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５
Senses



味覚

①お洒落カフェ（学生・お洒落好きな方向け）

②親子カフェ（親子向け）

③BOOKBAR（大人向け）

④SELECT KITCHENCAR

⑤地域の特産品コーナー



①お洒落カフェ

•対象：学生、勉強したい方、お洒落な空間を求める方

• イメージ：スターバックス、KUMU金沢、21世紀美術館

https://livedoor.blogimg.jp/chaaaahan/imgs/2/a/2a5f72c7.jpg

https://th.bing.com/th/id/R.ca82bad7690d58ed4c1652678b056b1a?rik=0oZpJ%2br4TqpI0
Q&riu=http%3a%2f%2ftabippo.net%2fwp-content%2fuploads%2fStarbucks-
Amsterdam_1.jpg&ehk=tLaQNdAiFS%2fag0W7yIGF0DpAOXUV4VL%2fUku4qUKDrbg%3d&r
isl=&pid=ImgRaw&r=0



• お洒落な空間+現代アート＝感性を豊かに

→感性が刺激され、新しいアイデアがでてくることも？

→現代アートでは石川出身のアーティストにも依頼。未来のアーティスト発見・宣伝

• 近くにお洒落な雑誌、流行りの本、読みやすいエッセイ本あり

→お洒落目的でカフェに来た人でも、本に興味がなかった人でも、気軽に手を出し
やすい



②親子カフェ
•対象：親子、ママ会

• イメージ：あたたかく、開放的で、カラフル（新しいコミュニティを生み
出す空間とデザイン ｐ６８，６１，２７，２３，１６６）

https://i.pinimg.com/originals/ae/8b/62/ae8
b629e4c5b561b78184c7e90b530b6.png

https://noticias.infurma.es/wp-
content/uploads/2021/01/62759-main_1299-
8_62759_sc_v2com.jpg

https://www.vmplus.com.au/wp-
content/uploads/DSC_3712-1080x721.jpg



• キッズスペースとカフェスペースの併設

→お子さんは遊び楽しみ、親御さんはリラックスしながらお話したり、本を読めたりする

• 近くに絵本、紙芝居あり

• カフェメニュー

種類豊富なコーヒー、甘い系のスイーツ。

お子さん受けも良い絵本の中ででてくる食べ物を再現（Ex：ぐりとぐらのパンケーキ）



③BOOKBAR

•対象：大人

• イメージ：お洒落なBAR、落ち着き、リラックス

https://takagakigumi.reform-c.jp/cms/wp-
content/uploads/2019/12/bbd2a049d828c441a44c820c6a4d0163.jpg

https://wineanddine.com.sg/wp-content/uploads/2021/04/Kinki-
Restaurant-Bar_Level-2-1-1-1536x1024.jpg



• 仕事帰りの大人の贅沢な時間。仕事スペースもあり

• 近くにビジネス本、おいしいお店紹介の雑誌、ワインやビール系の本あり

• メニュー

種類豊富なお酒、おつまみ。

本を片手にでもOK



SELECTSHOP KITCHENCAR

• 地域での人気店、気になるお店をpick upして、オープン
カーで図書館の前で商品を販売

→小松は特に良いカフェや飲食店が多いにもかかわらず、
場所が遠いためなかなか行けない人が多い。ここで宣伝も
かねて提供

（Ex: koko、ヨシダベーカリー）

https://i.pinimg.com/736x/79/f4/fa/79f
4fa3e2480c2aa03824a805b814c7e.jpg



地域の特産
品マーケット

•地域の特産品のギャラリー・お土産コー
ナー（小松だけではなく、金沢、七尾、能登
などさまざまなところから）

→地域の特産品を改めてみて、知って、買え
る。地産地消



聴覚

①館内BGM →科学的に音楽と読書の関係性は非常に良好だと言われてい

る。音楽や雑音があったほうが集中することができ、効果的に

読書効率をアップすることができる！

→集中力に大きく影響！

【デメリット】

・逆にうるさく感じる人もいる

・聴覚過敏に人にはストレス

おすすめのBGM

【メリット】
・リラックスして集中できる
・音楽で周囲の雑音が紛れる
・息苦しくない

・クラシック
・自然の音

歌がなく、誰もが聞いたことのある
音楽・音が良い☆



②床の材質 →物を落とした時の音や、足音が響くのを防ぐ！

【カーペット】
・騒音を軽減

・室内の空気の質をよくする
・人はカーペットの上を歩くと、リラックスできる
・ストレスを感じにくい

しかし・・・
カーペットだと印象が重たくなる？

・床が暗い色（重い）の方が、部屋全体
が締まって見える！

・床が暗い色だと安定感があり、落ち着いて読
書や勉強などに取り組みやすくなる！



③音楽生向けのフロア
・楽器の音は空気を伝わって、耳に入ってくる

→音源から近いほどうるさく聞こえる

・音源のある部屋のドアを閉めれば、ある程度音は遮断できる

音楽生向けのフロアは勉強スペースから一番遠い

位置に設ける！

①１人～でも使用できるスタジオ

②演奏会などイベントを行える会場

③誰でも弾きたい人が弾けるピアノ
→館内のBGMにもなる

④楽譜の貸し出し

⑤楽譜用プリンターの設置



視覚

①空間を明るくする

窓を多くして外からの光を取り入れる → 過ごしやすい空間づくり

明るめの照明 → 勉強しやすい空間づくり

②図書館をライトアップ

「面白い！行ってみたい！」と図書館に立ち寄るきっかけになる

ライトアップさせることで図書館という少し固いイメージをなくす



プロジェクターで
の映画上映会

日中はくつろげるスペース

↓ 夜になったら…

プロジェクターを使用して映画を上映

・毎週違うジャンルの映画を上映

・その空間でのコミュニケーションを楽しむ



アート展示スペース

・新しいアート・文化に触れる機会

本を読むという目的ではなく、

作品を見に来るだけでもOK！

・勉強の気分転換になる

合間の休憩時間にでも気軽に立ち寄ることができる

・美大生の活躍できる場を作る

素晴らしい作品を一般の人に共有 → 才能を見出せるか
も！？



嗅覚

■集客効果や滞在時間の延長

■香りによるおもてなし効果

■香りによるブランディング効果

日本デオドール株式会社HPより



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:

Osmanthus_fragrans_(orange_flowers).jpg



触覚

「触ることを楽しむ」
未来型図書館

触るという行為その
ものをエンターテイメ
ント化

2022/8/8

https://www.axismag.jp/axismag-admin/wp-
content/uploads/2021/03/01_trinus0123-1440x1080.jpg



Frelco note 
（フレルコノート）

2022/8/8

「触れる、この手」＝フレルコノート

TRINUSさんから発売されている絶滅
危惧種の皮膚を模した表紙が施され
ているノートブック

日本の特殊印刷技術により本来触る
ことの出来ないフィジーイグアナやジ
ンベエザメのスキンが再現されている



「触る」をテーマにした展示

ハンズ・オン展示・・・幼児教育における体験学習を目的とした

展示。模型や芸術作品の展示物に実際に

手を触れることが出来る。

ユニバーサル・ミュージアム さわる！触の大博覧会

（国立民族学博物館｜大阪府）

ふれる博物館（社会福祉法人日本展示図書館｜東京都）

彫刻に触れる展示会（神奈川県立近代美術館｜神奈川県）など

2022/8/8



ユニバーサル・ミュージアム さわる！触の大博覧会

「歴史に触る」「風景に触る」「音に触る」などのテーマの下、さまざまな素材
と手法を用いて、“触”の可能性を探る大博覧会。

8/8/2022

桑田知明＿
ポップアップ絵本

守屋誠太郎＿Attitude I
株式会社三木製作所＿

冨士山立体地図 北山太郎＿時空ピラミッド



その他

設備

→ 五感 を満たすサポート！

サービス イベント

三つの面から
見てみる！

よりよくするためには…？



名谷図書館アンケート調査報告 より引用

設備 学習関係の要望(①、④)が
合計で４４．７％を占める。

↓

図書館を「勉強スペース」として
利用する人が増えている！

交流関係の要望
(②、⑤)が合計で
１７．４％を占める。

↓

図書館を「交流の場」

として利用する人も増
えている！

③のように、
年齢や身体的ハンデ
問わず、様々な人が
利用しやすい設備
が必要という意見も多く、
全体の１６．７％を占める。

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/35365/kekka.pdf


設備

① コンセント の設置

② フリーWi-Fi の設置

③ くつろげる空間

④ 誰でも利用できる バリアフリー設計

⑤ 高い天井の設計 → 開放感

パソコンも使えるし
充電もできる！

図書館 くつろぎ空間 - Bing images

07Botepia03.jpg (1024×683) (barifuri-kochi.com)

足を伸ばして
くろぎたい！

車いすでも心配ない
設計がいい！

in オーテピア図書館

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xxUjskbR&id=5B8EAFEF82C050DAB29A5E8DD06518A946AFA008&thid=OIP.xxUjskbRI6-T9IWu-ipVTQHaD2&mediaurl=https%3a%2f%2fcdn.tsutaya.tsite.jp%2fstatic%2ftsutaya%2ffeature%2fstore%2ftba_shinjuku%2fimages%2fimg_main1.png&exph=625&expw=1204&q=%e5%9b%b3%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e3%80%80%e3%81%8f%e3%81%a4%e3%82%8d%e3%81%8e%e7%a9%ba%e9%96%93&simid=607994166363882967&FORM=IRPRST&ck=9D773CB75B4B912A3D5481C28E6ED5EA&selectedIndex=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://barifuri-kochi.com/wp-content/uploads/2019/12/07Botepia03.jpg


イベント

📍📍岡山県立図書館

→ ２０１８年まで利用者数日本一

→ ２０２１年に再び日本一に

📍📍オーテピア高知図書館

→ ２０１８年に生まれた図書館等複合施設 「オーテピア」 の一部

1200 (1200×900) (okayama-kanko.jp)

・オーテピア高知図書館
・オーテピア高知声と点字の図書館
・高知みらい科学館

top.jpg (4920×3360)(otepia.kochi.jp)

・おはなし会やバックヤードツアー
など様々なイベント

・各分野での様々な展示

・コンテストや映画上映会
など様々なイベント

・講座や相談会なども

https://www.okayama-kanko.jp/image/rendering/attraction_image/4093/keep/1200?v=f7458f52d231db56169e2f7e4ad42823b9b49e55
https://otepia.kochi.jp/dataEvent/library/201911240012421kfflx/top.jpg


イベント

① コンテスト → POPコンテスト や お絵描きコンテスト など

② 子供向けイベント → 宝探し や 謎解き など

③ 職説明関係 → 会議室などの利用

④ 本の交流会 → 新しいコミュニティ

作品の展示も！



サービス

１．本の宅配サービス

２．本の貸し出し回数による特典

３．コンビニでの返却◎

４．文房具ショップ設置

５．感情・ランキング別の本の分類
https://www.buntobi.com/articles/assets_c/2017/09/0-1-thumb-

1200xauto-8749.jpg



まとめ

五感の観点から考えると、図書館には様々な在り方がある

五感を満たす図書館

何度も訪れたくなる図書館に！



ご清聴ありがとうございました

https://www.g-mark.org/media/award/2014/14G110951/14G110951_01_880x660.jpg?w=880&h=660&m=0
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• https://trinus.jp/developments/6
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