
＜納豆菌の基礎知識＞
納豆は大豆を枯草菌の一種である納豆菌で発酵させた食品です。みなさんが良く食べる糸引き

納豆は納豆生産全体の 90％以上を占めており、納豆と言えば糸引き納豆の事を指すぐらいです。

そのほかには塩納豆や引き割り納豆というものがあります。

納豆を作る納豆菌は、バチルス・サチリスという名前の細菌です。納豆菌は極めて耐熱性が高

い「芽胞」と呼ばれる胞子の状態で稲藁などの表面に多く存在しています。

そこで昔の納豆製造方法は、稲藁を熱湯で煮沸しそれを束ねた藁で煮豆を包んで製造します。

100 度で煮沸することで雑菌を死滅させた上に 120 度にも耐える納豆菌の「芽胞」のみ生き残る

耐熱性を利用しています。この後、納豆菌に都合のよい適度な温度になったところで芽胞から納

豆菌が起きだして納豆を作りはじめます。

納豆菌は有機物を分解する力がとても強く大豆のたんぱく質を分解してうまみ成分であるアミ

ノ酸を生成します。それと同時に、アンモニアなどの臭気成分も発生してしいるので、あの納豆

独特の臭いがあります。

＜大豆は納豆菌により大変身＞
もともと、良質のタンパク質など栄養素を豊富に含んでいる大豆を納

豆菌によって発酵させると次のように変化します。タンパク質は人体に

吸収されやすいようにアミノ酸に分解されます。骨の形

成に不可欠なビタミンＫを生み出し、ナットウキナーゼ

という酵素は血管内の血栓を溶解させ血液の凝固防止作

用があります。納豆菌自身は悪玉菌に対しての抗菌作用

があるので善玉菌が増加し整腸作用があります。納豆は

優れた特性を持つ食品なのですね。

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　

7 月 10 日は「なっ（7）とう（10）」の語呂合わせから、納豆の日と制定されています。

今月は、納豆についてのお話をします。

＜納豆の魅力がよくわかる本＞

おもしろｻｲｴﾝｽ発酵食品の科学                                坂本卓著     2012 年   8 月刊行  588.51/ ｻｶ

農家が教える発酵食の知恵                                    農文協編　   2010 年  2 月刊行　588.51/ ﾉｳ

ﾄｺﾄﾝやさしい発行の本　                　　　  協和発酵工業㈱編   　2008 年  7 月刊行   588.51/ ﾄｺ

日本人の暮らし大発見１　食のひみつ　　　　　新谷尚紀監修   　2003 年  3 月刊行　J382/ ﾆﾎ /1

たべものの名前のひみつ　 　 文：国松俊英 　絵：熊谷さとし　   2001 年 12 月刊行　J383/ ｸﾆ

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。

 　現在の多治見ではあちこちに団地が造成され、多種多様な住居を見ることができます。間
取りも使用する材料も、生活の変化に応じて様々な発想をもって作られています。
しかし江戸時代は一般に農民が新しい住居を作ることが禁じられていました。農民の住居は
ごく質素で、単純な長方形屋建てに屋根は萱また
は藁ぶきでした。家族が寝る部屋と夜なべ仕事
に必要な土間があれば事足りたと思われます。
一般に瓦葺が普及したのは明治時代にはいって
からです。
　この写真の古文書は、現在の市役所近隣で陶
磁器製造業を営んでいた家が大正 8年（1919）
から 10 年（1921）にかけて家の新築をした時
の雑費帳です。家の普請に必要な石・材木・瓦・
竹などの購入記録が書かれています。
　写真の雑費帳を見ると大原の瓦製造者から平
瓦を 700 枚購入し、代金を 61 円 20 銭支払った
と書かれています。また、瓦を大原から運んだ荷
車の車夫に運賃も払っています。このほかにも三之倉や
小木（諏訪町）、岩村町から材木を運んだ記録や、基礎
に使用する山石や川石の代金や運賃などが記載されています。このように地元の材料を使って
家を建てていたことがわかります。
　また、この時建てられた家の平面図が下図です。田の字に仕切られた部屋と土間、廻りを廊
下がコの字に囲っています。カタカナで示している名前は各場所の呼び名です。入口には板戸

の「オード」があり、「オトグチ」か
ら中へ入ると「ドマ」が「ダイドコ」
まで続いています。部屋にもそれぞ
れ呼び名があり、お客を通す場所を
「ミセ」や「ザシキ」、家族が食事を
とる場所を「オカッテ」、家族の寝
室を「オーエ」「ネドコ」などと呼
んでいました。陶磁器製造の作業場
である「モロ」が隣に別棟であり、
近くにあった登り窯で製品を焼いて
いたようです。このような家の形も

各場所の呼び名も生業や地域、時代

によっていろいろあり、その地域や家

の歴史を語る大切な資料です。

　このほかにも郷土資料室には資料が

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　～　多治見の昔の「マドリ」　～

 

＜　参考資料・文献　＞

「大正 8年普請雑費帳」多治見市図書館所蔵資料

 　　　「大正 8年普請雑費帳」

 大正 10 年竣工の陶磁器製造業の家（旧多治見町）
　（聞取りにより作成）



今月の
　ｵｽｽﾒ

　

～　「名作童話」 を朗読で聴いてみよう！　～

　　　　　　　　　　　

『新美南吉童話選集　1』 　（ＣＤ）

　 　

　　　　　　　　　
『小川未明童話選集 １』　（ＣＤ）

今月はＡＶコーナーから新美南吉の朗読ＣＤを紹介します。今年は新美南吉生誕 100 年

ということで、講演会やイベントなどが各地で開催されています。多治見市図書館でも 2

階絵本コーナーで絵本などを展示中です。新美南吉の童話と聞いて真っ先に思いうかぶの

は「ごんぎつね」でしょうか？小学校の教科書で読んだという方もいらっしゃるかと思い

ます。いたずら好きのきつねのごんは、兵十のとったうなぎをいたずらしてにがしてしま

いました。その後、兵十のお母さんが亡くなり、兵十が自分と同じ一人ぼっちになったこ

とを知ったごんは、うなぎのつぐないとして栗やきのこを届けま

すが、そうと知らない兵十に火縄銃で撃たれてしまいます。「ごん、

お前（おまい）だったのか。いつも栗をくれたのは。」最後の場

面が印象に残ります。「ごんぎつね」のほかには皇后美智子様が

紹介された「でんでんむしのかなしみ」も収録されています。朗

読は岸田今日子さんです。

 　　　
【日　時】  8 月  1 日（木）10：00 ～ 12：00
              8 月 15 日（木） 10：00 ～ 15：00
【場　所】多治見市図書館（まなびﾊﾟｰｸたじみ）
【対　象】 小学 3年生～ 6年生　
【定　員】5名　
【参加費】500 円（全 2回）
【申　込】7月 9日（火）11：00 ～電話にて
【持ち物】筆記用具、飲み物、図書館利用者カード、  
              2 回目のみお弁当
【その他】 理科、社会、国語などの疑問を図書館　　
　　  　　の本で調べ自分の調べ学習ノートを作  
              ります。　

『夏休み調べ学習大作戦』

　図書館スタッフと調べ学習の進め方を
学びます。みんながいつも「謎」に思って
いることを解き明かすチャンス！図書館
の使い方を教わったり、普段見ることので
きない図書館の裏側を探る図書館探検ツ
アーも行います。

みんなの謎を解き明かす

　もう一点朗読ＣＤを紹介します。こちらは「日本のアンデルセン」あるいは「日本児童

文学の父」と呼ばれ広く親しまれている小川未明の童話から「赤い蝋燭と人魚」を歌手の

加藤登紀子さんが朗読しています。人魚のおかあさんは、人間はこの世界のうちで、いち

ばんやさしいものだと思い、自分の子どもをろうそくつくりの年より夫婦に託します。人

魚のむすめが描いた蝋燭は海難よけになりましたが、香具師にそそのかされた年より夫婦

はむすめを売ってしまいました。そして、悲しい結末が…。

　今回は２枚の朗読ＣＤを紹介させていただきましたが、「新美南吉童話選集」は全３巻、

「小川未明童話選集」は全２巻です。朗読を聴かれたあとに童話を再読されるのもよいかと

思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｓ．Ａ）

 　　
【期　日】7月 20 日（土）～ 21 日（日）
【時　間】 10：00 ～ 17：00（20 日）　
　　　　 10：00 ～ 16：00（21 日）
【会　場】まなびパークたじみ 1 階　 サンルーム
【対　象】どなたでも
【入場料】無料
【主　催】手づくり絵本三県連絡協議会　
【共　催】多治見市図書館

『手づくり絵本巡回展』
　手づくり絵本は絵や写真、布、折り紙等
様々な素材を用て製本されています。
　世界に１冊しかない、アイデアと個性に
満ち溢れた素敵な絵本の数々を、直接手に
とってご覧ください。
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7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）　　手づくり絵本巡回展 ～ 17:00

６（土） 14:00 おはなし会（2 階）　 21（日）　　　　　　　　　　　　　　手づくり絵本巡回展 ～ 16:00

7（日） 22（月）休館日

８（月） 休館日 23（火）

９（火） 11:00 調べ学習講座受付 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）14:00 おはなし会（2 階）

13（土） 13:00 古文書相談会 28（日）

14（日） 29（月）休館日

15（月） 祝日開館日 30（火）

31（水）

 図書館サービスに関するコラム

３階闘病記文庫

の本棚横で岐阜

県立多治見病院

提供の医療・健

康に関するパン

フレット類を配

布しています。

食事療法の献立

例や健康に関す

る相談窓口の案

内等のパンフレ

ット等自由にお

持ち帰りくださ

い。

＜新着図書掲示板前に机を設置しました＞ ＜医療・健康関連のパンフレットを

配布しています＞
新刊情報を見ながらすぐに予

約カードが記入できるよう、

小机を設置しました。メモ用

紙等を置いてありますのでご

活用下さい。

＜カーリルタッチに新テーマを追加しました＞

昨年から館内で実施してい

るカーリルタッチに新たな

作家名やテーマを追加しまし

た。本棚の上に読み取りやす

いスタンド型のタグを新設し

ています。今後もテーマの追

加をする予定ですので是非お

試し下さい。


