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理系男子の我楽多箱理系男子の我楽多理系男子の我楽多理系男子の我楽多理系男子の我楽多おじ
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が　　らく　　た　

　　
くビタミンを知ることができるほん＞
  ・ビタミンＣの事典　　　　                                    石神昭人著　  2011 年 11 月刊  491.45/ ｲｼ
  ・最新ビタミンブック　　　　　　　　　　　　　　　吉川敏一著　  2008 年  1 月刊  498.55/ ﾖｼ
  ・新版薬剤師がすすめるビタミン・ミネラルのとり方　福井　透著 　 2010 年 11 月刊  498.55/ ﾌｸ　
  ・今考えよう、安全で豊かな食生活・食環境１　         足立己幸監修  2009 年  3 月刊  J498/ ｲﾏ /1
  ・栄養がわかる絵事典　                                          金田雅代監修  2008 年 12 月刊  J498/ ｴｲ  

　　　　　　　　　　　　　　　　　             こちらに紹介した本は２階に展示してあります。　

  暑い夏がやってきましたね。みなさんは、夏バテなど大丈夫でしょか？　最近、夏バテ気味でし

たのでドリンク剤を飲みました。その時、瓶を眺めていて気がつきました。ビタミンって何だろう？

　今月は、ビタミンについて調べてみました。さあ、ビタミンの世界へようこそ！

　みなさんが何となく、ビタミンかな？と思っているものは、広義で言えば大体間違いではありませ

ん。広義のビタミンを 3つに分類してみると、１、ビタミン（脂溶性・水溶性）。２、ビタミン様作

用物質。３、プロビタミンです。次に各々を少し詳しくお話します。

１のビタミンの定義とは「生命活動の化学反応を助ける作用があり、身体の中では合成できないか、

できてもごく微量の物質」というものです。正式に認められたものは、13 種類しかないこと、ビタ

ミンという名前が付いていないものがあることも驚きました。表にビタミン名と、欠乏すると現れる

症状も記しましたので参照してください。

２のビタミン様作用物質は、ビタミンのような作用をしたり、ビタミンの作用を助けたりするもの

があります。ビタミン様作用物質は人間の身体の中で合成するこ

とができるので、ビタミンの仲間には入っていません。このビタ

ミン様作用物質の有名なものに「コエンザイムＱ１０」があります。

ビタミンＥの抗酸化作用だけでは不十分ですが、コエンザイムＱ

１０が一緒に作用することで更に効果が上がります。いわゆる老

化防止に役立っている物質です。

３のプロビタミンは、ビタミン前駆体といわれ、ビタミンにな

る前の物質です。ベータカロテンなどがそれです。ベータカロテ

ンは、体内に取り入れられてから必要量だけビタミンＡに変化す

るすぐれものの物質です。

　身体にとって必要なビタミン類は、サプリメントでも摂取する

ことができます。しかし、できればバランスの良い食事で摂取し

たいものですね。まだまだ、暑い夏が続きますのでくれぐれもお

身体をご自愛下さい。



　　　　　　　　　　　
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。ここでは、これらの資料を使い、昔の多治見の人々の暮らしを紹介していきます。

 　郷土資料室 ～探検～ コーナー

 図書館からのお知らせコーナー
＜笠原分館　本のリサイクル＞
笠原分館で除籍した図書を無料でお譲り
します。
日　　時　８月４日（土）
　　　　　午前１０時～午後 6時
場　　所　笠原中央公民館 2階
　　　　　笠原分館前ロビー
※おひとり様 5冊まで

当日は「かさはらいこまい祭」
開催のため、午後から駐車場
の混雑が予想されます。
予めご了承下さい

　今年も夏休みがやってきました。図書館にはたくさんの学生さんがやってきて宿題に取り組んで

います。自由研究などの調べ物でよく聞かれることのひとつに、「多治見空襲」があります。

　昭和 20 年 7月 15 日午後、約 100 機のＰ 51 が各務ヶ原など県下各地を銃撃しました。その中の

十数機が多治見へ来襲し、多治見駅構内に停車中の太多線旅客列車及び小泉駅の貨物列車に機関掃

射を加えました。多治見駅では到着と同時の攻撃であったため大きな被害となりました。国鉄空襲

被害記録によると、多治見駅で死者 9名、重軽傷者 20 名、小泉駅で職員 1名、小泉―姫間で職員

1名といわれています。他の資料にも当時の被害者の記録がありますが、その数はまちまちではっ

きりしません。これは初めてのしかも突然の銃撃により、極度に混乱していたことを示しています。

　当時の豊岡療院医師校條静夫氏の日誌によると、「兼テ規定シタル安養寺へ死者ヲ運搬シ、死因

タル銃創ヲ検診シテ警察官ニ引キ渡シタリ…（中略）…本日ノ多治見空襲ニヨリ病室ハ超満員ヲ呈

ス」とあります。この日誌の写しが資料として郷土資料室に所蔵されています。

他に多治見の戦争を調べる資料として、多治見市内のお墓を一つ一つ歩いて墓碑を調べ、戦没者

の年齢、戦没地を調べたレポートなども郷土資料室で閲覧できます。

様々な資料から多治見での出来事を検証して、自分なりの考えをまとめることで新しい発見がある

かもしれません。いずれも興味のある方は郷土資料室へぜひお越しく

ださい。

　

多治見タイムトラベル　～昭和 20 年 7月 15 日の空襲のこと～

 
＜　参考文献　＞

多治見市『多治見市史　通史編　下』1987

校條静夫『多治見空襲記録』

今井治『多治見のお墓から見えてくる戦争』 1996

＜美術館でおはなし会　こどものばん＞
展覧会の作品とよく似たかたちのいきものや、身近な
道具が登場する絵本の読みきかせを行います。また展
示室で絵本に登場したような陶芸作品をいっしょに見
ます。
日　　時　8月 4日（土）午後 2時 ～
場　　所　岐阜県現代陶芸美術館 ( ｾﾗﾐｯｸﾊﾟｰｸ MINO内）
対　　象　お話を聞いたり、作品を見たりできれば、　
　　　　　特に年齢制限はありません
参 加  費　無料（ただし、大人の方は展覧会入場券が
　　　　　必要です）常設展観覧料　一般 320 円　
　　　　　大学生 210 円　高校生以下無料
申 込  み　不要　直接ご来場ください



今月の
　ｵｽｽﾒ

　

こんな風に使うと便利なんです　多治見市史

そんなときは

→通史編上巻　第 3編近世　第 6章交通・運輸　第 1節街道　2下街道　p.693 図 26

江戸時代の東濃地方の中馬上街道、中馬中街道、三河街道、下街道、今渡街道、新道、

中山道などの主な街道図が載っています。街道に関わる出来事を参考にしながら歩くの

はどうですか。

みなさん、「多治見市史」という資料をご存知ですか。

　市史は 3階地域資料コーナーの一角にひっそりと、悠々と、しかし確実に自らの存在感

を主張しています。なんといっても多治見市史は多治見市の公的見解資料です。そして私

たちは多治見市の歴史について調べる時、必ず多治見市史を参考にし、親しみをこめて「市

史」と呼んでいます。

　「市史」は、「通史編上」「通史編下」「在地史料編」「窯業史料編」の全 4冊から構成され

ています。その風貌は、深緑色の布地で表装され、背表紙に金の字で「多治見市史」と文

字が刻印されています。この文字は第 5代多治見市長加藤鐐一氏が揮毫したものです。

厚さ7cm、重さ2.1キロ！（通史編下巻）。知力のみならず体力までも鍛えうるそのフォルム。

まさに多治見の原始から現代までの歴史が凝縮されたものと言えます。

『例えば、こんな風に使うと便利ですよ』

1.「多治見の昔の道を知りたいなぁ、みんなで歩いたら楽しいよね」

そんなときは

→通史編下巻　第 2編現代　第 1章市勢の発展　第 2節　3町名の設定　p.726

時代によって変わっていく町名について書かれています。

今日では見られない町名を調べたり、町名はそのままでも区画が変わった所などを現在

と照らし合わせてみるのもたのしいですよ。

2.「昔の町名ってどんなものがあるの？」

　このように、多治見市史には普段の生活の中で、ちょっとした疑問や

毎日を楽しくするヒントが詰まっています。一見、人を寄せ付けない気

難しい紳士の風格ですが、一旦広げてみると、物知りで気さくなおじさ

んのようです。まずは手にとってみませんか。

　　　　　　　　　　　
多治見市史　通史編　上　／　多治見市史　通史編　下

多治見市史　窯業史料編　／　多治見市史　在地史料編　　　ﾀ 092.15/ ﾀｼﾞ
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8月の行事予定カレンダー
１（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 16（木）休館日（館内整理日）　調べ学習講座（2 日目）

２（木） 調べ学習講座（1 日目） 17（金）

３（金） 18（土）14:00 おはなし会（2 階）　

４（土） 14:00 おはなし会（2 階）　美術館でおはなし会（セラパ） 19（日）

５（日） 20（月）休館日

６（月） 休館日 21（火）　

7（火） 22（水）

８（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 23（木）11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

９（木） 11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階） 24（金）

10（金） 25（土）14:00 おはなし会（2 階）

11（土） 古文書相談会 26（日）

12（日） 27（月）休館日

13（月） 休館日 28（火）

14（火） 29（水）

15（水） 30（木）

31（金）

日本最大の図書館蔵書検索サイト「カーリル」を使って、多治見市図書館の蔵書を調べてみましょう。

facebook、twitter、google、mixi、yahoo! のサービスを利用されている方は、ご自身のアカウントでロ

グインすれば、自分専用のリストを作成することができます。今話題の本のリストやおすすめ本のレシ

ピなどを書影（表紙の画像）付で見る事ができるのはとても便利ですよ。お気に入りの図書館を多治見

市図書館に設定しておけば、直接資料予約ページにジャンプしますので予約も簡単です。一度アクセス

してみて下さい。多治見市図書館のホームページにもリンクがあります。http://calil.jp/

 図書館サービスに関するコラム

カーリルレシピとは、本を紹介したい人が集まるコミュニティのみんなで作るおすすめ本棚です。本

好きの皆さんが様々なテーマのレシピを作成しているので、本選びの参考に是非どうぞ。どなたでも

参加できるので、自分のおすすめ本を紹介するレシピを作って公開する事もできます。多治見市図書

館でもおすすめ本のレシピを先月から公開を始めました。今後も図書館独自のレシピを公開していく

予定ですので、定期的にチェックしてみてくださいね。http://calil.jp/recipe

＜外部サービス「カーリル」を使って図書館をもっと楽しく＞

＜「カーリル」の多治見市図書館のページにレシピを公開しました＞


