは後半に登場します。「頑張って 仕事して 傷ついて 恋もして  

カフェラテ 飲み干したら行こう」。 全ての働く女性へのエールが高らかに歌われます。「イヤフォンの中流れる My 

favorite song」、コーヒーと音楽の相性は抜群です。こうして歌われる数々のシーンを知ると、「ちょこっとカフェ・ラテ」 メ

ニューがあっていいかも知れない。ラテアートには 80Ф 口径の６オンスカップがフィットしそうです。もちろんバガスカップです。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uZbE6si083Q
https://www.youtube.com/watch?v=1PsrwSZV7Sk
https://www.youtube.com/watch?v=i-b1lfCWGmc
https://www.youtube.com/watch?v=qiiTE3Hzkgs
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15-  「スター・トラック」  野宮真貴 

No 曲名 歌手 YouTube （ 正規チャンネル ： その他のチャンネル ） 

15 スター・ストラック 野宮真貴 https://www.youtube.com/watch?v=RvcaLuc8YmA&list=OLAK5uy_mRzW744OJlvMzZ1pZEQix6P_vJ19nNNAY&index=1  

活動歴が長く、ピチカート・ファイブのボーカルとして海外での活動経験もある彼女は、女性ロックボーカルの第一人者で

す。2000 年のアルバム 「miss makinomiya sings」 の曲 「スター・トレック」 ではジョン・レノンの息子ショーンが作

詞と作曲に参加しています。 「時を告げる白いウサギと 冷めるカフェラテ 次の船が出るまで 思い焦がれて」、目の前に

あるシーンの断片が見えるようです。いつまでも活躍して欲しいアーティストの一人です。 

 

16-  「Merry me」  I Don't Like Mondays. 

 16 Marry me I Don't Like Mondays. https://www.youtube.com/watch?v=aH0G1xiZXdk  

「月曜日は嫌い」というバンド、実際に月曜日はバンドの定休日とのことです。確かに誰でも気が重い日ではあります。

2016 年のアルバム 「FASHION」 から 「Marry me」 ですが、バラード調の曲に 「I just wanna make some 

Caffe Latte and breakfast for you」、カフェラテと朝食を作り 「目覚めをそっと待つよ」 と続く歌詞。こんなプロポー

ズはありでしょうか？ 

 

17-  「春夏秋冬」  Little Glee Monster 

17 春夏秋冬 Little Glee Monster https://www.youtube.com/watch?v=ySMiDmbodKw  

2012 年に結成された女性ボーカルグループ。2017 年の 「Joyful Monster」 は 2 枚目のアルバム。 「春夏秋冬

（はる なつ あき ふゆ）  君と飲むカフェラテ  Very good !! Very good !! wow」。３人集まれば文殊の知恵、

ならぬ 5 人揃ったボーカルの力強さが特徴です 。「wow wow wow wow」 がとにかく楽しい。 

 

18-  「Café Latte」  天月 -あまつき- 

18 Café Latte 天月 -あまつき- https://www.youtube.com/watch?v=_hWAttnU69o  

2021 年の配信シングル 「Caffe Latte」 を聴いたとき、インロトと、出だしのボーカルの声にやや違和感を感じたので

すが、以後のボーカルは力強い声と強い曲調で聴かせます。 「試練がないまま  すいすい  叶うような人生  つまんない

でしょ  どうなんだ？」 との問いかけにどう答えるか、「甘めの Caffe Latte が僕を  少し救うように  すべてに意味がある

と信じたい」。 信じる強さがあります。 

 

19-  「アワタウン」  Miss Monday 

19 アワタウン Miss Monday 残念ですが曲が見つかりませんでした。 

Miss Monday２曲目です。実はこのアルバム 「KISS THE SKY」 にはコーヒーを歌う詩が４曲あります。世田谷ピ

ンポンズのコンセプトアルバムを除けば、最も多いアルバムかも知れない。それだけ身近にコーヒーがあり愉しんでいる証。

「シアワセ逃す ため息の数  カフェラテのマグ 舐めて足伸ばす」。 どうにもならない気持ちが溢れます。 

 

20-  「My Farst Love」  8utterfly with TIA 

20 My Farst Love 8utterfly with TIA https://www.youtube.com/watch?v=aTHb2g7xEDo 

カフェラテ・ソングの女王と言えるかも知れない一人である 8utterfly も 2 曲目です。カフェラテに寄り添われて別れるシ

https://www.youtube.com/watch?v=RvcaLuc8YmA&list=OLAK5uy_mRzW744OJlvMzZ1pZEQix6P_vJ19nNNAY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=aH0G1xiZXdk
https://www.youtube.com/watch?v=ySMiDmbodKw
https://www.youtube.com/watch?v=_hWAttnU69o
https://www.youtube.com/watch?v=aTHb2g7xEDo
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ーンのほろ苦さを歌います。 「初めて本気で大好きだったよ 本当の恋を知ったよ」 から流れる抑えた気持ちが美しく伝

わります。 「何気ない笑顔 やさしいぬくもり どれもいとしくセツナくて 本当に、今日までありがとう My Farsy Love」。 

YouTube はライブコンサートの映像ですが、躍動する舞台全体からは楽しさが伝わります。 

 

21-  「Malibu Girl」  平井大 

No 曲名 歌手 YouTube （ 正規チャンネル ： その他のチャンネル ） 

21 Malibu Girl 平井大 https://www.youtube.com/watch?v=A6chlybOMaI  

平井大は avex 所属のシンガーソングライターです。2021 年 6 月のデジタルシングル 「Malibu Girl」 で歌うのはコ

ーヒーではなく焼けた肌の色の例えで、「たまらない夏のしるし」 です。それでも言葉はカフェラテで、イメージは 「Surfin' 

USA」 が流れる砂浜。Big Wave が空を切り裂きます。こういう比喩の歌詞は、カフェラテが市民権を得た証拠です。 

 

22-  「Lazy sunny afternoon」  渡辺美里 

22 Lazy sunny afternoon 渡辺美里 https://www.youtube.com/watch?v=ZVzBO_CGM5k  

1986 年デビュー、翌年大ヒット曲 「My Revolution」 で人気シンガーとなります。いい曲です。今回の 「Lazy 

sunny afternoon」 は 2000 年のアルバム 「Love Go! Go!」 からの曲で、 「もう少しだけ 眠っていようかな  カフェ

ラテでも いれようかな」、 と気だるい午後に悩みます。覚悟にも見える詩が 「結婚しない訳じゃない  ひとりがすきな訳

でもないけれど 今はひとりを選んでる」。 納得できる人も多いのではないでしょうか。 

 

 

 

今回の楽曲一覧です ➡ https://www.cafegoods.com/musiclist/07_musiclist_13.pdf 

 

 

前夜となる 「コーヒーを謳う」 でも書きましたが、アーティスト名・作詞者名・作曲者名の敬称は省かせていただ

きました。失礼をお詫び申し上げます。 

 

また、記載した情報は Wikipedia や YouTube チャンネルの他、各アーティスト・音楽事務所・関連会社のホ

ームページなどを参考にさせていただきました。改めて各位に御礼申し上げます。 

尚 YouTube の楽曲は、プレミアムで聴ける曲もあるのですが記載しておりません。また YouTube の曲はアクセスが出

来なくなることもありますのでご了承ください。 

 

APPLE MUSIC にプレイリストがあります。よろしければご鑑賞ください。“Caffe Latte & Mocha“ で検索い

ただければ、美男のベートーベンがお待ちしております。何らかの原因でアクセスできない際はご容赦ください。 

 

また、ご意見やご指摘、ご感想などがございましたら、下記メールアドレスまでいただければ幸いです。 

ongakushitsu@cafegoods.com 
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