
　3年前に九大へ転勤してくるまで京都に10年ほど住んでいたのに、金閣寺

にも行ったことがなかった私。こちらでは、ガイドブックを片手にいろいろな

ところを訪れました。別府の温泉めぐり、吊り橋から望む滝、湯布院でバーベ

キュー。対馬で宮本常一「忘れられた日本人」の道を辿り、五島の教会群を巡

る。軍艦島クルーズ。鹿児島では桜島の灰をかぶり、阿蘇山火口ではあまりの

寒さに風邪をひいたり。仕事柄、話題の武雄市図書館や、豪雨災害から復旧した菊池市立泗水図書館を見

学。早朝の追い山笠、鯛山が迫力の唐津くんち・・・もっとあるのですが、このへんで。

　もうすぐ卒業シーズンですね。卒業を機に、福岡や九州を離れる人も多いかと思います。いつでも行ける

と思ったら大間違い。４月までに、身近なはずの九州の魅力を再発見する旅に出かけてみませんか？

おすすめのガイドブックや建築物を紹介しています→ウェブサイト＞学習＞Cute.Guides＞九州ガイド

（eリソースサービス室　天野絵里子）

コラム
図書館員のお し ゃ べ り

九州観光相談
も

ごくたまに

受け付けてお
ります

マイページが新しくなりました1.

統合検索機能が充実しました

世界の文献

九大コレクション

2.

　貸出の延長や文献の取り寄せをウェブ上か
ら申し込みできる、マイページがリニューアルしま
した。教職員の方はSSO-KID、学生の方は学
生IDでログインしてご利用ください。

　貴重書のデジタル画像や九大研究者の論文ファイルなど、従来は個別のデータベースとして提供していた情報を統合的
に検索できるようになりました。以下のサービスからご利用いただけます。

　膨大な情報の中から、学習・教育・研究で必要なものを瞬時に発見し、アクセスできることを目指しており、契約によってアク
セスが学内に制限された文献も探すことができます。

　本学研究者が執筆した文献、学内に所蔵する冊子の図書・雑誌、アクセスできる電子ジャーナル・電子ブック、本学機関リ
ポジトリの登録資料、図書館のデジタル化資料を探すことができます（一括検索の他に、九大論文、各デジタル化資料のブラ
ウズ機能を開発中です）。

図書館のWebサービスを
リニューアルしました
2013年12月より以下の点が変更されています。
利用方法については図書館スタッフまでお気軽にお尋ねください。

きゅうとOPAC（蔵書検索）
九州大学学術情報リポジトリ（QIR）
九州大学デジタルコレクション、および、コレクション内の個別データベース 

九州大学貴重書画像データベース　／　九州大学蔵書印データベース　／　九州大学所蔵コレクション目録データベース
九州大学学位論文書誌データベース　／　カイコの系統保存記録データベース　／　九州大学科研データベース
日本古典籍画像データベース　／　福岡近代文学文化資料データベース　／　炭鉱画像データベース

図書館Webサイトからログイン

リニューアルに伴い、以下の各データベースについて旧Webサイトを閉鎖いたしました。
長年のご利用ありがとうございました。

●

●

●

リニューアルに伴い、以下の各データベースについて旧Webサイトを閉鎖いたしました。
長年のご利用ありがとうございました。

目指すは石油王！

海底資源に
捧げる熱き男

日系企業で
通訳をしていた才媛！

● こんにちは！Cuterです♪
● 図書館のWebサービスをリニューアルしました
● 図書館員のおしゃべりコラム

● つなぐ「学習風景スナップ」
● 資料紹介
  「日本住血吸虫中間宿主発見百周年記念展」を開いて
● 自著紹介
● NEWS

CONTENTS

試験期開館時間延長
【伊都図書館】1/21～2/10は平日夜10時まで開館
【中央図書館】1/25・26・2/1・2の土日は夜8時まで
【芸術工学図書館】2/2、2/9は日曜開館
※医学・筑紫・文系合同図書室は通常どおり

平日▶9：00～22：00（※通常21：00まで）　土日祝日▶10：00～18：00
平日▶8：00～22：00　土日祝日▶10：00～20：00（※通常18：00まで）
平日▶8：30～21：00　土日祝日▶10：00～17：00（※通常日曜日閉館）

試験期間の開館時間を延長します ～みんな がんばって！～

　昨年10月21日～11月17日、九州地区の大学図書館の
合同で実施しました。今年の参加館合同企画「収穫の秋 読
書の芋。」では、九州大学で248個のお芋（おすすめ図書コ
メント）が育ち、見事、九州地区No.1の収穫量となりました！
　その他、本学独自企画として、本のリユース、ビブリオバトル
首都決戦2013九州大学予選会、音楽の夕べ（SPレコード
鑑賞会）を行い、いずれも多くの方にご参加いただきました。
　また、大学生協とのタイアップでお芋メニューを提供してい
ただき、お腹も満たされた読書の秋となりました。

Library Lovers’キャンペーン、大豊作でした！
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伊都地区のCuterを紹介してきましたが、今回は箱崎地区の皆さんを紹介
します。箱崎は個性豊かなメンバーばかり！その分、持ってる知識の量は
半端ありません！月曜～金曜の3～5限で対応しています♪

・無線LAN （kitenetやedunet）がつながらない！ 
・iMacがなんだかおかしい・・・ 
・読みたい本や論文がみつからない！ 
・この課題、どう取り組んだらいいんだろう・・・
・よいレポートってどう書けばいいの？ 
・日本語でのレポートの書き方を知りたい！（留学生） 
・先輩たちの勉強方法を知りたい！ 　などなど

こんにちは！

Cuterで
す♪！

Cuterのマスコット
そらとくん

箱崎地区の最強Cuter学習相談、やってます

箱崎Cuterを
紹介します♪こんな悩み

があったらカウンターへGO!!

芸術工学府　芸術工学専攻
修士1年

統合新領域学府
ライブラリーサイエンス専攻

修士2年

比嘉 由似子
ひ　 が ゆ　い　こ

王

法務学府修士1年
岩崎莉加さん　吉田万里菜さん

理学府　地球惑星科学専攻

修士1年

杉田 隼人

【答えられること】
・地球惑星科学
（宇宙の話とか地球の
話を浅く広く）
・地球化学
（生命の起源、隕石、堆
積有機物、古細菌）
・海外インターンシップ
　【一言】
瞳を閉じれば25億年
前の世界が広がります

【答えられること】
・日本語教育
・社会言語学
・社会科学系レポート、卒業論文の書き方
・沖縄のおすすめスポット、おみやげ、
ご飯どころ　
　【一言】
お気軽にどうぞ。お話しましょう！

【答えられること】
・バイオマス利活用
・TOEIC受験対策
・中国の言葉と文化
・30日間で－5ｋｇを目指す健康
的なダイエット法
　【一言】
青春は何もかも実験である。

@
QLib _info

こんな悩み
があったらカウンターへGO!!

 ▲中央図書館の芋畑

生協お芋メニュー▶

▲「 音楽の夕べ」の様子

留学生
たちの

救世主
!!

英・日・中を操る
トリリンガル

金
金

【答えられること】
・近代文学と翻訳学
・中国語の勉強と中国旅行
・Excelの使い方
・進路相談
　【一言】
☆格物致知☆

理学府　地球惑星科学専攻

修士1年

長原 正人

高 静

【答えられること】
・鉱物学
・地質学
・資源工学
・海洋科学
・基本的な微生物学
・こざかしい文献検索のテクニック
・岡山のマニアックな観光地
・変化球!!
　【一言】
黄金の国ジパングを今ふたたび！！

比較社会文化学府
日本社会文化専攻
修士1年



学 習 風 景
資料紹介 自著紹介 本学教員より寄贈いただいた著作です。ぜひ読んでみてください。

生体防御医学研究所　教授　佐々木裕之
エピジェネティクスと病気

中尾光善, 中島欽一編 ; 佐々木裕之監修

ISBN: 9784944157556

遺伝子の働きを操り、その状態を長期間持続させる生命の
しくみがある。これはエピジェネティクスとよばれるが、近年、そ
のしくみの異常とさまざまな病気との関係が注目されている。
本書には、エピジェネティクスと病気についての最新の知見

が集められている。全編を基礎、病気、技術と創薬の3つの章
に分け、わが国のトップを走る専門家が合計40編の総説を執
筆している。とくに病気の章では、27の病気が詳細に解説され
ている。エピジェネティクスの研究が、さまざまな病気の生じる
過程を明らかにし、新たな診断、治療、創薬の開発へと貢献す
ることが期待されている。

[所蔵館：医学]

メディカルドゥ　2013

総合理工学府　准教授　坂口　英継
力学（基幹講座物理学） 篠本滋, 坂口英継著

ISBN: 9784489021633

「基幹講座物理学」は現代的な話題も取り入れた物理系
学生向けの教科書の新シリーズです。シリーズ1冊目の本書で
はスタンダードな質点と剛体の力学を扱っていますが、カオスな
ど発展的内容も多く含まれています。また身近な話題や天体
の話などのコラムも多く入れてあります。物理好きの学生に
ゆっくりと読んでもらいたいと思っています。ノーベル物理学賞
を受賞した益川先生が監修しており、益川先生のサイン入りま
えがきやコラムも入っています。

[所蔵館：中央・筑紫]

東京図書　2013

法学研究院　教授　木村　俊道
文明と教養の「政治」 : 近代デモクラシー以前の政治思想

木村俊道著

ISBN: 9784062585644

近代デモクラシーの理念が定着したのは、今からわずか
100年前のことである。本書は、それ＜以前＞の世界である初
期近代のイングランドを中心に、現代において見失われた政
治の「型」を探ろうとする。そこでは、ギリシア・ローマの古典を
基礎とする人文主義的な教養や技術に支えられた、他者との
交際や共存を可能にする、豊かな文明の政治が営まれてい
た。このことを本書は、ベイコンやロック、ヒューム、バークをはじ
めとする同時代人の言説や、レトリックや思慮、そして作法と
いった実践知の系譜を通じて明らかにする。

[所蔵館：中央・伊都・文系]

講談社　2013

21世紀の分子生物学 渡辺公綱, 桂勲編

ISBN: 9784061538924

医学や農学をはじめ、生命のしくみを理解しなくてはならない
分野は多い。本書は、2000年をまたいで発表された優れた分
子生物学の論文12編を取り上げ、わが国トップの現役研究
者が解説したものである。山中伸弥教授の論文をはじめ、収
載されたものの多くはノーベル賞に関連している。一流の論理
は最高の論文に学ぶべきであろう。本書は、そのような論文の
背景や理論、その後の展開までも、深く正確に理解できるよう
になっている。また、すべての専門用語に解説がついている。
学生にも研究者にも最適の自習書である。

[所蔵館：医学]

講談社　2013

この本の主な目的は、近世日本の長崎を対外関係において
多元的に見つめ直すことです。
ヨーロッパ、中国、朝鮮、琉球との交流の内容や日本が受け

た影響について、編者の若木太一・長崎大学名誉教授のもと、
各方面の研究者が多くの新しい史料を踏まえて執筆しました。
九大関係からは、ヴォルフガング・ミヒェル（儒医向井元升と
西洋医学・薬学の受容について）、大島明秀（志筑忠雄訳
「鎖国論」の流布と影響）及び平岡隆二（南蛮系宇宙論の成
立と展開）が、各分野における最新の研究成果を紹介してい
ます。

[所蔵館：伊都]

名誉教授（言文）　W. ミヒェル

長崎東西文化交渉史の舞台 
若木太一編

ISBN: 9784585220640
9784585220589 勉誠出版　2013

市場に微積本は数多くあるのに、比較的力量のある学生
向けで、しかも分厚くない本は意外に見あたりません。定評の
ある微積本はいずれも大部で、微積以外の科目も勉強しなけ
ればならない１年生にとって読破するのは結構大変です。分厚
くなく、でも本文の記述は丁寧に、例は興味深くて面白いもの
を、演習問題は単なる反復練習ではなく、その解答・解説は詳
しく、という方針で書き上げた本です。良く知られた定理でも、
新たに興味深い証明が発表されている場合は積極的に取り
入れています。ぜひ手に取ってみてください。

[所蔵館：伊都]

数理学研究院　教授　野村　隆昭
微分積分学講義 野村隆昭著

ISBN: 9784320110496 共立出版　2013佐々木裕之, 
シュプリンガー・ジャパン編

丸善出版　2012　[所蔵館：医学]

ISBN:9784621063712

ISBN:4000074415

『エピジェネティクス』

佐々木裕之著
岩波書店　2005
　[所蔵館：医学・芸工]

『エピジェネティクス入門：三毛猫の模様はどう決まるのか』

つなぐ

「日本住血吸虫中間宿主
発見百周年記念展」

を開いて
　住血吸虫病感染者は21世紀の現在でも世界中に2億人と推定
されている。その感染経路を発見したのが宮入慶之助・鈴木稔とい
う二人の日本人であり、1913年のことである。今年はその偉業から
数えて100周年に当たるので、二人の勤務先であった九州大学医
学部はこれを顕彰し、宮入慶之助記念館の協力のもとに標記展示
会を医学図書館で平成25年11月1日から1ヶ月間開催した。
　我が国には山梨県の甲府、広島県の片山、九州の筑後川流域
に分布し、幕末の医師藤井好直によって片山病と記載された重篤
な地方病があった。これらは共通する寄生虫による疾病で、それが
日本住血吸虫であることは既に1904年に桂田富士郎によって発見
されていた。既知のビルハルツ住血吸虫、マンソン住血吸虫に次ぐ
新種発見であった。

　その感染は皮膚を通しての感染であることは1909
年藤波鑑・中村八太郎によって証明されていた。しか
し世界的に見て他の住血吸虫と同様に、水中に入っ
た卵がどう発育して人に感染するのかが全く不明で
あった。通常、吸虫の発育では水中で卵が孵化し幼

虫ミラシデイウムになり、ある
種の貝に侵入して発育し多
数のセルカリア幼虫となる。
セルカリアは水中を泳いで
次の中間宿主である魚類に

侵入して経口的に人に感染を起こす。それまで世界中の寄生虫学
者が住血吸虫感染経路を探索したが依然不明であった。碩学
Loossでさえ住血吸虫はミラシデイウムが経皮感染するのだろうと考
えた。
　宮入は東京帝大医科大学を卒業し1904年京都帝大福岡医科
大学（現在の九州大学医学部）衛生学講座教授として赴任した。こ
こでドイツで細菌学者Loefflerのもとに留学していた頃の同門であ
る戸塚文雄に住血吸虫研究を依頼され研究費を託された。これに
応えて宮入は既存の知見や文献を十分に検討し、講座に入局して
間もない鈴木（1912年、九州帝大医科大学第5回卒業生）と中間宿
主探索に取りかかった。
　細かな研究過程は省くが、二人は筑後川流域の流行地である種
の貝を見いだし、これをターゲットに集中的な実験を行い、ついに
1913年夏、この貝（後にミヤイリガイと通称）体内で増殖したセルカリ
アが人に経皮感染することを解明した。この結果は直ちに東京医事
新誌に連名で発表された。 
　この研究結果は直ちに欧州に伝えられ、1914年英国から二人の

研究者Leiper＆Atkinsonが支那と日
本に派遣されて来た。二人は上海に
帰る船中での実験で宮入・鈴木の研
究を確認できた。この知見を基礎に
Leiperらはアフリカに行き、初めて他2
種の住血吸虫の中間宿主貝を決定で
きた。なおイギリスの熱帯病学者
Blacklockはノーベル賞推薦委員とし
て1927年に宮入・鈴木の業績を候補
として推薦した。
　現在、住血吸虫病には特効薬プラジ

カンテルが存在する。にもかかわらずその防圧は困難である。国際保
健の枠組みでの防圧プログラム推進が強く求められている。今回の
展示がきっかけで、寄生虫病防圧を志す若者の出現に期待したい。

（九州大学名誉教授・宮入記念館名誉館長　多田　功）

九州帝国大学医科大学教授
宮入　慶之助　

岡山医科大学教授
鈴木　稔

宮入慶之助名誉教授から
原志免太郎氏に宛てた書状「舌代」

大正15年4月15日頃宮入慶
之助退職祝賀会の挨拶に
代えた書である。
原志免太郎（明治15年～平
成3年）は、福岡市の原三信
医学書生から京都府立医
学校を卒業後、九州帝国大
学医学部衛生学教室専攻
生となり、宮入教授の勧めで

灸の研究に専念し、灸の研究で博士号取得、日本住血吸虫宿主宮入貝
の予防に蛍の研究をし、男性長寿日本一の108歳で亡くなるまで生涯現
役医師を貫いた人物である。

宮入文庫
医学図書館貴重書庫には、
宮入慶之助教授の蔵書236
冊が配架されている。
ドイツ語の図書が多く、言
語、地理、歴史、建築、文学
とジャンルは多岐にわたる。
蔵書には、ドイツ語、日本語
等で宮入教授のサイン、書き
込みが見られる。

学 習 風 景

まもなく後期試験や国家試験の季節。
みんなの勉強スタイルをちょっと拝見！

スナップ
勉強中のみなさんに突撃取材。
3つの質問に答えていただきました。
（1）今日は何の勉強をしていますか？
（2）図書館で勉強するときの必須アイテムは？
（3）図書館でのひそかな楽しみは？

11月8日 16：30
芸術工学図書館
11月8日 16：30
芸術工学図書館

11月11日 13：30
文系合同図書室
11月11日 13：30
文系合同図書室

（1）ゼミで読むアリストテレスの『弁論術』についてと、公務員の勉
強を少々。『弁論術』は同じ作者の『ニコマコス倫理学』（通称：ニ
コ倫）を参照しながら、公務員はいわゆる「数的」と「労働法」を。

（2）iPhoneの充電器。音楽を聴きながらやるので、電池の減りが
激しくなる故に重要。

（3）疲れた時、特にわけもなく書庫内をぶらついて、研究に関係な
いけど面白そうな本を探すこと。それが回りまわって研究に
役立つこともしばしば。11月13日 11：00

医学図書館
11月13日 11：00

医学図書館

11月25日 11：00
伊都図書館

11月25日 11：00
伊都図書館

11月15日 14：30
中央図書館

11月15日 14：30
中央図書館

（1）来週の授業の発表　（2）パソコン、電子辞書
（3）さまざまな本が読めます

（1）英語ゼミの発表の予習・スライド作り、統計学の内容
（2）ガムとお茶
（3）2Fの奥の自習室にある窓際の一人席から外の景色を眺めること

（1）修士論文　（2）ペン・ノート　（3）雑誌

（1）国家試験（看護師）
（2）クエスチョンバンク、レビューブック、赤シート、蛍光ペン etc.
（3）友達に会える！ラウンジでおしゃべり。憧れの先輩を拝むこと！

11月15日 14：30
中央図書館

11月15日 14：30
中央図書館

ちらり、スケ
ッチブックが

さすがの芸工
☆

めざせ！国
家試験突

破！

気迫のび
っしりノ

ート

集中！実
験レポー

ト

With ニコ倫☆

デジタル重装
備

（1）自然科学総合実験のレポート作成
（2）ウォークマン。気分転換に音楽を聴いたりします。
（3）館内のパソコンでYouTubeを見ることです。

芸術工学府修士2年
M.M.さん・A.M.さん

法学府修士1年
スクンダ将軍さん

医学部4年
りょこたそさん、ゆっきーさん、
ちゃーりーさん、りなちさん

人間環境学府研究生
skyさん

理学部3年
もろかんさん

芸術工学部1年
はっしーさん

芸術工学府修士2年
M.M.さん・A.M.さん

法学府修士1年
スクンダ将軍さん

医学部4年
りょこたそさん、ゆっきーさん、
ちゃーりーさん、りなちさん

人間環境学府研究生
skyさん

理学部3年
もろかんさん

芸術工学部1年
はっしーさん

ミヤイリガイ

パネル展示「謎の難病・奇病」

崔致遠（さいちえん・チェチウォン８５７～？）をご存知でしょう
か。太宰府に祀られる菅原道真（８４５～９０３）のことは、高等
学校の日本史教科書で学び、天満宮に合格を祈願された方
も多いことでしょう。
菅原道真と同時代に玄界灘の向こうの新羅（しらぎ）の国

に生きた文人官僚の崔致遠は、１２歳で唐に渡り、科挙試験
に及第した後、地方軍閥の下で活躍、帰国後は外交と地方の
民政に文筆を振るった後に隠棲します。
本書は崔致遠の「人と作品」を「古代東アジアの知識人」

として捉え、九州大学の研究者７人と韓国の研究者１人が
歴史学、文学、哲学史の視点から共同して研究を進めた成
果です。全9章のどの章からでも、ご一読ください。

[所蔵館：中央・文系]

ISBN: 9784798501154
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古代東アジアの知識人　崔致遠の人と作品
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