
　＜金の特性こそが人を惹きつける＞
金が古来から人を魅了し続けている大きな理由は、輝き・不変性・希

少価値という 3つがあります。一つ目の輝きについてです。金は光の三

原色のうち青色を吸収します。残る赤色と緑色が混ざって黄色になり、

反射するためそれがあの光り具合になります。二つ目の不変性について、

金は鉄のように錆びたり、薬品などで溶けることがほとんどありません。

もし、溶かすとしたら塩酸と硫酸を混ぜた王水やヨードチンキ、水銀等を使う方法があります。

三つ目はその希少性です。人類はじまって以来、産出された金の量は 50 ｍプール２～３杯分し

かありません。地上のどこにでも見かける鉄や銅などの量と比較するとほんの少しの量です。

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　

５月は待ちに待った黄金週間（ゴールデンウィーク）がありますね。この黄金週間から連想して、

今月はゴールド＝金について、科学的特性のお話をします。

＜金や金属のことに詳しくなる本＞

おもしろサイエンス貴金属の科学                   菅野照造監修　              2007 年  8 月刊行　565.1/ ｷｷ

おもしろサイエンス金属製品の科学          　   坂本　卓著　                 2011 年  9 月刊行　581/ ｻｶ

パパは金属博士                                           吉村泰治著                    2012 年  4 月刊行　560.4/ ﾖｼ

子どもの科学☆ｻｲｴﾝｽﾌﾞｯｸ鉱物・岩石の世界  　青木正博著　          　　 2008 年  3 月刊行   J459/ ｱｵ

大地の動きと岩石・鉱物・化石 3「鉱物」　　　ﾚﾍﾞｯｶ・ﾌｫｰｸﾅｰ著　　　　2008 年  3 月刊行   J458/ ﾌｫ /3

こちらに紹介した本は２階に展示してあります

　＜金は優等生＞
　ほかにも金は優れた特性を持っており、幅広く身の回りの製品に応用されています。昔からな

じみのある利用方法は、よく伸びる特性を利用した金箔があります。腐食せず、加工しやすいた

め歯科治療の金歯に使用されていることもご存じですね。また、電気抵抗が非常に少ないため、

携帯電話など電子部品の基盤上で極細の銅線（金線）として使用され

ています。テレビやＤＶＤなど電気ケーブルが金色になっているもの

があります。コネクタ部分のメッキに使用されています。これらは、

錆びると電気の導通が悪くなるため錆びない特性を利用しています。

最先端の利用方法は、反射性に優れていることから人工衛星、宇宙服

などに利用し宇宙からの有害光を反射させ保護する役割をしていま

す。金は、今後も様々な分野での活躍が期待できます。

金に関する詳しい本を下に紹介しました。興味のある方はどうぞご

覧下さい。



 　　

　　　　　　　　

　　　
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。

多治見には江戸時代に描かれた絵図が多く残っています。絵画的に彩色が施され山や川など

が描かれた絵図は、古文書など文字だけの資料とはま

たちがった昔の様子を教えてくれます。

これらの 2つの絵図は江戸時代の池田を描いたもの

です。①は寛政 4 年（1792）に池田の地域を描いた

「池田町屋村
むら

絵
え ず

図」です。当時、池田町屋村（現在の池

田町一帯）は尾張藩の領地でした。尾張藩では寛政期

（1789 ～ 1801 年）・天保期（1830 ～ 1844 年）・弘化

期（1844 ～ 1848 年）などに、領内の村々に一斉に絵

図の作成を命じています。寛政期の絵図は、尾張藩が編集

した地理・風俗などを記した書物「張
ちょうしゅうふ

州府志
し

」の補訂版作

成のために集められました。この絵図もその一つと考えられます。

絵図の凡例には、道が赤色、川が青色、山が緑色、田地が黄色で示されていて、村境・集落・

寺社など、村内の位置関係がわかる場所や人口や個数なども記載されています。また、建物に

は名前が書かれています。

②の「池田町屋村川絵図」は同じ池田町屋村を描いてい

ますが、土岐川の水制施設工事願いのために作られた絵図

です。この絵図は①のように村の状況を詳細に表してはい

ません。土岐川が大きく描かれ、湾曲する川の流れが強調

されており、絵図作成の目的が川であることがわかります。

このように江戸時代の絵図は、目的によって描かれ方に

違いがありました。絵図を細かに見て目的を探っていくと、

当時の人々の暮らしも見えてきます。

　　郷土資料室には絵図資料が多く保存

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　～　絵図からみる多治見　～

　　＜　参考資料　＞

　　池田町屋公民館文書「池田町屋村絵図」

　　池田町屋公民館文書「池田町屋村川絵図」

 ①池田町屋村絵図 (寛政 4年 )
　（56cm × 83cm）

　絵図とは、現代風に言えば「イラストマ

ップ」のこと。江戸から明治にかけて作ら

れた絵図を眺めると、昔の町並みや水害の

様子、境界争いなど様々な事柄が見えてき

ます。絵図を使って「見る・学ぶ・歩く」。

先人たちの暮らしに触れる、知的探求の旅

に出かけてみませんか。

【第6回まなびの散策　たじみ絵図あそび】

 ②池田町屋村川絵図 (年不詳 )
　（53cm × 80cm）

申込方法　まなびパーク 5 階にて受付中
TEL0572-23-7022（電話可）

「絵図は語る～多治見の江戸から現代へ」

多治見の絵図、古地図、鳥瞰図などを展示・公開します。

期　間　5月 23 日（木）～ 6月 2日（日）※月曜休館

会　場　まなびパークたじみ１階ギャラリー

※申込不要

『見る』企画展

次ページに続く

▲



今月の
　ｵｽｽﾒ

　

～　元気がもらえる物語　～

　　　　　　　　　　　

『ある日、アヒルバス』 　山本幸久著 
　　　　　　　　　　　　　　　実業之日本社 913.6/ ﾔﾏ

　

　　　　　　　　　　『2005 年のロケットボーイズ』五十嵐貴久著
　　　　　　　　　　　　　　　　　双葉社　913.6/ ｲｶﾞ

　主人公『カジシン』こと梶屋信介は不運が重なり渋々、工業高校に

入学した文系少年。やる気も出ず、すっかり腐っていたところ、ひょ

んな事からキューブサット（超小型人工衛星）の図面コンテストの参

加を押し付けられてしまう。一人では無理と仲間集めに奔走するが集

まったのは揃いも揃って変人だらけ。彼らの力を借りてダメ元で出し

た図面がまさかの入賞、本当にキューブサットを作る事になってしま

い…。

普段なら絶対、接点すら持ち得ないメンバーがキューブサット製作と

言う一つの目的の為に、ぶつかりながらも何とか完成にこぎ着けてゆ

く展開は読んでいてとてもワクワクします。彼らの若さ、情熱がとても生き生きと描かれて

いて青春っていいな、頑張るっていいなと思える物語です。 　　　　　　　　　　　（C．M）

　高松秀子（通称デコ）は東京の観光バス会社アヒルバスに入社

して五年目のバスガイド。一筋縄ではいかないわがままなツアー

客たちに振り回されたり、新人研修の指導員に大抜擢されたもの

の教育は遅々として進まない。さらにある日、アヒルバスを揺る

がす大事件も起きて…。

　作中に登場するアヒルバスの様々な観光ツアーは、実際に東京

名所を観光バスで回っているような旅行気分が味わえたり、普段

良く知らないバスガイドさんのお仕事の内情を垣間見ることが出来てとても面白いです。

なんとなくバスガイドをやっていたデコが新人研修という大仕事を任され、悩みながらも

奮闘し成長してゆく姿が、とても微笑ましくて励まされます。明日も頑張ろうという前向

きな気持ちがもらえる一冊です。

 　 　
「多治見の絵図をみる」

絵図の見方や絵図を通して分かることなどを、郷

土資料室職員がわかりやすく解説する講座です。

日　時　5月 24 日（金）10 時～ 11 時 30 分

会　場　まなびパークたじみ 7階多目的ホール

講　師　多治見市図書館郷土資料室　岩井美和

参加料　500 円　（要申込）

『学ぶ』講座  　　
かつて美濃焼を全国に出荷するルートとして、人や物が往

来した今渡街道を江戸時代の絵図を見ながら散策します。

日　時　5月 26 日（日）9時 30 分～ 12 時

集　合　まなびパークたじみ１階ロビー

解　散　小泉公民館（現地解散）

参加料　500 円（要申込）

協　力　多治見市窯業史料編を読む会

『歩く』絵図でたどる今渡街道

▲ ▲
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5月の行事予定カレンダー
１（水） 16（木）休館日（館内整理日）　

２（木） 17（金）

３（金） 祝日（開館日） 18（土）14:00 おはなし会（2 階）　

４（土） 19（日）　

５（日） 14:00 絵本のたのしみ＠美術館（岐阜県現代陶芸美術館） 20（月）休館日

６（月） 祝日（開館日） 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）

まなびの散策展示（～ 6/23）

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）10:00 まなびの散策講座

10（金） 25（土）14:00 おはなし会（2 階）　

11（土） 13:00 古文書相談会　14:00 おはなし会（2 階）　 26（日）9:30 まなびの散策

12（日） 27（月）休館日

13（月） 休館日 28（火）

14（火） 29（水）

15（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 30（木）

31（金）

3 階フロア中央の医療情報棚の近くに、闘病記を集めた本棚を新設し

ました。通常闘病記はタイトルからその病名がわかるものは少なく、

またたいていの図書館では文学・ノンフィクション・医学等の棚に分

かれておかれているため、患者さんご自身では探しにくいのが現状で

す。そこでこの闘病記文庫では病気ごとに本をまとめ、求めている情報をすぐに探せるように分類し

てあります。現在はがんに関する本がほとんどですが、今後は患者数の少ない難病に関する本も集め

ていく予定です。闘病記は医学書とは別の視点から患者さんを支える資料です。どうぞご利用ください。

※これらの本は個人の実体験に基づいて書かれています。効果や感想については個人差があり、特定

の薬や治療をお勧めするものではありません。図書館では治療のご相談には応じかねるため、医療上

の情報については医療機関にご相談下さい。

 図書館サービスに関するコラム

がん治療に関するパンフレットを闘病記文庫の横で配布しています。

当館では医療情報コーナーにて、岐阜県立多治見病院（地域がん診療拠点病院）の

がん・がん相談支援センターに関するパンフレット・病院内患者図書室「ぬくた～

らいぶらり」のチラシ等も閲覧・配布しております。併せてご利用下さい。

＜闘病記文庫のコーナーを新設ました＞

＜がん治療に関するパンフレットを配布しています＞


