
 1 

第 89 回 徳島大学薬学部の長井長義像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年５月５日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本の銅像探偵団（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私は

珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけること

を目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名

人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言

う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊

と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はそのような「スクープ銅像」の候

補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

本年の２月 21 日から３月４日まで、私は大阪千里山に滞在して、孫達と遊んで来

た。その間、近畿地方で銅像探索を行って来た。81 回の記事/fでは、宝塚市の馬上

太子像と神戸市東灘区の嘉納治五郎像の探索記を記載した。82 回の記事/fでは、京

都市山科区の蓮如像の探索記を記載した。83 回の記事/fでは、大阪市の銅像探索記

を記載した。 
東京に帰京してから、私は３月 13 日に東京谷中で岡倉天心像を探索し、その探索

記を84 回の記事/fに書いた。３月 19 日に、私は港区で芝パークホテルの犬丸像と

松岡美術館の松岡像を探索し、その探索記を85 回の記事/fに書いた。私は３月 29

日に松岡美術館を再訪した。その後、渋谷区恵比寿駅周辺の銅像を探索した。86 回

の記事/fでは、それらの探索記を記載した。87 回の記事/fでは、国立駅前の郵政大

学校にある前島密像の探索記を記載した。 

本年の４月 25 日に、中学の同窓会が徳島市であったので、私は３年ぶりに帰徳し

た。2016 年 10 月に帰徳した時には、私は徳島で初めて銅像探索を行った。徳島市

での五宝翁太郎先生の銅像探索記を16 回の記事/fに、美馬市の真鍋勝代議士の銅像

探索記を17 回の記事/fにそれぞれ記載した。３年前から現在までの調査で、私は徳

島県にも日本の銅像探偵団に未収録の銅像が多数残っていることを発見している。 
そこで、今回の帰徳を利用して、私はこれら未収録の銅像の幾つかを撮影した。

前回の記事/fでは、徳島県小松島市櫛淵八幡神社の喜田貞吉像を探索した模様を記

載した。今回は、徳島大学の長井長義像の探索記を記載する。本像は、日本の銅像

探偵団の東京都渋谷区の欄には収録されているが、徳島県の欄には収録されていな

い。なお、本稿においては、資料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文

字で記載する。 

  

（２）徳島大学の紹介 

 1949 年に、 徳島地区に所在する旧制官立教育機関（旧制徳島師範学校、旧制徳

島青年師範学校、旧制徳島医科大学、旧制徳島医学専門学校、旧制徳島高等学校、

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-81.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-83.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-84.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-85.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-86.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-86.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-87.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-16.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-17.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-88.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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旧制徳島工業専門学校）を統合したうえで、新制大学の徳島大学（学芸学部、医学

部、工学部の三学部）が設置された。1951 年には薬学部が、1976 年には歯学部が開

設された。1986 年の鳴門教育大学開学に伴い、徳島大学学芸学部（を前身とする教

育学部）は鳴門教育大学に移設された。 

以上の経緯で、徳島大学は理科系に偏重している。戦後しばらく、四国において

は、医学部は徳島にしかなく、徳島は医師の密度が極めて高いことで有名である。

現在でも、薬学部と歯学部は、四国の国立大学の中で、徳島大学のみに設置されて

いる。卒業生に、2014 年度ノーベル物理学賞受賞の中村修二がいるので、徳島大学

は日本では数少ないノーベル賞輩出大学の一つである。 

 図１上に、徳島大学（以後、徳大と略記する）のキャンパス地図を示す。本図が

示すように、徳大は➀新蔵地区（本部）、②常三島地区（総合科学部、理工学部、

生物資源産業学部）、③蔵本地区（医学部、薬学部、歯学部）に分散している。常

三島地区は旧師範学校の敷地で、蔵本地区は旧陸軍の用地であった。 

 

 

 

図１．上：徳島大学のキャンパス地図。本図は、２）のサイト/より借用。 

下：蔵本駅の周辺地図。Ⓐ：蔵本八坂神社。本図は、３）のサイト/より借用。 

Ⓐ 

https://www.tokushima-u.ac.jp/access/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M11001/36201/23630228521/
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（３）徳島大学薬学部の長井長義像 

 前回の記事/fで、私は小松島市櫛淵八幡神社の喜田貞吉像を紹介した。喜田先生

は、私の大学の大先輩で、同じ徳島県出身である。しかし、私は今回の喜田像探索

まで、喜田先生の名前され存じ上げなかった。一方、長井先生は徳島県出身で、明

治時代の大化学者であられるので、私は先生の経歴や業績を良く知っていた。私は

2018 年の NHK-E テレ（先人たちの底力 知恵泉「人生を切り開く化学式 “日本薬学の

父”長井長義」）で、長井先生の胸像が徳大薬学部にも設置されていることを知った。

そこで、今回の帰徳に際して、徳大の長井像を撮影することとした。 

 図２上に、「徳大薬学部前」の信号（場所は、図１下を参照）から撮影した徳大

の写真を示す。向かって左側の建物が歯学部で、中央が薬学部で、右側が長井記念

ホールである。図２下は、長井記念ホールの標石である。 

 

 

図２．上：徳島大学の蔵本地区、下：長井記念ホールの標石。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-88.pdf
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 徳大蔵本地区には大きな大学病院があるので、一般の立入は全く自由であった。

私は、誰にも咎められず、大学構内に入って行った。図２上の右側に写っている長

井記念ホールの横から大学構内に入ると、図２下に示すような、長井記念ホールの

標石があった。長井記念ホールと薬学部校舎の間は、綺麗な庭園になっていた。そ

の庭園の写真を図３上に示す。奥に、胸像が見えた。（本文は６ページに続く。） 

 

 

図３．上：長井記念ホール（右側）と薬学部校舎（左側）の間にある庭園、 

下：長井長義先生之像。 
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図４．上：胸像台座の碑文、下：胸像脇の碑文。 
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 図４上には胸像台座の碑文を、図４下には胸像脇の碑文を示す。台座の碑文には、

次のように書かれている。 

理学博士薬学博士正三位勲一等長井長義先生は弘化二年六月二十日徳島常三島長刀丁に生

る。家世藩士琳章君醫名高し。先生はその長子。幼にして俊異。藩の選援により長崎及び

東京留学しついで東京大学に入る。明治三年第一回海外留学生としてドイツに遊びベルリ

ン大学に學びホフマン教授に師事してその藍奥を極て十七年帰朝東京大學教授となる。甫

来幾多の兼職に十暇なきも自ら研鑽に努め發見創作世を益し人を濟ふの功少なからず。エ

フェドリンもその一とす。先生は實に我國薬學界の開拓者有機化学の先覺者なり。平生力

を育英に用ふ。今や全國大学の薬學多くその遺緒を承く。昭和四年二月十一日長逝せらる。

享年八十五。今回徳を慕ふ者相謀り胸像を徳島公園に建つ。先生は學界の太宗なり。後進

仰いで興起するものあらんか。昭和二十九年十一月 岡本由撰併書 

なお、弘化二年は 1845 年、明治三年は 1870 年、明治十七年は 1884 年、昭和四年は 1929

年、昭和二十九年は 1954 年である。 

 ４）のサイト/0によれば、撰者の岡本由喜三郎の略歴は次の通りである。 
明治３年 11 月２日〜昭和 30 年４月 10 日（1870〜1955） 

 教育者、儒家。徳島市富田浦の金澤勝の三男、のち岡本斯文の養子となる。号は対南。

徳島師範学校を経て徳島中学校に学び、大阪の藤澤南岳、東京の島田重礼について漢学を

修めた。明治 26 年４月に文部省より中等学校漢文科教員免許状を受け、同年 12 月、明治

法律学校法律学科を卒業、翌 27 年、徳島尋常師範学校教諭に任じられた。同 29 年、徳島

中学校に転じ、以後退職に至るまでの 35 年間、同校の漢文指導者、生徒監督主任として

多大な業績をあげ、二度に渡って文部大臣表彰を受けた。詩文、書に通じ、逍遥同好会を

組織して作詩を指導、退職後も儒学や漢文作詩の講義を精力的に行い、地方文化の向上に

貢献した。著書に「対南詩抄」「先哲小伝」「贈従五位志摩利右衛門」など。享年 86 歳。 

胸像脇の碑文には、次のように書かれている。 

わが国薬学の始祖長井長義先生は郷土徳島に製薬技術者養成機関の必要を認め大正十一年

徳島高等工業学校創立に際し徳島大学薬学部の発祥である応用化学製薬化学部の設置に多

大の貢献をされた。このたび薬学部創立五十周年記念事業の一環として先生の像を徳島公

園からこの地に迎え記念庭園を造り先生の御遺徳を永遠に讃えるとともに御遺志を継承す

る覚悟をあらたにするものである。昭和四十八年十一月二十三日 
なお、大正十一年は 1922 年、昭和四十八年は 1973 年である。 

 

図５．長井像の裏面に彫られた作者名 
５）のサイト/9と６）のサイト/lによれば、作者の樽

谷清太郎 (1903～1973) は高岡市出身の彫刻家。東京美

術学校彫刻科卒。帝展・文展等で活躍。日比谷公園の

ペリカン噴水の制作も手掛けた。 

https://ishinofumi.hatenadiary.org/entries/2004/06/20
https://ishinofumi.hatenadiary.org/archive/2004/06/20
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%F4%B2%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%C1%C5%E7%BB%D4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%D5%C8%CF%B3%D8%B9%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%C0%BC%A326%C7%AF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%C0%BC%A3%CB%A1%CE%A7%B3%D8%B9%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%C0%BC%A3%CB%A1%CE%A7%B3%D8%B9%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%CE%A7%B3%D8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%D5%C8%CF%B3%D8%B9%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%F4%B3%D8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%BE%B8%DE%B0%CC
http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/288619
https://www.jinyudo-ec.com/item/item-45-1361.html
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 ウィキペディアによれば、「エフェドリン」は充血除去薬（特に気管支拡張剤）、ま

たは局部麻酔時の低血圧に対処するために使われる交感神経興奮剤で、漢方医学で生薬と

して用いられる裸子植物のマオウ（麻黄） に由来するアルカロイドである。 1885 年（明

治 18 年）、長井長義がマオウから単離抽出した。 

 図６には、徳大薬学部棟の玄関を示す。７）のサイト/lによれば、玄関にある青

石ひは次のような由緒がある。 
薬学部玄関には、「1866 年 11 月長井長義はこの石を踏み長崎へ旅立った」と書かれた銘

文と青石が埋め込まれています。これは、平成 14 年に行われた薬学部建物の改修開始時、

長井博士の生家から青石をいただき設置しました。 この石は、長井博士が長崎に旅立つと

きに踏んだ石で、日本に於ける薬学の夜明けがこの石から始まったといっても過言ではあ

りません。大学を巣立ち行く若者がこの石を踏み、青雲の志を持ち、世界の薬学の発展に

貢献することを祈念した、私たち薬学部の現在の「おたから」です。 
 

 
図６．徳大薬学部棟の玄関 
 
 この玄関は一般の立入は自由であった。玄関を入るとホールがあり、左側に長井

先生の胸像があり、先生の年譜が展示されていた。次ページの図７に、ここの長井

像を示す。本像は、図３下の胸像と同版であるが、玄関ホールのは本像の設置時期

は記載されていなかった。 

https://www.tokushima-u.ac.jp/ph/faculty/nagai/ishi.html
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ウィキペディアによれば、長井先生は自身の研究だけでなく、テレーゼ夫人とともに

女子教育にも力を入れた。日本女子大学や雙葉会・雙葉学園への設立協力と化学教育の推

進など、女子教育の向上にも貢献した。テレーゼ・シューマッハ（1862– 1924.8.29）は、

ドイツ・アンダーナッハの石材・木材を扱う旧家の出身。長井とテレーゼとのロマンスに

ついては、飯沼信子著「長井長義とテレーゼ」に詳しい。 

なお、飯沼信子著「野口英世とメリー・ダージス‐明治・大正偉人たちの国際結

婚‐」にも、明治・大正期に活躍した５人の日本人（野口英世、高峰譲吉、松平忠

厚、長井長義、鈴木大拙）とその外国人妻のことが書かれている（９）のサイト/m

を参照）。 

図７．上：徳大薬学部棟玄関ホ

ールの長井長義先生之像、 
下：長井長義とテレーゼ夫人。 
本図は、８）のサイト/9より借

用。 

https://isomers.ismr.us/isomers2017/MeijiTaishouWives.htm
https://togetter.com/li/1231209
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 以上に記載した長井先生の生涯を見ると、「先生の人生は全て順風満帆。思い通

りの人生を満喫した」と思える。しかし、私共化学者には、「日本の化学界を巡る、

長井長義先生と櫻井 錠二先生との主導権争い」が有名で、結果的には長井先生の思

惑通りには事は運ばなかった。 
ウィキペディアによれば、長井と櫻井の確執は次の通りであった。 

櫻井 錠二（1852-1939）は、大学南校（後の東京大学）でアトキンソンに学び、1876 年

（明治 9 年）に文部省の国費留学生に選ばれ、ロンドン大学で理論化学を研究した。1881

年に帰国して、アトキンソンの後任として東京大学理学部講師となり、翌年には教授に昇

進した。櫻井は 1883 年に東京化学会の会長となり、1885 年まで務めた。櫻井は物理化学

の重要性を感じ、化学が原子の運動を解析する学問となるであろうとする展望についての

会長講演を行った。しかしこの講演はむしろ工業化学派の反感を呼んだと思われ、当時ド

イツに滞在していた長井長義を会長として迎えるクーデター人事が翌年に行われた（長井

会長：1886-1892）。その後、櫻井は化学会の役職からは長く遠ざかることになった。  

 宮田親平は、長井の立場を次のように言っている（10）のサイト/m）。 
長井先生は、ご自分では東京大学の理学部教授として日本に戻られたのですが、薬学部

（当時は、医学部薬学科）に移られることになります。これは私にとって大きな謎なので

すが、その一つの理由として伝えられるのは、理学部の桜井錠二教授との確執にあるよう

です。長井先生は、東京大学当局から、理学部教室の建設を依頼された。先生は理学部化

学科のみならず、工学部の応用化学科、医学部薬学科など、化学に関係する一切の学科の

建物を一つに纏め、しかもホフマン先生の考えのように、化学の建物は、不燃の構造にす

べきだ、と提案したのです。長井先生がそのころ渡独して、ドイツ人の奥さんを連れて帰

ってこられた。英国で勉強し、ドイツ嫌いであった桜井錠二は、長井先生の帰国が遅れた

ことを理由として、理学部化学科教授のリストから長井を外した、というものです。 
11）のサイト/mによれば、ドイツから帰国後の長井の活動を次のように書いてい

る。 
明治 17 年（1884）：政府の招きで 14 年ぶりに帰国。東京大学医学部（薬学科）と理学部

（化学科）との教授を兼務、大日本製薬会社技師長、内務省衛生局東京試験所長を兼任、

近代化を急ぐための化学教育と応用部門の開発に主力を注ぎ。試験所では漢薬成分研究を

始めた。 

明治 18 年（1885）：漢薬麻黄（ぜんそく薬）の有効成分エフェドリンを発見、これがわ

が国の天然物有機化学と合成化学研究の出発点となった。 

明治 19 年（1886）：再度渡独して、ドイツ生まれのテレーゼ夫人と結婚。同年東京化学

会会長（1886-1892）。 

明治 21 年(1888)：日本薬学会会長（終身）、1893 年から 28 年間東京帝国大学医学部教授

として薬化学講座を担任。（長井は櫻井により東大理学部化学科教授から外され、東大医

学部薬学科教授に専念し、化学会からも手を引いて、日本薬学の始祖となった。） 

 
（４）蔵本八坂神社 
 徳大薬学部の前に蔵本八坂神社がある（図１下Ⓐ地点）。その鳥居と拝殿を次ペ

ージの図８に示す。当社は割合大きな神社であるが、田舎風の寂れた外観である。

本社の説明板にも、「天文年間に、当地の豪族小倉美濃守が重病になり、京都八坂

神社に参篭した結果、病気は平癒した。その神恩を感謝して当社を創った」とある。

http://shutoken.camelianet.com/forum2/nagai-Forum05.htm
http://park10.wakwak.com/%7Ego-hey/ai/kobo/prof-nagai.htm
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このように、当社は平凡な神社のようである。しかし、阿波史を詳しく調べると、

当社はとんでもない歴史に関連することが分かるのである。 
 

 

 
図８．上：蔵本八坂神社の鳥居、下：蔵本八坂神社の拝殿。 
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私は45 回の記事/fで、「古事記の舞台は阿波だった（古事記阿波説）」の研究が

徳島県の地元史家の間で盛んに行われていることを紹介した。本説によれば、「京

都上賀茂神社は阿波から分祠された」と考えられている。 

47 回の記事/fでも、私は「古事記阿波説（その１：眉山に神武天皇像が建立され

た理由）」を紹介した。勿論、日本の銅像探偵団のサイトには、眉山の神武像は収

録されている。私は「日清戦争の勝利直後に、神武天皇像が建立されたのは日本中

で徳島の眉山のみであった。しかも、徳島市民の運動ではなく、明治天皇の指示

で！」という疑問を考察した。「明治天皇は、神武東征は眉山（当時は以乃山：い

のやま）から出発したことを、知っていた。」というのが、古事記阿波説の主張で

ある。 

 
図９．蔵本八坂神社の鳥居から眉山（古代阿波では以乃山）を見る 
 
47 回の記事/fで、私は全国の有名神社の殆どが阿波由来であることも紹介した。

下のリストで、左側が有名神社で、右側が阿波の元宮である。 

伊勢神社（三重県）←伊勢神社（徳島県阿波市阿波町伊勢 80） 

八坂神社（京都府）←熔造皇神社（徳島市・以乃山の山頂） 

出雲大社（島根県）←八鉾神社（徳島県阿南市長生町） 

上賀茂神社（京都府）←鴨神社（徳島県三好郡東みよし町加茂） 

諏訪大社（長野県）←多祁御奈刀弥神社（徳島県名西郡石井町浦庄諏訪） 

大國玉神社（日本各地）←倭大國魂神社（徳島県美馬市美馬町重清） 

事代主命神社（奈良県）←生夷神社（徳島県勝浦郡勝浦町生比奈） 

住吉大社（大阪府）←住吉大明神社（徳島県板野郡藍住町住吉） 

宇佐八幡宮（大分県）←宇弥（うみ）八幡宮（以乃津の加茂奈） 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-45.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-47.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-47.pdf
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伏見稲荷大社（京都府）←上一宮大粟神社（徳島県名西郡神山町） 

大山祇神社（愛媛県）←黒岩大権現（徳島県板野郡上板町大山） 

気比神社（福井県敦賀市）←気比神社（徳島県板野郡板野町鶴ヶ須） 

 図９には、蔵本八坂神社の鳥居から見た眉山（古代阿波では以乃山、又は伊乃山

と呼ばれていた）である。本写真に写っている眉山山頂に熔造皇神社がある（動画

が12）のサイト/sにある）。13）のサイト/3は、山頂の熔造皇神社と山麓の蔵本八

坂神社との関係を次のように説明している。 
大日孁神命（おおひるめ）により近代化された米作に加え、素戔嗚尊（すさのお）によっ

て初めて鉄の生産が伝えられ、急速に阿波国（古代阿波では、「伊乃国」と呼ばれてい

た）は発展していきました。素戔嗚尊は大倭（現・奈良県）の真神原では阿波神社、岡山

県玉野地方では八浜の快神社、諸国では八坂神社、祇園神社等で祀られますが、阿波一国

のみで熔造皇（ヨウゾウノスメラ）神社と称されています。また伊太乃郡（いたのぐん：

現・板野郡）御諸（ごしょ）地方では、吹越（ふっこう）大明神とも称されています。以

乃山（現・眉山）の山頂にあった神社は、現在は山下の蔵本八坂神社に下され祀られてい

ます。元来、以乃山の山頂にあった熔造皇神社への登山道に八つの坂があったために、八

坂神社の別称が起こりました。まさか八坂神社も阿波が発祥の地なんて思いもよらない内

容ですよね。 

 

補充 
①長井長義の生涯は、14）のサイト/l（日本薬学の父 長井長義を知る）に詳

しい。しかし、本サイトは、「長井と櫻井の確執」には触れていない。 
②薬学部棟玄関ホールの長井長義像に関して、新しい資料（15）のサイト/l）が見

つかった（2021 年 2 月 24 日）。本サイトには、「平成 23 年 3 月 5 日、長井長義映

像評伝「こころざし ～舎密を愛した男～」の完成披露試写会に先立ち、薬学部 1 階

スタジオプラザにて長井長義博士胸像除幕式が行われました」との記載があった。 
 
参考資料 
１）のサイト：http://www.geocities.jp/douzouz/ 

２）のサイト：https://www.tokushima-u.ac.jp/access/ 

３）のサイト：https://www.mapion.co.jp/phonebook/M11001/36201/23630228521/ 
４）のサイト：https://ishinofumi.hatenadiary.org/entries/2004/06/20 

５）のサイト：http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/288619 
６）のサイト：https://www.jinyudo-ec.com/item/item-45-1361.html 
７）のサイト：https://www.tokushima-u.ac.jp/ph/faculty/nagai/ishi.html 

８）のサイト：https://togetter.com/li/1231209 

９）のサイト：https://isomers.ismr.us/isomers2017/MeijiTaishouWives.htm 

10）のサイト：http://shutoken.camelianet.com/forum2/nagai-Forum05.htm 

11）のサイト：http://park10.wakwak.com/~go-hey/ai/kobo/prof-nagai.htm 

12）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=x0k6IxYr47s 

13）のサイト：http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/12/18/005813 

https://www.youtube.com/watch?v=x0k6IxYr47s
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/12/18/005813
http://www.toku-seiyakukyo.jp/history/nagai.html
https://www.tokushima-u.ac.jp/ph/faculty/labo/che/topics/2012012300113.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
https://www.tokushima-u.ac.jp/access/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M11001/36201/23630228521/
https://ishinofumi.hatenadiary.org/entries/2004/06/20
http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/288619
https://www.jinyudo-ec.com/item/item-45-1361.html
https://www.tokushima-u.ac.jp/ph/faculty/nagai/ishi.html
https://togetter.com/li/1231209
https://isomers.ismr.us/isomers2017/MeijiTaishouWives.htm
http://shutoken.camelianet.com/forum2/nagai-Forum05.htm
http://park10.wakwak.com/%7Ego-hey/ai/kobo/prof-nagai.htm
https://www.youtube.com/watch?v=x0k6IxYr47s
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/12/18/005813
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14）のサイト：http://www.toku-seiyakukyo.jp/history/nagai.html 

15）のサイト：https://www.tokushima-

u.ac.jp/ph/faculty/labo/che/topics/2012012300113.html 

  

http://www.toku-seiyakukyo.jp/history/nagai.html
https://www.tokushima-u.ac.jp/ph/faculty/labo/che/topics/2012012300113.html
https://www.tokushima-u.ac.jp/ph/faculty/labo/che/topics/2012012300113.html

