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経済学部分館長就任のごあいさつ 

経済学部分館改修のお知らせ 

自宅でも使える 電子ブック・データベース活用のススメ 

topics （新型コロナウイルスに関する取り組み、コロナ関連図書展示、所蔵資料紹介） 
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経済学部分館長就任のごあいさつ 

経済学部分館長 南森 茂太  

長崎大学附属図書館が所蔵する貴重資料のひとつに

「武藤文庫」があります。同文庫は長崎大学経済学部の前

身である長崎高等商業学校で教授をつとめた武藤長蔵博

士が収集した資料で、和洋図書ならびに雑誌・小冊子類約

10,000冊と地図・書画・陶器などの各種資料約200点から構

成されています。現在では経済学部分館の武藤文庫展示

室でその一部は展示されており、またデジタル化された資

料は図書館ホームページの長崎大学電子化コレクション か

ら閲覧することもできます。 

さて、武藤文庫を見てもっとも驚くことは、幅広い分野の

図書や資料などから構成されていることです。武藤博士の

研究の中心は経済史や経済学史で、私も同じ専門分野で

すが、自身の研究室の本棚にある書籍は経済史、経済学

史、日本史のものに偏っています。しかしながら、武藤文庫

は大きく異なります。同文庫を整理した宮崎震作氏は、「0か

らはじまって9に終る分類表の、そのどの分野にも該当する

本がある」（宮崎震作「武藤長藏敎授を想う」、『経営と経

済』33巻1号）、と述べていることからも明らかなように、武藤

博士はさまざまな分野の書籍と資料などを収集しました。 

このような幅広い興味関心は武藤博士の教育や研究から

も窺い知ることができます。担当した講義は経済学史、鉄道

論、銀行論、植民政策、交通論などと多岐にわたり、その講

義スタイルは「脱線講義」と呼ばれ、学生たちは世界や地元

長崎のことを学びさらには人生について知った、といわれて

います（柴多一雄「学内探訪 武藤文庫」、『長崎大学広報

誌 CHOHO』vol.3, 2003年）。また残した研究業績も幅広く、

専門である交通史に留まらず、経済学史、語源、長崎にか

んする郷土史、さらにはゲーテやシラーについての研究を

おこなっています（「武藤敎授著作論文目録」、『商業と経

済』18巻1号）。 

武藤博士の残された書籍や資料、さらには教育・研究業

績をみると、私はいつも圧倒され、そして自身の偏った研究

が恥ずかしくなってしまいます。もちろん、現在ではさまざま

な研究分野で細分化と専門化が進んだことにより、自身が

専門とする分野以外を掘り下げて研究をすることは難しく

なっているのは確かです。しかしながら、図書館で本を手に

することで、興味関心を広げることは可能です。このことは学

生である皆さんも同じことだと思います。自身の学びを掘り

下げつつ、他方では興味関心を広げ、自分という人間を豊

かにする。そのような場所が図書館だと思います。多くの本

を手にしてください。 

私のおススメ本 『長崎海軍伝習所の日々』  カッテンディーケ [著] ; 水田信利訳  平凡社, 1974年 

所蔵館 請求記号 図書ID 

経済 

中央 

210.58||K||2 

210.59||A 

3057503

1187832   

本書は長崎海軍伝習所に教官として赴任し、勝海舟や榎本武揚ら

を指導したカッテンディーケの日本滞在記です。海軍伝習所での教

育内容や伝習生たちの様子はもちろんのこと、長崎の様子なども記

述されており、当時のオランダ人の日本人観や日本観の一端を窺い

知ることができます。なお、私が本書を初めて手にしたのは中学1年

生のときです。年末時代劇スペシャル「勝海舟」を見て、長崎海軍伝

習所に興味を持った私は、本書を偶然にも大阪梅田の古本屋で見

つけ、父にねだって買ってもらいました。ただ予備知識がなかった当

時の私は途中で読むことを諦めてしまいましたが・・・当時の私は自

身が長崎大学に奉職すること、そして後に本書を精読することになる

とは想像もできませんでしたが、これも何かの縁であったと思います。 
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武藤文庫 

MINAMIMORI Shigeta 

1977年生まれ。2014年関西学院大学

経済学研究科博士課程修了。2017年

長崎大学経済学部地域・経済政策准

教授となる。専門は日本経済史、日本

経済思想史。 

長大OPAC 
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 既に改修を終えた中央図書館や医学分館に遅れること

約7～8年、待望の経済学部分館の建物改修が今秋に始

まります。経済学部分館の歴史からいえば、48年ぶりに

装いを新たにすることになります。  

 工事期間中及びその前後を通算したら約1年間に渡り

休館になりますので、利用者には大変不便をお掛けしま

すが、ご理解をお願いします。なお、休館期間中は、生

協経済店のある建物の裏隣の共用校舎１階において仮

設図書館を開設します。一部の図書の閲覧・貸出、新着雑誌の利用、文献複写の申込、中央図書館や医学分館からの取り

寄せ、研究室所蔵資料の受け渡しなどのサービスを行います。新しい経済学部分館のオープンは令和3年夏頃の予定です。 

経済学部分館改修のお知らせ 

コミュニケーション 

スペースの新設  

能動的学修スタイルに適し

たラーニングコモンズ、学内

外の知の交流エリアとして

活用 

貴重資料群の活用と 

社会的接点の拡大による 

長崎学の拠点化  

長崎学資料展示室の

新設・整備 

安心・安全 

アクセスフリー空間の整備   

老朽化改善と照明LED化や

エレベータ新設 

学修空間の整備  

「集と個」・「動と静」（ラーニング

コモンズと個人ブースの閲覧

室）の棲み分けと図書館資料の

集約配置 

仮設図書館に関する情報 

開館時間  

資料数  

利用内容  

設備  

平日 8：30～22：00 （8/19～9/25は17：00閉館） 

土日祝 12：00～18：00 

※新型コロナウイルスの影響により変更の可能性あり 

図書約8,000冊、新着雑誌195誌、DVD約1,000タイトル、新聞日刊6紙  

閲覧席約20席、利用

者用パソコン2台、コ

ピー機があります。 

●仮設図書館内の資料のみ、閲覧・貸出・複写ができます。  

●資料の返却ができます。 

●中央図書館・医学分館・他機関から図書の取寄・論文の複写ができます。 

2020/8/19 

2020/8/20 
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改修に関するスケジュール（予定） 

改修のポイント 

2021/7 リニューアルオープン 

期間・場所 

2020年8月19日 ～ 2021年7月（予定） 

共用校舎１階（生協経済店の裏隣） 

片淵キャンパス 
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※

※学外利用のための臨時ID/パス

ワードが必要です。詳細はデータ

ベースリンク集をご覧ください。 

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/ 

siryo-search/ebook/ 

※「Maruzen eBook Library」は、

学認システムによるリモートアク

セスが可能です。学認を利用で

きるのは、長大 IDが「aa始まり」

「bb始まり」の方です。詳細は電

子ブックのページで。 
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★その他の新聞記事データベース 

・長崎新聞 

・読売新聞（ヨミダス歴史館） 

・日経新聞（日経テレコン） 

・西日本新聞       など 

（いずれも、学内からのみ利用可） 

『会社四季報』とは、日本国内の

全上場企業について、特色や業

績、財務内容、株価動向などを

コンパクトに網羅した企業データ

ブックです。 

データベースリンク集 

CiNii Articles、ジャパンナレッジ、

聞蔵IIはデータベースリンク集から 

利用できます。同時アクセス数が

限られているものもあるので、詳

細はデータベースリンク集で確認

してください。 

日経テレコンでは 

●日経NEEDS業界解説レポート 

●日経業界地図 

●企業検索  を活用しましょう。 

さらに！ 

大学に行ける時には… 

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/ 

siryo-search/database/ http://sfx8.usaco.co.jp/nagasaki/az 
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   topics                                                                                                                               

 図書館では、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため、状況に応

じて様々な対応をしてきました。 

 閲覧席を利用していただけない

期間でも、資料の閲覧や貸出返

却、ILL等のサービス継続に努力し

てきました。平常に戻りつつあっ

た7月に医学分館が一時休館する事

態もありました。 

 今後も学生、教職員の皆さんの

ご協力のもと、ソーシャルディス

タンスを保ち、マスクの着用、手

洗いや消毒等の励行などの感染防

止対策に努めながら、with CORONA

時代の図書館の在り方を模索して

いきます。 

 中央図書館と経済学部分館では、出版社による特別企画

「コロナブルーを乗り越える本（https://www.shueisha-int.co.jp/

coronablue）」で紹介された図書の一部を集めて展示しました。

併せて、中央図書館のカウンター前では、「正しく怖がる感染

症の世界」と題し、感染症に関する図書のミニ展示も行いまし

た。 

 また、医学分館では、貸出可能（著作権許諾済）な医療系

DVDを集めた展示を行いました。  

コロナ関連図書展示 

2 

3 

1 経済学部分館, 2 中央図書館 

 3 医学分館 

1 

4 

3 

2 

1 

1, 2 中央図書館（5/15～実施中） 

3 経済学部分館（5/18～7/20） 

4 医学分館（4/9～5/29） 

新型コロナウイルスに関する取り組み 

2/28  学外利用者の利用制限  

3/4 グループ学習室の利用禁止 

4/1 ラーニング・コモンズ、ライブラリーラウンジなど

の利用禁止、館内での食事の禁止 

4/4 開館時間の短縮・土日祝日の休館、閲覧席・パソ

コンの利用禁止 

4/6 「自宅から使える電子ジャーナル・電子ブック等」

のまとめページを作成 

4/10  カウンターに飛沫感染防止対策シートを設置 

6/2 一部閲覧席の利用を再開（医学分館は6/8から） 

6/4 開館時間短縮の緩和（20時まで）、経済学部分館

の土曜日開館再開 

7/1 開館時間短縮の緩和（中央図書館・医学分館が22

時まで） 

7/6 医学分館臨時休館 

7/13 医学分館開館再開 

開始日 
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こちらのデータベースからは貴重資料「解体新書」

などもご覧いただけます。 

医学和漢古書目録 

■『安政午秋頃痢流行記
アンセイ ウマノアキ コロリ リュウコウキ

』金屯道人(仮名垣魯文)著, 安政5 [1858]  

所蔵資料紹介（医学分館）

 コレラ菌に汚染された水や食物を口にすることで感染するコレラは、江戸

後期から明治にかけてたびたび流行しました。下痢や嘔吐の症状が出

て、進行すれば脱水症状に陥り、けいれんや意識障害を起こし、場合に

よっては死に至ることもありました。 

 安政5年（1858）には、鎖国下海外に開いていた長崎からまたたく間に江戸ま

で広がりました。『安政午秋頃痢流行記』には、猛威を振るったコレラ禍につい

て、被害状況や奇談、まじない等が記されています。また、本学医学部の開祖

ポンペ・ファン・メールデルフォールト（J.L.C.Pompe van Meerdervoort, 1829-

1908 ）が記した『転寝の夢（ころびねのゆめ）』も収録されています。こちらにはコレ

ラ予防と治療の心得が記されています。 

 『安政午秋頃痢流行記』は貴重資料室の書庫に保管していますが、全文は長

崎大学電子化コレクションの医学和漢古書目録からご覧いただけます。 

右から『安政午秋頃痢流行記』、『虎狼痢治準』、

『コレラ病論』。コレラは「コロリ」とも呼ばれ、「虎

狼痢」「頃痢」などと表記されていました。 

 

ポ
ン
ぺ 

『転
寝
の
夢
』 

 コレラは、明治18年（1885）にも大流行しています。こちらの地図は、明治18年発行の

長崎の地図に、流行したコレラにより死亡した人の数と、全治した人の数を書き込んだも

のです。町ごとに、死亡した人は●、全治した人は●を人数分書き込んでいます。数え

てみると●が822、●が455で、死亡率は約64％でした。 

 地図中央下を見ると、「醫学校」の文字があります。これは、文久元年（1861）にポンペ

によって開設された日本で

最初の西洋式病院である

「養生所」が、幾多の変遷を

経て明治15年に「（甲種）長

崎医学校」となったもので

す。 

 『長崎港内全図』はレプリカ

を貴重料展示室に展示して

います。 

■『長崎港内全図』小野左右輔編, 明治18[1885] 

醫学校 

7 
長崎港内全図。「明治拾八年、長崎ニテ虎列拉（コレラ）大流行ス。其ノ発生地並ニ患者死亡・全治ヲ誌ス」の記載あり。 



 

 

今号の表紙 

今号の表紙は、各館の新型コロナ対策の様子を

撮影したものです。6ページで紹介していますよ

うに、図書館では感染拡大防止のための様々な

対策を取っています。一部施設の利用制限等ご

不便をおかけしますが、引き続きご理解・ご協力

の程よろしくお願いいたします。  

information 

貸出期間  7/27（月） ～ 9/23（水）   

返却期限  10月7日（水）  

対象資料  中央図書館資料のみ 
 

  ※医学分館・経済学部分館の資料は対象外 

学内からの利用と同様に、長大ID/

パスワードで「ログイン画面」から利

用できるようになりました。ぜひご利用ください。 

●自分が借りている本の確認 

●本の予約、取り寄せ 

●返却期限の延長    など 

MyLibraryでできること 

ログイン画面 

経済 改修工事中の仮設図書館のお知らせ 

期 間 2020年8月19日 ～ 2021年7月（予定） 

場 所 共用校舎１階（生協経済店の裏隣） 

開 館 時 間 

平日 8：30～22：00（8/19～9/25は17：00閉館） 

土日祝 12：00～18：00 
※新型コロナウイルスの影響により変更の可能性あり 

資料・設備 
図書約8,000冊, 新着雑誌195誌, 閲覧席約20

席, パソコン2台等 

※詳細は3ページ参照 

「MyLibrary」のキャンパス外から

の利用方法変更 

休館日： 8月12日 水 ～  8月16日 日 

休館のお知らせ 

附属図書館全館（中央図書館・医学分館・

経済学部分館）では、夏季一斉休業に伴い

下記の期間休館いたします。 

コロナ対策にご協力ください 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、館内利用の

際には、以下の点にご留意くださいますようお願いいた

します。  

中央 夏季長期貸出 

●発熱等の症状のある方、学外の方は利用できません。  

●なるべくマスクを着用してください。 

●手洗い、手指の消毒を行ってください。 

●会話は慎んでください。 

●館内で食事はできません。 

●長時間の滞在はご遠慮ください。 

和華蘭の窓 長崎大学附属図書館報 第140号 2020年8月1日発行 
 編集・発行 長崎大学附属図書館 〒852-8521  長崎市文教町1-14  

 TEL: 095-819-2200 Mail: libnews@ml.nagasaki-u.ac.jp URL: http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/ 
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