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4 月 6 日は北極の日です。1909( 明治 42) 年、アメリカ海軍の軍人ロバート・ピアリーが、世

界で初めて北極点に到達し、それを記念に制定されました。今月は北極についての話しをします。

　　＜北極のことがよくわかる本＞

こんちき号北極探検記　　　　  　　　　　　　　　　あべ弘士著　2012 年  7 月刊　297.8/ ｱﾍﾞ

北極大変動　　　　　　　　  　　　NHK「北極大変動」取材班著　2008 年 11 月刊　297.8/ ﾎｯ

北極ライフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  谷山弘子著　2007 年  9 月刊　489.57/ ﾀﾆ

北極圏のサイエンス　　　　　　　　　　　　　　  赤祖父俊一著　2006 年 12 月刊　402.97/ ｱｶ

ビジュアル版南極・北極大百科図鑑　ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ・ﾏｸｺﾞﾆｶﾞﾙ他編集　2005 年   2 月刊　402.97/ ﾅﾝ

冒険の科学　北極・南極　　　　　　　　　　 ﾋﾟｰﾀｰ・D・ﾗｲﾘｰ著　2006 年   3 月刊　J402/ ﾗｲ

100 の知識　北極と南極　　　　　　　　　　　ｽﾃｨｰﾌﾞ・ﾊﾟｰｶｰ著　2011 年  11 月刊　J402/ ﾊﾟｶ

こちらに紹介した本は２階に展示してあります

北極圏とは夏の気温が 10 度を超えず、森林の限界より北の地域

をさします。グリーンランド全域やアラスカ、カナダ、ノルウェー、

ロシアの北部も北極圏にが含まれており、氷が浮かんだ地域以外

も含まれています。

なぜ、北極は寒いのでしょうか。地球の多くの地域は太陽光に

よって適度な気温に保たれています。しかし、地球が丸いため北

極には斜めの淡い太陽光しか当たりません。赤道の太陽光を 100

とすると、日本で 80、ノルウェーで 50、グリーンランドで 18 程

度となります。その中でも氷や雪が多い地域では到達した光の 85

％を反射してしまっているため

赤道に比べると 3程度にしかな

りません。このようにほとんど光が届かない状況なので、寒いま

まなのです。

また、北極の季節は夏と冬しかありません。半年ごとに夏と冬

を繰り返しています。夏の夜は、薄明かりが続く「白夜」となり

ます。冬は日中でも太陽が昇らない状態（これを「極夜」と言い

ます）となります。

　北極の極端な気候を考えると、日本は四季を通じて穏やかに過

ごせる地域に住んでいるのだとわかりますね。



　　　　　　　

　　　　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。

　毎年４月には多治見の各所で陶器祭りがおこなわれ、たく

さんの買い物客で賑わいます。この陶器祭りは「陶祖祭」と

呼ばれ、秋に開催される陶器祭りとは違った意味合いを持っ

ています。美濃焼物の産地であるこの地方には高田・市之倉・

土岐など 10 以上の生産地があり、その多くは中世末期に瀬

戸から陶工が移り住み、焼物を作ったのが始まりです。各産

地で初めて窯を開いた陶工が「陶祖」といわれ、その偉業を

たたえる石碑（陶祖碑）が各地に建てられています。４月に

陶祖碑の前で行われる神事（または仏事）を「陶祖祭」と呼び、

旧多治見町地域・市之倉・笠原・滝呂・高田・小名田で現在

も行われています。

市内に数ある陶祖碑の中でも、平野町の平野公園にある陶

祖碑は最も早い明治時代に建碑計画が持ち上がったもので、

美濃全域の陶祖として加藤景光を称えた碑です。ちょうどこ

のころは日清戦争後の輸出産業隆盛期で、陶磁器輸出も盛ん

に行われていました。政府は商品の粗製乱造を取締り、同業

者の団結を図るため、同業者組合設立の法令を制定しました。

この地域でも明治 34 年（1901）に各地の製陶業者を一つに結集させようと「美濃陶磁器同業組合」

が設立され、それを期に陶祖碑の建碑も計画されました。同年 5月に、開通間もない中央線に

よって高さ 3.5 ｍの仙台産の碑石が輸送され、多治見駅から平野公園まで台車で運ばれ、公園

までの金
こ ん ぴ ら

刀比羅坂は、養正小学校の児童も加わって大勢の人によって引っ張り上げられたそう

です。明治 39 年（1906）11 月に行われた建碑式には、餅投げ・花火・芸妓の踊りなどのいろ

いろな行事が催され、町中が祝賀に沸きました。陶祖碑のまわりにはこの年に送電され始めた

ばかりの電灯がはりめぐらされ、池田や小泉からもその灯りをみることができたといいます。

これ以降、毎年４月に陶祖碑の前で祭礼が行われてきました。戦後には祭礼とともに陶器廉

売市が始まり、市内

外からも買い物客が

訪れる祭りとなりま

した。

多治見タイムトラベル　～　陶祖祭の歴史　～

　　 ＜　参考文献　＞

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

　   「多治見市所在　漢文による碑文集」（多治見市）2003 年刊　ﾀ 092.15/ ﾀｼﾞ

昭和 32 年（1957）の陶器廉売市（小路町）

まなびの散策　第８回    陶祖祭ウォーキング～美濃焼の開祖に会いにいく～
多治見陶磁器卸商業組合創立 120 周年記念事業
毎年多くの人で賑わう陶祖祭（陶器祭り）は、多治見の春の風物詩です。
当日、陶器の町ならではの風景を散策し、陶祖を祀る祭礼を見学します。

日　　時：4月 13 日（日）　　午前 9時 30 分～　　参 加 費：500 円

定　　員：25 名　　　　　　　　　　　　　　　　集合場所：まなびパークたじみ１階　　　

持ち物：運動に適した服装・雨具・デジタルカメラ（あれば）

申込・問合：学習館　TEL23-7022　　　　主催：多治見市図書館郷土資料室、学習館

申
込
受
付
中



　　　　　　　　　　　　　

今月の
　ｵｽｽﾒ

　

   　楽しく英語を読もう！たくさん読もう！

英語多読入門　　　　　　　古川　昭夫・上田　敦子　著　830.7/ フル

英語多読という言葉を初めて耳にされる方も多いかと思います。 英語多読

とは、 辞書を引かずに楽しめる英語の本をたくさん読むことです。 やさしい

絵本から読み始めて、 ゆるゆると読むレベルを上げていくと、 いつの間にか

に大人向けのペーパーバックが読めるようになるのと同時に英語力も身につく

という英語多読が、 最近注目されています。

英語多読を始める前に、 多読の考え方や仕組みと効果そして楽しく読む

コツなどを詳しく紹介したこちらを一読して、 関心や理解を深めてもらえたらと

思います。 どんな本を読んだらいいか、 本の種類やレベルなど知っておきた

い事柄が満載です。 多読用テキストも収録されているので、 実際に多読を体験して英語多読

への扉を開いてみませんか？

英語多読に関しては、 以下の本も参考になりますので、 ぜひご利用ください。

   １００万語多読入門　　　　　　　　　　　　   古川　昭夫 ・ 伊藤　晶子　著　   837.5/ ﾌﾙ 

   快読１００万語！ペーパーバックへの道　酒井　邦秀　著　                  Ｂ 830.7/ ｻｶ　

   大人のための英語多読入門　               佐藤　まりあ　著 （笠原所蔵）    830.7/ ｻﾄ

　　　　　　　　　　　
新年度・新学期がスタートしました。気持ちも新たに何かを始めるのに良い時期です。今月

は「楽しく英語の本をたくさん読む」＝「英語多読」を始めてみませんか？ということで２冊

の本をご紹介します。

イギリスの小学校教科書で始める親子で英語絵本リーディング

　　　　　　　　　　　　　　古川　昭夫・宮下いづみ　著　830/ フル

　英語多読入門をはじめとする多読に関する本の中で、 初心者に最適な多読用英語絵本シリ

ーズの１つに、 オックスフォード ・ リーディング ・ ツリーシリーズがあります。 イギリスの小学校で

採用教科書というのがこのシリーズになり、 この本の中に 10 冊収録されていいます。 ほのぼの

とした挿絵とかわいいキャラクターはお子さんから大人の方まで楽しく読むことができます。 分か

らない単語が出てきても、 挿絵やストーリーの流れから想像できるの

で初心者にピッタリです。 もっともっと読みたいなと感じてもらえると

思います。

そこで、 お知らせです！　この秋、 図書館にこのオックスフォード ・

リーディーング ・ ツリーシリーズが多読英語絵本として所蔵になりま

す。 新コーナーができましたら改めてご案内しますのでしばらくお待

ち下さい。

また今年度から、 多聴多読マガジンが雑誌コーナーに新しく加わり

ますのでこちらもぜひご利用ください。

                                                                　　　　　　　　　  ( K . I )

昭和 32 年（1957）の陶器廉売市（小路町）
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4月の行事予定カレンダー

１（火） 16（水）

２（水） 13:00 ブックスタート（保健センター） 17（木）休館日（館内整理日）

３（木） 18（金）

４（金） 19（土）

５（土） 20（日）

６（日） 21（月）休館日

7（月） 休館日 22（火）

８（火） 23（水）

９（水） 13:00 ブックスタート（保健センター） 24（木）11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

10（木） 11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階） 25（金）

11（金） 26（土）14:00 おはなし会（2 階）

12（土） 14:00 おはなし会（2 階）13:00 古文書相談会 27（日）

13（日） 9:30 まなびの散策　陶祖祭ウォーキング 28（月）休館日

14（月） 休館日 29（火）祝日開館日

15（火） 30（水）

 図書館　よくある質問コーナー

　【図書館カード（利用者カード）について】

Q1.　図書館のカードを作りたいのですがど

       のような手続きが必要ですか？

A1.　図書館へご来館の上、「個人貸出登録 

       申請書」と、ご本人であること及び現 

       在の住所が確

       認できる文書

      （運転免許証、

      健康保険証な

      ど）をご提示 

　　ください。

Q2.　図書館のカードは何歳から作ること

　　 ができますか？

A2.　0 歳から作ることができます。

Q4.　図書館のカードは登録手続きをした図

       書館以外でも使えますか？

A4.　多治見市図書館の

       利用者カードは本

       館・子ども情報セ

       ンター・笠原分館

       の 3 館共通で使え

       ます。

Q3.　多治見市に住んでいなくても、カードを

　　 作ることができますか？

A3.　在住在勤に限らず、どなたでも作ること  

        ができます。


