
　血液製剤は大きく分けると①全血製剤、②血液成分製剤、③血漿分

画製剤の三つになります。

一つ目の全血製剤とは一般的に輸血と言われるもので、献血された

血液をほぼそのままの成分で投与するものです。大量出血などの場合

には使用しますが、現在では、全血製剤はほとんど使用せず、必要な

成分のみを選んで投与する方法が主流です。このため次のような血液

成分製剤が活躍しています。

二つ目の血液成分製剤には、赤血球、血漿、血小板の三種類の製剤

があります。血液を遠心分離により成分を分離しています。赤血球製剤は手術による出血時や慢

性貧血の治療に使用されます。血漿製剤は血液凝固因子の欠乏のために出血しやすくなった人の

防止治療のために使用されます。血小板製剤は、血液中の血小板の異常や減少により血管損傷の

修復不足で出血している場合などの治療に使用します。

　三つ目の血漿分画製剤は、非常に重篤な病状の人に使用される製剤です。これらは、アルブミ

ン製剤、免疫グロブリン製剤、血液凝固因子製剤があります。数万

人分から献血された血漿を抽出しつくられる薬剤です。

　他の薬品での代替治療ができず、数万人分の献血からしかできな

い血液製剤が治療に活躍していることに驚きました。岐阜県赤十字

血液センターによると夏期は全血製剤が不足するそうです。多治見

には駅前に献血ルームがあります。この機会に是非、献血にご協力

をお願いします。
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 8 月 21 日は献血の日です。1964 年のこの日にこれまで主流であった売血制度を改めて献血制度

の閣議決定をしました。これにより献血推進運動が展開され、記念に制定されたのが献血の日です。

今月は献血の日にちなみ、血液からつくられる血液製剤のお話をします。

＜血液のすばらしさがよくわかる本＞

トコトンやさしい血液の本                                毛利博編著      2006 年   3 月刊行  491.32/ ﾓｳ

よくわかる最新血液型の基本としくみ                 松尾友香著　   2009 年 11 月刊行　491.32/ ﾏﾂ

とっても気になる血液型の科学             　　　    奈良信雄著   　2010 年  1 月刊行   491.32/ ﾅﾗ

血液型の科学　　　　　                                   藤田紘一郎著 　2010 年  2 月刊行　S491.32/ ﾌｼﾞ

血液のふしぎ絵事典　 　                                  梶原龍人監修    2008 年  9 月刊行　J491/ ｹﾂ

こちらに紹介した本は２階に展示してあります



　　　　　　　　

　　　
図書館の郷土資料室では、多治見の古いものから新しいものまで歴史資料を数多く所蔵して

います。このコーナーでは、図書館に所蔵している資料を使って、昔の人々の暮らしを紹介

していきます。

　古くから伝えられる地名は山・谷・川などの地形や土地の由来を示すことが多く、その場所の

歴史を知る大切な資料です。古い地名は字名として近年まで使われており、また地域の人々の通

称として残されている場合があります。

多治見市の現在の町名は昭和 20 年

（1945）、昭和 36・37 年（1961・1962）

の2回にわたって設定されました。また、

旧笠原町は江戸時代から「島」という地

域に分けられていましたが、大正 12 年

（1923）の町制施行と同時に現在のよう

な区が設置されました。新町名・区名の

設置以降、古くからの字名は廃止されま

した。

この地図は昭和 3年（1928）の「豊

岡町耕地整理完成図」です。地図にある

地名は昭和 20 年の町名設定で変更され

たものが多く、現在は使われていないも

のもあります。地図に見られる「大字」

は旧村を示しており、「大字長瀬」は旧

長瀬村の地域、「大字中之郷」は旧中之郷村

の地域です。それ以外は大字より小さい地

域で、昔からの地名が使われています。今も残る「宮前」など神社の前に広がる地域をさす地名や、

「大木」「大屋敷」のように木や屋敷があったことが想像できる地名など、人々の暮らしの中で通

称として呼んでいた名が地名として残ってきた歴史を知ることができます。

昔の地名を調べるには ・ ・ ・
自分の住む地域などの昔の地名を調べるには、「多治見市町名・地番設定」（昭和 20 年）、「昭

和 36 年・37 年新町名地番調書」（昭和 36 年・37 年）で現在の町名から旧地名・地番を検索します。

さらに「土地宝典」という字名や地番、地目（土地が何に利用されているか）が書かれた地図で

旧地番を探すと、地形や道が今とどう違うかわかります。このような昔の地名を知る資料が郷土

資料室には多く保存されています。興味をもたれた方はぜひ郷土資料室へお越しください。

  多治見タイムトラベル　    ～　昔の地名を知ろう　～

 
　　＜　参考文献・資料　＞

「多治見市町名・地番設定」               （多治見市）        1945 年  1 月刊  ﾀ 092.90/ ﾀｼﾞ

「昭和 36 年新町名新番地調書 その 1」（多治見市）　　 1961 年 11 月刊  ﾀ 092.90/ ｼﾝ

「昭和 37 年新町名新番地調書 その 2」（多治見市）       1962 年  5 月刊  ﾀ 092.90/ ｼﾝ

「多治見市史通史編下巻」                   （多治見市）       1987 年刊         ﾀ 092.15/ ﾀｼﾞ

「笠原町史 その 5 かさはらの歴史」      （笠原町）     　  1993 年刊 　　  ﾀ 092.15/ ｶｻ /5

「可児郡豊岡町耕地整理完成図」（昭和 3年）多治見市図書館所蔵資料

「可児郡豊岡町耕地整理完成図（部分）」（昭和三年）



今月の
　ｵｽｽﾒ

　

ALOHA!　～ ハワイの風を感じて ～

　『いっそイラストハワイ単語帳』園田レナ著 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学館 829.45/ ｿﾉ

　　　　　　　　　　　
  『手作りフラドレスと小もの』      実業之日本社 593.36/ ﾃｽﾞ

みなさんはどんなハワイ語を知っていますか？「こんにちは」

→【aloha】（アロハ）や「ありがとう」→【mahalo）】（マハロ）な

ど、ハワイ語は基本的にはローマ字読みをすれば、ほぼＯ . Ｋ。こ

の本は、ハワイ文化や風土、フラの用語など、ハワイ語の単語と

表現 2200 をイラストで解説しています。例えば、図書館【Ka hale 

waihona puke】のページを開くと館内の様子が描かれています。カウンターに司書【mea 

ma
_
lama puke】が座っていて、奥には本棚【haka kau puke】があり、小説【ka'ao】や絵本【puke 

ki'i】が並んでいます。単語と意味だけではなくイラストがあることで、目で見てすぐ理解

でき、楽しめる一冊となっています。ちなみに「本」はハワイ語で【puke】（プケ）、「読む」

は【heluhelu】（ヘルヘル）です。

ハワイの民族舞踊のフラ。多治見でもまなびパークをはじめ、各公民館で幅広い年齢の

方がフラを楽しんでいらっしやいます。そんなフラガールにお勧めの一冊がこちら。フラ

の発表会のドレスや練習用のパウ（スカート）をお気に入りの生地で手作りしてみません

か？実物大型紙がついていますので、はじめての方でも安心です。

フラにはかかせないレイや髪飾りの作り方も載っています。また、

普段のお洋服として着ていただけるデザインのものも紹介されて

います。ハワイアンプリントのお洋服を作ってみて、着てみて、

気分が高まったらぜひ、まなびパークや公民館に足を運んでいた

だき、フラを体験してみてください。今日からあなたもフラガー

ル♪

　　　　　　　　　　　
常夏の島ハワイを身近に感じる「夏」がやってきました。

【ALOHA】という言葉には『周りすべての人やものに対して優しさや心の広さを失わず、

常に謙虚さや忍耐強さをもって行動することによって、調和を保つことができる。そこ

に生まれるのが愛（ALOHA の精神）である』（いっそイラストハワイ単語帳 園田レナ著 

より ) というハワイ人の思いが表現されています。イライラしがちな暑い夏こそ、タジミ

人である私も ALOHA な気持ちを大切にしたいと感じました。そこで今月は、日本人も大

好きなハワイに関連した本をご紹介します。

☆このほかにも、ハワイのローカルフードなどを紹介したグルメガイドブック『食うべ

　しオアフ島 2012』（297.6/ ｸｳ /12）や、ハワイのレイには欠かせない花となっているプ

ルメリアの育て方の本『Plumeria Book』（627.7/ ﾀﾅ）などもあります。また３階 AVコーナ

ーには、ハワイアンの CDがあります。ぜひ、多治見市図書館にご来館いただき、ハワイ

の風を感じてみてください。　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　（Ｙ．Ｋ）
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8月の行事予定カレンダー

１（木） 10:00 しらべ学習講座 16（金）

２（金） 17（土）14:00 おはなし会（2 階）

３（土） 14:00 おはなし会（2 階）　 18（日）

４（日） 花火大会（18：00 ～交通規制あり） 19（月）休館日　

５（月） 休館日 20（火）

６（火） 21（水）

7（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 22（木）11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

８（木） 休館日 11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階） 23（金）

９（金） 24（土）14:00 おはなし会（2 階）

10（土）
美術館でおはなし会（11:00 おはなし会　16:00 ブックトー

ク）ｾﾗﾐｯｸﾊﾟｰｸ MINO      13:00 古文書相談会
25（日）

11（日） 26（月）休館日

12（月） 休館日 27（火）

13（火） 28（水）

14（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 29（木）

15（木） 休館日（館内整理日）　10:00 しらべ学習講座 30（金）

31（土）14:00 おはなし会（2 階）

 図書館サービスに関するコラム

赤ちゃんとお母さんのためのおはなし会が

開かれる木曜の予定はペンギン、土曜のお

はなし会の予定はパンダのボードでお知ら

せしています。

＜扇風機を新設しました＞ ＜おはなし会のおしらせボードを

　　　　　　　　　　　　つくりました＞

館内に扇風機を新設しました。エア

コンからの冷たい空気を循環させる

事で体感温度が下がり、より快適に

お過ごし頂けます。尚、まなびパー

クたじみでは館内温度を 28℃に設定

しております。節電へのご理解をお

願いいたします。


