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第八夜 「10-コーヒーの苦い思い出」 

コーヒーシーンの記憶を辿ると、人と会うことが一つの目的であ

ることが分かります。そうした場所に選ばれるのがカフェや喫茶店で

す。しかし辛い記憶もありました。昔のことですが、営業応援に出

張した大阪のグループ会社で、朝礼後に幹部同行で出発しまし

た。なぜか途中で喫茶店に立ち寄り、見ると駐車場には自社の

車が３～４台。ここでコーヒーを飲みながら新聞を見たり、雑談を

していたのです。その幹部は打ち合わせと言いますが違います。 

その会社は最終的に閉鎖となり、社員もバラバラになります。

甘えが蔓延した組織の果てですが、喫茶店で唯一残る苦い記憶

です。不都合な真実は、時として身近に存在しています。 

 

 

01-  「コーヒーはきらい」 あみん 

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

1 コーヒーはきらい あみん https://www.youtube.com/watch?v=VBlOk6djkcU  

あみん は一度解散した岡村孝子と加藤晴子のデュオですが、美しいハーモニーと優しい声に癒されます。「待つ

わ」 でポプコン優勝（1982 年第 23 回）後の同年 7 月にデビュー。アルバム 「p.s.あなたへ」 でいきなりのミリオ

ンアルバムを記録します。このアルバムの 1 曲が 「コーヒーはきらい」 ですが、「琥珀色の思い出」 も良い曲です。

絶頂期の 1983 年に解散した理由は加藤の 「芸能界はいるべき場所ではない」 との思いでした。2007 年に再

結成します。この間 20 年余り。いかに女性アーティストが活動を続けることの難しさや大変さを知って、応援できれ

ばと思いました。 「コーヒーはきらいよ 季節はかわっても」、「も」 に込められた心を受け止めています。 

 

02-  「コーヒーが飲めません」 M！LK 

2 コーヒーが飲めません M!LK https://www.youtube.com/watch?v=LEFRJVwkNC0 

ただただ納得しています。いい格好したい、いい処を見せたいと思うのは節理ですが、その時に希望も期待も叶わ

ない思いは辛いです。特異体質かと悩む寸前でのギリギリの開き直りが、「いつしか大人になって コーヒーが飲めた

時は」。 しかしその後も 「でも当分 ダメだ 苦くて飲めない」 のです。 「多分”エスプレッソ”なんて 一生 言えな

い」、 「ダンディな大人は もう諦めたい」。 Good Coffee がもっと普及して、子羊たちに光を！と願うばかりです。 

 

03-  「Shala-la-la」 ミズノマリ 

3 Shala-la-la ミズノマリ https://www.youtube.com/watch?v=39fZW6dzqLg 

人生の節々でコーヒーが苦い思い出の慰めになることがあるでしょう。喫茶店とマスターが果たしている一つの役割

と考えるのですが、しかしそれでも 「甘いカフェオレを持て余す朝に」 たじろぐこともあるのです。 「あれからすぐに部屋

も変ったの」、 「私は思い出捨てずに 生きている」。 Shala-la-la と刻むリズムが、今のやりきれない胸を叩き続

けています。エスプレッソマシーンの鼓動のように。 ミズノマリの詩は、揺蕩い（たゆたい）流れる風に乗って街を包

み広がるのです。いつも思うのですが、この歌声はベルベットのようです。 

https://www.youtube.com/watch?v=VBlOk6djkcU
https://www.youtube.com/watch?v=LEFRJVwkNC0
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04-  「煙恋」 indigo la end 

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

4 煙恋 indigo la End https://www.youtube.com/watch?v=b2frmPVsxME 

「煙恋」 は”けむりごい”と読みます。「恋」 シリーズの曲で、夜の恋は、左恋-2021、通り恋-2019、煙恋-

2018、夕恋-2017 とあります。ここでの苦い思い出は 「カフェラテのない喫茶店」 ではなく、「愛されて 惹かれて   

比べて 疲れて 振られて 慣れた」 こと、”恋惑う” 状態です。そして 「誰か 教えて 教えて 教えて 教えて 誰か  

愛されたまんまで終わりたいよ」 が苦い思い出でしょうか。こんな修羅はできれば避けたいものです。 

 

05-  「花のように」 eill 

5 花のように eill https://www.youtube.com/watch?v=KQoeOuNDhIw  

「花のように」 は eill のメジャーシングル第 3 弾となります。デジタル配信には 2018 年から取り組み、数えて 16

枚目のシングルでもあります。 「ピンぼけた朝に飲んだ苦いコーヒー」 から始まる曲は、悩み、狼狽え(うろたえ)、訴

え、励まし、願い、気持ちをストレートに歌います。 「ここでした咲けない花があると  分かってるから 」。 これに似た

詩でコブクロの 「ここにしか咲かない花」 があります。2003 年の TV ドラマ 「瑠璃の島」 の主題歌でしたが、緒形

拳の演技に感動しました。再放送しないのかな。今の子供にも見て欲しいと思うドラマです。 

 

06-  「Wait」 BRIAN SHINSEKAI 

6 Wait BRIAN SHINSEKAI https://www.youtube.com/watch?v=pBc15cISvlA  

BRIAN SHINSEKAI はシンガーソングライターでありプロデューサー。2009 年にブライアン新世界として活動を

始め、2017 年の移籍から現名に。「WAIT」 は 2019 年の 1st.EP の曲で配信限定シングルです。 「かき混ぜ

たら消えるラテアートのように 記憶は少しクリーミーで儚くて」。 そして 「最後の一口が残ったコーヒーと 何かを言い

かけた君の涙目」。 苦い思い出も、心が躍るドラマもある 2 人の関係が謳われています。 

 

07-  「Dreamer」 Spangle call Lilli line 

7 Dreamer Spangle call Lilli line https://www.youtube.com/watch?v=oGY-ojR_59g 

1998 年に結成されたバンドで現メンバーは 3 名。少し気だるい雰囲気の漂う声と、ゆったりと流れる歌唱が独

特の雰囲気を持っています。歌詞では 「コーヒーが こぼれた音」 が示す先の後に続く 「まだ残る メモリー 数え終

わって」。 そして 「君去りし日々の 消えてゆく想いへ」 と辿り着きます。苦い思いと掴み切れない胸の奥のわだかま

りに悩む姿が浮かび上がるのです。ここにも青春の１ページが色濃く残ります。 

 

08-  「コーヒーの歌」 HOWL BE QUIET 

8 コーヒーの歌 HOWL BE QUIET https://www.youtube.com/watch?v=BBQuLeGE1Io 

結成日が 2010 年 1 月 1 日と語る 4 人組バンド。メジャーデビューは 2016 年で、「コーヒーの歌」 は 2021

年のデジタル配信シングル曲です。コーヒーの好き嫌いや飲み方はそれぞれだと思うのですが、各小節の終わりにキ

ツイ表現が並びます。「大嫌いなコーヒーを入れる」、 「今日も私のコーヒーは苦い」、 「ちゃんと私は  コーヒーを飲

むよ」、 「大嫌いなコーヒーを飲むよ」と 気が滅入りそうです。最後に 「今日も私のコーヒーは苦いけど  いつかあな

たのコーヒーの横に」。 とても長い旅でした。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b2frmPVsxME
https://www.youtube.com/watch?v=KQoeOuNDhIw
https://www.youtube.com/watch?v=pBc15cISvlA
https://www.youtube.com/watch?v=oGY-ojR_59g
https://www.youtube.com/watch?v=BBQuLeGE1Io
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09-  「アイラブユー」 西野カナ 

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

9 アイラブユー 西野カナ https://www.youtube.com/watch?v=d7U2cyXBgj0 

2019 年 1 月に無期限活動休止を発表し丸 3 年になりますが、サブスクの全曲解禁など、いまだに話題を集め

る歌姫です。本人作詞のシングル 「アイラブユー」 もオリコンシングルチャートを記録する人気曲。付き合いに伴う紆

余曲折のある大恋愛を歯切れよく歌います。「派手にこぼした Black Coffee バカだなって笑ってくれる」、これこぼ

した場所やその後のことが気になります。絨毯やラグだったらとても苦い思い出です。勝手なお世話ですが。 

 

10-  「ミルク」 シド 

10 ミルク シド https://www.youtube.com/watch?v=u0QqW2C8mNc  

2 度目の登場となるシド。この 「ミルク」 では突然に来た別れの後の心情を辿ります。特徴的な歌詞が 「カフェ

オレと呼ぶにはあまりにもミルクで 僕とは不釣合いに覚え ・・・ 」 の一節。気持ちのスレ違い以上に決定的に思え

ます。続く 「あの頃学んだ二つ三つなど 忘れるほどの君の価値さ」 と拒絶します。最後に語る歌詞は 「戻れない

日々と生きる」。 なぜあの時に、と飲み込む言葉が聞こえます。  

 

11-  「青空と白い花」 原田知世 

11 青空と白い花 原田知世  残念ですが曲が見つかりませんでした。 

原田知世はカドカワ映画のヒロインを務めた 「時をかける少女」 でスクリーンデビュー。松任谷由実提供の主題

歌を歌って歌手デビューも果たします。1990 年頃から歌手活動を本格化させました。今回の 「青空と白い花」 は

自らの作詞で、丁寧に歌う姿勢に好感が持てます。その歌唱力には驚きました。映画では 2012 年の 「しあわせ

のパン」（三島由紀子監督・脚本）が印象に残っています。3 話オムニバスですが、優しい気持ちが溢れた作品で

した。主題歌の 「ひとつだけ」 は矢野顕子と忌野清志郎が歌いました。とても良い歌で、映画にピッタリです。 

 

12-  「コーヒー牛乳」 MinxZone 

12 コーヒー牛乳 MinxZone https://www.youtube.com/watch?v=V1KoGMvSus0  

MinxZone は 1999 年に大阪で結成されたバンドで、2011 年にメジャーデビュー。頑張って活動してもメジャー

まで 11 年が必要でした。特徴は歌詞を大切に自分たちの言葉で綴ることでしょうか。「ここでひとつカミングアウト実

は私 コーヒー苦手」 から始まる強烈な一手。コーヒー2 つ頼んだ後に、「すみません お姉さんコーヒー1 個やめにし

てコーヒー牛乳  いやいや、カフェラテとかじゃなくて  あのコンビニとかにあるようなコーヒー牛乳」 とお姉さん泣かせが

炸裂です。本人は大真面目ですがお姉さんには苦い思い出ですね。でもとても楽しい曲です。 

 

13-  「Tokyo Destiny Land」 ファンキー加藤 

13 Tokyo Destiny Land ファンキー加藤 https://www.youtube.com/watch?v=RWMa8gJXpGQ  

ファンキー加藤は長年ファンキーモンキーベイビーズとして活動し、グループのヒット曲も多いです。2013 年にメンバ

ーの都合で解散し、以降はソロで活動。「Tokyo Distiny Land」 では、地方から上京して下北沢に辿り着く若

者心理を歌います。「辿り着いた下北の１DK 田舎者だとバレないように 人の多い交差点は慎重に ちょい無理

して服を買い込み カフェで頼む苦い coffee」。これからの不安を苦いコーヒーで飲み込む。2021 年に旧メンバー

二人で再結成しましたが、これからの活躍を期待しています。「バレないように・・・」 は頑張りの原点でもあります。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u0QqW2C8mNc
https://www.youtube.com/watch?v=V1KoGMvSus0
https://www.youtube.com/watch?v=RWMa8gJXpGQ
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14-  「HIKKOSHI」 日食なつこ 

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

14 HIKKOSHI 日食なつこ https://www.youtube.com/watch?v=044M2Pbbobg  

名前は 「にっしょくなつこ」 です。花巻市出身のシンガーソングライターでピアノ弾き語りが原点。彼女は 「遊泳

喫茶」 というライブツアーを続け、全国のカフェを回っています。音楽とコーヒーの融合を地で行く活動は興味深いで

す。「HIKKOSHI」 はその時に誰もが捉われる感傷を 「さみしくなどない 恐ろしくなどない 本当のところはどうかま

だ分からないな」 と歌います。新天地近くで 「朝ごはんを買ったよ バターロール サラダチキン  苦いような甘いよう

な僕の気持ちとカフェオレ」。 「暑くなりそうな日差し」 が効いています。頑張って欲しいアーティストです。 

 

15-  「悲しみの果て」 エレファントカシマシ 

15 悲しみの果て エレファントカシマシ https://www.youtube.com/watch?v=f4mcJX-_MOQ  

エレファントカシマシも何度か登場するアーティストです。この 「悲しみの果て」 はボーカルとメッセージで力強く訴

える曲です。真剣にぶつかった後にあるやるせなさや後悔に抗います。 「悲しみの果てに 何があるかなんて 俺は知

らない 見たこともない」 のですが、「ただ あなたの顔が  浮かんで消えるだろう」。 歌のハイライトでは 「部屋を飾

ろう コーヒーを飲もう」 と叫びます。コーヒーの香り、苦み、温かさ、全てを受け入れて 「素晴らしい日々を」 目指

すことの意味は、きっとそうせざるを得ない自分のため。明日への挑戦こそが青春の舞台です。 

 

16-  「ウェディングベル ブルース」 岸谷香 

16 ウェディングベル ブルース 岸谷香 https://www.youtube.com/watch?v=YUP2kyq9Q00 

岸谷香は女性ロックバンド・PRINCESS PRINCESS のリードボーカルです。この YouTube は本人のアップです

が、10:35～14:46 が曲になります。2012 年に東日本大震災の支援活動のために 1 年限定で再結成しまし

た。多くは主婦として家庭がある中のことです。2012 年からの活動による支援額は 5 億円を超え、2016 年まで

続けました。 「ウェディングベル ブルース」 は 「お代わり自由のコーヒー ケーキ 1 つでずっと 未来を語り合った」 友

人の結婚に 「しばらく貸し出します そんな気分よ」 と歌います。 ありましたね、お代わり自由のコーヒー時代。 

 

17-  「コンビニのコーヒー」 サニーデイ・サービス 

17 コンビニのコーヒー サニーデイ・サービス https://www.youtube.com/watch?v=BBFnG4ag5uE  

既に常連さんの域にあるサニーデイ・サービス。今回は 「コンビニのコーヒー」 です。すでに全国を席巻した感のあ

るコーヒー界の新興勢力ですが、評価はマチマチです。そんな中に一石を投じるのがこの曲。「コンビニのコーヒーはう

まいようでなんとなくさみしい」。商品から心が伝わらないような不足感なのでしょうか。「100 円で買えるいちばんの

熱さ」 と認めながらの最後は、「コンビニのコーヒーはうまいようでなんとなく」。 なぜか頷きかけてしまいそうですが、い

かなるシーンや場所でもコーヒーを楽しめることは大きな進化です。あとは嗜好の高まりをどう支えるかの問題です。 

 

18-  「DON’T PRETEND」 古内東子 

18 DON'T PRETEND 古内東子 https://www.youtube.com/watch?v=PVcXHbIxoVw 

続いて常連さん登場です。古内東子の 「DON'T PRETEND」 は 2002 年のアルバム 「10stories」 の曲で

す。この曲も歌詞が見所で、「コーヒーを赤いワインを飲めるようになった私」 と何年かの間に変わりゆく二人を歌い

ます。「Don't pretend you cannot see (見えないことにしないで)」 のフレーズが繰り返されます。「目をそらさ

ずに見つめよう  あの日のふたりではもうない現実」。 強き者よ、汝の名は女なり、でしょうか。 

https://www.youtube.com/watch?v=044M2Pbbobg
https://www.youtube.com/watch?v=f4mcJX-_MOQ
https://www.youtube.com/watch?v=BBFnG4ag5uE
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19-  「苦い珈琲の言い分」 空気公団 

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

19 苦い珈琲の言い分 空気公団 https://www.youtube.com/watch?v=E3uvHipDbvY  

この曲名は強烈でした。「苦い 苦い」 と多くのアーティストに歌われる珈琲ですが、その“苦い”コーヒーの言い分と

は？神妙に曲を何度も聴きました。歌詞の全文ですが、「もしも  もしも 僕はひとり考える あの日は風に泣いてい

た 人を背中に見た  声に出せない  ことばかり  もしも もしも  僕はひとり考える  あの時何を違えて  何も告

げずにいた  声にならない  ことばかり」。 現代詩の一文のような言葉ですが、耳から入り込む吐息が語ります。苦

いのは珈琲ではなく、心なんだと。 

 

20-  「Surrender」 Mr. Children 

20 Surrender Mr. Children https://www.youtube.com/watch?v=umCf1wwc-io 

ミスター・チルドレン 1999 年のアルバムから、「Surrender」 です。「coffee ぐらいで 火傷したのが 動揺してる  

証拠なんだけど」。 そうですね、熱いコーヒーをうっかり啜ったり、一気飲みは本当に危険です。舌だけでなく喉の火

傷となると最悪ですから。そして最後が 「胸に無情の雨が降る 二人で過ごした日々は 路上のチリのよう 流れて  

消えて The End さ」。昭和歌謡のような言葉の中にも、やはり苦い思い出が残っているようです。 

 

21-  「ESRRESSO でお別れ」 渡辺真知子 

21 ESPRESSO でお別れ 渡辺真知子 https://www.youtube.com/watch?v=nt5pYvYABpE  

渡辺真知子、1997 年のアルバム 「明日へ」 から、「ESPRESSO でお別れ」。この時代のエスプレッソはどういう

シーンに登場したのか気になりました。さりげなく頼むコーヒーではなかったでしょう。しかし別れを飾るエスプレッソが歌

われています。イタリアのバールでは ”やあ元気” と挨拶代わりのエスプレッソですが、日本では別れを彩っている。 

しかし渡辺真知子は素晴らしい歌い手ですね。彼女の歌は決して ”苦く” はありません。 

 

 

今回の楽曲一覧です ➡ https://www.cafegoods.com/musiclist/08_musiclist_10.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ので、よろしければご鑑賞ください。“コーヒーの苦い思い出“ 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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