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第３０号
本を読む人シリーズ(30)

古今東西の本を読む人を紹介するシリーズです。■ トピックス
マネ 「エミール・ゾラの肖像」 （『世界美術大全集西洋編第２２巻 印象派時代』小学館１９９3）

［708/2/22］

展示コーナー▼
旭市主催の「漫画家・作家たちの絵手紙 私の八月十五日展」が当館で開催され

るのにあわせて、７月１８日から「日本漫画」に関連したテーマで所蔵資料を紹介す
る予定です。

図書館の達人（初級編）▼
普段は入れない書庫等、図書館内を職員のガイド付きで案内する図書館見学会、

パソコンを利用して資料の検索の仕方を知ってもらう検索研修を続けて行います。毎
月第２日曜日の９時３０分から３０分ずつ、１０時３０分までです。どちらか片方の参加
も可能です。

なお、７月は１２日に、８月は９日に実施します。

職場体験学習▼
夏休みを中心に、「中学生の職場体験学習」の受入れをしています。
カウンター等で皆様と接することがあると思いますので、ご理解とご協力をお願い

します。

「漫画家・作家たちの絵手紙 私の八月十五日展」▼
旭市の主催で、旭市にゆかりの漫画家ちばてつやさんをはじめとする総勢約１３０

名の漫画家・作家たちの絵と文章による戦争体験を表現した作品展が、７月２２日か
ら８月１６日まで当館３階研修室で開催されます。

また、初日の７月２２日（水）にはオープンセレモニー（テープカット）、８月９日（日）
には「八月十五日の会」代表の漫画家森田拳次さん、ちばてつやさんによる特別講
演会が予定されているそうです。

詳細は、旭市役所企画課 ℡ までお問い合わせください。0479-62-1212（代）
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参考図書カフェ (５)

冷たいビールやアイスクリームがおいしい季節がやってきました。また、暑い時期

に調理はちょっと面倒、今日はインスタント食品で済ませようと思うこともあるでしょう。

でも「メタボ」も気になるところ。そんなときに役立ちそうな参考図書を紹介します。

には即席食品、嗜好飲料、『市販加工食品成分表 会社別・製品別』改訂第８版

加工食品、調味料など約２３０社、約６０００品目の市販加工食品の成分値が掲載さ

れています。成分値は原則として１００ｇあたりの重量で表記されています。ロングセ

ラー製品が多いので、大部分がスーパー等で見かける製品です。何気なく購入して

いる方も多いと思いますが、普段口にする製品の成分を確認するのも健康維持のた

めには必要です。おいしいもの、からだにいいもの、バランスよく食べることが大切で

す。各自の体調に合わせてカロリーや塩分等を調整し、長く暑い季節を乗りきりまし

ょう。

は文部科学省が公表する３種類の食品成分表を収『五訂増補日本食品成分表』

録したものです。複数の出版社から刊行されていますが、食品成分に関する基礎デ

ータで、食品について更に詳しく知りたいというときに便利です。

参考図書は調査・研究のための資料ですが、難しい事柄だけでなく、食品等日常

生活に密着した事柄を調べるというように、毎日をより豊かに安心して暮らしていくた

めの知識、情報を得ることもできます。

※参考図書は、より多くの人が利用できるように東部図書館では個人貸出はしていませんので、

図書館内でご利用ください。

『市販加工食品成分表 会社別・製品別』 改訂第８版

香川芳子／監修 女子栄養大学出版部 2005

請求記号[49851/7/05]

『五訂増補日本食品成分表』

食品成分研究調査会/編 医歯薬出版 2006

請求記号[49851/37/06]

☆ ☆関連一般図書

『食品８０キロカロリーガイドブック』５訂増補

香川芳子/編 女子栄養大学出版部 2007

請求記号[49851/14/07] ※貸出可

食品８０キロカロリーを１点と数えて１日の栄養をとる四群点

数法のガイド。この本では食品ごとに８０キロカロリー相当量が

写真で表されているので、初心者にも分かりやすい資料です。



レファレンスあれこれ （２９）
資料に関する調査・相談にお答えしています。過去に寄せられたご相談の事例を紹介します。

『 日本の女神様」がよくわかる本 （戸部民夫/著）に「三体神」という神様がでていた。「 』

自分の住む地域（千葉県）では 「三胎神 「産泰神 「産戴神 「お子安様」などと、お産、 」 」 」

の神様を様々な名と様々な表記で表す。推測としては、三人の神様を指すのではないかと思

うがはっきりとした根拠がないので、調べて欲しい。

【調査経過】

① 依頼者がご覧になった『 日本の女神様」がよくわかる本』に、安産の女神「産泰神」の説「

明の部分に別称として「三体様（さんたいさま 」の記載がある。この別称に関する意味や表）

記についての説明はない 「産泰神」についての記述部分に「産泰様の総本山とされるのが群。

馬県前橋市の産泰神社であり、ここはもとは三胎神社と書いていたが、江戸時代に現在の産

泰神社と書くようになった」という記述あり。

② 『広辞苑 （岩波書店 ・ 日本国語大辞典 （小学館 「三体神 「産泰神」なし 『日本の神』 ）『 』 ） 」 。

仏の辞典 （大修館書店 「三体神」なし 「産泰神社」の記載あり。』 ） 。

③ 千葉県の神社や子安信仰で「三体神」と呼ばれているという記述がないかを探す。

『 日本の神さま」おもしろ小事典 （久保田裕道/著 「三体神」の記載なし。 『医と石仏「 』 ）

』 、庶民の治病信仰 （会田秀介/著）６章に千葉県の子育ての神についていくつか紹介はあるが

「三体神」の記載なし。

④ 一般的な神について探す。

』 ） 。 。『日本の神々・多彩な民俗神たち （戸部民夫/著 「三体神」なし 「産泰さま」の説明あり

「子安神と共通するところが多く、出産時の母子の安泰に重きが置かれているところに特色

がある。産神（お産の神様）としては、子安神のほかに便所神や箒神も名が挙げられる」と

いう内容の記述あり。

『日本民俗宗教辞典 （佐々木宏幹・他/著 「三体神」なし 「関東北部から東北地方にかけ』 ） 。

て、山の神を産神と考えるところが多い」とあり、さらに箒神・厠神も出産に立ち合うもの

とされている。 『民俗信仰の神々 （三弥井書店 「三体神」なし 『民間信仰辞典 （東京堂』 ） 。 』

出版 「三体神」なし 「産泰様」の説明あり 『民間伝承 （図書刊行会 「三体神」なし。） 。 。 』 ）

「産土神 ・ 産神 ・ 箒神」など各々についての記事掲載あり。」「 」「

●担当者のコメント

当館所蔵の資料を中心に調べましたが、民俗に関する内容を調べる際は、さらに、県立中

央図書館の千葉県資料室などの資料に当たってみるのも有効であろうと思います。

名 作 映 画 鑑 賞 会 の ご 案 内

毎月第３土曜日に、名作映画鑑賞会を開催しています （入場無料）。
どうぞ足をお運びください。

開場：午後１時１５分～ 映画上映：午後１時３０分～ 場所：東部図書館３階 研修室

※来館又は電話でお申し込みください。

★ ６月２０日（土） 『大学は出たけれど』

監督：小津安二郎／主演：高田稔 （1929年 日本 モノクロ 105分）

★ ７月１８日（土） 『大樹のうた』

監督：サタジット・レイ／主演：シュウミットロ・チャタージ

（1958年 インド モノクロ 105分）



(３０)＞＜行ってみよう！近くの施設

参加体験型の科学館わくわく！ ドキドキ！

ＴＯＧＡＮＥ ＳＣＩＥＮＣＥ ＣＥＮＴＥＲ東金こども科学館

東金駅からときがね湖に向かう途中に

緑に囲まれた東金文化会館があります。

東金こども科学館は、その文化会館の

２階にあります。

未来社会に対する青少年の夢を育み、

最先端の科学技術に親しめる施設として

1987年にオープンしました。

体験型常設展示品として 「トーキン、

グパラボラ 「スピンポール 「ジャイロ」 」

の原理 「パソコンコーナー 「お絵かき」 」

コーナー 「ドライビングシミュレータ」

ー 「ハイビジョンシアター」などがあ」

ります。中でも人気があるのはドライビ

ングシミュレーターで、ハンドル・アク

セル・ブレーキを操作しながらゴールま

で行くというものですが、人が飛び出し

てきたり対向車が来たりするので、安全

に注意して運転しなければなりません。

車が人や障害物にぶつかったりするとハ

ンドルに振動が伝わってくるなど臨場感

抜群です。

＜ドライビングシミュレーター＞

その他にも、ハイビジョンシアターで

は３Ｄ画像が見られ、珍しいところでは、

宇宙メダカがいます。1994年に向井千秋

さんがスペースシャトルにメダカを持ち

込み実験をしましたがその子孫です。

また、昨年の夏休みには工作教室や実

験教室も実施しました。

さらに「おもちゃの病院」も月に２回

開催され、思い出のある大切なおもちゃ

の修復にあたっています。大人も楽しめ

るところですので、ぜひ一度足を運んで

みてはいかがでしょうか。

◆所 在 地 東金市八坂台

１－２１０７－３

0475-55-6211(代)

http://www11.ocn.ne.jp/ tsc/◆ＵＲＬ ～

◆開館時間 9:00～16:30 入場無料

毎週月曜日（月曜日が祝日の場◆休館日

合は、翌々日の水曜日が休館）

■ 県立図書館の資料は、市町村立図書館などを通じて利用することもできます。

お近くの図書館、あるいは公民館図書室等の読書施設にご相談ください。

■ 県立図書館では、千葉県に関する資料を収集しています。

グループ・職場などで資料を発行されたときには、情報をお寄せください。

編集長の独り言・・・ 編集・発行：千葉県立東部図書館

千葉県旭市ハの３４９田植えが済んであたりが新緑につつまれ、 〒２８９－２５２１

０４７９－６２－７０７０すがすがしさを感じる季節になりました。 ℡

URL：http://www.library.pref.chiba.lg.jp/気に入った本を持って木陰にでも・・・。
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