
お知らせのほか 「新着図書コーナーに並

んだ本」 の紹介など。 「こんな本あるん

だ！」 という本との出会いもあるかも？ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

お知らせのほか 「愛知県図書館ココが便

利！」 「おしごと紹介」 などＦａｃｅｂｏｏｋ限

定の不定期連載も。 より便利に身近に！ 

利用案内、 調べ方案内、 お知らせ ・ 行事

案内、 図書館概要など。  ｐ.７で紹介した

「Ｍｙライブラリ」 「デジタルアーカイブ」 も。 

メールマガジン

原則毎月第４木曜日配信。展示などのお
知らせや休館日の案内などを受け取れま
す。「Ｍｙライブラリ」から登録できます。 

ＹｏｕＴｕｂｅ

２０２０年５月開設。 愛知県図書館司書のおすすめ本の紹介や

館内のコーナー紹介など。 数分の動画が中心。 
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20 世紀 

◎感染症とは？… 
細菌 ・ ウイルス ・ 真菌 ・ 寄生虫 ・ 原虫などの
感染によっておきる病気。 

感染症の歴史 

黒死病(ペスト)

患者の皮膚が黒い斑点
で覆われるこの伝染病
は、 ヨーロッパ大陸の人
口のほぼ６０％を死へと
追いやり、 社会経済に多
大な混乱を招いた。 

15 世紀 

『広辞苑』 (第７版)より 

伝染病 
(ジフテリア・麻疹など) 

ヨーロッパ人が初めて

アメリカ大陸に渡ると、

世界史上まれに見る伝

染病の大流行が起こっ

た。

17～18世紀 

天然痘

初めてワクチンにより
予防された感染症で
あり、 最初の、 また現
在唯一の撲滅された
世界的規模の疾病で
ある。

『医学の歴史大図鑑』 

『人類と感染症の歴史』

▼ ▼ ▼ ▼ 19 世紀 

▼ 

コレラ

最強の伝染力をも
つ病気の１つであ
り、 多くの命を奪
い、 世界中で社会
に多大な影響を与
えた。

インフルエンザ

１９１８～１９１９年のインフルエンザ ・
パンデミックは国境を越え、 ２０世紀
最大級の流行病となった。 およそ
10億人が感染し、 １年間で５０００
万人が亡くなったと推定され、 世界
の人口の６％を死に追いやった。

結核 

世界で最も古くから知
られ、 広範囲に及ぶ致
死的な病気の１つであ
る。 現在でも年間８００
万～１０００万人に影響
を及ぼしている。

引用 ： 『医学の歴史大図鑑』 （河出書房新社 ２０１７） 

14 世紀 

古代の薬草を使った治療から現代の最先端医
療まで、 医学の５万年の歴史を時代順に紹介
した、 オールカラーのヴィジュアル図鑑です。 

コレラと「ヴェニスに死す」（１９１２年） 

「六月はじめには、 市民病院の隔離病舎が、
人しれず満員になった。 ふたつの孤児院が
手ぜまになりはじめた。 そして新しい礎壁の
波止場と墓地のある島、 サン ・ ミケレとのあ
いだには、 おそるべくひんぱんな交通がいと
なまれた。」
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日本へ帰る船に届いたのは、 帰国後に
結婚を約束していた恋人の突然の訃報。 
その死因は、 当時 「流行性感冒」 とも
呼ばれていた 「スペインインフルエンザ
（スペイン風邪）」 でした。 

結核が “治る病気” ではなかった時代。 
療養のためサナトリウムに送られた主人
公が、 閉じた空間の中で様々な人と出
会います。 （W.S.モーム著） 

『ヴェニスに死す 改版』 
トオマス ・ マン/作， 実吉捷郎/訳  
岩波書店 1988 

〇愛知県では…
・ 天然痘患者（１８７９～１８８０年） 

約２５０人（死者約９０人） 

・ コレラ患者（１８８６年 ) 

約１１００人（死者約８６０人） 

・ スペインインフルエンザ患者 
（１９１８～１９２１年） 

約１０７万人（死者約９５００人）

資料 ： 『愛知県史 通史編６』 
『愛知県史 通史編７』 

（愛知県 2017） 

「今朝三時、 夏子流行性感冒で死す、
悲しみきわまりなし、 すまぬ、 野々村。 

自分はやっとそう読んだ時のおどろき、 
悲しみ、こんな悲惨なことが現実として
あり得るかと思った。」 

『現代日本文学館14』 「愛と死」 
武者小路実篤/著， 小林秀雄/編集 
文芸春秋 1970 

感染症が社会に対してどのよ
うな影響を与え、 いかに歴史
を動かしたのか。 天然痘やペ
スト、 結核、 麻疹、 インフル
エンザなどの感染症について
紹介されています。 

加藤茂孝/著 丸善出版 2013

スティーヴ・ パーカー /監修　ほか　河出書房新社 2017  

『いいなづけ  
１７世紀ミラーノの物語』 

アレッサンドロ ・ マンゾーニ/著， 
平川祐弘/訳 河出書房新社 1989 

ペストと「いいなづけ」（１８２７年） 

１７世紀北イタリア。 飢饉の中、 ドイ
ツ人傭兵隊の侵入とともにペストが
蔓延し、 ミラーノ領内は荒廃を極め
ていきます。 
離れ離れにさせられた恋人たちの、
苦難に満ちた逃避行の行く末は…。 

感染症の 歴史年表 

「病気が治ったと思って出
ていくやつもいるが、 た
いていはここに舞い戻る。
死んでいなくなるやつも 
いる。 これまで大勢の 
最期を見てきたよ。」 

『病短編小説集』 「サナトリウム」 
E.ヘミングウェイ， W.S.モーム/ほか著，
石塚久郎/監訳 平凡社 2016  

感染症と文学
※（ ）は作品成立年

スペインインフルエンザと 
「愛と死」（１９３９年） 

結核と「サナトリウム」（１９４７年） 

旅先のヴェニスで出会った
少年に惹かれた作家は、 
少年と離れたくないために
コレラの蔓延するヴェニス 
から離れられず…。 



当館４階にあるビジネス情報コーナーでは、 会社年鑑など企業について調べることの
できる資料や、 仕事力を高める資料、 就職 ・ 転職 ・ 起業に役立つ資料、 社史などを
豊富に揃えています。 業界情報を収集している方、 スキルアップを考えている方、 新しい
働き方を模索している方…ぜひビジネス情報コーナーをご活用ください！ 

新しい生活様式 
マスクの着用

『かんたんかわいい!手作りマスク』 

ブティック社 2009 

オリジナルの手作りマ
スクで気分を変えて
み ま せ ん か？基 本 の
作り方や可愛いアレ
ン ジ の ア イ デ ア を 写
真で解説しています。 

手洗い 

『ボクはせっけんくん』 

田島かおり/作 ・ 絵 教育画劇 2014 

つるつる気まぐれな
せっけんくんですが
両手で上手に泡立
てて優しくこすれば、

みんなの手をピカピカにしてくれます。
温かいタッチで描かれた手洗いの紙芝居
（年少向け ８場面） です。 

清潔な環境―医療従事者の活躍―

フローレンス・ ナイチンゲール （１８２０-１９１０）

『親愛なるナイチンゲール様』 

川嶋みどり/著 合同出版 2019 

２０２０年に生誕２００年を迎え
た看護師の彼女が、 戦場の
病人 ・ 怪我人を救うためにま
ず取り組んだのは、 患者に適
した食事づくりや清潔な環境
づくりでした。 

中村哲 （1946-2019）

『医者よ、 信念はいらないまず命を救え!』 

中村哲/著 羊土社 2003 

健康な暮らしのためには命の
源の水を確保することが必要
だと感じた医師は、 長年にわ
たりアフガニスタンの砂漠で
井戸や用水路を掘り続けまし
た。 講演録やインタビューを
まとめた一冊です。 

公衆衛生 人々が健康な生活を送るための組織的な衛生活動を 「公衆衛生」といいます。  

感染症を防ぐには、 どのようなことに気を付けたらよいのでしょうか？          

基本的な感染対策 

健康な身体づくり 

食事

『「g」 で栄養素を整えた
メニュー』 佐藤和子/著 
朝日出版社 2015 

「正しい食生活」
を始めたいとき
に。 

運動

『いつでもできる簡単エク
ササイズ』 湯浅景元/著 
岩波書店 2006 

日頃の運動不足
が気になるとき
に。 

睡眠

『枕と寝具の科学』
久保田博南/ほか著 
日刊工業新聞社 2017 

気持ちのよい眠
り の ヒ ン ト を 知
りたいときに。 

新しい働き方 新型コロナウイルス感染症の流行によって、 私たちの働き方も大きく

変わろうとしています。 これを機に働き方改革、 始めてみませんか？      

テレワーク ・ 在宅勤務 

職場以外の場所で働く 
『いますぐ始めるテレワークの強化書』
大串肇， 清野奨， 小関匡/著
秀和システム 2020 

テレワークの概要や各種
ツールの使い方、 ケース
スタディなどが紹介されて
います。 タイトルどおり、
すぐにテレワークを始めた
い方におすすめです。 

『働き方改革を応援します! 
はじめてのテレワーク 
愛知県テレワーク導入マニュアル』 
愛知県労働局労働福祉課 2020 

テレワークのメリットや導
入プロセスが分かりやす
く解説されています。 愛
知県の企業１０社の導入
事例の紹介もあります。 

自宅でできる副業 ・ 起業など
コロナ禍で需要が高まるネットショップ    

『無料で始めるネットショップ』
志鎌真奈美/著 技術評論社 2020 

無料のＥＣサイト※サービス
を利用して、 ネットショップ
を始めてみたい方必見で
す。 基本の知識や便利な
機能、 開業後の運営 ・ 集
客の方法などを学ぶこと
ができます。 

趣味や特技を活かして自宅で起業       

『マイペースで働く! 
自宅でひとり起業仕事図鑑』 
滝岡幸子/著 同文舘出版 2018 

「ひとりで」 「自宅で」 でき
る８７の仕事と１０人の実例
が紹介されています。 人気
＆定番から個性派まで、 仕
事の概要や開業方法、 ポイ
ントなどがわかります。 

在宅ビジネス 

ビジネス情報コーナーのご案内 

★この資料は、 愛知県労働局労働福
祉課のＷｅｂサイトにＰＤＦ版が掲載さ
れています。 

※ＥＣサイト 

EC＝Electronic Commerce の略。 電子商取引。 

自社の商品をインターネット上で販売するサイト。 
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絵本から古典まで、 著者が読んだ多種多様な本を日記のような形で紹介し

ています。 通読するもよし、 巻末にある書名索引や人名索引から気になる

部分を探して読むもよし。 おうちで読みたい本を探すのにぴったりの本です。    

バッハ、 ベートーヴェン、 ブラームスなど、 クラシックの代表的な作曲家を
取り上げ、 作曲家のうんちくやおすすめ曲の聴きどころを分かりやすく紹
介した本です。 おすすめ曲１２曲が入ったＣＤ付きです。 

江戸時代から現代に描かれた日本の鳥瞰図を多数紹介しています。

本書で大きく取り上げられている吉田初三郎は、 愛知県内の鳥瞰図

も描いており、 そのうちいくつかの作品は、 愛知県図書館画像

コレクションでも見ることができます。

読　書

おうちでも使える図書館サービス
おうち時間の充実に役立つかもしれない
趣味関係の資料をご紹介します。     

地 理 歴 史

ほ か に も

愛知県図書館の利用カードとパスワードをお持ちの方は、               

「Ｍｙライブラリ」 を利用できます。Ｗｅｂ上でご自分の貸出状況の確認や   

資料の予約などができます。 愛知県図書館Ｗｅｂサイトからログインしてください。 

クラシックを中心に、 ジャズ、 民族音楽などをお楽しみいただける音楽配信サービスです。 
Ｍｙライブラリにログインすると利用できます。 

デジタルアーカイブ（愛知県図書館Ｗｅｂサイトで公開中）   

： 当館所蔵の近世 ・ 近代初期の貴重和本を閲覧できます。  

： 当館が所蔵する愛知県関係の江戸期の古絵図、 明治期の手書き絵図を閲覧

〇 できます。

：当館所蔵の愛知県に関する絵はがきを閲覧できます。 

： 当館が所蔵する愛知県関係の資料のデジタル画像を閲覧できます。 

【本の情報】

図書館報 （あゆち） ／じどうとしょしつだより／
ティーンズコーナーの発行物 （Y ・ A BOOKS）
などで本の紹介をしています。 

【調べもの】
・レファレンス事例集

・愛知県図書館調べ方ガイド

・愛知県図書館の発行物

愛知県図書館で実際にあった質問の事例が検索できます。  

資料や情報の探し方について、 テーマごとにご案内しています。 

【将棋】

「将棋は一対一で行う」 という、 基本中の基本から始まる入門書です。

それぞれの駒について、 １つにつき約４ページを割いて説明した 「駒の

プロフィール」 などもある、 将棋初心者に優しい一冊です。 

【料理】

世界中で食文化の研究を続ける著者が出会った、 世界の米料理
を紹介しています。 ライスサラダや米のタルトなど、 あまりお目に
かかれない料理も満載！日本でも作りやすいようにアレンジされた
レシピも載っています。 

音 楽

愛知県図書館画像コレクションはこちらから↑ 

おうちでたのしむ趣味

『いつだって読むのは目の前の一冊なのだ』
池澤夏樹/著　作品社　２０１９

『名曲の履歴書　クラシック再入門』
三枝成彰/著　朝日新聞出版　２０１３

『鳥瞰図!』
本渡章/著　１４０B　２０１８

『世界の米料理　世界２０カ国に受け継がれる、 伝統的な家庭料理』
荻野恭子/著　誠文堂新光社　２０１５

愛知県図書館Ｗｅｂサイトで
情報を提供しています。

『羽生善治のみるみる強くなる将棋入門　５カ条で勝ち方がわかる』
羽生善治/監修　池田書店　２００９

※２０２１年１月末からは電子書籍をお使いいただけます。

ナクソス ・ ミュージック ・ ライブラリー

【図書館サービス】  Ｍｙライブラリ
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愛知県図書館には来館しなくても 
利用できるサービスがあります。 

ぜひご利用ください。

・ 貴重和本デジタルライブラリー
・ 絵図の世界

・ 絵はがきコレクション 

・ 画像コレクション
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Webサイト Ｔｗｉｔｔｅｒ

表紙の写真︓江戸時代に肥前国の浜に現れてコレラの流行を予言したと
いわれる奇妙な魚を描いた「姫魚図」（西尾市岩瀬文庫所蔵『以文会随筆』
より）をモチーフに、当館の職員が作成しました。 
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