
化石発掘はほとんどの場合、崖の表面や地面に出ている化石を見つける

ことから始まります。その場所に化石があることがわかると発掘作業の開

始です。発掘現場での作業は化石を傷つけないようほとんどが手作業です。

ハンマーやスコップなどで周りの岩ごと掘り出し、化石が壊れないように

石膏で固めてから博物館や研究所に送ります。

研究所では先ず石膏を取り除き、化石についている岩を大まかに削り取

ります。その後、歯医者さんが使うような精細なドリルで細かい岩も削り

取り、組み立て調整を行います。

実際に博物館などで展示されている全身標本のほとんどは本物の化石か

ら型をとり複製された化石の模型「レプリカ」です。レプリカは偽物ではなく、本物とかわらな

い精度で作られたプラスチックの複製品です。研究者も本物を壊してしまわ

ないようにレプリカを使って研究することもあるようです。それだけ忠実に

再現されているのですね。

　多治見の近くにも、全身標本が展示してある博物館があります。瑞浪市化

石博物館には海獣（哺乳類）のデスモスチルス、パレオパラドキシアの全身

標本が展示されています。化石博物館近くの“地球を考えるテーマ館”地球

回廊には、恐竜ディプロドクスの全身標本があり、その中を通り抜けるトン

ネルになっています。化石博物館の解説書、岐阜県内の施設ガイド本は図書

館にあります。お出かけの際に参考にされてはいかがでしょうか。

図書館と本をより楽しむための情報誌
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理系男子の我楽多箱おじ
さん

が　　らく　　た　

4 月 17 日は、恐竜の日です。これは 1923（大正 12）年、アメリカの博物学者ロイ・チャップマン・

アンドルーズがゴビ砂漠へ向けて博物探検の旅に出発した日が元になっています。探検中の５年

間で恐竜の卵の化石を 25 個発見した快挙となり、これ以降世界中で本格的な恐竜研究がスタート

しました。今回は、恐竜化石の発掘から、博物館に展示されるまでをお話しします。

＜恐竜をふかく知ることができる本＞

カラー徹底図解　恐竜の世界　       金子隆一監修　                        2010 年  7 月刊行　457.87/ ｷｮ

日本の恐竜図鑑　                         宇都宮聡・川崎悟司著　            2012 年  2 月刊行　457.87/ ｳﾂ

恐竜研究所へようこそ　　　　　　 林原自然科学博物館著　            2007 年  5 月刊行   J457/ ｷｮ

21 世紀こども百科  恐竜館　          真鍋真監修　　                        2007 年  7 月刊行   J457/ ﾆｼﾞ

瑞浪の化石のはなし「展示解説」　   瑞浪市化石博物館著                 1975 年   5 月刊行  094.57/ ﾐｽﾞ

岐阜　遊び場いっぱいガイド　　　 ホリデージョイサークル編集　　2002 年  8 月刊行   291.53/ ｷﾞﾌ

おでかけ岐阜県　　　　　　　　　 流行発信ＭＯＯＫ  　　　　　　 2011 年 12 月刊行　291.53/ ｵﾃﾞ

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。

多治見は古くからの焼物の産地です。市内には多くの窯跡が残っていて、様々な焼物を焼い

ていたことが発掘などの調査で明らかになっています。また、古文書などの文字資料からも焼

物の歴史を探ることができます。

江戸時代のこの地域では、「窯
かま

株
かぶ

」をもっていないと焼物の製造はできず、販売も「仲
なかがい

買

鑑
かんさつ

札」がないとできませんでした。製造した焼物は旧多治見村にあった「美
み の

濃焼
やきもの

物取
とりしまりじょ

締所」に

いったん集められ、仲買人が買い付けし出荷されました。

明治時代に入ると製造・販売が自由化され、出荷量が増加しました。このころの焼物の出荷

に関する古文書が残っています。

この古文書は豊岡村（現豊岡町近辺）にあった「ヤマ定」とい

う陶器商が、飛騨高山の「芳
ほう

国
こくしゃ

社」へ向けて４俵の焼物を出荷し

た送り状です。芳国社は江戸時代後期、飛騨郡代の命を受けて作

られた渋
しぶ

草
くさ

焼
やき

の窯元です。明治時代は多治見地域の焼物を卸して

いた商社でもあったようです。この送り状には運送業者が荷物を

受け取った日にちと署名があり、飛騨高山まで焼物を運んだ継
つぎ

立
たて

の順序がわかります。

5 月 27 日　豊岡村出発　今渡（現可児市）の船問屋・丹羽重蔵着

5月 29 日　今渡湊出発　加茂郡中川辺（現川辺町）の陸運会社西村着

5月 31 日　中川辺出発　金山（現下呂市）の運送会社酒井会社着

6月 5日　　金山の酒井会社から高山の芳国社着

6月 10 日　代金払

　現在のように鉄道やトラックがなかった時代、豊岡村から今渡ま

では馬を使い、木曽川から飛騨川を舟で運びました。何人かの運送業者がリレー形式で荷物を

運んだこともわかります。多治見から送り出された焼物はいろいろな人の手を借りながら消費

者まで運ばれていたのです。

　郷土資料室には焼物に関する

資料や本もあります。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　～　古文書にみる焼物の輸送　～

　　＜　参考資料　＞

　　多治見市図書館所蔵　古田文雄家文書№ 20「荷物送状」

 多治見市図書館所蔵
古田文雄家文書「荷物送状」

（年代未詳　明治期）

　多治見市図書館では、目が不自由な方や文字が読みにくい人でも、読書が楽しめるよう音訳さ
れた録音図書を貸し出しています。現在、たじみアイパートナーの会協力のもと、多治見市史上
巻の録音図書を作成する予定です。そこで図書館では、すでに発行されていない多治見市史上巻
を寄贈してくださる方を募集しています。ご自宅に眠っている市史などがありましたら図書館ま
でご連絡ください。
　○　探している資料　　　　　　　・多治見市史　通史編　上巻　
　○　上巻以外にも探している資料　・多治見市史　窯業資料編
　　　　　　　　　　　　　　　　　・多治見市史　在地資料編

【ご自宅に多治見市史上巻は眠っていませんか？】　　多治見市史上巻をご寄贈下さい



 　

　
 

　

　

今月の
　ｵｽｽﾒ

　

～　地元ならではの資料はいかが　～

　　　　　　　　　　　

『タイル・石材総合カタログ 2013 － 2014』   751.4/ ﾀｲ /14

　

　　　　　　　　　　『やくならマグカップも　Vol.5』                 097.51/ ﾔｸ /5
略して「やくも」。舞台の設定は多治見市内にある織部学園高校。萌え系４人の女子高生と陶芸

が織りなす物語です。

亡くなったお母さんが幻の陶芸家らしい子と、お祖父さんが高名な陶芸家か

も？って子からは陶器がらみの何やら秘密の香りが・・。

かと思えば能天気キャラな子にひっかき回され、まさにくるくるまわるろくろ

のような学生生活。

おばあちゃんのちょっとヘンな多治見弁も楽しい、今後の展開が楽しみな 1

冊です。            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ．Ｋ）

多治見は陶器のまち。そしてタイルのまちでもあります。

その主産地が現在の多治見市笠原町。多治見市と合併する以

前の土岐郡笠原町の時代からタイルの生産が盛んです。

この本を開くと、葉っぱやハート型のカラフルでキュートな

タイルや、大理石や木目調のもの。甍タイルというジャンルの

中には、なまこ壁まで！

視覚障がい者用の黄色い凹凸のあるものもタイルなんですね。高輝度蓄光式っていうタイル

は光るんですよ。非常口など避難誘導用の表示に使われます。

タイルの種類もさることながら、施工例も多数掲載されているのでお家の設計やリフォーム

のアドバイスにも使えそうです。

カタログなんて図書館に置くべき種類の本なの？と思われる方もあるかも知れません。しかし

こういった資料こそ地場産業を理解し、時代を反映するとともにその歴史を後世に伝えるなど、

一般の本屋さんに並ぶ本とはまた違った重要な役割を担っているのです。

現在開催中の企画展「アジアの・木と土に見る“みんぞくのかたち”」。展覧会をより楽しむために、関連図書を使

った作品の理解を深める会や作品から連想される物語をテーマにした絵本の読みきかせを行います。

　日本美術のルーツにつながるアジア各
地の美術作品。名もなき人々の作った日
常的な道具類に宿る美しさを見出した民
芸の美術家たち。美術館の展示室で、目
の前にある作品を深く楽しむためのコツ
を図書館と美術館のスタッフが一緒に紹
介します。
【日　時】4月 29 日（月・祝）午後 2時
【参加費】展覧会観覧券が必要、
             ただし高校生以下は無料です。
【申込み】不要　

　アジア国のを舞台とした物語絵本をはじめ、期間同時開催「マイセ
ン人形展」に出てくるような、ヨーロッパのお姫様のおはなしを紹介
します。珍しいアジアの木工品に囲まれながら、ファンタジーの世界
に旅立ってみませんか。
【日　時】5月 5日（日）午後 2時
【対象・定員】保育園・幼稚園児とその保護者（おはなしを聞くことが
　　　　　　 できれば特に制限はありません）
【参加費】無料（お申し込みいただいた保護者の方はギャラリーⅡの
              観覧料も無料とさせていただきます。）
【申込み】岐阜県現代陶芸美術館へ電話（TEL28-3100）または FAX
         　  （申込み開始日 :4 月 2日（火））
          　申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

イ
ベ
ン
ト
情
報

「美術館×おはなし会」 現代陶芸美術館・多治見市図書館共同企画

会場 : 岐阜県現代陶芸美術館　ギャラリーⅡ

ブックトーク@美術館

「アジアの美術と民芸」　大人向け

絵本の楽しみ@美術館

「東の王子様　西のお姫様」　親子向け
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4月の行事予定カレンダー

１（月） 休館日 16（火）

２（火） 17（水）

３（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 18（木）休館日（館内整理日）　

４（木） 19（金）　

５（金） 　 20（土）14:00 おはなし会（2 階）

６（土） 14:00 おはなし会（2 階）　 21（日）

7（日） 22（月）休館日

８（月） 休館日 23（火）

９（火） 24（水）

10（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 25（木）11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

11（木） 11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階） 26（金）

12（金） 27（土）

13（土） 13:00 古文書相談会　14:00 おはなし会（2 階）　 28（日）

14（日） 29（月）
祝日（開館しています） 

14:00 ブックトーク＠美術館（岐阜県現代陶芸美術館）

15（月） 休館日 30（火）

多治見市笠原町は全国でも有数のタイル産地です。こ
の度笠原陶磁器工業組合様のご協力で、市内タイルメー
カー各社の製品カタログをご寄贈頂きました。美しい装
飾用タイル、建物の外壁に使われる建材タイル等様々な
タイルが掲載されています。陶磁器に関心のある方や、
これから家を建てられる予定の方、インテリアの配色の
参考にされたい方にもおすすめです。カタログは 3階陶
磁器関連資料のコーナーにあります。館外貸出もできま
すのでどうぞご利用ください。

 図書館サービスに関するコラム

当館では岐阜県現代陶芸美術館と連携して、それぞれが
所蔵している資料をより住民の方に知って頂くための事
業を行っています。ゴールデンウィークは美術館内でお
はなし会等のイベントを開催します。皆様のご参加をお
待ちしております。

＜タイルの製品カタログが入りました＞

＜岐阜県現代陶芸美術館と連携事業を行っています＞


