
   

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 7 月 1 日 第 99 号 

 

7 月 14 日はゼリー・ゼラチンの日です。ゼラチンがフランス料理やお菓子によく使

われることから、フランスの代表的な記念日であるフランス革命の日がその記念日とな

りました。今月はゼリー・ゼラチン・コラーゲンについてお話しします。 

 

 

 ＜ ゼリー・ゼラチンにくわしくなる本の紹介 ＞ 

コラーゲン完全バイブル            真野博著    2011 年 9 月刊  498.55/ﾏﾉ 

栄養成分の事典              則岡孝子監修       2010 年 12 月刊  498.55/ｴｲ  

ｾﾞﾗﾁﾝをﾊﾟｰﾌｪｸﾄに使いこなす 100 品 ﾊﾞﾊﾞﾛｱ・ﾑｰｽ・ﾌﾟﾘﾝ・ｾﾞﾘｰ   2009 年 6 月刊  596.6/ﾊﾞﾊﾞ 

おいしいスイーツの事典           中村勇監修    2008 年 1 月刊  596.6/ｵｲ 

くらべてわかる食品図鑑１   家庭科教育研究者連盟編著    2007 年 5 月刊  J596/ｸﾗ/1 

ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・ｶﾚｰ粉の実験 寒天とｾﾞﾗﾁﾝ・重そう・食用色素    2010 年 2 月刊  J407/ｷｯ/4 

 

図書館と本をより楽しむための情報誌 

 

 ゼラチンは、コラーゲンからつくられます。コラーゲ

ンは昔から日常の食卓でもよく目にします。魚のアラや鶏

肉の皮や骨付きの肉を煮ると煮汁が固まってプルプルし

ているものがコラーゲンです。 

動物の体を形づくるタンパク質の一種である繊維状コ

ラーゲンは、そのままでは水に溶けず人への消化吸収が良

くありません。長時間、水といっしょに加熱すると水に溶

けるようになります。このように消化吸収しやすいように

抽出・精製されたものがゼラチンです。主な原料としては

鶏のほか豚や牛など家畜の骨や皮から抽出されています。動物から抽出するだけでは

なく最近では、魚の皮などから抽出するマリンゼラチンなども開発されています。 

ゼラチンを食するということは、コラーゲンを

食することと同じ意味になります。コラーゲンを

摂取することは美肌、骨粗しょう症予防、関節痛

軽減など人の身体にとって有用といわれていま

す。現在は再生医療にも利用され更なる開発が期

待されています。 

 是非、コラーゲンをおいしく食べて、健康にも

お役立てください。 

理系男子の我楽多箱 
 

が ら く た 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

多治見タイムトラベル   ～津島さま～ 

＜参考文献＞ 

「多治見市史通史編上巻」（多治見市）      1980年刊 ﾀ092.15/ﾀｼ 

「多治見市史通史編下巻」（多治見市）      1987年刊 ﾀ092.15/ﾀｼ 

「祗園信仰」 （真弓常忠著 朱鷺書房）    2000年刊 170.4/ﾏﾕ 

「日本『神社』総覧」（新人物往来社）         1992年刊  175.9/ﾆﾎ 

 

毎年７月になると、多治見のいたるところ

で津島さまのお祭りを見ることができます。

津島さまは、疫病・厄難除けの神とされる「ス

サノオノミコト・牛頭天王（ごずてんのう）」

であるといわれます。牛頭天王は、神仏習合

が行われたときにスサノオノミコトと同一

視されるようになり、また、お釈迦様の生誕

地である祇園精舎の守護神とされていたた

め、「祇園神」とも呼ばれます。津島さまの

お祭りを「祇園祭」と呼ぶのも、元々はその

故事によると考えられます。愛知県の津島神

社を中心として東海地方に広がる津島信仰

に、疫病・厄難除けのご利益があるとされる

のは、「蘇民将来」の説話に基づいています。

武塔天神（むとうてんじん）が旅の途中に訪

れた地で一夜の宿を頼んだところ、裕福な巨

旦将来（こたんしょうらい）は断りましたが、貧しい蘇民将来（そみんしょうらい）

はこころよく泊め、粟の飯でもてなしました。後に再びその地を訪れた武塔天神は、

巨旦の妻となっていた蘇民の娘の身に茅の輪を付けさせ、それを目印にその娘をの

ぞく巨旦の一族を滅ぼしました。そして「私はスサノオノミコトで、これから後に

疫病などが流行ったときには、『蘇民将来の子孫である』と言って茅の輪を腰につ

けていれば、災いをはらい除く事ができる」と教えた、というものです。 

６月から７月にかけて神社で茅の輪をくぐったり、津島さまのお祭りの後に各家

の玄関に「蘇民将来子孫家也」のお札が張られるのも、この説話からきた風習です。 

 

↑平成 25年 7月、本町 3丁目の津島さまの神事 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%8E%E3%82%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%8E%E3%82%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%9B%E9%A0%AD%E5%A4%A9%E7%8E%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E4%BB%8F%E7%BF%92%E5%90%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E4%BB%8F%E7%BF%92%E5%90%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%88%E8%BF%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%87%E5%9C%92%E7%B2%BE%E8%88%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E5%9C%B0%E6%96%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%A1%94%E7%A5%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%A1%94%E7%A5%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%85


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もうすぐ夏休み！旅行の計画を立てている方も多いかと思います。今月はいつもの

旅とはひと味違う、夏のおでかけにおすすめの2冊をご紹介します。 

 

 

 しゅわっとはじける炭酸が心地よい夏の飲み物サイダー。北は北海道か

ら南は沖縄まで日本各地の「地サイダー」約 40種類を紹介しています。 

それぞれのサイダーの歴史、特徴、ラベルや王冠にいたるまで丁寧に解

説されており、味も「炭酸」「甘さ」「清涼感」が 5 段階で表示してあ

るのでわかりやすいです。中にはバナナサイダーやうめみかんサイダー

なんていう変わり種もあり、どんな味なのかとても気になります。 

普段私たちが食べているお菓子や飲み物はどのように作られ

ているのでしょう。本書では、全国にあるお菓子、飲み物、

調味料の工場の中から見学可能な施設 23 ヶ所を掲載してい

ます。どれもおなじみの食品ばかりで読むだけでもワクワク

します。製造工程を見学できるだけでなく、試食ができたり

お土産までもらえたりと魅力がいっぱいの工場見学。楽しみ

ながら学ぶことができるので、お子さんの夏休みの自由研究

にもおすすめです。               

            

                                  

この本を読むときっとサイダーを求めて全国を旅してみたくなりま

すよ。みなさんも旅先でその土地でしか味わえない地サイダーを探

してみてはいかがでしょうか。 

 

お い し い 夏 旅 
 

みんなの謎を解き明かす 

＜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。図

書館の使い方を教わったり、普段見ることのできない
裏側を探る探検ツアーも行います。 
期 日：①８月７日（木） ②８月 21 日（木） 
時 間：①10：00～12：00 ②10：00～15：00 
対象等：小学 3 年～6 年生・10 名 
参加費：500 円 
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 
申込み：７月８日（火）11：00～ 電話にて 

（図書館本館 TEL 22-1047） 

＜手づくり絵本講座＞ 
自分でつくったおはなし、夏休みの旅行記、家族の思い出など

一冊の本に製本してみましょう。不器用でも大丈夫。きっとすて
きな絵本がつくれますよ。 
期 日：Ａコース ①7 月 19 日（土） ②7 月 26 日（土）  

③８月２日（土） 
Ｂコース ①7 月 19 日（土） ②7 月 25 日（金） 
     ③８月 1 日（金） 

時 間：13：30～15：00 
対象等：小学生（親子参加可）・各コース 10 名 
参加費：300 円 材料費各自（７月１９日に手づくり絵本巡回

展を鑑賞し、作りたいものを決め、講師と相談します。） 
申込み 電話にて受付中 （図書館本館 TEL 22-1047） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

多治見市図書館だより 平成 26年 7月 1日号（月 1回発行） 

発行者 多治見市図書館 本館  編集 （公財）多治見市文化振興事業団 

住所 多治見市豊岡町 1-55 まなびパークたじみ 

TEL 0572-22-1047 FAX 0572-24-6351 

多治見市図書館 HP  http://www.lib.tajimi.gifu.jp/ 

携帯版図書館 HP    http://www.lib.tajimi.gifu.jp/k/ 

お問合せ e-mail    toshokan@tajimi-bunka.or.jp 

多治見市図書館だよりは多治見市図書館指定管理者（公財）多治見市文化振興事業団が多治見市から受託して発行しています 

図書館サービスに関するコラム 

＜オールタイムベスト児童文学 100 を夏休み期間中本館内で展示します＞ 

Amazon.co.jp が、これまでの書籍の販売で蓄積した販売数、カスタマーレビューの評価をはじめとす

る各種データをもとに、これだけは読んでおきたい「オールタイムベストブック」を選定しました。 

この度、多治見市内に Amazon のフルフィルメントセンター（FC）が所在することから、「オールタ

イムベスト児童文学 100」で選定された 100 タイトル全ての本を、地域貢献の活動の一環として多治見

市へ寄贈して頂くことが決定しました。これらの資料全ては 7 月 19 日より図書館本館内で展示紹介を致

します。展示期間中は貸出もできますので、どうぞご利用下さい。 

尚、図書館内での展示後は多治見市内の小・中学校 21 校全ての学校図書館へ巡回展示を行う予定です。 

【展示期間】7 月 19 日（土）～8 月 31 日（日） 【展示場所】図書館本館 2 階階段横展示コーナー 

Amazon オールタイムベスト児童文学 100  http://www.amazon.co.jp/alltimechildren 

 

 


