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      五感美術館へようこそ！ 
 

 当館は、視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚

の５つの感覚にかかわる本を集めた癒しの

美術館です。日常の疲れた心と体をリフ

レッシュしませんか？ 

＊ 目次 ＊ 

 ２ｐ. Sight ～見る～ 
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 『ときめく薔薇図鑑』 

 元木 はるみ/文 山と渓谷社 

＊高貴な花姿、優雅な香り…。バラの世界を美しい 
 写真とともに紹介。 
 
他にも…『ときめくカエル図鑑』 

    『ときめく貝殻図鑑』etc 

 『世界の一流が必ず身につけている 

            西洋美術の見方』   

 宮下 規久朗/著  宝島社 

＊名画約100点の歴史と技術をビジュアルに解説。 

 『世界で一番美しい鳥図鑑』 

  すずき 莉萌/編著 誠文堂新光社 

＊自然界の鳥のかわいい表情やしぐさが満載の図鑑。 

Sight ～見る～ 

『ふるさとへ』  内藤 謙一/著 熊本日日新聞社 

 熊本の本来の美しい風景を描いた水彩画集。 

『ネコもよう図鑑』  浅羽 宏/著 化学同人 

 ネコの模様を11パターンに分類し仕組みを解説。 

『デザインあ解散!の解・散』 岡崎 智弘/著 ポプラ社 

 身の回りにあるものを分解してならべてみると…？！ 

～こちらもおすすめ～ 



 

 
 

Hearing ～聴く～ 

  『動物たちのおしゃべり』 

  山崎陽子/ 著 ミルコ・ハナアク/ 絵 藤原書店 

＊耳をすますと、動物たちの他愛のない独り言が聞こえ 
 てきそうで、おもわず笑顔になれる癒しの一冊。 

  『 クラシックの名曲 45選 』付属CD付き 

                   新井鷗子 / 編著 新星出版社 

＊読み聞かせをしながら、どこかで耳にしたことのあるクラ 
 シック音楽を気軽に楽しめます。多彩なイラストと優しい 
 文章が世界の音楽の旅へと誘います。 

  『 はじめての オーケストラ 』  

             佐渡 裕 原作  はたこうしろう 絵 

＊世界的指揮者の佐渡裕さんが初めて手がけた絵本。臨場感 
 たっぷりに描かれたファンタジックな光景とともにベー 
 トーベンの交響曲第九番のメロディが耳によみがえり、 
 目と耳で楽しめる魅惑的な絵本。 

  

   『ココロ洗うメロディ－ J-POP OASIS － 』オルゴール演奏 

      美しくやさしいオルゴールの音が日常のひと時に安らぎの空間を演出 

    （ Official髭男 dism の「Universe」、あいみょんの「裸の心 」など収録 ） 

           『BTS， THE BEST 』  BTS 

           『ぐされ 』  ずっと真夜中でいいのに 

           『Editorial 』  Official 髭男 dism  

 ―リラクゼーションミュージック― 

       心と身体の疲れを解消  

♬ 

♬ 
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Taste & Smell ～味わう・香る～ 

 『大人気YouTuber“cook kafemaru”の 
  世界一作りやすいおうちスイーツ』  
   kafemaru/著 KADOKAWA 

＊身近な材料と道具で、初めてでも簡単に作れるレシピ 
 がたくさん。しゅわしゅわスフレパンケーキ、とろけ 
 る生チョコケーキ、キャラメルカップケーキ…。 
 あなたは何を作ってみる？ 

『暮らしの図鑑 お茶の時間』 

 暮らしの図鑑編集部/編 翔泳社 

＊紅茶やハーブティー、台湾茶など様々な種類のお茶を 
 紹介。好みのお茶を見つけて、香りを楽しみながら、 
 優雅な時間を過ごしてみては。 

～こちらもおすすめ～ 

YA-４ 

『ケーキ王子の名推理』シリーズ  七月 隆文/著 新潮社 

 学校一のイケメン王子とケーキ大好き女子がお悩み解決。 

『簡単手作り石けん、ハンドジェル、ハンド＆マスクスプレー』 
                生活の木/著 主婦の友社 
 簡単に作れるアロマクラフトが多数掲載。アロマの香りでリフレッシュ！ 

『もりもりホットサンドと野菜ごろごろスープ 元気が出るよ！』  

                Tesshi/著 KADOKAWA 

 具がもりもりで断面映えバツグン。色々はさんで焼いてみて。 

  『3ツ星シェフ部！』 

  よしもと こゆき/著 学研プラス 

＊高校の料理部の顧問を引き受けることになった、カリ 
 スマシェフの豪太は、問題を抱える部員たちと共に全 
 国大会優勝を目指す。極上の料理の数々に、読むとお 
 腹がすく小説。 



 

 

Touch ～触る～ 

  『武士道シックスティーン』 

   誉田哲也/著 文藝春秋 

＊柔の早苗と剛の香織。剣道に青春をかける対照的な二人 
 は、またとない好敵手。勝負の行方は？ 
 痛快・青春エンターテインメント。 

   『レジン・透明樹脂で作るアクセサリー』 

   熊埼堅一/監修 河出書房新社 

＊蝶の標本のペンダント、黒鳥のブローチ、懐中時計の 
 バックチャーム…。美しい透明感と使いやすさが魅力の 
 レジン。基本の使い方やアクセサリーの作り方が紹介さ 
 れた本。 

  『関節ほぐしストレッチ』 

   池田佐和子/著 主婦と生活社 

＊骨盤・肩甲骨・足首を回すだけで腰痛・肩こりに効く！ 
 運動が苦手な人でも簡単にできちゃう。腰痛や肩こりに 
 悩んでいる人にオススメの一冊。 

YA-５ 

   『純情！卓球部』 横沢 彰/作 新日本出版社 

 新しい顧問の先生がやってきたのをきっかけに、部長の拓は新入部 
 員の指導を買って出る。しかし、部は思ったようにはまとまらず…。 

   『紙とペンで作る ポップなアクセサリー』 

    doop マルヤマメグミ/デザイン・制作 文化学園文化出版局 

 ぶきっちょさんでもカンタンに作れる！「ゆるやかに・カラフルに」 
 をコンセプトに、紙素材のアクセサリー。 

   『レースペーパーでつくる雑貨とこもの』 
    あきやともみ＊/デザイン・制作 文化学園文化出版局 
 繊細で綺麗なレースペーパー。切り込みを入れたり、折り曲げたり、 
 貼ったりして更に素敵な一品に。レースペーパー好きな人必見の一冊！ 

～こちらもおすすめ～ 



 

 

～こちらもおすすめ～ 

『この星を救うために知っておくべき100のこと』竹内 薫/訳・監修 小学館 

『捨てられる食べものたち-食品ロス問題がわかる本-』井出 留美/著 旬報社 

『環境破壊モンスターから地球を救おう！』 

                    マリー・Ｇ.ローデ/著 河出書房新社 

 幸せへのＳＤＧｓ 
 

 

 ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）とは、持続可能な開発 

目標のことであり、2030年までに世界中の国々が一緒になって、地球

を住みやすい星にしようという取り組みです。 

1年間に海に流れ出てい

るプラスチックの量は？ 
世界のお金の半分を、

何人のお金持が持つ？ 

YA-６ 

日本で1年に捨てられ

る食べ物の量はプール

何個分？ 

①約200個分 

②約2000個分 

③約2万個分 

 Q 3  Q 2  Q 1 

※答えは次のページ下 

「遠い国の出来事」だと思っていた異                 

常気象が今では身近なものに。環境を

考えるきっかけになる３冊です。 

  『 大人も知らない⁉ SDGsなぜなにクイズ図鑑 』 笹谷 秀光/監修 宝島社 

  『 世界でいちばん素敵なSDGsの教科書 』    小林 亮/監修 三才ブックス 

  『 世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつなぐ本 』 

                                                                     池上 彰/監修 学研プラス 

①26人 

②260人 

③2万6000人 

①東京ドーム7杯分 

②プール3杯分 

③バケツ100杯分 



 

 

『なぜ僕らは働くのか』 

池上彰/監修 

（学研プラス） 

『かならずお返事 

書くからね』 
ケイトリン・アリフィレンカ/著 
マーティン・ギャンダ/著 

（PHP研究所） 

みんなどんな本よんでる？ 
今回は「令和3年度 わたしのすすめる本・本の帯入選作
品集」より中学生のおすすめ本を紹介します。 

『学年ビリのギャルが1年
で偏差値を40上げて慶應
大学に現役合格した話』 

坪田信貴/著 

（KADOKAWA） 

『天国はまだ遠く』 

瀬尾まいこ/著 

（新潮社） 

『くちびるに歌を』 

中田永一/著 

（小学館） 

『青く塗りつぶせ』 

阿部夏丸/作 

（ポプラ社） 

☆たくさんのご応募ありがとうございました。 
  YAコーナーやYA新聞へのご意見・ご感想もぜひお待ちしております。 

   図書館に設置してある『伝えたい』の箱に入れて下さい。 

YA-７ 答え ①約2万個分 ②26人 ③東京ドーム7杯分 


