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長崎県大学図書館協議会合同キャンペーン 2020.10.27～11.24 

  

Library Lovers’ Nagasaki 2020
 長崎県内の大学図書館が、毎秋共同開催している「Library Lovers' Nagasaki」。5年目を迎えた2020年は、コロナ禍

で図書館どころか大学にも足を運ぶことが制限され、多くのイベントが中止になりましたが、感染症対策をとりながら

実施できる方法を検討し、各大学で独自のイベントを開催することになりました。 

 長崎大学では、10月27日～11月24日の期間に、附属図書館全館で以下のイベントを実施しました。 

   ２０２０年限定グッズ 

アマビエに扮した公式キャラクター「ひめ課長」をプリントした

マカロン型のふせんを、イベント参加者へ無料配布しました。 

    公式ブログ： http://libraryloversnagasaki.blog.jp/ 

他大学のキャンパス紹介やイベントの様子も見ることができます。 

中央図書館 10/27～11/15 

 ①ゲーム「本を探していらっしゃい ～アマビエ・ひめ課長のお告げ～」 

 ②洋書リクエスト大募集 

 ③ブックハンティング@メトロ書店本店 

 

医学分館 11/4～11/24 

 ①クイズ「Medical Library Lovers’ ～医学分館マスターへの道～」 

 ②展示「医書ビブリオバトルサテライト on POP」 

 

経済学部分館 11/2～11/20 

  ①息抜きクイズ 

  ②ミニ展示「withコロナの読書室」 

  ③コロナに負けるな！オンライン・ブックハンティング@生協経済店 

キャラクター紹介① 

http://libraryloversnagasaki.blog.jp/
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アマビエ・ひめ課長が出すお題（クイズ）を解いて、本を探すというこのゲーム。初級6問、

上級12問の中から好きなクイズに挑戦してもらい、お題の本を借りた方には、限定グッズ

をプレゼント。約100名が挑戦し、そのうち62名が見事クリアしました。参加者のみなさん、

ありがとうございました！ 

今年初の試みとして、読書週間に特別枠を設けて、洋書のリクエストを受け付け

ました。7名からのリクエストを受け、「The hunting of the snark」など18冊を購入

しました。 

アミュプラザ長崎のメトロ書店で、図書館に置く本を学生のみなさんに選んで

もらいました。期間内であれば好きな時間に参加できる自由度が人気のこの

イベント、今年は20名の方が約100冊の本を選んでくれました。選ばれた本は

2F学生選書コーナーに並んでいますので、ぜひ手に取ってみてください。 

中央図書館 

   ゲーム「本を探していらっしゃい ～アマビエ・ひめ課長のお告げ～」   10/27～11/15 

   洋書リクエスト大募集  10/27～11/9  

   ブックハンティング @メトロ書店本店  10/30～11/9  

                

上級クイズ 

長崎弁で「靴下の穴」をさすのは以下のどれ？    

 a. レンコン    b. ダイコン    c. カキ     d. ジャガイモ 

キャラクター紹介② 

選ばれた本 

 ●だから僕は、ググらない。 ●新型コロナはアートをどう変えるか ●宮沢賢治の地学読本 など 

                   リスト： http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/gakuto/cent/sensho_2020/ 

Q 
⇒答えは最終ページ欄外を参照 

Library Lovers’ Nagasaki 2020 
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医学分館 

  

11/4～11/24 

   クイズ 「Medical Library Lovers’ ～医学分館マスターへの道～」 

難易度の高いマニアックなクイズを用意しましたが、開始早々全問正解してくれた学生さん

がいました。クイズ挑戦者には、医学分館オリジナル景品マスクとマカロンふせんをプレゼ

ント。参加者17名、回答者7名（うち全問正解者4名）でした。 

展示されたPOPは、医書出版社の担当者さんが「イチオシの

自社本」「ムネアツの他社本」を全力でお勧めするために作成

したものです。どれも力作ぞろいで面白いものばかりでした。

POPを見て読みたくなった本、医学分館に置いて欲しい本へ

のシール投票を実施しました。そこで選ばれた本31冊は、医

学分館1階展示コーナーに並んでいます。 

   展示 「医書ビブリオバトルサテライト on POP」 

選ばれた本 

 ●県都物語 47都心空間の近代をあるく ●Dr.ヤンデルの臨床に役立つ消化管病理 

 ●筋トレが最強のソリューションである マッチョ社長が教える究極の悩み解決法 

 ●フラジャイル①～⑤ ●美しい距離 ●昆虫はすごい など 

Q  a. キュンストレーキ（人体解剖紙製模型）   b. 聴診器   c. 眼科器具 

モーニッケによってもたらされた日本最古のもの（医学分館所蔵）はつぎのうちどれ？   

医学の歴史クイズ 

⇒答えは最終ページ欄外を参照 

Library Lovers’ Nagasaki 2020 
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   息抜きクイズ！ 

   コロナに負けるな！オンライン・ブックハンティング @生協経済店 

11/2～11/20 経済学部分館 

現在、経済学部分館は改修工事中のため仮設図書館でサービス業務を行っています。 

部屋は狭くなりましたが、今年も Library Lovers' Nagasakiを開催いたしました。 

クロスワード、言葉、資料収集、難問、歴史編５種のクイズを用意し、それに挑戦して

もらいました。正解者には景品としてマカロンふせんをプレゼントしました。 

コロナ禍にスタッフが読んで面白かった本をはじめ、嫌なことを

ちょっとでも隅に追いやれるような、また、気持ちが前向きにな

れるような本をピックアップし、展示しました。 

Library Lover's期間中、学生・院生を対象に、生協経済店でブックハン

ティングを行いました。13名の参加者が46冊の本を選んでくれました。 

図書館雑学クイズ ～歴史編～ 

世界最古の図書館があったといわれる場所は？ 

⇒答えは最終ページ欄外を参照 

   ミニ展示 「with コロナの読書室」 

選ばれた本 

●なぜ僕らは働くのか ●自分を操り、不安をなくす究極のマインドフルネス  

●半沢直樹 アルルカンと道化師 ●まるわかり！５Ｇビジネス ２０２１ など 

Q a. 長崎    b. アレクサンドリア   c. アテナイ    d. ニネヴェ 

Library Lovers’ Nagasaki 2020 
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図書ID: 1580589 

所蔵資料紹介（中央図書館） 

 古写真に英語の解説が添えられ、日本の風俗を紹介してい

る「ちりめん本」です。同じ「Illustrations of Japanese life」というタ

イトルで、表紙や内容、着色の有無、判型の違うものが数種類

存在しており、当館では白黒版の初版を所蔵しています。 

 ちりめん本とは、印刷された和紙を圧縮して縮緬（ちりめん）

状に加工し、和綴じ形式で刊行された書物のことです。英語な

どに翻訳され、海外で販売されました。ちりめん本を初めて企

画・出版した人物は長谷川武次郎で、明治18（1885）年に初め

てのちりめん本を「日本昔噺」シリーズとして発行しました。 

（参考資料 『文明開化期のちりめん本と浮世絵』） 

高島捨太著  [出版: 小川一眞, 明治29（1896）] 

❶写真の下には、英語のキャプションが

添えられている。こちらは当館所蔵の古

写真（ID：1382）と原板が同じである。 

❷古写真はデータベースで閲覧が可能。 

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

← 長谷川武次郎が出版した 

『The Tongue cut sparrow （舌切り雀）』 

Japanese fairy tale series （日本昔噺シリーズ 第2巻） 

挿絵が色鮮やかで美しい。 

[挿絵：小林永濯（えいたく）,  翻訳：デビッド・タムソン] 

（図書ID：1585296） 

表紙 見開きと1ページ目 

↑
表
紙
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http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/
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「周縁」からの平和学 : アジアを見る

新たな視座 / 佐藤幸男, 森川裕二, 

中山賢司編 昭和堂, 2019.10 

大変動時代の食と農 / 日本農学会

編 養賢堂 , 2018.4 

外国語の非－常識 : ことばの真実と

謎を追い求めて / 小笠原真司, 廣江

顕共編 英宝社 , 2018.3 

核兵器のない世界へ / 鈴木達治

郎 ,  光 岡 華 子 著  ゆ ま に 書 房  , 

2018.12 

文学に飽きた者は人生に飽きた者で

ある /  鈴木章能, 安藤聡編著 ; 

J.Hillis Miller[ほか]著 音羽書房鶴

見書店, 2020.3 

小笠原 真司 教授 [言語教育センタ－] 

田口 光雄 名誉教授 [工学部] 

ICT・IoTのためのアンテナ工学 / 川

上春夫, 田口光雄共著 東京電機大

学出版局, 2019.3 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 804||O22 1609113 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 547.53||Ka94 1606750 

深見 聡 准教授 ［多文化社会学部］ 

杉野本 勇気 准教授 [教育学部] 

核兵器はこうしてつくられた / 鈴木達

治 郎 ,  光 岡 華 子 著  ゆ ま に 書 房 ,   

2018.12 

中田 英昭 名誉教授  ［水産学部］ 

本学教員著作・本学関係資料（2019年4月～2020年3月 ご恵贈分） 

イワシと愛知の水産史 / 片岡千賀之

著 北斗書房, 2019.11 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 319.8||Su96||1 1606780 

鈴木 達治郎 教授 [核兵器廃絶研究センター] 鈴木 達治郎 教授 [核兵器廃絶研究センター] 

人はなぜ戦争をするのか / 戸田清著  

法律文化社, 2019.7 

戸田 清 教授 [環境科学部] 

観光と地域 : エコツーリズム・世界遺

産観光の現場から / 深見聡著 南方

新社 , 2019.10 

森川 裕二 教授 ［多文化社会学部］ 

片岡 千賀之 名誉教授 ［水産学部］ 

へき地病院再生支援・教育機構ながさ

き県北地域医療教育コンソーシアム   

年次報告書 令和元年度版  長崎大学病院 

数学教育研究の地平 : 岩崎秀樹先生

退官記念論集 / 馬場卓也, 阿部好貴ほ

か編 ミネルヴァ書房, 2019.12 

［長崎大学病院へき地病院再生支援・教育機構］ 鈴木 章能 教授 [教育学部] 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 689.4||F72 1608169 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 664.62||Ka83 1609115 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 

医学 

経済 
498.04||N21||2019 

1610943 

2155184 

3186694 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 613.1||N71 1609117 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 319.8||Su96||2 1606781 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 319.8||To17 1607385 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 319.8||Sa85 1608537 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 375.41||B12 1610750 

所蔵館 請求記号 図書ID 

中央 904||Su96 1610984 

topics 
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今号の表紙 

information 

図書館再始動 どうぞご利用ください 

令和2年度は、4月にCOVID-19感染拡大防止のため開館時間の短縮や閲覧席の利用制限が始まって以来、

いつものように利用していただけない日々が続きました。現在では、閲覧座席数は約半数ですが、開館時間

も通常通り（改修中の経済学部分館を除く）となり、感染防止対策を取りながら多くのサービスが復活しました。 

■ラーニング・サポーター活動開始 

学部学生の学習に関する相談に大学院生の先輩

が応えるラーニング・サポーターが11月16日から

令和2年度の活動を開始しました。サポーターの

専門に関する質問以外にも、学習の仕方やレ

ポートの書き方、進学の相談にも乗ってくれます。 

引き続き、感染防止へのご協力をお願いします 

月・水・金 (祝日を除く) 

16:00-18:00 

中央図書館1F  

ラーニング・コモンズ横 

■華道部による生け花展示 

10月から、全学華道部

による生け花の展示が

再開しました。中央図書

館1Fエレベータ付近に

毎週飾られます。 

■CHODAI古本募金 リニューアル 

9月から古本募金を再開しました。ご自宅の本棚

に眠る読まない本を買い取ってもらい、その買い

取り額が長崎大学に寄付される仕組みです。条

件や申込方法が変更になり、原則として2010年

以降に出版された図書が対象となります。 

 詳細・お申込みは以下のWebサイトから  

 https://www.charibon.jp/partner/nagasaki-u/ 

■グルーブ学習室の一部利用再開 

10月から下記2箇所のグループ学習室が利用でき

る よ う に な り ま し た。図 書 館 Web サ ー ビ ス

（MyLibrary）から予約できます。注意事項を守って

ご利用ください。 

場   所  
 中央図書館グループ学習室2（大） 

 医学分館セミナー室   

定   員  3～8名 

利用時間 
 中央図書館 90分 

 医学分館  120分 

■COVID-19対策実施中 

・マスク着用、手指消毒 

・入館時検温(タブレット型自動検温器を導入) 

・館内換気、閲覧席のセルフ消毒 

・閲覧席の一部利用制限 

・館内での会話、飲食の禁止 

・館内設置パソコンの利用禁止 

■「科学道100冊」展を開催中 

場所： 中央図書館1F ラーニング・コモンズ 

期間： 2020年12月9日～2021年6月末（予定） 

展示図書リスト： 

 http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/tenji/kagakudo2020/ 

「科学道100冊」とは、理化学研究所による「書籍を

通じて科学の面白さを届ける」ことをめざすプロジェ

クトです。 2020年選定図書100タイトルをもとにした

本を展示中です。借りることができますので、ぜひ

ご利用ください。 

詳細は2ページ！ 

クイズの答え 3ページ：d. ジャガイモ、 4ページ：b. 聴診器、 5ページ：b. アレクサンドリア 


