
＜日本でのお茶の普及＞
　遣唐使が往来していた奈良・平安時代の留学僧が、唐よりお茶の種

子を持ち帰ったのが、わが国のお茶の始まりとされています。この頃

のお茶は非常に貴重品で、僧侶や貴族階級などの限られた人々だけが

口にすることができました。お茶の種子の伝来以来、日本のお茶文化

は独自の歴史を築いてきました。貴族階級から武士階級へと広がり、

江戸時代になると庶民にまでお茶を飲む習慣が普及していきました。

＜お茶の効用＞　
　渋み、苦み、旨みなどの独特な味わいをもつ緑茶には、人間の健康によい影響を与えるとされ

る成分が多く含まれていて多様な効果・効能があります。その中で、ひとつの成分カテキンを取

り上げます。カテキンは、ポリフェノールの一種で、昔からタンニンと呼ばれてきた緑茶の渋み

の主成分です。お茶のカテキンは緑茶特有のポリフェノールの一種でお茶の中に8種類あります。

「緑茶を多く飲む人は血中コレステロール値が低い」という調査結果があります。これは、緑茶

に含まれるカテキンが、食事中のコレステロールの吸収を抑えるためだと考えられています。悪

玉といわれる「LDL コレステロール」だけが低下し、善玉といわれる「HDL コレステロール」に

は影響しないという、優れた特性をもっています。カテキンは、食事とともに摂取すると、脂肪

の吸収を穏やかにする特性をもつとされています。また、抗菌作用による、虫歯予防、風邪予防

や活性酸素消去作用による老化の促進の抑制、抗突然変異抑制作用などが関与してガン予防にも

効果があるのではないかと考えられています。

　様々な効果が期待できるお茶をおいしく飲んで、健康にも役立ててみませんか。
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 10 月 1 日は、天正 15(1587) 年に豊臣秀吉が北野大茶会を開催しました。それにちなみ 10 月 1日

は「日本茶の日」として制定されました。今月は、日本茶についてのお話しをします。

＜お茶の凄いことがわかる本＞

お茶の歴史　                              ｳﾞｨｸﾀｰ・H・ﾒｱ／ｱｰﾘﾝ・ﾎｰ著 　2010 年 9月刊行　383.8/ ﾒｱ

心と体に効くお茶の科学　                          小國伊太郎総監修　 2004 年 7月刊行　619.8/ ｺｺ

お茶の科学　                                                     山西　貞著    1992 年 6 月刊行　619.8/ ﾔﾏ

茶の絵本                        ますざわたけお編／やまふくあけみ絵　2007 年 3月刊行　J619/ ﾁｬ

お茶の大研究                                                   大森正司監修　2005 年 6月刊行　J619/ ｵﾁ

こちらに紹介した本は２階に展示してあります



　多治見市は、子どもが安心して自分らしく生きることができるまちを

目指して「多治見市子どもの権利条例」を制定しました。毎年 11 月 20

日を「たじみ子どもの権利の日」と定め、今年で制定 10 周年を迎えます。

この節目に図書館では、子どもの権利について考えるきっかけとなるこ

とを願い、人種差別と戦争により生きる権利を奪われたアンネ・フラ

ンクに関するパネルと関連図書の展示を行います。

 平成 25 年度第 47 回多治見市文芸祭

●募集部門　１. 一般の部　　

　　　　　　２. 小・中学生の部

●応募資格　１. 高校生以上　

　　　　　　２. 市内在住または在学の小、中学生

●募集部門　１. 小説、エッセイ、詩、歌詞、短歌、 俳句、川柳

　　　　　　２. 詩、短歌、俳句

●出 品 料 　無料

●応募方法　10 月 31 日（木）（必着）までに多治見市図書館へ

　　　　　　郵送またはＥメールでご応募ください

『想いを、言葉に』日々の生活の中で生まれる、ふとした「想い」を「言葉」で表現してみませんか？ 

感性あふれる文芸作品の多数のご応募をお待ちしております。

 

応募・問い合わせ　〒 507 － 0034

多治見市豊岡町１ －５５　

多治見市図書館文芸祭係　山口

☎ 0572（22）1047　　

Ｅメール　bungeisai@tajimi-bunka.or.jp

※　詳しくは、募集要項をご覧ください

＜要項配布場所＞

まなびパークたじみ、多治見市立公民館（笠原中央・旭ヶ

丘･市之倉・小泉・精華・南姫・養正・脇之島）根本交

流センター、多治見市役所、市地区事務所

期　日：10 月 18 日（金）～ 11 月 6日（水）

会　場：多治見市図書館本館 2階

 多治見市子どもの権利条例制定 10 周年記念事業　
　　パネル＆図書展示「アンネ・フランクの生涯」

図書館のＨＰから要項のＰＤＦファイルをダウンロー

ドできます。

　言葉の持つ魅力や響き、美しさを再発見

しませんか。物語、民話、落語、シルバー

川柳など作品の深い世界を声に載せてお届

けします。ぜひご来場ください。

　（指導 : いちかわあつき）　

 おはなしのせかいへ行ってみませんか

期　日 :10 月 26 日（土）

時　間 :13:00 開場　13:30 開演（15:30 終了予定）

参加料 : 無料

会　場 : まなびパークたじみ 7階多目的ホール

主　催 : たじみ語りの会　共催 : 多治見市図書館

連絡先 : 藤浪　0572-27-3904

　　たじみ語りの会　朗読発表会



今月の
　ｵｽｽﾒ

　

食欲の秋に考えたい、 『食べること』

『健康でいるための栄養のとり方』　
　　　　　　　　　　　　宗像伸子著／小学館　498.5/ ﾑﾅ

　　　　　　　　　　　 『病気を治す・防ぐ健康おかず　決定版』      
　　　　　　　　　　　　　中村丁次監修／講談社 596/ ﾋﾞﾖ

病気になる前に知っておきたい栄養学の基礎、病気の最新知識と食べ

方の知恵、症状別の正しい栄養の取り方などが解説されています。毎日

の料理づくりにすぐに役立つ献立もイラスト付きで紹介されています。

☆他にも、「自然体」で生きる力を取り戻すための食事法：『マクロビオティック』

に関する本として

『久司道夫のマクロビオティック  入門編』　　　　　久司 道夫著　498.5/ ｸｼ

『岡田恭子のらくらくマクロビオティック教室』　　　岡田恭子著　498.5/ ｵｶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などがあります。

　　　　　　　　　　　
暑い夏が終わり、食欲の秋となりました。

さんま・まつたけ・柿・栗・・・旬をむかえた数々の食べ物が食欲をそそります。

『食といのち』辰巳芳子著／文芸春秋　596.04/ ﾀﾂ　という本に、料理研究家・辰巳芳

子さんと、看護師・川嶋みどりさんの「口から食べることの大切さ」についての対談が

載っています。

　料理研究家として、食べることに携わってきた辰巳さんと、長く看護の現場にいて、

沢山の患者さんと接してきた川嶋さんの対談を読み、「食べることの大切さ」をしみじみ

と実感しました。

　生きるために欠かせない「食べること」。「病気になって、健康であることの有難さに

気付く・・・」多くの方が経験していると思います。年齢・性別問わず誰もが、「いつま

でも健康でいたい」と願うのではないでしょうか。

　そこで、今月は「読んで健康になれそうな本」を紹介します。　

日常の小さな不調から生活習慣病、慢性疾患まで、さまざまな症状

＆病気に効く料理レシピが紹介されています。カロリーと主要な栄養

素がひと目でわかるほか、読むだけでためになる健康の常識コラムも

満載です。巻末に素材別索引があり、献立の参考としても使えます。

　図書館の本が、食生活を見直すきっかけになれば幸いです。紹介しきれない沢山の

本とともに、皆様をお待ちしています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ K . I ）
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10月の行事予定カレンダー

１（火） まなびの散策展示（１階オープンギャラリー）　～ 10/14 16（水）

２（水） 9:00 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）パネル＆図書展示「アンネ・フランクの生涯」　～ 11/6

４（金） 19（土）14:00 おはなし会（2 階）

５（土） 14:00 おはなし会（2 階）　 20（日）

６（日） 21（月）休館日　

7（月） 休館日 22（火）

８（火） 23（水）

９（水） 9:00 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）
13:00 たじみ語りの会　朗読発表会

14:00 おはなし会（2 階）

12（土）
9:30 まなびの散策

13:00 古文書相談会 14:00 おはなし会（2 階）
27（日）

13（日） 28（月）休館日

14（月） 祝日開館日 29（火）

15（火） 　 30（水）

31（木）

 図書館サービスに関するコラム

図書館内にある検索機から子ども

情報センター・笠原分館の資料の取

り寄せ（予約）入力ができます。予

約は検索結果からインターネット予

約と同じパスワードを使って行えま

す。ご不明

な点はお気

軽に図書館

までお問合

せ下さい。

＜自宅でいつでも使える、

　　　　　インターネット予約をご利用下さい＞
＜館内の検索機から分館の資料の

　　　　　取り寄せ申込ができます＞

多治見市図書館で

所蔵している資料

は、図書館のホーム

ページからも検索す

る事ができます。貸

出中でない資料にも

予約ができるように

なり、ますます便利になりました。利用者登録を

されている方でネット環境のある方は是非ご利用

ください。パスワードの登録はホームページから

又はカウンターでできますす。


