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輔押.酬岨・ ・

うちに、今や物理的にも精神的にも これらの

紙の本や印刷物の山に圧しつぶされそうに傘っ

ていた. しかし、この所へ来て この 『本jへ

の思いもや、変わらざるを併aい事態が生じて

も、るように覚える.この変化の兆しを少し盛り

返ってみたい

研究者としてまだ駆け尚しだったω年代から

初年代にか付て 文献金探すのに 米国団主医

学図書館側孔M)発行の厚〈て軍い，... " 

Medicu，のぺ ジをめくるのに媛渋していた.

ao年代に入り B本科学伎術情報>/タ

OICST)に電信をかけ受信管をそヂムに喫

っ込んでンソ ラスなηそのコ ド番号を宵

〈組み合わせて入力すれば 上自己の資"を電子

化したデータペース MEDLlNE(当・初三磁気予ー

プで米国から JJCSTへ送られて宣ていた.)か

ら保していた文献がたちどころに しかも、

妙縁付きで見つかるということ金初体駿したと

き略、まさに篤盆で とて也重宝させて'買った.

(しかし 当時は織統制が結柵高かったので

検索されたものをその織でプリントするとカディ

スケットに奇襲とすなどはせず オフラインであ

とでJICSTから漣遣で返って買ったプリント

，..んだ.)さらに10'手ほど縫ってこのデータ

ペーヌそのものが CD'ROMの形で閤硲館に入

るように傘旬、電"代~機線利用斜を気にしな
いで支献験ヨ憶がlli来る時代になり 大いに喜ん

でいたのもわず玲の聞で 今度"敬司事前から

このCD-ROMの内奮をネ ットワ クに徹ぜて

糾問することがー般的になった(注[).本学問

脅鎗でも 遅ればせながら今年4丹治ら この

医学関係支献の MEDUNEをはじめい〈つかの

2次漢字ltI¥ 学内 LAN~毎週 じて利'"できるよ

うに傘うた.，(ぴぷりおJ29(2) 慨しい愉稼

サーピスについておよひ本村容開。

情究"でいまこの支寧を膏"てz、るをニター

上で 必喫&支献が111ながらにして探せるのは

その度に悶梼館へI引かけてf/'l!白ばなら&かっ

たつい敏カ円前と比べたら まさし〈天国で

尚"糊なものぐさにとっては と〈にこの梅耐

時にはとて色有り嫌い

こんな風に 便利さという点で怯奮し〈進

展したと暗いえ 現盆すぐに，(<通せるのは2

次礎斜に隙られ妙録以上に内容を知りたいと

、切札淘陥， ，凶旬"樹

きには 守はη図書野館へ直線ぬか付たり 凶笹

舗が所超してい傘ければ他所治らコピ '''' 

nよせて貰わねl!.ら傘a、.倹費憶が便判に.っ

た分だけ 元の資"の繍耳震が糟え、今まで以上

に厳雛体の情~.'身の闘りに検み上がって t 、〈

羽目に傘今た.このよう4訟 をき般の.る紙の上

に配録されたものを介さず僻究室でい本がら

にして元の資"を緩めたらという、ものぐさな

くぜにせヮかちで畿が侭な入閣は模以外に色

多いらしく これに応えてネットワ ク上で

直機t組版する酬，~仰刷 ishing または e回~.

卯b!ishingが いくつ劫吋η幽敗"から奮されτ
いる.elcctrooic jωm~ls (巨長則的.)の件敏"

93与 411に1145だったものが 95年5月に"

軍船誌に刷えても、る{注幻 .今後 ますます増加

しそうで学術縁結刊行の民大手の E 虫、lÍ~r は、

同祉のLlC附~全部を電子化する予定でaちると
L、う(注3).今のところ電子被隠のみと宵うわ

けで本〈従来の紙媒体の冊子体のそれとの平行

出艇がほとんどであるが これからは あとで

述べる理由から と〈に即時使と漉通性が大恵

盆学働権認について11.E'jou耐 Bが玄となり

紙縁体のそれは消えてい〈のではなL時と 脅

えられる{注3，~) . 

今 '1'符III販されている権総で同じ請文や配

.を耐媒体で比べてみると 情報の峻体の容織

なη 貸さの遣いは勿鎗であるが電子出販の

場合に"ハ4パ テキストの向怠枝で この

"文に引則されている鼠要な支献や 関係情報

が マウスでクリ ックしただけで直ぐに探しIil

ぜ そして鶴めるという 印刷冊子体では真似

の仙来&い利点があ旬、この点で砿 それぞれ

の..文盆り配事i'1U:がデータペースとしての機

後を持つことになる. さらに [.Joomalの場

合に11.2次元の紙而に印刷できる情紺に限ら

ず鋤両や脅声をも宮脇に鎚依することが出来る.

ところで枝々研究脅i孟 他所の仕事の内容を

文献としτ知ることだけで.< むしろ自分の

研究の媛県を外に向けて公判開制''''するのが

大本なIt*なのどが これまで" その内字撃を

傘ず防備麟衡という 鉱の上に""された色の

にLて それ会{近tttl1 文字'"分については

テキストフγ4ルとして電子位されたディスケッ

トを退ることも多いが}舗鏡台に送る.編集者
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は それを彼敬の在自費者向，，=に退って そ

の学術館総に"・関するのに適した自白文で必るか

の判定を求める.すぐに線侠されること£ある

が 多〈の渇合い〈つかの間瑚点が街鍋され

それについて何闘かの昭摘の政府が傘され

(医学領織の国間的一椛紙で" 俊輔原輔の約

10%のみが}ょう中〈受埋される.ぞれからめ

版社へ原橋均'，"され販が納まれ校iEがなさ

れ印刷製本.経て出版されそれが予約綬

省や図省館に送られて ぞっと公刊が完了する.

この間(役繍からぬ頗まで}ふつうキ年から l

年乎かか..二二"岡崎問だ付でなく 人乎

印刷の費用 物としての海通経費いずれも鳥廃

に本ら傘".しかも 昨今俗学術機能の州販

が 大手の/!l隠元に事占されたこともあってか、

権誌の悩続11年々陵うている.""年から例年

の""こ11:'%の... これに引きずられて図.

館の槍館経費はこの間93%補えている{注2.3)，

これらの時間と経費の無取をなくし 備知英

般企早〈 、安く公相するに11?これに対する

讐えが従来の，.，..".削 i~h吋に対L- :!tholarly 

p刷出shin唱と岬ばれる所の 倒々の研究倉から

の電子~傾傘いし"侭lronk pr宅，""'と胃われる

也のである{桜.). ζの地合側究台t主役楠

原備そのものを{縦割‘令へ返るのと平行して

色し<1孟それなしに)ネットワ クに総ぜる.

a慌の線体への印刷と比べたら貿附怯ほとんどゼ

ロ 股摘と公仰の時間筆ゼロで躍もが緩める.

.とでこの般機治文に対するを健省綱蜂宥

の鰐舗や コメント 傑否が付加される修式に

することも可艇だし -l肢の淑脅からのこの飾

文へのアクセスなりファイルのコピ の自殺自

体が この酋文の僻舗にな句うる.f. f:. 諭支

内脊の加筆~肝正也白，，.に出来る . 級媒体のill

腕企a障がこの先どのように生き残って行くのか

と均 著作憎についてのさまざま盆問題等があ

るだろうが これ倍近い内に解決されるだろ

うし その附に響作棚の考え方自体が変わると

組われる(詮6.7)• 
か〈して 学術情報は紙という容績と買置きの

める媒，.から鍍れて熊賞カの世界に移η船める.

そして紙に印刷された学街極誌は まず係機体

冊子の維段が他の分野のそれと比ぺて筒〈 巡

報慢が符に強〈求められる自然科学系のるのか

v・j. ~ N叫 '.Iy1園

ら消え始める(注，!)) この無司肘J化以次第に触

の分野に也、そして単行学網野窃に色および つ

t、に叫問符館の衡."の轡敏から紙の本がほ

とんど消えてい〈か.知れない?

'時省線路や厳しい巾行eを聞〈ときの畿の

土の活字.追うという行為の悦びを予怒さぜる

あの"と.宵えなυイム〆クと艇の嘗り、べ ン

をめ〈る"の紙の感触，これら11 少な〈とも

学街前に闘しては郷日全容でしカ念〈なるので11な

かろうか?身辺にうずたか〈摘み上げられ

償陶"'、とは思いつつもなか&カ憾の切れ傘かっ

た 依に凶i刷された本や悩鴎とのこれまでの付

き合いも すこし潟しいことで俗あるが そろ

そろ見直す活断リキ4訟ので11傘いbと思っている.

(解餅学級綬ひらたゆきお}

途
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私と図書館

払l三1979年に喰E泉大学に赴任したので前監

キャンパスの回・鰍の記憶色均すカに吸ってい

る.今の凶命館から見れl'悶密室のようであっ

たが海洋生物聞係の経路はわりと揃っている

というのがり'flUlであった.当時の払は生物学

"と生悔と図・鱒〈らいしか行〈ところが主かっ

たので".のあ.喝附であヲた."械学"の

ある先生のお惨さんが冒1・として糊められてい

るのをしばら〈たヲてから知り 半年早〈稽機

大学に赴任していた本川先生と世間制手放いもの

だと鼠し合った.今にして魁えば沖縄で信余

所カら来た人r:1::'見，怠い人脈ネヴトワ タが

めり そういう禽傘人と人のつ傘が"があるこ

とを知らなかった当時の技々を思い届こすとお

かしい気がする

首型企ら移仮した悶術館I手順調に大き"訟の

そして使いやすく魯ってきていると思う.普は

機慢が分領書号ごとに並んでいたので 必喫傘

雄総を爆すのに情労したが今ではアル"ペ ッ

ト順に議べられているのですぐに目的の緑色主畑

渇所に行ける.繰tt金保していると 例年聞か

にわたって....が中比されていて 目的の巻埼

がないという自によ<0勺たが 寝返はそのよ

う生ことーもめまり志L、.図・飽に.，、鎗ttで也

市し込めIi倒亙サ ピスでコピ 会手に入れる

ことができる巴Ifr:tl.2カ月1キったものだが

今で俗1.，週間で手に入る.目的の後鑓がど

の悶書鰍にあるか俗 学術穆絡所組目婦とL、う

厚い目録で網ぺ.<てはL叫すなかったが 今で

[;t CD.ROMで検携できる.

払11，19伺年代後半から図寄館でアメリカの

データペース DlAlOOにつ率いで色らい、

0[OS15ファイル傘どを使閉して文献検察を行

っていた.lH作品力し 5千円から 1万円弱

で.った.，遅滞的傘贋陶もあったが "に先縄

的な研究をしているわけでもないのでヂ タ

ベ司スを使川する'"手半年に 1回くらいであっ

た.験駕結束弘閃術館のパソコシにダウンロー

ドされるのだ均 機械が遭うためデータ金自分

F理学締淘浮肉然将学符 H高泡鑑

のパソコ νに移すことができ傘かったので プ

リントされた也のを也らって研究室に伸ち

婦った. そのろちに C~川 Conl(n\S側 D切

(CCQD) (U侮Science分野}が噂入された.

し均し当時iま ヂ4スケットをユーザーがハー

ドヂ fスクにロードするシステムになっており

さらにハードテ 4スクの谷驚が織冷却'"くら

いしか&く 実則的でなかった.析しL、デ 4ス

クeロ ドするために前の古品、号.消去しな〈

ては.らずデタを都機し役に立つヂ タペ

スを作ることができなかった.CCCDの検*

絡調院院 7ロッピ で持ち帰れば 白分のパソ

コンの DBASEなどのゾプトで作成したデータ

ベースに取り込むことができるらしかったが

~"りそのやり方が分からずプリ， ，アウ少

した紙.. きち帰った.I現ヵ円分を !lに検案す

ることがで宣傘いことと また忙し〈て肱ヵH

図'館に行か傘いこともあって 自然と

CCODt使川しな <"0てしまった，当')(J.

，、ードヂ4スク容量をせめて1∞j ガにして〈

れればと駆って それを痩錯したりもした.こ

の 4円から権側した CCDDははるかに大き傘

舵也容11を持っていると思われる.図衛館の方

でフロッピ ヂィスク泊ら，、 ドヂ4スクにロー

ドして〈れるので以前よりは使いやすい.ただ

待作悦は前と変わらずあまり良'"，、.さらに

今度砿峨々な分野のカレントコンテンツが入う

ておη 前の悼を見るにi心、〈つかの他分野の

コJ テJツ.飛ばして"'"しなくて".らずそ

れ.煩わしも、.ただこれ{手段姐問または敏カ円

分をまとめτ検索しようとするからいけな‘ザヲ

で臼分間の検察式を作成しておき 毎遡附究

室治らオンラインで総禦する体制.盤えれば非

常t便利..のであ<.そもそ也カレントコ y

テンワとはこういう使い方をするべきものです

と曾われればそれまでだが 思いついたときに

少し宵いところまで調《た〈なるのが人情でゐる.

昨年初移れ タイのチュラロノコ J大学の側

究脅が紛れ r.る著者のあるを干の..文金保し

-，-
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たいが CD-RQMrtどこにあるのかjと聞か

れた.当時弘CD侭0，"はまだ傘か""J::. (1提学

海分館には.ったのか也しれ&いが知らなかラ

た}ので siok宅隠aIAbstI'X1のある初値に家

内し 保してもらった. ，年間分と ~oても何

冊也の樗い B刷。匹~l AbslI'X・の中から拷唱町*

引で傑すこと Itl.注かなか^"だ今たろうと息う

が州"慮り た. この， Hから'''''唱口l

AbslnK:1や Mc:dH曜の CO-ROMが使えるよ う

にな勺た.争生がゼミで健むa・n保すために

いき&り凶".'二行って CO-ROMで文献検察

.して自堅企.，匠途に冒つ危と6μ、<.. 日.知

らない学生が簡単に検副院してきたので そんな

に険制院4訟のかと思い自分で£ゃっτみた.噌 る

と第織に簡単にで金るのである.悶.胸1で"習

を受けたときに"それほど簡郁に越えなか勺た

がお也しろい〈らい簡単にマニュアル..棄

まずに検ポができてしまう.例え"サンゴの.. 

婚についての省文を探そうとしてキ ワ ド

に，~制限p何刻卸削刷、と AI，するとコンピュ タ

の方で眠手に叩叫の険命線引院と陀W時則酬

の検事鉱拠の"通網隆合を作oて〈れる.こう<<

ると倒筒鰍のCO-ROMがいつで6使える白うr
IIIのヂータペ白スに傘るので.rJ分州の文紙デー

タペ ス...る怠g警が郁れて〈る.しかしa・文
uいたりするに" 検館総燃をい〈つカザHl
"ごとにn分。如、ード..<スクに人れてお〈こ

とが岳嬰である.払l孟マヲキント ヲ>，のパソ

:):"'i-使っているが マ ヲ クに，，~討別刷Eとい

ラJ)い文献デー タペースのソフトがあη いっ

たん文献デm タペース金作今て必〈と "交を

明君... 

Vot_ 29削.，醐
M<・.-';1州文献.そのヂ タペース玲ら引き

'"し、作偏する鎗憶の形式でワープロに町民町込

むことができる.このソフトを使いこ&してい

るわけで瓜なt、ので大き盆ニとほ情え<<いが

マックの腿川宵.閃m館のCO-J!OM文"検'"

シJえテムの嶋崎.ヲルに制1刊できるよ号に傘る

とうれしい.今椴1:CD-ROMととるtニ筒震

の多いデ p タペ スに1:-1:，..タ ネッル .介し

てすぐにつながる砕闘のヨ〆ピュータ告側。か

隊全 DlAUlGの 810S隠"，ルなどのデー

タペ-];i-t.うている凶内の他大学の情相処局

七ンタ ーにつ必いで使勺石二とがで色ると使"

である..た 8;0初.，ical 民̂U鷲『のパヲタ ナン

パーιω隼分〈らいそろえてるらいたい.そし

て円分のa貧交を..がヲ1mしてEん<<儲文を曾い

ているかが分かるザイデーν.>インデマクス

のCO-ROMもあれば非常に有閑である.

パソ ，>をa隆近使n胎めた人は 昔納めた人

よりも商代制..機寄金使いやすい環境で使うこ

とができる."銀大学の関側納.. 由.，化という

点では倹健グループであろ うカ.その分a両党堵

のシステムを樽人でき忍メ 'J.~ト がゐる . t情報

化の一方でl 関"'"で"誌のU次.眺めて"ぺ

らぺらとめ〈 っていて思いがけないヒ:，..~'"与

えて〈れる治文とめ会うことがめる.探してい

た蛤支の次に錨ってt、る幽文が怠外r:1; iもしろ

泊った ηすること$ある. 地"女学の肉~"lに
{率先緒的色情報倹ヨI:~ステムとともにのんびり

と処絡をめくるための僻かでゆとりのめるスペー

ス."みたい.

{珂学，.段n:vだかみちお}

-，-
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l司 1i~~館新世子H ttr機システムの始動式

ギM民8匂6n 1311 (-f.;)附臨閃由航 ~11 (r'~ホ

.に休学長野崎4附 nrJ:酬"前学院を'"じ
仰向沼f6'UI!Jt1を員会の結党宅方の'"耐の色と
n'.<l鳴餌衛首位 (-JtJ車様システムの知訓，tJが行

ゎhtした
今問。。街システム11.11.織の検Mから敬えて

約:tq:(1) i3t H舎かけて完1貸したもので唱が j 

f " . 7レ ム中ι.."前システムに比《 タ，

4ア y ト . パ };式をとり '"W""の..丹

館ホ“ムペ→ジ マルチメヂ4γ/'J "ガル州
制シス 7"l" CD-RUMネッ》ヲーク検煤シス
テムGどの情側ゅーピスシス，ムに大き4注目庫内

会Eまいた><衡しいシス，ムで唱 .
この.;鋤式Ij，.r阿梅白1備側ザーピス元年j

r'IU j"閃拘fI'[)l.lj.Jとしての''''づ刊で噴行さ
れ広 した れか剣11'.1) {システムq専用'1(，1

V J| 
図3飢 11 ホームベージ1I日投 1! 

自由附の* ムベージができました 内脅u
h知らぜや桐JlU可宮内樗ですが データペ-A検
磁 (CD.ROM検術}や OPAC(所雌倫¥lnの
阿川もできるようになりaιた

'"一地時大干の閃曾館としての縛色.，均し
た fIJU;積約議lのコナ Hl:lt ilした‘こ
れは ζれ傘でr関門舗が行ヲた例示会の開制
&ネヲトワ ク}でr.I;j;する以みです.f o)li~ 
，j1f.句留は f仲:;:II~政骨先生"刻資制機JrV'襖
符猷文'"'"資料掬H欠内駐 ι""隊所iY'rr

"一一

---... 

をご一

6 

"関係礎"拠jです '''，のところ女備の波"
のみの届暗示ですが ごれに写真関斜専を加えtI

僧L.-C1i < dt肉で噌

で色たてのホームページ必ので椴備が必要で
吻が今後自主 ホームペー ジlこ H 々新 Lい怖~
，.，え 判1111守サ ピスを発委主ぜて!t<つ6
りですので ご引IJJU~さ い
" ホームベーγのγ ド，叉U

IMlp:lfhb I .hb.u 'ryu~)札ぽ-)1" です
(;..-~ fム僚理係}
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- CD-ROM符集ー

附属図書館CD-ROM情報検索システムのサービス開始

附属図e..でt三 こ の 4IJに学内 LANを

利附して CD-RQM側線検察システムのサ ピ

スの以行運}刊を"い 遺体附けよりAド運川を聞

船し愈した

E河RLサー，守でほ MEDιNE. 8ぬlog~al ATst 

陥""4-. Opti ."，，，サ パでは f権誌記帳家事IJ
をフ， <ルザパでは CUf1'C'n10伺 ents!tv 
供しています.

rヨill館内の凶梼館樽川端末は ，.でもすぐに

利川できるようにセヴトアップされています.

メニューを選択し州輔の指示に従えば比鮫

的問単f 応司検家ができます.端末の脇にマ

ニa アルを備えてあり aすのでlf~闘して〈ださ

t‘・わカら老いことは溜底本〈胸財におぬね〈

jささい

このy ヌテムの完成によ旬、学内 LAN<過
して 餅究室などから2<時間利川が百l飽になη

.した

ンステムの利川製刷会i玄1111611(火)に

中央飢で午前中に 2川 分白1で勾後から 21'川湖
附され 本艇で約50名l 分館でが.，包の移加が

あ句ました.

ERLザーパの利川可飽な焔末li.Ma自由漏h

Hf，め w・伽附 DOS (DOS!V t'f IBM fi襖
側l.Unix ~等学内 LAN 修悦吋律 (td憎l コマ

ンド利unな拘留です.

。世間tサー" ファイルザーパについては

靖末測に検討結尊川のソフトウェアをインストー

ルし傘いとf1HIlできません.このソブトおよび

セヲトア yプU:(fI貨で x.nの負制となります.

.た このソフト...似できるのは DOS

W 恥お..のみで Mxilllo仰に"対応できても、

まぜん.

同"館内のt""l!f館作"'油-.+:均ら桝川する地合
は これらのヂータペースの利川は集約です.

しかし研究室等からこれらのヂ タベ スを

利"'する渇合iニ"利刷台信号均必墜となり

原川として "料と&ります.，ただし 所属し

ている学綴学何等がその CD-ROMの蹴入。11ft-負似している喝合には 当目漢字部学科

等の歓脈民の当蹟 CD'ROMの利!!II1照"です.

例 Atl， MEDLINEの CD.ROM織人経費"医

学却が険制していますので 医学..の紋様飼

"利州青香サさえあれば どこからでも

MEDUNE '"無料で相11できます).

酬究":ii等からの利'"のために" まず 利附

filft匂を取得して〈ださい悶.館{中央館

医学毎分館}のサ ピヌカウ J タ で和IH!tlt簡

の予続きが行えます.

ただし このy ステムの利陥料金の実.. 方法

"政省情究慢での予算移し白えのみと&ってい

ますので 巾慨にゐたっては依宮鍋究賃金"っ

ている位行負担省の同窓が必要です.

制1闘が承Uされますと 糾附ホ.，，，が交付さ

れます.利川原認衝にl1ti続手順などの縦断・ー

が添付されているので、その観明に縫って機銃

し ンステムを事""して〈ださ， '. 

ERLサーパの利川方法として以次の三週

りの方法があります.

1. IJI'IIXコマνドの ttlr.etの利川

2. N.河~，~等のインタ ネヮト プラウ

ザの羽則

3 検'"樽川ソフトの刺川i

桐j附に倒しての間会ぜ先は資制サ ピス係

(内線得時子館21H. I:M(Z7閣ですまた

機器やゾヲトウェアのことに糊して"システム

符理係(内線~号 千鰍2146)にお問い合わゼ

〈ださい.

{阪分館資"サーピス係}

-，-
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CD-ROM情報検索システムの使用方法(1)
Medline， Bio怜gicalAbstraclS 

CO.ROM情報検鶏νステムの使川方法.簡単に俊明します.今回I$.MEDLlNEとBiolOS口 l

A凶 2ぽ胞についてです.Cum:nt C.側""也と錐隠記事梨引の伎町{三次号を予定しています.

図書鮪内にある図嘗餓尋問調由来では 婚初からメニュ 両面がセ ット アップされています.傾

究室袴からのアクセスで怯 まず凶包書館のホ ムペ ジにアクセスし CD.ROM検察の痢日会

湿伏する>-，ニュー両面が出てき志す.

取初のメニュ両面に白血ているデ タぺ，から 使附したいデ タペ ス...伏し その信

号を入力します.次の 5つの湿択肢から選びます.

l. ME山 陀刷。脚，.回限"

2. Current Contenl! 
3. CulTt'm白川ents(Muhi I総礎Seard)

4 健おE事療引

5. N回SC~Navig.tor 

I • MEDL刷巴 町OI09i曲 IAbstractsの温合

h旦宝宣亜主エ旦盟主主塵

(1) l. MIヨDUNE， B崎町民.A~官官句会渇ぷと

Silve1叩lalt町 InfOfmali旬、の両而になるので:stai1iボタンをクリックします.

(l) Availablc Da岨"'.，の両面仁&るので

①左側の“cbooo;cfrom rhe現 D山"，，0 の伴内で選伏するヂータペース.ク リックします.

連続する惜敗のデータペースを一度で遺釈すること色できます.

② r""，"ボタン.クリ γクします.

① 選んだデータベ戸ヌが釘側の U健 Ihtse0山 h ぜ に表示されます.

(!) .0ピポタ J をクリックします.

'" データペースについての艇明 A以xJtMEDLlNE 両面に&るので tOK、ボ ，，/~クリ ヲクし

ます.

{・} 検司露両面(，イJ スクリ ン)に傘ります.

R 拙耐 lhe....i岡田岡山nでの桝

検黄信網入力仇眠hエリアに検索前を入力し マウスでボタンやメユ孟ーを傑作して検事館 印

刷などを実行します.

両面の名称傘どについて" 次刷 (C 検索副司rut"" ma;n SPIRS艇隅刊についての艇刷j. .  

附して〈ださい.

-，-
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川 検 索

検察白人1>5<舵hエリアに検察簡を入力 (絢敬可人名 総名怠ど色可〉し .SeIIn'h・#タ

ン e クリックします(あるい俗 En~er ~ を仰します)，

'" 険機結~告示
検務胞四時エリアに検索帽胤が検欝獅単位で~示され、検禽納胤エリアに検様繍燃のレコ ド

が表示されます.

{ヨ}デ タ選*'

エリア右舗のスクロ ルパ をクリマクすると表示データの修動ができますa

必要に応じて、印刷係了rに必要傘デ タ.マ クします.

g
 

R
 

削除てしクックをンタボ回附まるめ択遣

す
を
ま

ヌ市
J
目

M

M

4
4勺
ト

u

m
-
A
W
U
 

ア

d

h

u
h
d
t
v
 

糊
山
一
拍

，，) 肉刷

印刷対~7<ザルド印刷会10ヂ タ'"lII!1iし 必慣があればひ開剛一"ポタy で限定変更

.行も¥"'Prinr;，ボタンをクリ ックします.

，.， マークのクリア

レコードにマークをつけている渇合には マ クをクリアするかどうかの問い返Lがありま

す，y目、 NO.HELPから選択します.

'"純T
F，'メニュ から''f.xit'i'" 111伏します.本当に純了して'"、かの附い迭しがありますので

川度 E州唱をクリ ヲクします.JHJJO)メニュ戸州偏に也どります.

C 検家両面'"時間inS門RS5c"間nについてのa刷 l

l 険減両国{孟3つのエリアで偶成されてt、ます.

(1) 検索語入力エリアs<町hAreaエリア

このエリアに検事隣組(傾敏'1人色 総犯などる"j)を入力し '5<.陀Vボタン.クリッ

クして〈あるいほ E剛".ーを仰して)検噂します.

このエ 'Jアの迫加オプンョンとして次の3つのボタンが使えます.

① Sugg四ボタン 側連創検司闘機能

③ ，....ボタン デタペスのNjQ;酎Itリストする8制使
③“".，鉛ro.ボタン 統御前による検現障を行う

'" 検議開校エリア5<皿hHIM慣 yA血

検察綱歴が検謀議単位で必示されます.

このエリアの追加オプy 冒 J としてエリアお側抑4つ岬ボタンが使えます.

← 9-



崎1$""'111“"".11
① S"""ーボタン 検察結懇の表示

②"Limi('ボタ y 償却縮製の絞り込み

③ R吋"ーボタン 検察組の碍入力

①℃除ar";f，タン 倹習慣履限の削除

，>1 検索結果エリア RelrievedR館。智也 A"，

検察結吸のレコードが表示されます.

V札 m 町 July1~銅

得データの左側にマークをかけるためのキ がゐるので印刷保存に必要傘デ タをマ

クすることができます.

滋示ヂ タの移動はエリア右繍の上下スクロール'‘ーをク リックして行います.

この~"ァの追加オプシ，/としてエ リア下側にある以下のポタ J場使えます.

① Ne~1 刷ー p，，，刷~ Hil"ボタン 表示レコードのスクロール

②馴 Fie抽" "8riefFieldsーボタン 金データの表示か ゐるい砿-1<ヲ 4ールドのみの表

示b・.切鯵え

③ A“旬'=.ポタ J 表示ヂータ中の，，，.から庇線検索する際に健闘する

① FuUS旭町n""C曲 FullScretイボタν 検駕結果両面をm大表示 半分表示に切鯵え

2 画面上.. のメニュ パには8櫨鯖のメニューがるります.

それぞれの文字をクリヮクするとサプメユz が利岡でき ます.

(J) File，Jニュー 検調布周"の保存と鶴み込み結束レコ ドの印刷と保存 デタペ ス

の賓現!.SP1RSの純7'"臼hメニzー テキス トデータのコピーとベース九 検家精艇の消去

(3) Utililies，Jニ，- 検察ツールを健供

{・) Record~ .J三五 マキングソーテ， /グ画面送り

m Marl<メ ニュ レコドのマクア Jマク

'"両陶磁メニ孟 印刷表示保存する際のフ方 マットをカスタマイズ

げ) View:o;メニュー 表示ウィンドウの変更

(8) Hell'メニュー ヘルヲ情仰を彼自民

3 デ タ べスの切曾え 印刷ダウシロードはメニニ，-パーの下にあるDalabase-， "Prin( 

Do..，nload"ポタyをクリックします.

以下U:_~号E対事の縄餓予定です.

(2) Cu防相ICOl11e醐

C.関川 Coo町""姐hi1盛田 '"=刈

問 権.. 配.索引

(医分"慣例妙 ピス係)

- 10-



血縁会.耐民間... '101. 29 No3 J.ly I輔

中央館所蔵の CD-ROM一覧

CD'ROMのソフト仁三 2附のカウ〆タ に犠

憎してあ η ますが N臥 I-No.2~ 1;t，'11納式です.

ご利用の際砿カウム〆タ に巾し出て下さa、
12暑の判削除K<I:主事術室内に段"，c.した.

何M何年間119∞-11 ωです.

l 縄防配布事引 ゆ91H995

2. ~凡社慨界大百何事典
九 CD-HIASK i刷"・冊制金賞諸E・4併銀 1民活

l臨 }

4 腕n.瞬間配布鳴引 1985-1991 

:;. CD'MAOAZ!NE (緯誌配4州市制 1981 

1鎮ま2)

6. CD'BOOK (閃荷内宅事情似 19&H992) 

7 現代別限の繕健知磁

8 貯波電子 U本総合年後

9 三省寧m.巨大法

10. CD斬現代紙筆術大'"興

11. ODYSSEY l ~泌1 ' 19n

12 判例体系 CD'ROM

13.日本経病府間 (11続金支配ボデータベース}

1醐四4

14. CD 毎日'瞬間 l咲ヨ2.1993

(5 令術権総総合 ~I U 1989 

"電子広勝'"

17. I t.I立(，(会凶書館品質密同線(明治期}

18. CD.WQRD (六rIN閑静曾)

19. Sh~k抑制臥kP.岬

20. 0.(0叫 Eo~li~州防C同前.ry

21. E町'"例蛸.Am何 cana19!ぁ
22. Dicl剛 nary0( Nali佃al Bioll'"ゅ"佃 CD

ROM1S提訴5
23. GIoh:>1 R""h in I'rinl醐

24. Genna嗣 B∞b in Prim 1叡~

"己の 1-1'0'はネ ットワ タg聞の CD.ROM

です.附航中はいつでも利岡できます.

1. Medli... (ω66年玲ら現在まで}

11. BiQ'句に，，1Abslr:ICts (]阪高年から現'Hで}

回 C."町前 C""I< 匂

人文系を除〈興学生物，.境、臨康医

学 J傘魚命刊字社会利孝男化学

'"事例学笥の分野の U次情報総で内字警は"

S事前から.ettr.:tでー週間単位で~僻され

ます.

W 鰻院を事務11(I~閏年から 1誕現5~までの人

女性会何学技術等の分野}

(膏料今日ピヌ係)

利用者の声 :CD-ROMは便利です

私t左中国}海から来たm学生です.今医学耐

究刊の院生です.

現代社会"情報の枕金といわれて院中の勉

強色情僚と測わってυます.文献の検場研究

の耐向などを伺lることが必穫です.そこで払は

いつ色問轡館へ行きます.rnt!Hflの鴨飼たち拡

非常に製切で然心に色々傘凶術館の利川Ii訟
を，支えて〈れ.した.その巾でCO-RQM.. サー

ピスのがを絡に殿えて〈れま Lた.弘は凶趨鯨

ですぐ金世界の文献や研究の動附習などを網べる

晴香ができるので非常に助かヲています.

るよ'"での弘の人;'1'時代11CD'RO刈会便川す

る縄合11M組処理セ〆ターへ行か&ければなら

傘いし また コンピュータが少ないので向つ

時間が非常に大変でした.文献情娠をすぐに取

れないこともあ旬ました.

現在球大'"学'"悶轡館に CD.ROM検禦聞

のコンピュータが栴えました.弘たちの傾究に

とって色 もヲと便州こ宿り助11に傘っていま

す.払はこの便利なサーピスについて感謝の気

持ちがいっ"，、で側究を頑張りたいと思います.

医学傾究科保健医学陽座

滑''''(匹以'gKun fan t.~ :7/1¥;'-) 
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叫，糊酬a・・u '" ，野川同州

妨げ恒IEDCセミナーの附111，
羽'"副 EOC-t:ミすが 51130lI (本}ヨ"'

{金}の 2n聞に機ラて UlI欧州安伺会代表

舗とr‘I長人勾勾付属~.(h!Híîq)字':11首て4欄l\Ii ~ Itました

院側ごセミナーのU的" 各聡約センター

(Eurvpc川 Oぽ，，"'C叫倒防nι可制陀}と省官3剖'"
A (DEP)で.る悶"副会凶前節聞の逮f舞金保

ち、欧州迎合 (l~問視訓 U"剛)に附する凶.. 

鮒福助の向 上縄縦に移今することと 附姐て'0
州遠合(F.U)各機制聞から潟打された州艇絢や

慌"の...および伺IIIの促進会図ることにあη

ます.

事Uf.l!lr'lに弘 "の大争に EOCが Olv.悶

会凶mfilに DE:P(o.:po‘"ory I..ib， ... '1')が照自主

れ 毎年セミナーが剛かれています.吋館山率。

開何時~年 11 円に 14 81= nの，0(; 憤斜セ y ターに

*，w.l!れました!

今附のセミナ-1;1..L両道k乍eはじめ " 

機測山r.の'"官があり 1日日ほ制帽"ドテル

会会場に 駐日欧州安"会代炎俸の..，常実利子

氏からヴィレム ヴ<ルプー，ト広報円形次長の

雌繍会阪備の代"に続いて ~ "UCの治則被

告.EU ，，~質"の似合 w関係の文総の』

話作成 また臥円欧州委~会代決，"1:(.1)1 " 川何

子氏から俗 それぞれの EU資料センターが受

付たレ 77レνスの事例に剛容があり 引倉純

.. ，ノタ ネットe使川レた情組険家の-IJ誌
のあと. r.似暴k学法x7ftl ~抵 JH詩~a~ゅの繊減
f取州統合凶民li:1家地域りがありました

セミナー.・ (沖縄鋪珍テルに続いて)

I~ 

Z 11 I 1I.t. 漏1.(.告人匁附騎tlh1f舶に会泌HIし

聞惜し.した 勺11の制弘仲縄"，ホテルから

マイクロパスf"1I!1i1.. めいに〈陶rti前線が神

側近湖に降淘していえため天気'"ずつ.. r 
~キャンパス母語障い慣に包SれていHたが、

'-7退路を 遅C..守:...，!スをヲ院内cたと

ころ wlJl liから'.lj~'/i';に~Hf:でし介

鋼管f畳 間書館の見乍巾川椅子氏による

rM.o(. r.NIt. 従8!-t:、 t-. IIた、 EUへの

~笠に対する l"ll警が.η i全域全4ヒミナーの11

位1nnることができsし "

E室井筒簡の鶴調

七、サーれ f後に予定されていた!U[J隊州安

帥会代&'"グ fレム ヴェルプースト広制1... 

. "よる?司 法ぴ"の人を対織に L 危~i夜会
はず4レムヴ<ルプヌト氏の締合により

お.'"止となりましたg

傘お'"集大勺合附掛図;!I院の EUO絢セン，-

i孟中央舶の11ft.I!際資料可留の人"付近Iニn包

し プリユマセル玖'"州仇m~~から巡られて〈

るEU~号機"閣の公え民約千出版物をはじめnu

除州安嶋会代"情L;tII (J;潟村の「陥11刊ヨ

0 _，パω"""，，与どUイドZ再σ川、組礎科 t配架し

てあη rull後来Jîで 般の人へも開牧し

てお旬 今後.すます例川の明えることが則的

されます

，.考調Ji.係)



岬<柑剛..・u VoI. 2SI N・， ，吻欄

本学紀要類紹介: シリーズ 3 法文学部

rヒュ マJサイヱ〆スj

(Ry..wi HUIl .. '" S記園開封....、liew)

，直行者 鳩摩大学法文学~人文学将人間科庁長

.. 忘年'"創刊年刊

ISSN 1].11-1銘4

本Uは 1ω4年度の本学.. の

改組4二と， .'、、l瑛婚年の3月

に;r.1Qが刊行され合.原則的

に毎年 1闘の発行を予定してい

る.I句には4・9宮ベ ジが縄

敏され、2停にほ13編が絢鰍さ

れる予定である.本年度発行予

定のzη"人間料学糸所属のニ

敏凶の退ue念..，島で..り

賞 .と ιにe~~#iに伺 õ L..

I ，るの.目指した.使111曾""

岡本舗または失J闘である.

段鍋悔絡は原則として法""'"人文学例入

間何"糸に所属する"官であるが 人間科学系

の各a空白の専攻分野と伺遣の潔い字削観'iltlU
当す.本学所属‘のtlM'の役摘も歓迎している.

また 網述の資怖を有するぬ曾との連名で他大

学所属の研究省および本学の大?院生の般捕る

"1艇で.り 広〈門戸.開触している.

羽信飽l;t.lJl立制~'"発行し 間内同大隼~研

究線開にi墨付されている.働局長健闘r:t.12'繍有

資俗者の後貨を£勺τ充てている.

本位のtn最低 人間"争..の所属敏官のe専門
鰍械が筒学曾絹字、検宵枕会字社会心理字

臨b依心痩学と~..に移ヲている

ため術総される前交の内容も

多様な.のになヮていることで

るる. .合 研究領峻の~禄佐
のみならず筒究方法として色

理・中心の踊智治・ら実極的傘研

究ヲ 4日ルドヲークr:aづ〈
ものなど多".ものとなって

いる.

創刊されて 2与という短い周l
畑でほあるが研究テーマや研

究方法などに対寸る制'"が比般

的緩や均傘本Itu.白山&学術肘鎗の喝として

梼催し舶的ているとRえよう.また ヒューマ

ンザイ エJ スという大曾な怜側みの附究矧峨の

統合化に向付て貧献しτいくことが本"の今後

の線雌でaちると与えている.

(法文字/IIiJtj価高.禁制}

本学教官著作寄贈図轡案内
1復調6年2肉ーl壌調6・f-( 11 

成'"研二{医学."

先夫怪奇形症候mおよ出S町田忠~】タプッ

ク改訂."版/a.宙耐ニ省東京..断と

治制m 出現5.10 申 50

'‘"字側 (礎学鯵}

続へゆこう 大学の議へのいざ&い/会同大

学漏献体臨隷会組鞭京丸符 1使<.I 

650.('ZG 

t主}各wn末尾の"骨I主制*尼僧です.

- 13-



嶋If.1.:1'剛刷閃槽・.. VoI. 2!1叩 Jull醐

沖縄問係資料新替案内
1996年2H -If拠調6年 511

。繍 総 包

l 沖縄県における愉桜サ ピス.... その実

駆と展開の方向/神縄県中小企泉保興公社

中小企業センター綱縮刷沖縄県中小企

縫製興公社中小金集情鰻センター 1 !188 

K∞1.3.0K 

2北谷町中間報告働金良家郊文@ 易 得

刊 風水/北谷町段育費例会北谷町北

谷''''宵審員会 】咲孔3 KOZS'CH 

3 島卑{しまーりつ，.ぷい図書館からの眺

め対縄を奨プライベ トプヲタレピュー

100ノ.ぷL、 組 総 和 馴 ポ ダ イ〆ク

i築調6.3 KQ25-MA 

4 沖咽協会礎科ヨ巨費利目録/沖縄凶会繍 . 

京沖縄協 会 199悶 3 K025.8-0K 

5沖縄鮎公開図1"'"禽}所蔵街剛 健総総合

日鯵 1謀議O年8月現在/沖縄県公共図書館

連絡会廊属枠制県立国拘内11.1992_ 6 

K027.5-0K 

6 沖縄県公共..o鰍{蜜}所線新凶 鎗能S窓会
fI録 l鈎2 11'.12月現在/沖縄恥~図拘餓
"1;覇沖縄県立凶轡館 l偲 4.3

K027.5.0K 

7 沖縄県立図由航船外協力州図・目録本館

分平成3年度~平成5年度/沖縄県立同

書館制御願沖縄県立凶内館 19制 3

K四 2-0K

8.おちゃめのカノヅJ 崎線敗退ラ yオふれ

愛パレ ヲト.外篇/玉城デニ '"原志乃

樹容浦機 対 縄 出 版 1995.12

K049-TA 

9. .f;"-パクン 9;/ 110.お'"年沖縄東京

インパクト品販会 K05I' [M 

? 頬 醤 学

". 歴 史

l 地縁..突のー断aIi/:kAI政作脊 東京

大111&作 1鈎 K初 I.OT

2 グスク{鳩}の造/色君臨正八郎曹 鹿児島

層地児局側州大空宇付属T街11本文化傾究同

l鈎5.3 (市刊本文化研究所研究集稽却)

K20I.M[ 

3 沖縄戦後初則占領資斜 1 .1∞ 附図 " 

H次/ワトキンス~・刊行審員会.. 宜野

湾 a母体1tillm.1ω4.5 ・<201-WA

4陶縦和利 【映像資Hl/沖縄県公文術館企

両 ンネマ沖縄創作郎瞬 γネマ沖縄

1鈎5 K201'OK 

B 喰聴の歴史 街鶴川/省城米首智東京

省川弘文館 問16.1 (円本歴史策禽)

K20I-M[ 

6 糸敏アプチラガマ 糸敏峰/訟段アプテラ

ダマ 玉械村(沖縄県) 先敏アプチラガマ

重傷妻同会 1995.5 K201.12π 

7. (JHQへの口$政府対応"・'"・Jt.: l1'n 

巻第"巻東京エムテ4陥腹 1994.7

11 K201苅 GH

8. (JHQ-jJ本政府来往偶文祷同次総集成

来儒編"信偏東京エムテ 4出版

l描 K201.16-GH

9. GHQ m令 SCAP[N-A.窓口次/竹前栄

治 阪 惨 東 京 エ ム チ {/IIW.1悌4.1

K201. 76-GH 

10 ・震後円本の形成と発展 占穫と目立革の比綬

研究/情"武一警東京岡本銭湯"..社

I~現5. ¥0 K20l. 76'M[ 

11. ~と文時1/古川 '10 東京朝命白山 1笠通6
1 (繊度文明と環療 省れ 9"') K200'KO 

12 官古の戦争と平相を歩く/寓市郷土史僻究

会編平良宮古毎土史側究会ゆ95.11 
K240'M[ 

¥3 沖縄歴史人名'興/島問地区小学校社会科

研究会務縮刷沖縄変化批 1岐川6.3

K280.3-SH 

U 年値/~付旋背膏徳之島(鹿児嶋) 網風

出版社 1民)6.3 K2i抱 SH

15 鍋の柿{うた} 機本H'自伝/織本正賞管

石垣ミ "-111版 1孤5.9 K袋裂g-KA

15 尚閑遍懸 伝換病医の柿雌“/小娘4問

[m阪地不明1'J嶋崎 l臨 7

同'89-KO

- 14-



輔師側剛酬・E

17 ヤマト憎い仲縄曾輸入池宮..秀怠の反

骨/禽口繍 膏 東 京 総 餓 社 1995.9

K289.1ルo

18.ぞ:-') :.-住宅地問沖縄県捕栂市羽

北九州 ゼシリン 1係施 K2!J(J.i'.E 

19 ゼンリン住宅地図沖縄県与廊際町 m

"九州ゼJ リン 1仮調6 K290.ZE 

初ゼンリン住宅地凶沖縄県科婦市北谷

'f 116北九州ゼy リノゆ96
口90.38-ZE 

21 而E:!stem 問臨時・ 同制;~e of 1，，"， 

叩 ;geof H.M.S. "Dwan';o Chlna. 'apa" 
and Fonnosa f句 B.W.0"" London J(訓

M，=ザ1875 K290.9-BA 

22. Memoin叫 'm'曲 ofMauri!附山岡

Coonl de Iknyowsky. m毎回eof t"" King 

蜘 $01 Hun例制阿刷冊。fchiefs 01 

血 Con(，.jernt;加 01'山.nd.Vol.l-2 I by 

Bcnyyo¥llsky l.or叫刷升川edfor C.GJ. and 

1.，柑附則 p"町 N，隠Icr-Row.17鈎

'"訓0.9-8E

3媛祉会科学

l あまみダ4ンエスト/沖縄司巨費連合会編

"刷沖縄奄，陸連合会 三火金 l袋10.5

K初2'DK

z 南の島のはなし/fJflC~隆'"野中減村{神
縄県} むぎ社 1996. 1 i哲太附;tOi)

Kお.j-SH

3神縄反骨のジャ ナリスト 池宮城秀憲セ

レクン aン/池宮城秀憲符 mi胴エヲイ

社団016.3 K3I}I-JK 

4 太凶剃般選集下巻 [社会文化編l/太

m制l敷脊比贋似!相夫 伊佐..一編東京

'!-l時"'.1領主6 ，笈..OT
5 公3定期集nU:1s1l/1!1立公文E書館偏東

京国立公文.館"嗣 K31O.9-KO 

6 沖縄の帝王高.弁務管/大附昌秀曹東京

制臼新.，祉 1鍵狐2 K312σT 

7 公文符の陳 也"句の閃[映像資1lJ/仲

縄恥公文書館企両 シネマ沖縄市!作郷馴

ンネマ沖縄 I咲現5 K318-0K 

. • .佑 崎山ハ4ツ臼泊金制...'"閥単調己念

，，/崎，1，ハイツt"lia金綱"刷・"'111ハイ

¥1<>1. 29 ~o 3 luly輔

ツ円泊会 1製剤 11 K318.3-SA 

9 沖縄地胤における閲際交法に関するアン

ケート調官"1';省/沖縄地様学生受.. 権準

悔傾会事務局編西原町(沖縄県) 沖縄~

械学生交淀縫進協..金.務尚 1鉱調。
K319'OK 

10 沖縄l'なぜ1>¥1'を紺否するか/安仁屋政附

他鍔 東京 '両日本出版社 1錠剤6.3
K319-AN 

11 安保条約と地位総定沖縄問刷の製部陪こ

れだ/郎創出版社編集部繍集南風蝶町

(沖縄鵬} 締罰出版社 1製誕~. lZ 

K319.I-NA 

n沖嶋から T日本の主催jを問う 沖縄米兵

少女a崎行事件と安保日米地位協定の内実/

沖縄問組編集餐員会樹集東京 リム出版

祈社 i鈎5.12 (時代金鍵む"""猷2l

K319.1-0K 
13 移鋤平相礎科館料同‘県立平初術念資料館

測船15周年配念/神縄県立平相術念演字幕館

糸歯肉 沖縄県主平制術念資料館 l際調0.'
K319. g-OK 

" ヤマトンチュの大軍事 11米安保の死角を撃

つ!!/小川利久普東京小学餓 1鋭訓6.2

1<319.8-00 

15. r仲縄の太陽j物脂 女子高健生の沖縄

への愛島ぐるみの闘いへの序胸/大西鯛

紐智甫嵐原町{砕鴫保) あけぼの出版社

1995.7 K319.8-0N 

16 枠嶋の告発安保 基地の実鯵とその抱警

箪則地強制使倒問削で領後5心停の政治を紘

u沖縄県平和書員会編南風原町(沖縄

県) 1..11ぽの出版問調6 K319.S-0K 

17. 11米地位協定の見直しと安保 基絶対偶米・UI地後嗣附質問鋭利に関する質料集/沖縄

県平利害署員会舗 南風原町(沖縄県) あl'
1<.のItlli，1996. I 1<319.8-QK 

18. r戦後初年jあらためて不燃でいこう 1

1鉱誕5年 市艮の不."曾集/r戦後初年

市民のィ、依rr1!J意見広告選東京社会

府首位 四議5.11 K319.8-SE 

19. j電磁申し立て基地沖縄峨峨続報の紙自に

見る!/縫E手術報社編集局編郡朝 議.. 

~，副社四95 . 1 2 KJI9.S-RY 
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輔，字削剛銅剣

m 神縄カら平仰をUi< エミ ル沖縄への

旅/清水貧編普東京あゆみiIl脱 1鈎5
¥0 K319.8割4

21 盆武町移民金"1脱線告併/金武町敏宵""

会 1995 K~14.4' KI 
n 沖縄県におけるニューピy ネス怠温調盆

ニューピクネス企"イメージとその湾民 "1
飽作郎覇沖縄県中小企寮板興公社沖縄

県中小企..センタ 】使交，.J 

"おー]-01<

n うすれゆ'"刷文化教舗とnmzaの附

押/大山了己1書棚ひる開 l臨 12

K361 . ~'OY 

M 沖縄の民衆愈鱒/大川針秀符 .京衛政

社】鎗:.;.12 K~陥1. 5 . OT

25 アセア〆 仲縄k住フ，ーラム柑倍I!I<t、
附2000年tこ向けて アセア Jのk位たちU
今/沖縄県総務，.知事公1r ~r，捌沖縄恥

総務部知事公室女性政策室 1994.3 

K367.2-0K 

26. .察側告視野 男女共伺唱修同盟社会をめざし

て/対咽県総傍'"知事公当官郎劇沖縄県

健務 t'II ~l・公室女怜政策室 t悌 4.3

時 ，7.8-0K

27 昭総の仕事ガイドプ γク いま 求められ

る福祉の仕'J(/沖縄県倒祉人材セ ノタ

郎副沖縄県偏枇入村センタ ゆ95

，あ9-0K

28 箆かなシェアライ 7"'"えるンンポンウ

ム ~~禽/洲崎県長寿社会感興財附廊

制沖縄県長寿社会縦興財同 1994

K瑚 2-01<

z9 真術雌舎のひそひそ魁 お年脊ηの時思郷

作りと反"禄との闘いの内陣/大台兵力掌警

東京エール11¥版n.1使訓6.'

K三;9.26-0H 

'" 厄城"における般投策終の配鋭戦没貧名

1i*/ft没合名簿事編襲安“会 玉峰村

{刈縄県} 般投禽名簿等編集委員会 1関，.

5 ，あ9.3-TA

31 台湾依育省強健司"轡 1R1I1E'. )JJ~ 
合".濁般向曾 lOOI-1911 K370.TA 

32 宿れるヂイパック 対縄餅倣背.'"時/聴時

情報交ft:li.mJII;駅梅原新柑性 問ヨ5.11

V<>I. 211 Nol July刷

K372'RY 

33物細文殿"の研究ノ花城街H 郎新 IE 
域有"A. 1992.12 K375.2-HII 

" 地路大学の殺宵線"の政革/浴時大型炉"脊

改事専"開会緬 耐"'Jlf(沖縄県} 地線大学

ω倒 5 K3n-RY 

35 活様大学物理学科川窓会.. 第2号/地時

大学物理学科同意会商原町{沖縄県} 崎

様大づ学物F理学特刷晴会 1995.8 

K3n.9'RY 

，. みすを他う人づ〈 η/比猶l欄衆蒋持率川

見本1!1';foまちづくり側究会 1誕.

K379.3-Hl 

37 佐保列島民俗と伝ホ/高峰見符東京

本厚住 1995. B Kヨ5O.4-TA

誕弘編!1I1i!i続首公集カンマヤ記念/.¥lIIfII宵

雌嘗 ，Qf， tJl~民的学会 1994.9 

K382.1-HO 

39 民俗学の視座制11情.先生カνマヤー配

念..文副長/劇恒例，智雄先生カンマヤー配念.. 

文集制鋼隆司ou会編 会名 f:l'~民的学会

19鉱 9 ，鎗2.1“0 

40 近世先肉の生活習俗/J区本即時普 ".， 
ひるぎ社 1鍍訓6.2 K沼4.TA

41 仲縄の務次別枠広伶性初本どの積損

非常疎/佐久IfI';H~菅 慨麟 ]lfif沖縄社

l領事S.12 K3B6'SA 

4z沖縄の名宵残しておきたい倍l'!Ji:N:し/

伊良機長際解説外'"鯵訟を}刷潮丙BH

町(沖縄県} 郷 1:1ll阪 1992.3 

K穏当8.8-HO

43. !国号たの小ぶしの中で/上限磁場穂村蝿

内PSJAIIlI'il.1説。ふ， ，滋B.9"UE

4期自然科学

』 沖縄の散学史 艇部突を脅える/骨智弁敏行

符郎刷欄持政行 l野4.3 K4I0.7'M] 
2. 1it素地誕列島 「地衡がな"Jは逮慣/且I

藤桁三t，制胤脇町(抑縄県) 月刷出版

】凱ヨ5.12 K453.2広A

3 サンゴ組の峨 4伝説越市大度調師陣/内平守'f

編郎胴持縄県'"境保健部向精保禍課

1991.3 (お金なわ掲の1'It.1;1l!!家 J) 

K~55 'OK 

- 16-



岬岬..刷酬

4 丙~，，/脊見先約省東京;:-It合山脈

1995.7 K462'YO 

5 沖縄中んばるのa他界的~rl然を&ぜて下

れないのか/伊礁粛閉符東京皆様.!Hli

1995.12 K462.1-lT 

6 マJ ガ地疎金総ろ A安市 '"が食織 '" 

唆問雌を自民本治、ら解決する/川上ケイ版

作 林 東京ザ J マク出版 1使ヨ5.8

K4(i5-KA 

7. ，川 {有州生物"1虚寮革命 ， .. 震が?主主

る 工ヨ震が変わる/比櫛照失明医修 東京

線合斗ニコム 目指 10 (EM例報大"将

2) K465倒"'
8.0依maw~ 湖の危険な生物たち 崎通産ぴとダ

イバーのためのガ4ドプヴク/宵'"可央

制 ヲ号満共著 nli'" 礎E刷、版社 l磁誕5.3
K481. n.Yo 

9 神剣のl'tM 符芳'''' 附録/許縄県立情物

館編~r，1I沖縄県立問物館友の会 1992 

11 K484'OK 

10. HたれたtM//lIl.JIト夫lIf Hr.馴沖縄'，¥1、

ンセン絹予防協会 1982.9 K-I例!!46"S"

11 沖縄恥地樋住民の健雌に附する隙隙f学的飽

合研究/竹中紗阿賀情究代表 内原町(沖縄

M) 1it事大学 1991.3 K4掬 07.TA

12 気がつItI;!百歳 前の島沖縄の健M医長々

カら学ぶこと/秋lIia史警東点大修館

脅趨 19%.11 K498.38-AK 

¥3犯としょηと食事健康長帰.めさして/

伝崎健久低4ド貫子"'町沖縄県長"社

会保興附問 1卯 K4¥焔'"れ'̂
14 ハー〆セ J病医療ひとすじ/鳳川安箸東

京自披~I!i出批 3 K496.6"SA 

5鰻工 学

l. ijr，・a市阿倍棄物処尾処分岐状調官及び将来計

闘に閲する倒的向 ["版地不則] 円本燭

J寛8・1生センタ 197'J.:I K518.2-NI 

2 沖縄の本訓"拳沖縄注Z官官、務会 1従事9.5

，.ι :!!I NaJ '"11 I集部

修東京 τ'OSSliI腕 1鈎 ;;.4 地".. 

塊依宵の本シリ ズ地正棄を救う拠生物

'"第 i轡) K519.07-CH 

s 水の汚れとその浄化/比a;!KI夫監惨 東京

TOSS 11¥販 1995.4 i地t棄却機敏育の本

y リ ズ地絡を教ろ倹令絢日M:1$!:2巻}

K519.07-CH 
6 生まれ変わる生ゴミ/比嘉照夫監修 東京

TOSS /l¥賊 1 駁ヌ~. 4 {地'"府機"ffの4ド

ンリー;t;. Jt!!l棋を救う微生物 'M 筑 3巻)

K519.07-CH 

7 安心してAべられる農産物/比盛畑宍監修

東京 TOSSm脱出)5，-1 (地縁環境政

ffのφニン リ ズ地縁.. 会う徴生物'M
第4巻) KSI9.07'CH 

a 安心して食べられる合優物/比高照央臨修

東京 TOSS III腕 1995.4 (地縁期'.殺

脊の本ンリ ーズ 地械を紘ぅ徴牛拘'"

第s軒目19.07-CH

9 消えゆ〈沖縄の山 111 . M : Jtlll続犠/沖

縄4一段育文化資約4ピシタ 慨瞬沖縄時

事州版 1係施 K519.4-0K

¥0 狩年学生の肉然保提運動に閉1与する/字仲

純符"'騎沖縄大字数費ゼミ r，.縄の本J
有志 H抱7.11 K519.8-UI 

11 おきなわの白烈と'"機 ふるさとのよりよ

t 、."慮.めざして/"'.. 殺育制i続本作成"

U会綱都続沖縄県環j真保健，~公初村議

". 1凱ま2 K519.8'KA 

12.対縄にお付る，.帰前近代注績の温産にI則す

る測査餅3旬 報告内/11本"察学会九州支

舗 両院日"f !I)ド包察学会九州支'"抑縄支

所網代初究雀t司会 1995.5 K521-NI 

\3同縄のi霊祭/付制""鱗凶~ ij~側 沖縄

をさ認す岬 国杭3 K526-0K 

14 瓜湘しぶくキピの刷機後前大東島僻泉

N興小史/摘願伯位前原寿子雀."百

前傾好子 1996.2 K鵠8.1'MA

K518.2.m: 6績 虚 鱒

3 下水温30年のあゆみ/許縄県土木建築節下 l 仲縄県地.t6I~業傾興祈ピ:/g/ 拘i!; 八

水廊刷仲縄県 k木健策;'iif*温3葉 市山地滅の地地織業の"'興について/沖縄

¥9馴 12 K518.2.0K M 都頗沖縄鮎 1991.3 K佃 ¥'OK

4 弘たちの生活に俊虫つ自量生物/比"剛夫監 2 婦 向 そιてふるさと 臼ら考え自ら行

- 17-



取4阜大学附凶関...

う地楓づくり/沖縄広報セ y タ紺廊覇

沖縄県鎗務都地方様 1篠崎 3 K602-0K 

J. EMで生ゴミ を稀均す家庭菜阻治ら.，.

利附まで/比高照夫普東京 ザンマーク

出版 1995.6 K513.4H Il 

(. EMでつ〈 る家白菜凶 だれでもできる白

然農法'晴海 自然護法医師側党側提セン

ター i筑ヨ5.4 K6IJ.43-EM 

5 徴生物が文酬を教ぅ 大地を際"さぜる

EMの禽，$/比事照夫被自臨界ー警東京

クレスト性同課5.12 K613.56-Hl 

6 伶定高倹飽鍵幾何州当事入計両/沖縄県.仲

ホ童館繍>>r，JI 沖縄県a林水&/11.1捌
K614.a-OK 

7沖縄のさと ろきぴ脊伺事業/沖縄県鹿梨瓜

"..悩... 産ft Jlf，覇沖縄・黛鉱".崎槍

寮鍵重限 1994 K6J7.1-0K 

8 沖縄の街づ〈り 経づ〈りに福治すつる樋

物争毒性と利開法/平良一男他管浦添

沖縄出版 問調6.2 K629.1-TA 

9 金武町0・首川マノグヨ プ同校報告S/金

"町"育委健会"金武.f(沖縄県} 金武

町段宵安健全 1993.8 K652. KI 
10 沖縄県海海レ ンャーの実婚網査報告曾/神

縄県観光繍発公社 沖縄県中小企果樹興公

社中小企業情報セ J タ編廊覇沖縄剣

VoI， 'l!I地.1 July 1珊

縄高進印刷 1関5 K726.7-KY 

6. .知事問写奥篠 .写真で見る審制高のあゆ

み/.111硲蛇編集委員会編a島 大食見村

。中縄叫} 事知事館刊行会 l鈎 5.12 

K748-KI 

7 源う衡とまるホ O伝暗waAm田 iManillノ

砂守勝巳智東京クレオ 1境賞5.8

K748-SU 

8 重量谷山花織般 企肉隈/限谷村立雄史民的

資" 畿谷村(沖縄県) 鶴谷村立歴史民俗

資特l!Il.1鋭契5.， "閃3-YO
9 八盛山の心 ト.，d?ーマと人生/商原洋

子細欝東京国支社 1995.11

K761'NI 

10.沖縄県吹奏楽連盟'"年史/沖縄県吹奏蕪違

盟浦海神縄県奏奈連盟 1993.12

K764.6-0K 

11 耐を機る刷Th<B田101/111村怒子宝

島組篠錦繍管東京宝島位 1993.12

K干G7.8-KA

12 衡沖縄の倒釣り 員暢，'，原のポイ J ト集/

機 ー人警沖縄フ 4ヅシング沖縄社

1援拠5.8 K787.1'JO 

13 噸釣り58'湿 l 沖縄本島ポイ ント F刷".

阪光開発公社沖縄県中小企泉観興公社 " 

Paradise/新宿幾太郎管 廊剥つの沖縄

衝聞社 1鉱業;.8 K781.1-AR 

"剖".. 唱'h出 minaI旬 Kalheri....Lou 

k時~"・ Okinawa 8arday ~民 b. 00.. 1鋭視51鍵8.3 K“史g'QK

7鰻芸 術

1 鴨谷村立美術館五年のあゆみ/畿谷村敏宵

賓員会畿谷村 銀谷村立美術館 1995.7 

K706.9'YO 

2 沖縄決戦血に換傘った珊瑚の島/紙型箆

進作副 東 京 ゲ 〆 ク リ エ イ テ ィプ}

1鈎， K花6.1-SH

3・mゆ 宮古島入額税初陣/断虫型遊作

画東京クリヱイティプ21.1仮調5.， 

K7B悶 KA

8積極 学

l 沖縄ことlぎの散歩道統/鴻曾正治書締

調 ひるぎ社 ，.誕5.12 (おきなわ文，.

75) 叫 Z(HK
2 商法昭 八爾山石垣方曾のxiJJ富良町野

容東京〈ろしむ地時間連5.9

K飽5-MI

K7濁 1制 9親交 学

‘ ハプ柵り 沖縄白ハプ伝鋭ノ鯖!I!.堅進作 1 沖縄文芸年鑑 '995 廊珊 沖縄タイムス

画東京クリエイチ 4プ21.I袋諮問 1筑お '2 K鋭)5-0K

K726.I-SH 2. Okill>.wan院寓円 弱'"葵這尺/N唱剤。riK側聞目隠

5 ミキの旬開vキャサリ:.-M.クレメ y テ文 U陥~Ch帥関岡山 l錦5 K913'NA 

絵 まさこ佐野 ダ利支箪摘"・崎沖 3実衣照信，u土正人歌蜂/川上正人嘗 .
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輔 λ0・附凶拙酬

京 111 1:巨人 1例議5.7 K9Ed~A 

4 陥誕の配働金械けい前集/盆減"い脅

東京潮滅的"社 1訴現5.9 K917-KI 

s 米越の海再木欧的集/再本殿'1 or，絹
体律性 1叡調0・ K917'SA 

6. !ll代，.，事伍府選集 No.3 (]9!梨5年制，/'" 

代'.. 泰弧.a ~還の金制凶gtllf (沖縄県} 附

隊出版 ，.狐2 K917'GE 

7 カがや付る荒肝/}，:1I成立締符 東京 術調岡

U， 1鈎5.12 帥3O-0S

8 椴の衣/高嶋治信東京海際社間安5.11

"初'̂
9 豚の紺い/叉宵栄.~ JIOlt 文芸春株

I使:j6.3 K93O-MA 

10 埴織の風 [映像W科1/111問問失脚本隊

情尼E草作郎・. r随時の風j観光キヤン

ペ日〆推進協級会 】錫4 例"'大刈ドラ

マ) K930-RYU 

11. .itt総労(ゅうひろう) 太附と湖のか〈れん

lr : ，*"毎冷子エヮセイ集/司1<11伶子符 名

V瓜 2割 問 Jul，酬

a・家台玲子エヮセイ梅m随聞".食会事務尚

1995.12 K鉱山 su
12. 1・l治からのこぼればな し/コ'-:UI政 作 智 恵

百T 人制像作 199 K940'QT 

13.ひめゆ勾の怨念火"、にんび)/知念'h鋪
東京 4ンパクト山脱会 4ザ.， :!I m 
間お 10 K95(J.CH 

14 私の沖縄戦じ/野渦利雄菅長野ほおずを

初餅 1繁弘 10 K9!:ヨO-NO

15.剣道カメラマンの仕$/石川文ifW 東京

制和HI舵 1995.12 K95Q'JS 

"がん金鍾えて 記宥の闘仇定/必良賞仁符

侃断崎i来続似性 1995.]¥ K950-SH 

J7 さげわだつみのこえ[映惚資料l/lt'， I1ハ
仰監f若手厳晩脚本東京東映ピデオ

""る 12 (Tu副 VIDEO) K縦訓0-KI 

)8. 沼健醐的悠/有IHY.fI.主曾秋川宜野伸之重

1}. 1ω5. 12 K鋲調。附

r生}終演将家喝の記りは餅求配けです.

お知らせ

。買季休集について

平成8年7H 12日 (愈) -平成8年Bn3111 (I:lは夏季休J慢のため 開館時間に

変泌がめります.

中央飽医学部分敏 ))雌，，-金剛U 8:30-17:00 

の剛郎防川 t雌11-II附" 閉館

。長期貸出関助

平成 8!f.71'!2U(火)-平成 8if-8J131lJ(上}まで夏手休業のため長附貸出.

1iいますa 貸出岡敬Iま週繍返りで変則"ありまぜん.

返2却期限民平成8午 9Hll11 (水}造

o '"縮情艇センタ NACS1S-IR続習会の実砲について

岡崎 平耐震8年9fl26r1 (本)-2711 (盆}

均値 何時 旋広葉大学情柑健腫センタ ~3 実智重

対象定員主として絵曾大学院生5<3名

縁関会内容①NACSIS-IRの""<lJ検礎実関 ③ NA白隠".介した '"の利則

。調KY-褐示板の般世

中央館玄関(2m)に電子掲示販を鮫置しま した.，.・鰍からの.知らぜなど 縄

示しますのでご賓<.F.:さい

- l~ -



嶋OA.，.・"闘狗.・u ，~ .川崎蜘

圃圃園圃圃
[倉Ml
。 m2 1 0~]暢f厩閃MIl1還符寄町会

日時平成8年:1nl1l:1 Inl 
15時ω分一凶中おう，

刷所附面民間".，

御門事'"

0¥ CD腺0..策"蛾入経費に係わる予

.要'"について

" 平成7年度自然117系外凶凶向慣例

収・前向2・慢のは似tζついて

"ゆ 共闘判m~字削町抱必柑門安健全偲í~f

( ~ l 平成 9 今度鼠算要求について

t回 その他

協議事刷

'<1平成8年度大盤ヨレクシ圏ン収硲.. 

酋測衛について

開 平成 8 司1'- II' (I~n7張倒拘切料収*

府側測曾について

刻平成 81f.l!r対偶削除文猷惚何冊人"

両開衝について

川崎時A学附属開鴇飢CO民OM倹必

シスデ"伺川組問について

W その他

。 務211同町側聞術館趨曾奮闘会

H時平..，句 6Hl31l(み}

15時 10分ー16尚之可分
場所尉M凶曾組会.."

報告"-Ift
'" 平成s存度九州地区;-7問機館協調

会総会について

守守

(2) -'f成8年度九州地区国立大字国3"，

協a民会について

"， "t，A/:1I年度凶立大学附属凶轡館事筒

('"限n会様について

川、 平成7 年 IfU~~!鰍統計について

I~) 平成 8 IFIfI'学'1:1枇当稽の濁"y，・nに
ついて

'61コノヂンツ シートザーピス怠働制

小について

川 その他

路線嶋崎両

'"噌子凶梼館開催検制.. 急会{似体}

の""について

{別 冊Hlltlll!鰍ボラン'1{ア.，1(の事人

tニついて

山 その他

。 割前 17闘自X:~ミナ剛.. 

Ht' : 'f.f.l8年.;n 1剛， (木)ー

31[】{雀)

刻崎両/i': 11'IJ日U 神剣/!J:I;テル

・ 賓~211 1l f車峨"争附閥悶~.向
。 肉拘a前衛調R刊t1，側シヌ予ムのM動式

11時'!'r.tI:l'H rl!311 (本)

IG・.¥30$)-
刷所附酬自得鮪多IJ的ホール

内容 校学長特....務局長、砂川目前

学S追及び阿.館湿岱安尚宰の"

注生Jjの出席の色と 『闘商船衡

電子計B軍機シス予ムの蛇鋤式J
.拳汗した

中央鍵の CD-ROM

" 



輔人輔副岬酬 同旭町)，，1.醐

[人・"働] {平成8年411111発令)

氏名 '" 官 • " n • 
中揮富寓 情報サーピ"県民 高知医科x竿串柿揮l正事課課長補佐

町商健子 情報管理理健務係長 緑町揮続用組給与係長

大崎弘安 情報管埋揮雑誌情相係長 l情組管理部医学揮分周回判官理係長

阻"敏央 情相普理理医学吊分館関科智男保民 情報管用組樟肱情相係長

量域幸江 情柑管理"..務保艦荷主任 医学揮管理課川度部二幌川度，任

華野比常子 情報骨ーピ'..賢伺ザーピZ係 施担部m跡調噌話史換手

山盟温子 情帽サーピ"軍医学部分館慣例サーピ1係 情報サーピZ聾商科サービス保

"住牧子 情報サービス服審考訓査部 情相ザーピ'"医苧思分断贋科ザ-c，降

千範明子 情報管理居間内情報保 断胤何附

[図書館遭曾安健会委鋼名簿} {平成8舗が5円1A現在}

同-園名 氏名 {壬 111 u.鴫名 氏名 任 期

附属図書腫館長 比富良ヲヒ -8.10.31 医学悟柑裡 小杉忠誠 ~乱 9.却

ル 分館長 平山事叫 ー10.3.31 j切

" " 
飯捌 J轟雄 -8. 9.30 

法文学部助散慢 櫨平恒明 -9. 3.31 J:竿部教控 大塩光夫 -9. 3.31 

助""' 長部悦弘 ー10.3.31 ル 肋敏綬 "良披繁雄 -10. 3.31 

教育学部位梗 事政相干 -10. 3.31 畠宇部助粒栂 育'" 官陪 -9. 3.31 

助数授 小滞保博 -9. 3.31 助教栂 1:里阻止 ー10.4.30 

哩竿昂位四 1曹唱E 英正 -10. 3.31 e攻 持部助教問 赤鰯

ル 助教被 管 修一 -9. 3.31 助教関民崎醐 1-1札 3.31 
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.刷帽酬醐. 川:!!I ~"J J"'~ I蛸

国国図困園困園園

。 医学館分館"の州"

字削使 81Flnl日付けで医?利lJl-MIJJ? 

~Wのf凶手嶋敬照治医学..分館長に内11 され

た JHtJ::平成10年311311:1 t'('. 

。オリ又 y す Y ヨM

ll/l:~詳"オリコE ンテ y ョンが'FfR:8年 111

9 1I (火)に"われ平成 SIl.)j町人学の国学'"

争1:tlJ170人に対し I実争縮分館の業内 側同l

[医学僧分航JUtHI1旨簿]

陪・職名 K f， 任陽l

附属同1時館分断民 平IU 者リ3一10.3.31 

怯出学 位 照 宮崎 村次 -10. 3.31 

4...1'-宇都司 教問 小村 忠誠1-9. 9.加

閣制LII'H十円位慢 砂川 Ji': -10. 3.31 

II;Wf.¥lJ-: lI:隈 日剤師行 -10.3.31 

Ii法事に官、ての釦則をIiった.

また ;i rJ22U {!t:.l， Zj[J ¥ホl.2911

{判、 31n (金}に平峨， q度入学の隠乍研

究斜及びrtM争制党円宇佐に対して 511141] 

{火1.6'12411Ollには衡人n....に対し

て ー 次~"の附艇と flHn ìt. ， CI)-ROM検'"
と.. 献の入 F方法について約2時間にわた句

'"明と安川術繍.行った.

(lt' fR: 8 fJ'..) H 1 U J}t (0 

同‘-， 1( 名

一日it"J車器科学教担 小川 ，h英
復 学紋慢 量"剤事雌 『且 9.却|

行調乍 H 助政枝 伊是名初子 -](). 3.31 

i量子保檀乍助教樫 外聞畳貴子 ー 10‘3.31

医掌.. 分舗に.，する CD-肉0"檎繋且.

ríi:tJ. k学附属閃Jflt'l偲ーσぷり t，' 荷129~ 勝 3勾{温容節<1，別

ギIR.8 Ij' 7 JI泥"
~行地稼k"f.附側関.館子9α:Hll 沖縄県小娘m阿原町千以 ..地

噌".廻(8$)22'~1 内線 (ZU3) 綱嶋 ぴぷη釦制到降雪君"会

~ 


