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館長就任のご挨拶

去るl1JJI日付l'で附属図書館長を鍔命いた

しました。図書館と直後かかわりを持つように

"ったわけですが、これまでは専b利用者とし

て、い〈つかの.，.鱈との脳会いがありました.

終戦5年目の片岡舎の商事学校の図書室S場
初でした.園舎の村には 「抑制しかなか勺

"頃のζ とです.何もかもが灰じんに舗し化と

恩勺ていましたので粛俊の図・釜に予忽%に本
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があるのに諸きました.つい、 1、2年前の中

学では図簡の本を写本して使q たことがあ?た

からですa このときまで、小説勺しい小規には

一度も~.にかかゥたζ とがなかったよう匂気
がします.開架式だ勺た高校の図曾室で何気信

〈手にと勺た本が 「復活Jでした.むさぼるよ

うに餓んで夢とも現ともつか"ぃ世界にはこぼ

れたことを思い出します.
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峰開鮒問削

大学時代の図a書館は始め古い木造でした...

い冬、総屋"周囲を定『ているスチ ムパイプ

で暖房されていま しf:fs、充分ではありません

でLた.閲覧漢の中央にU大きは右段ス》 プ

が郎々と自民えていて、その近〈の"'~取り合勺
たこと会咽宥鎗の肥憶と訟烈に結び付いていま

す.間もなく孝縮のキ.'パスに拶り、立派な

図書去を~I周するようにおり ま したが唱あまり

E憶には残oていません.

大学院時代の図書館~ここはもう文献をコピ

する場所というij]i{b!強い.'"的年代の鈎め頃

でし化が Xoroxのコピ機が白幽に'"え各ょ

う"時代にな勺ていました.ζの図書館に位、

学術雄..危どの他"ドイ少の著名忽告検化学者

Emi1 Fiscter (J即 1919，1臨年J ペル賞

受賞〉随筆の実験Jートがガラぇケースに榔加

してありま した.文鰍のコピーに明.，暮れた殺

伐と し允ときでも陳列ケ ヌをのぞいていると

不息織に象句6と"勤を覚えたものです，そこ

"7メ'Jカ@大学でL"-が、白本舗のd鋭も択

山所越していました.慣れ信い英語に〈たUれ

たとき伝ど、・3震の片隅で小設に緩み耽マ， ~と

ともありました.

本当幹へ銭周されて、 28年間附属図書館にUお

世諸に包司ています. 重たい C~mÎcal Ab 

stracl.sの一冊一怖を机まで抱えて行，て集II
t< り、第~Iから目的の文敏にたどり省〈のに
何回もかかることがありました.千療へ幽して

来て、気がついてみれば、関係者の皆さんのご

尽力によマて、いつのまにか留.館も" ピ2

タリゼイシ・yの時代に入うていたのです..

Z帽瞳係へお跡、すれば、円 'Jおのデータペー

スヘアクセス Lで、鐸している文献金瞬時にし

て突き止め、"文の蛾噌ている紬U唱与をプq
y トアウトして〈札るようにた温りま した.ずい

ぶん効事良〈忽ョたと感心 したものです.

更に平成8全容4月、前径蓄の比嘉良充館長の

ときに、附属国・館で"学内1.AN~，側関し
た C[).ROM情縄駐議システムのサ ピスの鶴

行湿周~行い、 5~の迫休明ゆから本適用t捌

鈎しました..，之、 6月には 「図・備新電子計

算.. ~ステムの始動式J .of行われています.そ

2 

V札 抑制加 醐

して、 8月には弘自身 CD-ROM情線検旬憶の

観閉会を受練しました.コシピ晶 タの崎宏か

与各自がいろいろえ注情傾に直鰻アクセスできる

ζとを目のめたりにして、時代が大きく動いて

いることを実感させりれました.同時に弘にb

使いこむせるようtご"るのだるうかという-->本

の不安が溢農をよぎ，たのを覚えています.そ

れかb聞もな〈 して、佐伊良かり図寄館長のお

話しがあ旬ました.CD-ROMの鋭明会のこと

を思い出Lて私にやーていけるのか、気にはり

ましたが、変わりつつある図・館にかかわ『て

みたいという恩いもあ勺てお引き受けする己と

にはりました周

これか&の図書館ですが、電子 ~I:: 1;1-婦の

給車がかかるものと恩われます.目的とする情

報の所在，~"にして突き止めら'"その情績
が思えなが切にして入手できるようにはりたいる

のです.また、情"を電子化する誕f官地と Lて
のIII能の望書ltも魯繍されつつあります.陣争 Z、

大学図書館は若者に夢を与える寝所でも屯"れ

ばおりません.図・蛤S是に就任してニヶ月砲が

経雪たところですが、改めて責任の定大さを鏑

厳しています.

惑いにして、歴代の図・館関係者によーて立

派包レールが敏かれています司電子図書鎗への

移行方針、 CD-ROMヂ タペース@蓄積、沖

縄を発信認とする情憾のデータペ ス化怨どで

す.平成9年度科学研究費全申請して、本図書

"の沖縄関係資料コレタ シ.，のデータペース

itを錨絡に、今後"本学島学舗に事事局をお〈

lSME Onternatioll8.¥ Sぽ~ety for Mangro・
&0-町由同〉に憎界68ヶ図から禽せられる

マMグロー プ関係資斜のデータペース化、本学

餓術生物園研究.，タ-t'"心とする褒E容認研

究に闘する資斜のデータペース化、更に沖縄方

曾湾機タータペース /I:，I.tど~行う計画もあると
捌いています。

図曾鎗員の皆さんと"にνールの上を一歩づ

っ刑逃したいと考えています.歓恩騎並びに学

生の皆さん@ご教示H IIlいします.

〈きんじaう あき総理学都歓後物理:~ttお
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平成7年度大型コレクンヨ〆

「ラン ドルト ・ベルンシュタイ ン包括的な数値表」 について

ランドルトペルン ν昆タイ y数値毒視野γ'J-
Zて第3種「絡岳物理ヤおよび箇偽物理学〈被集

状態)J(21冊!英語版〉が大型コレタシ冒ンと

して凶・館に入りま したのでご紹介します。

通事事 「ラ ンドルト ・ペルンh タイン敏也劃

と呼ばれているこのデータプックの正式の名祢

は rLandolt.-蜘rnstein:Zohlenwerte und Func-

tionen 8US Physik， Chemie. Astronomie. Ge 
ophysik und TechnikJ G パイル y".タイン

〈有機化学金書)、グメ'J'/ (無線化浮金曾〉と

並ぶ包情的数値表として、ランドルト ・ペルy

シz タイン数値表は物理、化a久天文、地棒科

学および工学の分野の鼓笛 データを極めて広

い範囲にわたづて収録しています.

初代編集者で~るラ Y ドルトとベル:/"/ ".タ

インが、 「選択された活用できるヂ タを簡単

に修正できる形で研究者のデスクの上に確保す

る<<.裂」舎包繊して、今から110年以上、普の

1脇3年に刊行して以来、現在で."版(28 

books )を数えており、さらに、新シリーズ

rNeue SerieJ (l，andolレsornstein:Zahlen一一undFunctionen "四 Naturwissen
schllften und Te<;hnik) (50 books)がSpring_

er Verlagか句刊行されています.

侶晦は4巻から偶成され、第』巻が原子物理

学と物理学、第2巻S物質の集会状"の佐賀、

第 3 巻が天文学と地~，物理学、第 4 老がエ学と

いう内容に包ヲでいます.

罰閣は7巻〈名跡改訂以前lま6巻〉の織成で、"1巻が業佳子物翠埠と娘 ・蘭子、 〈以前の名

祢は核物理学と務総子物理学)、lI!2酔吟汗

理学節 矢ケ崎兎馬

およびラデイカル〈以前の名事訴は原子・分子物

理学〉、第3色が凝集伏惣〈以前の名称ほ結局

物理学と固体物理学)、第...が物理化学〈以

前の名称l'物質の巨続的佐賀〉、第s巻が地琢

物理学、第6省治r天文学 ・天体物理学、 第7穆

が生物物理学からは，ています。

グループの名憶は内奮をより良〈健主書するこ

とに配慮して変更されました.各愈にはその分

野の体系が簡潔に要領よくまとめられており、

その分留の理掘に但泣ちます.現在も析しも、デ

タ集が刊行され続けています.

現今は一つの分野かb膨大"数の論文が毎年

出版されており、研究の分野も純分化され、か

っ、相互の分野の関連性も探〈、俊雄さを増し

ています.このような研究をめぐる状況の下で

は、ラ Y ドルト ・ベル"，;.<墨タイ yの微なデ

タブックJjますます軍要な役tHを偲います。

この大量コレクシ・ン叫酎博図書館に入，

たことで、竣々の研究展開に対して大き芯動家

しが与えられたと痛感しておりますが、他大学

の方に対しても図書館網を通じてお役に立てば

惨いと廟q ています.

〈やがささ かつま 物質地滞特学科教授〉

上紀資料の程調医繍月時iま2!陸側線閲覧室のS考

資料コーナーです。

輸求紀号lま R 

" 3 
LA 

-，-



向山醐 V叫 ，311 NOL J.n. 1開

CD-ROM情報検索 システムの使用方法(2)
白rren~ Co~句，"・ ( Multi-Issue $eerclL ) 

1. CC(CUrTllnl Contolm) I関川データ選択までの爆作手順

事カーソル砂動"矢印字ーで健作し、田C<ーで酬の画面に戻ります.

111 図・舘でセ ヲ トア ヲプされているCD-ROMI府報倹鍵メιュー画面か旬、 2.ClIrren ~ Conlenta 
を還択し、H 入力します.

121 メ吻セ ヅ厨面に宿るので、"'~， 争ーを伸します，

(3) Current C曲凶，~のメイ ンメふ品 が表示されます。

'" メイ yメι zーの。Ci幽，.かりザプメニ....-OpenCCia副&を遷奴しEnt.er.与 を押しま

す.

!町 CCI凶，~~ータのー"，.表示されるので、どれか一つを還択します .【一度に複数のタータ
ベースは遥叙できません。〉

何)メ ヲセ ジ画面になるので~ Ellt.er与 を伸しま唱凡

H 栂飽及び個展作

1. Brow輔 〈コμテンツ徐い臨み}

カνントコンテYツ椅子体と悶槌に錐鉱の目'"愉絡を見ることができます，

メイ ンメι=ーでBrowaeにカ ゾルを合わせると.下のよう認サプ~ .:;. ""ーが表示されるの

で、それぞれカ ソルを合わぜて Enter与 を伸すか、ファ ンタシ..:.-' .ot'-~量得します.

111白幽e(7.，. "ク シ・ :.-'4--F・，)

I倍で選択したデータに掲鎗されている飯初の維誌のコYテンツが表示されます.

(2) By Oicipline... (ファ ンタジ .〆't--F・3)
分野の一覧が表示され、分野を君ぴ E，随，. を仰すと その分野に登録された緩初の

錐誌のコYテy ツを鬼るζ とができます.

倫}By Sollrce tilln... (フ， yタシ.yキ E ・0
Curre川IC田tent舗の情報轟である鍵，..トー覧がヨ提示され維誌名骨量選ぴF.nterキ を仰

すと、その維誌の::l" 1" ν " ~見る ι とができます。

141 オプシaシ

画面下の.プタ・ yで、著者や出版物の情組を多照したり、文豚情報の町刷等もできます，

また、次の縫路、前の鰻絡に移る場合もオプシ・yの表示に従oて下さい.

使用できるオプシ"はラィ，ィ ングされています白

ー，-
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2. Search (フリ ワ ド..，降〉

経'"のことばから文献~検察します.

メインメユaーでSearchにカーソルを合わせ、サプメニュ のSearcbse倒。nを選択して

Enter キー(またはファンクシ E ンキーF田9)を持すと、検筑幽冨にたUります.

(I) 検策画面での操作

a 圏直下のオプシ 11:"-，Alt.Fields (A比キ + F +-t-押す〉でフィ ールドサプメニュー

の一覧を幽し、検索したい分野にカ ソルを合わせて位lter'" を押します.

-倹索分野にはBasic{文献タイトル、キーワー川、 TitJe(文隙タイトル〉、 Aulhor

〈著者名).s側 r閣(文献掲織の維能包)， Sol (組み合わせ〉等が"ります“

b 選んだ分野が画面のl-'ield綱に反映されますので、Searcbatatementの"に検索悟を

入力し Enterキーを押します.

'1食焦跨の語尾に・をつけると ・より附方の籍で倹需給します〈前方 致).倹禦語の先頭

に粛をつけると ・より後の語で検索します〈後方 教λまた 検索絡のゆに 事をつけ

ると・の両側が致する曾葉、あるいは失調と語尾に・をつけると ・ではさまれた書事

を倹貿信します〈佳定一毛主〉。

c 衝iiiの Recordsの欄に、検集結身院の文献件数がg提示されます.

位}倹索結果の袈示

a 扇面下オプシaンのF・5-Search resul¥.s (ファンクシ省ンキーF・5)を仰しますと、

後策した文般の第ー番目の詳細画面b'表示されます.

."の文献に移る喝合は国商下オプシ温ンの NextRe曲'"(Nキー)、前の文隊に戻ると

きは PrcvR的。rd(0キー)U カします.また、表示されている文献情報のフロッ

ピーディスクへの保存や印脇陣、圏直下に表示されたオプνzンで操作します。

使用できるオプγzンはライティングされています，

3 検東芝支の保存・呼び出し

{l¥保存

a 検貧困函で作q た検策室えをファイルに保存する場合は、検索画面下オプシ.，の Al<
$sve Profile (Alt + Sキー〉金持し、径怠のファイル名を入力してEnter....-t-仰します.

但}呼び出し

a 保存した検索式を呼び出す縫合は、画面下オプ，.ンの AlむRunProfile(Alt + Rキー〉

~得しで PROFILFS よりファイル名を選択し、 Enter牟ーを仰します.

伺)澗去

a 検索闘面上の検索式~消す場合は、 Alt-CJear Session (Alt + C+ー)を仰します.

b 量織している倹集式を摘す場合"、メ インメニ晶一Searchのサプメニユ.>--Delete profile 

-5-
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に" γルを合わせ、 PROFD..田より"イル各を遺択し、Eo~，や-~押します.
e. Il.bいずれも刑して良いか健認してきますので、刑して良い布陣舎はy(Yes)と入力しま

す.

i制作瓜

a 新たに検索式"作成する場合 I ;I. ~ ~イ Yメニ墨 のSearc~のサプM ニ.，.-8dit profjlc山

にカ ソル4長会わせ'"胞，-与 を停します.

b. PIlm1L回の〈コNEW>で也訓"，キ-"仰し、佳"のヲァイル名を入カし検察式を入力、

画面T下のオプシ胆ンの AIレSavllPrnfi!o(Alt + S キーH 仰します。

- こζでは倹9民支の R包~，d敏は器提示されHんa 験袋三気の作成 ー 登録のみ?す.

4. Ros凶<(倹緊結果の表示)

メイ yメニユ=ーのR切叫tのφプメニ昼-，回開"酒叫!(または7:1':/タシ"'キーF・5)

に拘ーソルを合わぜ、 Enterキーを仰ιます.

‘偽作1まZ{21及び5に同じ。

皿 修了手順

111恥cキーを縛してメイ ンメニ'-"-li!iiに民り、 Quiもに均一νル会合わせてサプ〆手品ーCt"

Qを"択L、"'"'キーを抑します.

(2) fl7して良いかどうか、機観して怠たら y(Yes)キーをMJします.

{副 長lJJの閉碩l メニユ.-直面』己戻ります.

IV. Multi-lssue Searchでの後来

ここでは 2.Curr明色白nlenll!で登録した後気候式での倹震と信り、 4トーワー ド"事侵入力L
ての倹需はできません。デ タペースはー度に6件まで遣決できますe

U! CD-ROM情緒検索メユ2 一面面から3.CUfrentContents (M凶ti1鍋 uoS回，oh)を選択し、

H入力します，

121 メイ ン>，ユs のCCJSI!Iue めザ プ I-~，， - Sel偲.1 CC i悶U舗 にカーソルを合わせて"'~

キーを仰します.

。} データ覧からデ タ4長選奴し、スペース4与 を符しますと ヂ 少の先頭に.マークがつきま

す.( 度に6件まで選択できます.)選択が終わーたり、 I::nterキ を仰します.

{制メイ ;;:J.~ー の50.. 曲のザプメニー Se lec~ and ruo profile に泊 ゾんを合わせ

Eo""キーを縛して、 PROFQ.ESの相良禽弐ー覧から支え4長選択し、"""'キーを押します.

閣画面の差益示に従 q て様作し志す. (拳考調査係)

-， 
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1 9 9 7年新規購 読外国 雑誌

詑 名 明入学科

l AbdominBl lm8.ging 6N 医学・故射崎医掌

2 Academic Radiolo官Y >2N 医学 ・畝射線医学

3 Behaviof Therapy Q 教育 ー教育ι哩

‘ 
Bulletin for int.ernBtional fisca¥ 

d田umentalion M 怯文 ・陸演 ー程前

5 British journal of eduC8tional studi剖 .N 教育・教育

6 Cardiova皿ularIIno lnt.erventional Radiok軒 6N 医学・敏射線医学

7 Cli川岨IS皿;，，1Work Jou...，..1 .N 法文 ・人文 ，地域・社会科学

8 Cognitive iherapy and Rese8.ch 6N 教育 ー教育心理

9 島申nom)'Ilnd S叩'" Q 桂文 ー法政 ー政治学

10 Educational Paycbolc弔問t Q 歓育ー教育心理

11 Europe且ntaxation: a fortniqhtly review M 桂文 ・経済 ・経済
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1lII1::~相属置・.. V札却制 J~n，畑

台湾大学より真IJ!名安興編『琉歌大観』とどく

この夏いわゆる幻の円竃歌山観Jのマイクロ

フィルムが台湾大学"究図書館より縫京大学附

属図嘗鎗へ届いた.私にと 2ては侍鍵の薦球文

学資料である.

この叩融大盟Jの存在が分かョたのほ、

カ.AA'停の初夏"周女子噌豆大の須図悦生先生の

T台湾大学研究図冒館風呂本古典鎗目録J.見

て以来のことであるaさq そく須闘敏後に遭絡

を1f¥:Q-li、新聞に‘ 「幻の諸歌集ー笑古本

r旋敏夫観JJ(沖縄タイムス八六年六月亙日〉

の}文を発表して注怠を喰組するとともに.ll
鎌大学...館にも入手方の協力安依"した“あ

れから丁夜十年に屯る.私自身は六年前のー九

NY手寸一月、 台湾の台北市で関偏された第三

回琉球中層歴史関係国際学術会緩に幽閣官して、

台湾大ザF研究図・鎗で他のB集中間四賀利ととも

にこの r.. 歌大観」五価会見る続会を得ている園

初めて実物を手に殿うて鬼たあの崎の感被は、

今でも鮮明に覇軍る。この十年施代の学長、府務

局長、図・館長、問事務係長、苛曾、向鎗の敬

官'i~現に多くの人が、これを入手するために

奔走L、今日の実現をみたのであーた。琉球文

学を調停" し も ーと も勘，m:~受ける奮と して、関

係各位の結句強い努力に改めて敏，..，穫する次

第である.またマイタロフィルふを縫供して〈

れた台湾大学当局の好意にも厚〈感謝申し土げ

る.
さで，車場名ヨ...のとの内定飲火llJの優3警に

勺いては、先の 「幻の硲歌集Jでも紹介したが、

この度入手し化「琉欧大観Jがどのよう "もの

で、またどのよう留経栂~たどーョて台湾大匁に

あるのかとい勺たζとについて、その後1こ分か咽

たζとuども飢えて、若干迩ぺて"きたいと魁

うE

"場名"奥つまり笑古が"'心にはヲて編第さ

れたF1i臥大切Jの軍要そのものは、思いとご

ろでは明治問寸ιニ(-:h.D:九〉年十二月七回付

の仲縄毎日新聞の毘事に「琉散大慢の凶版jと

砲してその内警が紹介されていることで知られ

議文学" 池宮 iE荷

る.三十字碕〈獲"Jが三千余省、"もろの代

表etJt.tものが五→首、タワイニャ、テルクグ'、

ロ鋭、前持〈組鴫)二緬，官官の献金書郎、大島

の歎o--aを内容とする 向車歎Iをまとめて、

衆年度に出版の逮ぴになョているとして‘予約

まで算ヲている.だがこれがどういう事情があ勺

たのか締局は幽服されず、真唱名氏他昭和八

(-t日 三〉年十二月都"で死去している.盟

友の伊政管猷陪、その~悼又の中で、問看の
n薫敏文蝕H 東京で出版しようと@語いも@ー

たが、もう少し加筆するとζろがあるとい，て、

奥場名が断q たために出版が操たせ舷か，た、

とを$ぺている.はたして伊滋がいうように、奥

羽車名の偲合fゴけで不発に終わったのかどうか.

その後笑吉積本は泊族の手を解れて利家川県

鎌倉の古書除E銅孝義舎に移り、そこから昭和十

五年九月売りにt泊されている固東恩納寛悌のス

タヲ ヲプ・プヲタにはこの時の目録の政箇所が

貼付されていL これを見ると口調尉樹齢J
とあり、ゃ。詳しい綬酬が付いている.

沖縄図書館長夏場名安興 〈笑古〉 白旗ペ>11
き.本.は爽に著者政+厚別警蒐集並研究の筒

晶にて、官娼久朝闘篠"'"に f古をは西唾ー

但!cx努事以前ふり恢しきも盆大正の初期に至る釣

惹百年舗の有ゆる歌鴎骨量収め、而"神縄本島の

みならず、宮古八霊山の隆島をも伽へ、更に大

島@分をも札加し、従qて単に5在日欧と雪はんよ

りは摩る南島歌謡集の観ありJとある加〈、著

者の生議時Z民憎織に僧れたるー切開制暑を網趨

宅金る穆iま、英紙散に'"ても知らる.而も織に幡

鎌に止らず、研究律献を軍ね、書考.目、作省

a生名*引を付L、歌沼解釈を録し..年的に分

想現t(し、.句詞に舵ては粛盤解釈し、作者の・8鰹を犯する等金〈強備せり。初頭に益.. 久納

惟〈寄側一通).昇噂夢 〈七牧l.東恩納寛惨

tニ+ベヒ枚}、三Eえの白薮序文会原繍の"姐に付

しあり。 出帽を針菌せし"不成に終りしものの

銅〈、""としても手触すを惜しむ可さ輪本"

，. J隆寺取交ぜ一一〈泊枚。六冊仲図書).

-lQ-



. .  犬隼鮒罵問調...

二百円〈句後点は筆者が織す〉

そしてこの続明の左に、移地盟之子の fたま
の策調聴やしらくもにみ忽ちうちにまゐる無蔵や

御舟みはすJの歌と同外重の司氏〈三官)の箇所

の写腐が出ている.磯かに"境名の筆跡のよう

に恩われる.またこ ζの所を台湾本と比叙する

と、 OH'の複写本の-{)三枚目に相当すると

ころにある。歯学在舎の写真では目録の文中に

もあるように、頭注にな勺ているのが、台湾本

では地の文に入ヮてきている.これは台湾本を

謄写した際の変化と恩われ、台湾本には頚径の

あるものと.ととのように地に組み入れたもの

とが入り交じり、筆跡ゐ複数短められる。

たぶん 「斑歌大砲Jが売りに出されて枠縄で

は相当に舘魁にず.，たのであろう固ヨ限昭和十六

〈ー九四ー)年問月二十六回付大阪毎日続聞の

沖縄地方網に 「帰ヲて来い、謙欧大観伸蜘"

県で線浪の旅」と崩する紀事が出ている。 ζれ

そみると台湾本は、笑古死後稲本が古轡底に処

分される以前、神縄で書写されたことがわかる。

神縄--'1哩史の警省で知りれる紋"塊名安奥

底(初代県立図・館長〉が‘生のι4区を注いで

司H 緑イー琉歌大観稿本金7相〈和紙級一平百

枚〉は、筆者の頚後台北帝大でその遺魯のある

ことを聞きつけ、敏名の慾続令本燥に派して借

覧、謄写したほどの珍本だが、その後どうした

わげか、追厳の手を撮れて行方不明とはり、各

方面かゆ大へん惜しがられてゐたところ、長近

廻りまわ勺て神業川県鎗倉郡深沢村の脂判抽

の手に移り、目下同舎かり発物に出てゐること

がわかヲたので、事んだのは多年その行方を保

してゐた県立図書館で、早遺照会してみると立

にその本に相違忽かったが、何分ち"と手に

出しかねるやうは値段えなので、餅見旦Is"もさ

すがに'"，て取りあへず所有者に転売保留方を

積む一方、具恨の有志を鋭きまは勺てゐるが、

果して悶.が逮よく郷土に戻ヲて来るかどうか、

大いに興味視されてゐる。

号車歌大観"発符以来の蕊球較を分類的に集大

成して 々注釈を施した珍しい研究・で、こん

ど発物に出たのはも乞ろん著者のQ舗'*である。

このごつの史事でわかる乙とは、実場名安興

白羽庫補本が売りに幽され、これを察知した沖縄

慨も買い戻すぺ〈動いたが、 二百円という当時

剛一

としては破絡の高額だq たのだろう、ついに不

首尾に終わ勺たようである。しかしながら仮に

沖縄に買い戻されたにしても、今次大駿の戦火

で補厳してしまう恕速に遭遇したかもしれ悠い.

これと関連があるかどうかわからないが、比

嘉孝欄の r.魚席漫*1にほ、笑合の『その術

本"故あ令て久しく息何験蕃君の包蔵すると ζ

ろであ，たが衿縄臓で傷し〈も謹援に帰した」

と犯されいる.二百円の n進歌大観Jを買い戻

して符，ていたのか、それとも個人的に写し待ー

ていたのか、思河氏にかかるとの方面の進展は

ま，た〈住い。

上に紹介した+年酬の錐繭の中でも迩べたが、

ー九六四年神縄タイムスから島袋蓋敏氏が'"

歌大観』を出版したさい、その慣在来のー却の

先賞慢がたか旬、笑盲目建司院大彼」がもとに"，

たのではないかというた噂鱈があがうた.とL、

うのも.盛敏舗の「事事""大鰻jにはどういう資

終に依縄 Lたとい勺た編集上の経過に関する鋭

明がまーた〈信〈、しかも島袋民はかつて娘立

図寄館の司書を勧めていたζともあって、 ζれ

までの笑古 「議歌大量足」の腐集の経過も示知し

ていたはずで、それでも伝お敬えて向絹たた縦」

という・名にしたのは、これとの側わりをかえう

て暗示したものと受け取られたもの勺 しい。と

俗いうものの、笑古 r，車窓大観」はいわゆる琉

歌だけを集めたものでは芯〈、組踊も先島の歌

も入qている。しかし盛敏本l主流散といqて

も、 「古今琉歌集jゃ ".歌百後Jを中心にし

て他怖いくつかの諸歌を取り込んだもので..る.

問題は他のー般的な歌集に見ゆれず、笑古大観

本に見りれる斑歌が取り込まれていることであ

る.これが何を倉味しているのか、いわば疑念

が晴れるのかどうかは、今後のこの様歌大観を

辞織に研究にすることによーて明切かになるで

あろう。

大阪匂臼の"'.でもうー勺大切えなζ とは、お

そらく真境名安興の死後，"，も"く、台北帝大か

ら神縄保に人を派遣して 「誕歌大鰻Jを書写さ

せている事爽である.この時の仕事が台北に今

日残，ているものと判断してよいだろう.台滝

本もこれらの記事に示された内容と矛盾しなも」

違いは".や売り立て闘録が六仰と"ヲている

のに、台湾本が五怖だという点である.これも

-11-



…一子細に見ると、目次と対応するのは四冊目の途

中までで、この後半に所属する 「官官.. のあや

ごjと第五憾の f八重山鳥の歌」は目次に怨い.

しかも四情"'まもヲとも分鑓が多く、ぎ，とニ

冊分はある.要するにかつては 「宮古島のあや

ごJl;l、 口、Ii山島の欧Jと向鎌独立した魯だ勺

たことが推測できる.つまりかつて六冊本だっ

た。それが 「禽古島のあやご」が第四伺に紛れ

込むことによ，て、台湾本は五冊本に"，たの

である.

台湾志の省Z事的信内容について触れよう.今

回到来Lたマイクロヲ 4 ルムを鋭鋒にして本文

だけで計算すると、第一冊か←一 五段、娘二冊

がー個ニニ枚、第三冊が7υ、枚、第四時〈前半が

八.-c枚、 「官官島のあやごjがー七四枚)二六

枚、第五冊が八三牧、合計六n.nt究〈本文の

み. 紋でニ頁にあたる}である。ついでに君

うと元の法盆俗、マイクロフィルムに付いてい

る台湾大学図.館の配録だと繊ニセ・五.ンチ、

繍二号Dセンチ〈須関目録では縦二七・四センチ、

横九・丸センチ〉、 函十三行、利義袋鋸り

である.

これまでも幽ているように、第一備の序文は

冒頭礎歌・和司院にも巧みだ，た当時の衆繊院蟻

員獲得久朝惟が短い文書控を、次いで奄費出身で

当時ロシ?文学の権威でもあった昇・夢が概袋

L、東思縦.. 停が内定書家の母錫並音機についてJ.

.. 境名安興が 「短歎及畏副院細事の大IJJを省い

て専門にわたる得税をしでいる.いずれも大正

大停の年号があり、この時の成立とみてよいfご

ろう。序はこれだけで、伊畿管猷がこれに関わー

た筆跡がないのは何とも解せはい.伊波文雌に

"笑古筆"の資科がいくつも収蔵され笑古と

伊淡の長〈領しい関係からみて、かえ，て奇異

であるa今後の蝶星通としたい.

ついでr.考書OJとあり、五十九の.宅資

斜が示されている。裂得する馴自白みの資斜もあ

るが伝来していたらぜひ見てみたいものも少包

くはい.例えば個人歌集としては山内盛奈の

「沖縄絃歌伝周縁」、恩河朝絡の演歌名家集 「玉

山欧集J、「朝香仁親敬訪草H洞添王子議歓写ム

明治三十年代から四十年代にかげての琉歌会資

料でめる、糸議事権徴金の 「敏道」、屋花琉歌会

の 「詠歌期J、三 "組歌会の 「紘歌鋸J比謝欄

Vol. 30 Nol J.n. I附

友竹亭涜歌会の「詠草ム 禰添朝長賞の 「諸歌

集Jr詠歎縦ム普天間稼麗 「古車産歌集」、保栄

茂ま厳「斑歌集J防犯代人稽歌詠慈緩Jr二区五

都但lSJr見聞令歎犠」はど、見たことも聞い

た乙とも包いものばかりである.r溜船之時組

踊及鯛jは程紛の鴎り方の記録であろう.成年

か貨年か、それとももゥと古いものかこれも興

践が待てる.rヨE中盤踊番組」は壬申写つまり

明治二十五写〈 八九二年)伶毛に幽来た女だ

けの沖縄芝居のプログラムと恩われる.短期間

で滑えた劇団である。ζれがあれば、沖縄初の

企だけの劇団がEろいろもの争上演Lたか、当

時の線子が伺えたはずだ。これらの資料を嘗考

にしているということは この舗融大観がこれ

らの資斜を反映しているということでもある。

次いで 「作省鐙名集刊とあ，て五八O人の

疏敬作::t:tJf五+哲順に並べ勺れている。 ζれは

t訟はる五+音引きの鍬引で、これはこれで便利

だ治人 .... の磁の支る所に註の彩で個人の伝犯

に関する・き込みがあり、例えば漢謂晴林の唐

名が限緩鍵で"ること、‘座、生没年"ど、歌

人の伝紀が知られて興味深い。

次に 「歓斜解釈J.これは昭和九〈 丸三厨〉

年雑能 『方言J閤巻十号に「蕊駄取伺解釈Jと

廻して発表されてよ〈知ちれたものである.死

の翌年に発畿された。

これ以下は荷車歎作喝が紹介される。「偽徳的

代より尚散時代に重る/第ー礎自寛正二淳〈ー

町、一〉至宝暦元年(ーー七五一〉 二百九+勾咽」

とあ qて淀取があり、第一種を終わ今ている.

以下順次鰐ニ鱗第三絹とあヲて第七附までつづ

き、最後の第八舗に大島の歌ー七五首を収めて

いる. ζの大島の司船三伊波文 g所雌の 「大島の

取J(筆写ヨド〉から鳩山してあるように思える固

第三種は、耐噛が口説、+がてるく〈ち、

いるちゃゃう、はやりうた、。シデー夕、→、ー

が民... 脇信ど、+ニが長歌、節司氏、十三が短

歌〈三十字〉続人不知、

調胸囲峰、十四"がな王歎〈個人 ・続人不知〉、

十五がこ&にや ・大様こ Aにや、+プミ1ft組E薦。

伊波文庫には笑E占筆写の 「こAtlJ集をはじめ

畿つかのタ&ーナ集がある...周ほ伊畿管依綱

情聴抽則の底4比 ts.-:> t:~の軍船〈八

三七年〉のテキストから 「執£鍾入Jとf銘苅

- [2-



‘尊大学餅..・..
子」の二番を収めている。十七がつらね吉本

の 「恋の状ム十八が木'"り・京木郎"ど.C禽
合島のあやごJは、先にも途ぺたように笑古が

明治四+今易地で筆写したもので、伊磁文庫に

あH 宮古八重山の厭J，C禽古島の欧」と.，

""仲願書、分量とも一致していて、宮古現地

にζれの元に"，たテキストがあったはずであ

る.

第五冊 〈羽院は第六何〉が「八賃山局のl¥Jで

ある.これは伊議文庫リ所雌の、先に紹介した笑

古筆写の 「宮古ハ重山の歎」の後半「八貧山鳥

欧露E寄」も，考資料¢トーつにしたものと思われ

る。いわゆる三線にのせで歌う節歌でおる.

r八重山島歌節番号」の後ろには事合織永絢から

伊波嘗欧へ送られた報告字書簡合唱切れている.

これには赤馬鮪から無蔵念仏節まで八七舗が収

められているが、 .. 琉歌大観のC""山島の歌」

は 三舗の節歌が係られている.

ここでいう 「琉歌J" 八八J、六音四句体の

涜歌〈短歌〉、これより句数を多くする長歌、

上旬が五五、七五、七七と依る仲鳳〈仲歌〉と

い勺た狭い"聴ではえなく、奄爽以南の策理列島

の歌協の怠である。それでも当侍各地に多く残っ

ていた祭iC~揮はま勺た〈取り伝われてい信い

し、十六般の組踊と第四耐の宮古島のあやご、

八霊山島の欧をのぞげば、少しばかり概念を広

めた「琉"Jとい，てよい齢歌 ・歌稿ばかりで

ある@ただ飯踊を 「劇持」と曾って琉歌にいれ

たの俗、当時としても斬新だ勺たはずで、つま

りこれ低西欧では劇は要するに跨劇であり、古

〈か勺鈴の分野として取り怨われできたことを

念頭においたものであろう。短筒形演歌を 「三

十字跨Jとい勺た発想も、定型の叙情待つまり

「跨」として捉える 「近代Jの文学的信発銀に

基づいている。この命名者が笑古その人で、

「後歌大観」の編集をことあげした明拾四十二

年に 「三十字跨Jとよぷ新作疏歎を発表しつづ

げ、また三十字情の歌会も徹している.その時

真理・名は傍月'"の施号を使ゥて、 樹子窓もれ

る洋琴の音も芭線の演の蔚に絶えていきゆさ

絵師の刷毛あとか夏"の切れか久米議かりと

がた票固捜名高 と、、"ヒ析しい現歌を歌勺て

いる.当時大変江賑わいを示していた琉歌 ・知

司院の歌会が、習院は古臭い策恩や当'"とい勺允掴

剛一

除の月並み歌会でめっことを思えば、属機名の

怠気込みと、近代の跨4長良〈翠勝した先見性が

見て取れる.こうした目を持q た真憐名の手に

よqて篇まれたのが、笑古本 日綱険大‘IJであq

たのである.

ただ 「闘関」や 「三寸字祷」という冨い方に

時代の清新さを感じるものの、明治膚十ニ厚各

道よる丁目E六十年前、 4絹川暢鼻u.r(琉まき〉

大歌鶏Jを編集した際、長短のいわゆる涜歌を

中心に、口鶴 ・つらね、総隔、木遣り歌、タヴ

イιヤ・やらし、念仏場の司院を七種で梅怨して

いたζとが分かq ている.組踊各施敢に加えた

のは笑古の敏走とはL、えないし、先島や大島の

歌を除.，ば、全体損傷怨も棺当によ〈似ている.

ζれを多宥にしたのか、それとも単"る暗合な

のか。「驚歎大級」はいま現れたばかりであ，

て、結循を~<了必更はあるまい.

全体を見て、}つの疑閣は、上の明治吻箭聞

で CH固と宮古のγ ゴ岬波文学士的}劃

するとあるのに、結局おもろは収められず、Il'

波の序文も得られPよかラた点である。師の国島

利三郎の11文を二人共同でまとめた、 『策妻家文

学研究J(大正十三年釈のの序で、笑古は 「物

外氏と余との尖篇に係る施まま緒島に於ける古今

の歌謡を集めたところの 『礎自決人被』の稿本J
と曾う曾い方をしており、笑古じしん伊設との

共絹を終始心づもりにしていたようだが、つい

に伊放の幽プJは彼られず、未発に絡わq たとい

うことのようである。とすれば、出版されはかヲ

たa最大の偉膏は、伊波がいう、真場名の旗雌云々

にあるのではな〈、ヨ時"伊滋がおもろを選ぴ入

れ"か，たことにあるのでは低いか、と思われ

てならTよい.おもろが入らはくては園屯点闘を

欠〈乙とは明白である..境名のカ置で"もろ

を五十首遣ぶのはたいしたことでははか勺た~

ろう.何依はり、彼も しばしばおもろを引用し

ているからである。それでも伊波の悔カを待ち

つづけたのは、伊設が白他と もに貯すおもろ研

究の継威でもあり、また中学以来の貌友でもあ

れば、真嶋名はず:.t::.待つしか低かったのではは

いか固当否ははお定めがたいが、金体を践んで

の率直江印象である。

とまれ積年傑し求めてきた「幻の琉歌集」で

ある 「綾歌大IIJ，.、いまこうして手元こある。

-¥]-



‘理大学術網開... Vo!， 3凶 NolJan. 1m 

尽力された関係の各位に"..レつつ、私には鑑賞 【いけみや まさ棺る 臼本 ・東洋文化料数後

と健解ちの至福の崎が待合ている. IDI文学〉

本学紀要類紹介 . シ リ-~ 5 法文学部

『琉主事大学法文学修紀要地域・社会科学系鏑』

( Bulletin of the College of Law !;In.:! 

Lo出向 Universily of the Ryukyus: Geog 
raphy， Soci。喝y，I;Ind Cu¥tural Anthropol 

0町〉

発行者琉奏家入学法文学鶴、人文学科、地域 ・

社会科学系

1鈎S年S月創刊 A訴4盗事刊

LSSN 13011.9196 

本"，，'、施湾大字詰食文学.. 人文字崎地場 社

会科学系の研挽挺賓として、平成6年度に創刊

さ九帥号が同7制月に実行されたばかり

の較しい紀要である.

地相震 を士会""学系は、法文学僚におげる、平

成S年10月の学部改組に伴q て、従来の史学科

地理学専攻包よぴ社会学斜社会学専攻を中心に

して新たに段鑑された教育研究組鎗であり、繊

成分野としで"、人文地理学、地誌若手、考古守、

社会学、社会福祉学、地犠福祉章、マスコミ学、

社会人刻字かり語気q ている.

したが勺て、本お俗、その発行母体である泊

..・社会科学系ともども、その腹史"またaおま令

たばかりであるが、しかし、改悠仰向旧史禦判

では『法文学鋭紀要史学・泡要望掌篇』として創

刊第37号まで、同じ〈回世会学科では『社会学

.Jとして創刊務総号までの発行笑績がすでに

ある.

本鉱の役繍資絡は、風則として地減・社会将

学系に所属する敏官、~よぴ同系の織成分野と

関遣する施主事大学教養僚の歓官でおるが、共容

者として大学院生や他大学、他研究緩閣の研究

者も加えることができる。

平:Jtt7年 3月に発汗された創刊時i季、 U舗の

学街IIIr~ill収められた. 色"みに、問号は、平

成6年3月に定年退官された祭事鹿島ー歓俊

〈社会福祉学)の退官紀念号と しで緬まれた.

また、第2号〈悶8年3月発行〉では、 S舗の

愉文が禍載された。

縄S医される原稿"、現時点で俗研究蛤文のる

であり、研究ノ トや富野、研究室便り忽どの

スペ スは寝"られていないが、今後』きこれら

を含めることによ q て、紀要全体としての充実

を図q てい含たいと考えている.

(桧文学廊安麓幽襲〉

一，.-
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図書館ボランティア活動開始

図書館でほu月， Bかbボランティア活動を

開始した.これは平成8年度附属図曾館が大宇

図書館として、より 「生涯学習敏宵jに対応L
た活動を目指そうとボランティア場入を決定し

たことに始まる.当初、図省館でのポヲ y ティ

アが、沖縄県の絡事情や、またボランティア導

入が環球大学では初めてのこと包どかり、果た

して募集どおり集まるかι司挺されたが司子忽各

上回る応募があヲた.

募集置覧表・実務研修を供えお名のがラYチィ

アが誕生し、現在は月曜日か勺金噂固までの午

前2時間午 後3椅摘のそれぞれの時間併で活

動を行，ている.はお、身体前書者への繍助、

留デ金等への嫌助を絹2置される方は事前に資料

ザーピス係(内線 2141 )にお問合せ下さい.

[ポランテ4ア活動開始までの経過]

噂入決定平成 B{f:6月"臼〈附属図書館運営

安員会〉

組程制定事低8年8月2日〈第1周4げランティ

7活動委員会開催〕

公募期間平成8年a月2日-，月"日

〈資料鈎求者匂名〉

申込期間 平喰8年9月"日-9月以日

〔申込者 28名〉

安人審金平成8年9月2s日-9月30"

函・n.. 員とボランティア

〈図・.玄関前にて}

研修実施平成8写IOJ'l4日-"月"日
(25名〉

ポラ νj-.， 7提起式 平成8年"月"日

"，名幽席〉

ボランテ， 7活動許可者，.名

〈男性 1名!女性お名〉

年健機略 ぬ代 ，ot't 30代初代，ot't

人数〈名)， 2 5 5 12 2 

紅お、"代却代に学生 ・大学院生

の5各会合む.

ポラ j!-T(アの""動機 。人の畿に立ちたい、

自分金高めたい、沖縄のことをも，と知りたい、

地域の人々との関わり、 図書館と本が野怠、余

醸の有獄剛腕l.活動内容に県勝、凶・館司硲を

目舟している、陵か"人間形成、自分の能力を

鼠したい、他

4ランテ4ア活動開始自 平成8年n月 1目

指動形鯵月曜日~金曜臼の午前"・争、"時、

午il'時吋崎の時間管

場動内容 持縄朗自民自置斜室・匡開資斜室の筆備、

身体障省者への補助留学生等への援助利用

ヨ区内(，マソコン、 CD.ROM)，図・の貸出 ・返

却、各種催し繍助(展示会、映画会〉

【中" "男 情級マテーピス鱒長〉

ポランテ4ア代表者の被拶

〈ポランテ4ア発足式にて)

-]5-



翼諸大，附属図・館. ，..鈎 N~l J・n 醐

沖縄関係資料新着案内

19~ 6年'月間 1996年"月

。頬..記
1 館夜襲u資料目録/宿立中炎筒曾館書荷分

館容考線鶴組編台北岡立..，.圃曾館査員骨

鎗， 1襲安9.12 K029.1224.1¥0 

2 ニ十五年の歩み/創立副周年紀念袋行寮員

会組悲観凋"関西口ータ 'J クラプ"関

2 KOOlξ泊

3 歴代宝家'"注本 第1冊/沖縄県立図書

館史料集幾重繍 !和凶久徳訳注郁扇沖縄

県教育祭賞会!国泊 3 K093.2-RE 

4 歴代横家校訂本第11冊/神縄県立図書

館史料編集室絹初回久徳校町線覇沖縄

県敏脊委員会問泡1_ KI咲泌.2-RE

s 大鑑書(皇室書関係) トキ双子

Ko.主5.5-0Z

1煩 哲学

1 生涯弘宝人闘のしUやかさ/前原武子

編 著 京 都ナカ品 γヤ出幅， 1篠弘4

Kl"トMA

2 犬のζころ ・子どものこころ 与を漣~"歪学

レポ ト/給関素子省東京銭文堂筋先企乞

1族議5.12 KI43.8-MA 

3 墨女の文化/倉塚噂子警東京平凡栓

199叫 2(平凡社ライプラリー 39)

K1OO.3-KU 

2鎖 歴 史

1 重点領域研究 『沖縄の歴史情報研究」 総

指楚 ・沖縄3研究車合同砺究会報告銀/領組長

代表者岩崎宏之っくぽ岩崎宏之， 1996 

8 Kro:l.7-JW 

2 わが教育の開点 こころの4るさと沖縄か

ら/丸木教医者東京新毘本出版社L

1996.7 K2lH-MA 

3 琉明機清交渉史の研究/宮悶俊彦箸東

京文献出版 1996.6 Krol_Ml 

4 沖縄験争と零細/大図昌秀著東京朝

日新閣位 1996.9(朝日文庫) K201σT 

5 源"朝健様捜来/輿脇被正秀格大盟村

〈沖縄県〉 興耶楓正秀[H196，7 1 
KID1.YO 

6. 15年験争の匡曾太平洋戦争仲縄峨終結

50，周年記念/沖縄帰健務省認知事と室平相推d書

課絹漉願沖縄県縫務部知事会復平和維巡

2・1気調6.3 Krol.7-0K 

7 ホ訓・その歴史展開と現代/丸山兎成警

東京文献出版， 1弱4.6 K21O-MA 

8 概路銘詑/宮被倉栄【絹象1大宜味村槻

路銘区 1985.12 K211_MJ 

9 ・瀬史/仲図栄怯緬宜野湾 ロマノ省滅

.. 調0.8 K214-NA 

".前盆袋松目tl!: 7ルゼン手ン・ウルグアイ

移民資料よ/具劃"市史留さん室編呉志

川 具志川市教育寮員会"崩 3 (具志川

市史緬築資料/具を~lIr有史緬さん室組 0)

K2l!ゑ.9.GU

II 名...の人物lt:j るさとの先人たち， 1 

/名鹿市史編さん"煽名護名護布教育委

員会 1989.3 (名目優市史研究費斜<7)

K219.9-NA 

12 名賀.. の人物露戦前同人名録にみる先人

たち 明治36年各学の戸支名簿;2/名宮市

史編さん重綱名護名寝布教育委員会l

1991. 3 (名.市史叢書 10) K219.9-NA 

13，八重山の戦争/大凶傍男警荷3顧 問U此
..  調6(シリ ズ・八重山に立つ， 1) 

K219.~ト OT

14. ~t(þ減村史第 2傘民俗語ノ北中減村史

編箸委員会北ゆ織村〈謙湾中頭務〉北中械

村 1996.3- K田 Kl

15，仲里の民絡/仲星村史編集安艮会纏仲盟

村(沖縄県〉仲盟村出ま5.8 (仲毘村史/

仲墨付史編集要員会編，..種資斜編 3)

K231-NA 

一 附 ー



" ..  字削餌医書箱"

".大久米風展 特河晴漫しぜん ・ひと ・もの/

沖縄県立傷物館編邪覇沖縄県立樽物館

1銭湯 7 K237-0K 

17. lfl良市自侭環峰保全釜本嫌組/沖縄園開院大

学爾島文化研究所[掴) '"良市〈沖縄県)

平良市!出施 3 K24.-0K 

16.竹富町箆/竹宮町総編集委員会緬 竹富町

(沖縄線〉 竹富町役場 1974.3 Kぉ3-TA

19 金氏町海陣植物調査線告曾/金武町教育憂

賃金 [緬] 金武町〈沖縄県) 金武町教宵委

員会， 1箆調6.3 K21O-KI 

'" 名潮市首 l魯/敬訂各調市誌編欝俊民会

編名湖〈鹿児島県〉名潮市 19鋪?

KZ干O-NA

21 名瀬市総 2溢/改訂名瀬市総編集費員会

編名畑〈健児島県〉名欄市 1996.7

KZ冗l-NA

22 名瀬市tl::3魯/改訂名畑市誌糧事妥員会

緬名瀬〈鹿児島県)名瀬市，1996.7 

KZ7tトNA

21 敵動同沖縄婦上を造る人々/脅園.1t会

【繍] 東京帝国調査会政縫調査所 1978

7 K~.3-GE 

24 時代を影，た女たち 近代神縄女性史/積

球新報社錨郊覇 ιライ社 PUB: (出版

地不明] 新日本数計図・(発売上 i復調6.9 

K袋調1).9-RY

25 糸偏家傭/糸織駕畿 【警J【出窓地不明】

[糸側篤爾]， 1958.5 K288.3-η1 
26 平安朝歌合大成凱巻/荻掛情京都

向朋@出版， 1悌 5.5- K289_HA 

27 金総山戸 伎の歩んだ逝ノモヱミー編南

嵐原町(沖縄県) 筒良原町歓脅委員会

1987.6 K2a-MO 
，.罰銘厳格研究/佐久図繁婦警廊崎月刊

神縄紘 1~調0.11 (現代トップの条件 1 ， 

K2!廻 Nl

29 はくそやるぞ続〆異志F宗暢普 H醐
議E・・会， 1銭安9 K289.1-GU 

30 学校現治から 隊魂を求めて/例制起健審 I

沖縄自分史センタ 調沖縄仲村忽 徳1

[199-] KZ89.I-NA 

3i 名値観方位願別資将集 1 人物 ・伝記編

/名..市史編さん室編名穣名2鹿市教育委

剛一

員会 1991(名際市史寝 11) K2!ま9.1-NA

32. ~健闘の花嫁宮古来間島に波ラた臼々/

砂川智子警部廟ポダイ y タ， 19% 

9 K290-SU 

33 神縄地名考ノ宮犠寛治箸曹減真治資料高野

究会I 名根市史編さん童福名複名貨市教

育委員会.l~闘 3 (名積市史書E・， 5 宮械

真治資料 " K醐"岨

34. 60~事前の南風原 則風願歴史民俗地図

(1935写頃〉 陶風原町〈仲縄県) 沖縄県階

風原町史編集委員会民俗縮会""叫 3

間 38-HA

35. 沖縄東京昭文社 1996.1 (エアリア

マップ}マヲプルガイド43) K笈ゆ誕トOK

36 沖縄県広滋野細道路地図全市鉱大図収録

東京昭文社 1996.7(無制マップル 42'
K"調。箆与OK

31 ゼンリ y住宅地図沖縄県宜野湾市

1996 :ltt訓ゼンリン。 1醐 K29Q.3S-ZE

38. Ryukyu islands and Okinawans:別ghレ
seeing and Ji{estyle/by Kiy<lshi Naktlchi 

Naha City， Okinllwa: Okinawa Tim関 cω"

K笠抱.9-NA

39 沖縄/旅行図書編集部縄東京山と渓谷

全土 1996.5(クzイ・ffイド Area) 

K定調1).9-0K

"沖縄/:::'3ーガイド編集古都鋼 東京弘済

出帰社I 出ぬ 5(品晶 ガイド私のB本〉

K~誕~.9-0K

41 沖縄ノプルーガイド偏網島.". 東京実家

之臼本社'"調6.5 {Newプルーガイドプッ

タス/プルザガイド緬集係鏑， K袋1O.9-0K

42 沖縄 ・ 悶西諸島/~るつ〈社縄第1Ø"極東

東める令〈位。 1ω4.8(歩〈地"，5，お)

K29I.9-AR 

43 九州・神縄のホテルオールガイド/プルー

ガイド閣内版"'雌歯車著 東京業譲之日本社

1犠訓6.1 (プルーガイドユッポ Ya，110)

K291.9.JI 

3実質社会科学

1 新湯民約也域文化舗グラフ 4テ4 現代おき

包わ若台数餐鱒座/チームi.M地縁科学J

-17-



帥刷叩酬

研究室3舗n= J1&1l1ポダイ ンタt

1核抑6.9 K302-CH 

2 いま絡る仲縄の患い/鉢上屋夫編 '1".
校衛と人間， 1936.7 K302-IN 

札神縄の心4二五れ6旅乱開発住苔室曾/久

禽カ警東京三--l・B専問6.5 K302-KU 

，. {特集}司陽東シナ海の比 俊 文 化 東京勉

..社 H醐 5【周申文化研究 21世紀の地

主表文イヒ倉造への師十/大林太良Iほか1侃 9， 

Kお2-Nl
5. lj1絶する枠縄 !日本復帰と沖縄の心/汰図

邑ヲを著東京近代文芸社I 出廻 7

""沼~QH
6 .枠縄文f~論 。 忠れられに帥/陶枯a時

東京}中央公論社 1996.6("中公文庫射訓

-¥ ) K302-QK 

7 抑制・ その危機と神々/谷111健-r着]

東京総畿位十 19舗， (講鎖社学術文輝

[1岨 )) K302_TA 

a 擁琢弧 〈うるま)の発信 〈にぎかも吻島々

から/高良勉脊東京初奈の水・...

1繁通6.4 K筑J'..!_TA

S 夕陽の笹倉/新鋭俊昭著"'械村〈将積9!'

。むぎ社.1輔 8(.若会爾文庫 2) 

K釦4-WA

10奮良村詑/富良村誌編集護員会 [編集1
[石垣];-g良公民館!閣議:i.5 K3tl-M1 

!1球主事政府の時代闘錫開館燭徳見令特

"圃/神梅規公文.健編御風町仲縄県公

文'鎗，1996.8 K3口 凶8.0以

，<日本叡臥.，名鑑 ，第"達 自昭如'"隼4月

歪昭卯"年4月来来 日本叙輸省協会日

勲 (発売れ"何 回 17.1:ιM

13. 郁糊前線会史 ~3~主上 資料縄 z 備会

の活動/割3・野市預金邸宅野崎議会史編さんn
漏捌 邪覇市自民会』哀調5.3- K318.4_NA 

" 日米関係のt正念咽判割札/我麗温度明警東京

三ー1fM，1996.8 K319-CA 

15 益地に圏まれた史学校 側代理署名"'~緩判・
から事われた盤雪ゾ山ヨド隆司普東京仲縄

県民間続省研究所 1996.7 (仲良研プヲ ク

ν" T. 1) 日時ふYA

..街地僧家法/甲斐b道太郎i 石図書久夫偏

東京育綜書院，g.調6.10 K32t¥.81-KA 

VoJ )0 NaJ J凪 1翻

11 神縄 ・文交易ル.ヲサンス/古川憎也，路

方修侮啓東京社会得諭也市狐s
K332-YO 

18.抑縄 ・台湾庫業交流事業等綴告谷 ノ湖

西地級庫業荷役化セ 'l!J- [絹1，.覇繭

西地縁盗業活性化センター民間 3-1銃強 3

(南西地域の産業活性化に関する涜査研究者事

情動車銭平均主6年度平成7年度〉

Kぉ3.'レNA

19 沖縄 ・ 台湾資案交諸事業等報告~ ~ n/剣

西地属産調震活性化センター f楓1"覇 陶

西地域産業活性化センター 1鱒53問視 3

{筒西地域の家業活性化に闘する調塗研究等

繍励'豪l 平成6年度l 平成7年度〉

K333.8-NA 

'" 図句産業交流草案等報告書/惰商地級車業

活性化セ ンタ {絹] 那覇 同西地波宮業

活性化セ ンタ 。1996.3 (南西地舗の産楽

活性化に関する'"医研究持帽助事業平成7

年度) K333.8いNA

21 いま.m..原から穆民各考える シY ポジ

ウ4明記録/【陶風原・F胴要員会調1[悶

風原町(神縄県)1 沖縄県陶風原町歓膏要

員会 2沼8.3 Kお4.4-OK
n 枠縄県人サYヲヲ yν コ̂移住百周年配念

総/上原松策 [陪か】編臼neron凹 <k

北加持縄県人会 1蝋 ， K拙 A.UE

23. A d湖 mof riche!:!:山1)JapBn曲目 C'"圃

dian田 1877_1977/ (JapB田 seCtlnadIBn 

CenlennIBl P何回t 印刷包囲1 [V佃

町 er:Japlln田 白nadIan Centen帥 l

P"，~I. CJ明 ) K制 451..JA

" 仲縄県鋼会実盟範査ンノ仲鍵相互銀行費圃

神縄網互銀行 197'9.3 Kお8.7-0K

25. G・M・ミ ドと伊枝容猷 t プラグマティズ

ムと仲属学/向付盟書東京鱗樹仕掛ぬ

9 K36l.2--KA 

26 仲縄におけるライフコースのコ ホ ト間

比較調査中間縄省調査報告. [西原町

(抑縄県日 夜，.大学註文学総社会学学斜

'995包 K36U.OK

m 仲縄県におげる事年者雇用a現金a似』プロ グ

ヲム 人的資Eの育成と社会的資源の適正軍

橿シス"・..ゆ心に/仲縄労働経祷研究所

- I~-



理想大隼柑民館'館館

【値] 瓢覇神縄労働経際研究所 1996.3

K設現6.2-0K

za 沖縄敏育史/上沼八郎著 t東京] よj同八

.• [197+ 1 K372-KA 
29 陶嵐原のさ控室疎開 もうひとつの沖縄戦/

省調民忍咽南風原町(沖縄県) 南風原町教

育費員会.1991. 3 K372-YO 

30 ムギメシヒトツ ココフタツ/与猟飯町学

，.線開史編集婆員会編朝岡町〈欄叫〉

与邪原町教育釜員会.1995. 8 (与蒲原の学

，.集団疎開/与邪原町学童疎開史編集賓員会

鋪I 第 1都〈体験身長)) K372-YO 

3! 台湾教育史/上沼J明菅 [東京] 上勘、

Jls. 1975.8 K3花 2-KA

32 英罰盛時の窓 英語統語輸複製/下地良男容

東京美宝章士.1銃強 8 K375.89-SH 

33.子どもの全ゴ脳開発 神縄で子育てを考える

/千葉員良川 [ほか1著恕務 ニユライ栓

PUB煎京駅日本教育図・〈発売元〉

1笥調6.9 K3下6.1-CH

U 寅年の三凶土会，"，第Z号/悶沖縄県立JI
休学校関何十三年三月十}臼卒衆生絹具志

川l安図繁史.1筏訓6.8 K3市.6.6-KY

35 比謝の流れはとこしえに 県立康体"期回

"'，./県立.. 鉢鳳Z期回出端集餐員会編

沖縄市神縄県立民休学校!fI:42J.1!同期生会

，.訓6.6 K376.6レOK
36 穂碍大学関学4G周室手配念シンボヅ品ヴム

(鰻告}: 21世紀の沖縄と破棄事大学の使命/

[琉尊大学庶務節庶務現橿] 西原町〈沖縄

県) 謙球大学館務節庶務課 H嗣 12

K317.1-RY 

幻 伊江村青写会創立ω周年記念総/伊江村情

年金創立ω周年配念縫緬集要員会緬伊江村

(沖縄県〉伊江村青年会.1991. 5 K379.3-IE 

諸I 奥穆習俗考/金繊納永警東京批野社

1後初6.1 K300-KI 

39奄9曜の民宿/図畑英勝警東京法政大学

出版局..ヲ76.l2 K382-T A 

40 写真で見る旧泊幾元寺町高鳩町前島町の変

遷/とまり会[編1，.尚文溢印刷.""

9 即位 TO

4. 樽嘉山大綱曳き 調査領告書ノ潮風鼠町史

編集安民会 〈閥風原文化センター内)海高山

剛一

大鰐曳き合同闘車'l!員会慣防風原町〈沖縄

県) 陶嵐原町教育萎員企 1抱4.3K386-HA 

42.民2きの原風... 陶島の伝承世界/福岡見

省調関憎緬 京信 世界恩忽社 1996. 5 

(Sekll.悶h船鴎ninar) Kお~FU

43. ..1るさとの民話陶風原町第1l陸/南風原

民話の会 [編1[潮風原町(沖縄県)1 耐
風脹冒I教育a閉会.[1981.1J 阻18-HA

“ おき伝わの民話吉選/おき伝わの民話百週

刊行書員会編恕繍沖縄県生活福祉郎児盆

愈路線.19舗 3 ~OK 
45.大本・牧民民・長図の民話/畿6村敏宵雲員会}

歴史民俗資約館縦続谷村〈沖縄県〉続谷

村教育要員会歴史民俗資科隠 1996. 7 

〈続谷村民話資斜集/続谷村立"史民俗資斜

館編 13) K鎗S-YO

46.奄実歌鍋ゅのデ<7ローグ あそび・ゥヮ

サ・死一/酒井正子警 東京 m ・"'.1諜誕1

8 K388.9-SA 
47γィヌ、いま北国の先住者たち/酉褐a
己務東京 新泉社 1醐 12 K389開

4頬自然桝学

1 熱併科eに関する γ ンポゾzワム 緩告/

琉..大学庶務省断念国網査室 [編] 西原町

〈仲縄楓〉 棟建大学庶務.. 企画調査当[.1!四

7 K404-RY 

2 沖縄地方の地震活動(1...年-l~刷年〉

テレメータ γステム墜備後の地震資料 m 
覇] 沖縄気象台.l~嗣 3 K45みOK

3 生物統計学入門 計算マニ昼アル/衝城明

久警東京朝倉.底!問調6.10 K4H.9-SH 

4 沖縄の婚化動物梅をζえてきた生eもの

たち/枠縄県立博物館緬郁覇 沖縄県立情

物館..輔 3 嗣 81.7-0K

s サンゴ磯分布図 [東京] 環境庁.""

1 (自然環境保全議礎調査郷4回 ・海援生

物混境調査) K481η-SHI 

6 おき指わ線物語/安'"縦..警部扇ニラ

イ社 PUB 東京 倉野日本教習図・(発売

元}. 19!:調6.9 K486.8-AS 

7 枠縄~!花街とその特性/涜湾大学医学偲附

属地域程調医研究センター編福岡九州大浮
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線級文孝鮒III!:HM'" Vol. >> Nol J肌閣

幽阪会.19'::裕 8

51.工学

刷 98.2-RY 7 宏司区奈美患の鍾"相 TAラ に掬"る路

密の諮ノゆ山実也子&特舟版射程守停 車京 ー

ペストセラーズ 1民ぬ 7(ペス トセ ，-シ

I λ由民福 梅修練を守.手づ〈ちの総盟/高

崎裕土木原啓書編東京 ジ，.，-::，;・バプ

リ，シ4・ーズ， >.ηe K519.5トTA

'"産幾
i 集積・地場度調i著性f切符磁極益事実被告.:

平依?年度が11，陶西地場虚業活性化セy

タ戸.191ぬ 3 KOO2-NA 

Z 中線地区宵年!u!宮宵威信保の!I.本方向 i

e省感覚に優れた:(.'.か信青写象業者の育成・

健保/[巾部地区a建築後智者育成権保対酒際協

議会編】 【出版'"不明]、【沖縄県中部良識改

良轡及センター1. 1995.3 K611.92-C1.1 

3 換斜継物鰭/後騎後-， IlJIII隆平宿東郷

民芸織物図..刊行会，"おう枇 PUB京

都京領書畿〈発発).1972 K617.s-GO 
4 久米島帰立自然公闘候糟地学術翼"柑告/

神縄自総研究会緬 [都親):沖縄県.1974 

3 (抑制自総研究会調ま被告/同蝿自然研究

会..;n l信号〉 陥 29処 OK

7忽 書芸 術

l 世界にS寄る・蕊涼王朝文"泊宝展 ョ-a，

-，・7y. 'J泊'"重度/ "イ ツ 目窓研究所録集

東京 ，ドイ ツ 日本研究所.1992.9 

K震'，00

2 陶嵐，.の文化財ノ)tj鳳原町教管委員会[綱]

荷風，.町(沖縄県1南風原町歓育委員会。

1991. J (文化財要底 的 問伺.2.HA

3， ，長谷屋正純絵と文>11調 安谷握正儀作

易集刊行会 1973.7 間協AD

4 安谷昼A"回顧展 [出版地不明]ι[出版

者不明]. 1979 K720-AD 

5 久楓鳥羽向鱒縫特別企画/6塩市立J'震山

博物舘緬石垣石極市立八重山縛物館!

1使調Cl.3 K721_KU 

S ゆかいは魚大具合弁上健也写真集ノ弁よ

横也著東京?餓絞栓，1996.6 K74(}.JN 

リーズ 「ワ-の剖〉 肝酪AM

8 支隻夜祭怠・'"陽のHEARTDEA1" 沖縄

繁少女~.と育審/安室礎実J!同窓会}問看，

西 宮 臨 磨 私 1996.7 K7叫 AM

9 施妻家欽定業婚浴水1it: J筒奈工工聞と五....

付東京民俗玄能全集刊行会.1965 (民俗
引睦集/山内盛綱".第6) K7田 MI

10 鼠..る歌の花束崎山佳作幽集/舗山任

[創出問あき・"" >醐 6

K7切 7'8A

(1，情歌八~山トパラーマ集無形文{出j(民
謡保存)/大副長方昨編集 [出版地不瞬]

[文体重学院1.19_ 町 67-:l1:1

1<神縄術民喝の系鎗/大城学警扉覇 υる

ぎをl1輔 8(おきはわ文館 78)

K767ふos
13. [野村健古典音泉保存会]創立m周到手配念

"総覧/野村被古奥官業保存会[筒1臼閣1
野村被古典音楽保存会"(1975) K7晶 NO

" 沖縄伝武備志/犬家，，，，，，，東京ベース

ボ-wマ#0シ位. 1991. 5 ln図 ~OA

8絹 語 学

l 続う!i，" ~ ("ち 7-{-'1"/グ/儀m道警

郊繍沖縄タイムス私 1鋭純 8 Kal-G1 
2 擁想で生まれた共週紹/ゑ図高ま著東京

~う必う 11踊， (地減鱈の生8 ~'J ーズ
穫量家mJ K氏IJ.NA

(仲宗制民政u.湾a純/仲策組政.箸)

[lIf言書大空詳~.図嘗館 〈製作J J ，沖縄県立

芸術大学 [191:褐i] K鋭>J.NA

i 脅飯変化子音 l音組変化さまざま信沓

飽変化現象

2 苦悩変化一母音 i魔球方曹におゆる音韻変

化の現象L'
3 音鋪体系 育制調ヨ巨費絢 1 ' 0 

4 膏舗体系音領鯛迩旋斜 』皿W

5 今帰仁村の各字の青銅体系 。音lIi体系V

本鮒・羽鰭・伊江島

自 a-



貧.大牢附属医・信網

6 今帰巳与郡欄の方曾アク セント 1.' 

7. ，寺帰じ与綿織の方冨アクセント W 

8 今帰C与有事欄の方言アクセント VV;動詞

の7タセント 活問形とアクセント ・活問の

タイプとアクセ"'

9 今婦仁方言 膏鍋変化絶倫その i その

2 

JO 今帰仁方宮 路法 ， 基礎m. 与調~.方言
11 与郁棚方電動向ー覧 1 (その 1. 2) 

u (その 1，2) 

" 与邪衝方曾動詞ー覧.動詞6こ告書続する綾

審事。与郊償方言動詞覧wt動詞 .111:動詞の

活問形

13 動詞の活用形動詞語"1

"動詞悟..; D 

15 動詞路議 '.W 
16 動詞儒.V;働問 ・形容飼の活用形と晶司

の筏線形容詞 ・動向搭鴛索引 標準符引

17 今帰仁方雪量章典索引(語匙一覧) その 1

その2

泌を容問符舞形容間穏期形町周/併時

銀政著書箸

19 鰻声筒横B島崎助詞 1 絡助詞〈その1

その2)

初助詞格助詞助詞 E闘力詞・接続劫 n
E 

21 助詞 W.~ 

22 勧開"動詞効動詞動詞の比岐研究資

科 "1担感動詞僚候詞連休詞

23. 緩..・重富 !施主事方曾特記酒"集!甥準語

特紀跨"集!曾鰐地図作成のための調車ノー

ト

24. yタセント調査・研究ノ ト!アタセ yト

の研究ノ トJ形容詞調査ノ ート!動詞研究

ノート

25 防相助動向の研究ノート 涜球方曾研究

'"今帰仁方賓の研究〆ート

26.調査要領 田鍋査現!その1.<の2
27 特殊鰐舞集音舗調査ノート

9実質文 学

1四四岨

鍾銭 13) K900-sU 

2 人生と恋/稼綱男 [ほか1鉄道雇 "''' 勉

隙社 199時 8 (古代文学総!I/古補償孝 三

禰佑之蘇朝男緬鏑 4) K900-FU 
3 比較文学の小温/島中敏郎審 大阪 島中

敏郎先生怠集l1Jrr会〈大阪外国語大学フラン

ス会内)， 19句 K錠IO-HA

4 現代文学にみる仲縄の自画像/岡本恵徳警

東京高文E野， 1~閉 6 時間 OK

s牧歌歌集/川俣和警 東京町奨・UI.

l初3((ぐひ疲・i 第28篇) K911.t6-KA 
，. "帯佑衝の彼方に短..と3:.，tー/当館

芳郎著沖縄市オキナワ表理"'"凪

問視6.6 K91l.お"TO
7 宮古島物需/久貝徳三響浦添 ゲングイ

経営幽版社 1咲訓6.S K913.6トKU

8. "減溜-IOJ作品集八王子宮滅電ー飢作

品集刊行会 [東京] 審費社夢業部〈製作).

1974 K913.6凶a
g 佐々木業詩集/佐々木藤著東京表現払

1995.12 (現代2考人情遺文庫ヨ路線魯〉

K917-SA 

10 績の符掬建立報告曾/山之口模詩碑建立

期成金[編] 廊覇山之口鶴詩碑確立既成

会。 1916.3 K917-YA 

11 神縄の怒り コザ事件 ・米兵少女昼行事件

/伊佐平等著東京文芸春秋 1996.6 

(文春文庫) K930-1S 

12 '"憧の梅/畿各署東京近代文芸社

1鋭調6.3 K9ま)..MO

13 維の川/大域貞俊警東京朝日新聞社

1~調6.8 (朝日文芸文庫) K9:JO.-OS 

1.残照/山内壁郎著 [11岡H大積文学し

ずおか]，1996.4(大然文学しずおか.. ・

2) 四件YA

15. Youth脅岩美和対阪湾問調脅持集/湾図

補著 ".. 仲縄バシフイヲタプレス社

1995.6 (Okinawa p岨恥加。.k9)

K931-SA 

16 うちな~妥怨見聞録厳木勇人のラぜリン

スワールド/厳木勇人警浦添仲縄出雌

1笠通6.9 K94Q.-FU 

1 特集火野驚平の金観/叙鋭舎緬福岡 17 笑語必もしろ4唱香/右微鏡ー警 務覇神

花寄侠 1996.8 (叙説文学枇界/叙説舎 縄タイムス社服地 8 K抑制S
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礎尊大.. 財局留・..

"二C世紀の貧昏社会・緩務停諭/筒盗集

/久場政;0著都新ひるw社 1996.5

K例j).KU

¥9 わたしの戦争目配/永村襲代守司， 務絹

永村美代子， 1悶1.12 K例。 NA

20 落穆集心の7ルパム/与廊滅朝偉響

[出版地利月H与孤械朝僚]， [19:70] 

K940.YO 

21 宮城が侮る仲縄戦/宮浜忍毎 時j風原町

(沖縄県) 潮風原町教脊婁貝金 1鰭1.5

(耐昆原町沖縄峨験災調査.3) K錨O-HA

2泡宮平が錨る沖縄<v陶良原町史編集... 務局

編潮風原町〈神縄県) 耐嵐原町教育要員

会 1993.3(南風原町沖縄駿駿災調査 7l 
K繁みHA

n 山1111が筋る沖縄戦/南風旗町史験災調査.. 

会編南風原町〈沖縄県)陶風原町史編集

委員会 199凶 3(間風原町仲縄戯戦災調査

8) K950-HA 

24 照置が鷹る枠掲験/間風館町史験災調査錫

会緬陶風原町〈沖縄県〉陶且阪町史編集

..員会 1抱5.3(南風原町神縄戦鞍災調査!

9) K筏ヌユ HA

VOI. 30 NOI J飢 i町

25，大名が語る沖縄敏/南風原町史樋築事務局

緬陶嵐原町〈沖縄県〉陶鳳原町敏育委員

会 1関3.5(陶風聞町神拠戦峨.調査 6) 

K950-HA 

26 穆嵐山が鋳る神縄験/育浜?c?絹筒嵐飯町

〈紳縄県〉 間風原町教育要員会 11闘 6

〈閉凪原町件縄畝蛇足調査 <) 間協HA

"与都覇が諮る神縄駿/陶風原町史編集事携

局緬 南風原町 〈枠縄県〉 陶風原町教育祭

員会 1992.4(r荷風頗町神縄戦戦災贋蓋， 5) 

K950一HA
，.ひめゆり同窓会 東京支創出周年紀怠重怠/

ひめゆり同窓会東京支僚警東京ルック

1咲誕5.5 K950-HI 

29 疎開鉛対胤丸沖縄の艮/石野後一郎著

東京怪文社 1975.8(旺文社文庫〉

K950-1S 

JO 日本 プラゾル交流人名事典/バウ リスタ

斬聞社編 東京 五月.IJf.1996.2 

R334.462トPA

注〉各資料末尾の紀号は締求'"号です。

本学教官著作寄贈図書案 内

ゆ96年9月-1鈎6年¥G月

新担制自〈訟文学栂〉

借地僧家法/甲嬰温太郎右図書久夫編東

京育鉢・2定，1輔 10 K324.81-KA 

山口正士〈理掌111)

日明marlnere即時 o(the South 

Pacific: information ror risheries devel 

opment and m回 Bgemeot/edited by An 

drew W吋ght& Lance HilI. Su~a [Fiji) 

1"仙川旬。fPacirie Studies. 1錦3

K33凶7_WR

竜野東京 朝倉.底， 1使ぬ10 K4SI.9-SH 

岡本忠徳 (陰文学部〉

裂代文学にみる沖縄の自画像/岡本恵徳著

東京高文研，1<訓6.6 K銭JO.OK

竹中修康〈医学部〉

敏科別保健婦 ・保健土閤家鼠届検問題 その傾

向と対策 11閉年度/竹中勝旋盤修吹図

メヂィカ幽版 協論6.8 WYl8 

新減明久〈農学務) 注}各資"末尾の紀号は剛求肥号です。
生物続詐学入門計掠マユ， 7ル/術総明久

-n-



組問問問 I剛一

圏直画面~~
@湖附属図書館長の交鯵

比嘉良充館長〈教養部教慢)の盛期満了に伴い、後任に理学僚の金繊昭夫被疫が平成8鯨 11月

1回付けで発令され、."肘て附蝋図.館長に宿主任した.

【金城周夫図・館長崎歴]

学位祢号町 D_w-r'J分野物理Il浮
1968 (昭初43)年 インタ， 7ナ大学大学校憾土霞程化学専攻終了

19鎚〈昭和.3)年疏尊大学教3陸部助教慢

1972 (昭和.7)年施まま大学理エ学衝動敏按

1973 (昭和48)年蔦球大学理工学郎教侵

l07g (昭和&4)年琉噂大学理学徳教俊

1981 (昭和56)年穂球大学野蟻貝(-伺取臨写3月〉

1鎗1(昭如62)年 謙妻家大学学生部長(-平成元厚6月〉

1鈎 1(平成3)年旋支豪大学野誠員ト平成7年3月)

1996 (.写成8)年 5直球大学附属図省館長

[人車修勤1 (平成8年10月 1日発令〉

氏 名

" 
官 • 前 官 • 備 考

古鮒 久美子 情報管理庫総務保 新採用 人事現付

山揖費 智 江 医学部事務部組務眼底碕係 情報官理胃能曹偏

[会議]

。Jll!:213回図嘗館運営費員会

日時平成 8年12月 9 日(~)

15時10分-1舗を時分

嶋所 鮒11属図.館会蟻室

[o!管事項1
1 )図・館ボランチィアの活動状況について

2l電子図書館機能検討要員会の3審議につい

て

• CD-RO品.. 入計画家について

. r沖縄学」関係データペース形成に向

けての科研費の取締について

3) siJ跡?生周"・敏倉遺.の納入伏祝中間

報告

.)後期学生用図・教官選.の依頼について

5 )平成8年度文部省学術情報課係択予算に

ついて

7lその他

・支1L.a延防止法と図書の陽入方法につ

いて

・錠・案内の執宣伝依煩について

@第 1闘電字図書館機能倹封書員会

日時平成8年10月l'日〈月〉

15&争-1'時

村民所 附属図・館会議室

[協調民事項]

1) CD-ROMの鴫入計画について

2)[枠縄学」関係データペースの形成につ

いて

@繍 2回電子園・館醐抽討.，員会

回時平成8生存l1!Jro日〈水〉

15I!j-1“母
泊所附属図・館会織笠

[也援事項]

け CD-ROMの鴎入計留について

CD"ROM市販データペースの選定に

ついて

2lr神縄学j関係データ代 スの形成につ

いて

3)将来例煙の肘摘にむげて

。第反田沖縄研究資料舗査寝袋専門委員会

四 時平 成8年11月298(金〉

-n-



回蝉附図脚"

1穆年w分-.舗寺20分

場所 附属図書館会議室

【脇職事項]
。 「神縄研究資料調査収集Jについて

2)その穐

[宮崎習会]

@平成8年度目録システム ・NA田 1S-IR地域

総習会の開催

目録システム地域講習会は平成8年12月2

臼から 4固まで、 NA由江:S-IR地域舗習金は

12月 5日から 6.までの紛問、学符情報セン

タ との共舗で仲縄地担に~，オる地域講習会

を開催した。

今回の前習会には他大学及び涜湾大学から

それぞれ..名余の怠加者が~，た .

[講演会]

⑥平成8年度虫駆2回沖縄県大学図・鎗悔議会誘

演会め開催

日時平羽交8年w月8日〈火)

，，"'"分-，舗年'"分

場所附属図轡"多目的ホール

演題 「大津改革の中の大学唖醤館につい

てJ
8賞者筑抜大学術属図谷町僚長

線省

。平成8年度'13回沖縄県大学図書館協調民会総

演会の開催

[続調会Al
日時平峨8年u月12日〈火〉

>4時->5時

湯河野 附属図・館多目的ホール

演題 「図書館の電算化についてJ
演者薦琢大学附属国."システム管理係長

宮 里思

[.降憤会Bl
日時平成 8年u月12日〈火)

'"机5分->6崎信分

場所附属図書館多目的ホ ル

波踊 r;y.ラ Yティア活動と生涯学習J
読者沖縄県教育庁生涯学習鉱興錬

金城俗江

[展示会]

@ア ル，プ ルヌ血佐賀重資料展について

平成8年I01JZl図〈月)か匂w月30日〈水〉

~ 

Vol. 3咽NolJan. I町

.で鮒属図省鎗 1賭多目的ホ ルにおいて宣教

師プ ルの鼠示会を開催しました。

プ ル師は瞬梅44年に沖縄へ夫人と共に来島

し、回調6(大正，，)等に米園ト帰国したが、そ

の問、鹿児島を拠点に沖縄へ度々来島し、県下

の中学伎の生徒に英語の指導をする傍ら、布教

に努めてきました.この問、摘の外人墓地の修

復や教舎の設立に並々ならぬ尽力各"し、沖縄

の貧困江主主会状況に教務委訴えた。

戦i削晴腐した沖縄のために、波大の創立八

周年を配念に生涯を通じて収集した膨大は紳縄

関係資料匂ω余点〉を首贈した宣教師です.

展示資科はプ ル師が精力的に研究し、収集

した幕末の先駆的宣教師ペッテルハイムの資料

や大iElIllにプール簡が媛彫した沖縄の祭礼や首

星械の正殿などの珍しいガラス写実等があり、

その他に来島問の1910(明耐43)年から験後に

いたるまでの日本、沖縄の宗数関係の記事や珍

Lい沖縄の習俗等の斬開閉り鍍きも展示しま L
た。

今回の展示会l咽算4回目にあたりますが、

敏取員、学生、一般を士会人。これまでにない多

数の見学者があり、."，を悔し、大正期の沖縄

に織々"責舷し、又、戯後、創立聞も"い厳密

の'.¥.1tlい本d学に貧""コレクシ，ンを寄砲した

プール師への再包織を深めた曾穫は大きい。

C洛画睡賃金について〈第3固)

附属図喬館では下記の臼観で第s回の名闘を

上映しましたが今回ば3日間で鍾ぺ"名が慮貧

しました。特にオペラ座の怪人は省午のコメン

Fがあ今たものの好評でお名が鑑賞しました。

渇 所図曾館本館 l階多目的ホール

実施月日平成8年u月27臼(水〉

-Uf!29B(金〉
上映時間毎日午後2時~キ後6時

U月27日〈氷) rオペラ監の怪人』 約75分

内容 プロードヴ昆イ ・、aージカルであり、

出お年にロパート イングランド主旗、ガスト

ン ルルの原作が初めて映画化され仕のは、

"毎年でそノタロの無声映画。[物語]バリ ・

オペラ"に仮面に縛マントで怪人が出没、オペ

ラ盛の楽団貝で解雇されたが、オペラ園田、ら隠

れ指い理由i捕し，，-人般金何とかプリマドン

ナにしてやりたいかりで、巨大"シ令 Y デリア



醐蝉附阻間縄 酬…

が蕗下し奇怪也事件が超ζ る. u，I'J29図〈金， r糧生1" 87分
11月28臼〈本， r審判』 約 118分

内容奇才オ ソン ・ワ品ルズが脚本監督、

出演する叡事仏、理峡闘。この f審判J<t バ

キンヌが活動の本拠地をフランスに移動した頃

の作品で、身に覚えの低い罪を宣告された青年

の異織は恐怖と不安を見.に機幽している。ジョ

セフ ・K(アンソふー ・パーキンス〉は、ある

朝、突然、検察官と刑事に逮捕される。予奮の

折、法廷を飛び幽し、不可解"窓疑をはらすた

めに、弁鍍士や、役所に頗のき〈人物に網援し

たが、良い蓮司区はる勺えなかヲた.

内容 「雄生門」ほ'0;0年、黒掃明監管により

三船敏錦、東マチ子、森殺之等を主演に製作し

た"去粉末期の時代刷大作o 1951年ペニス国際

映画策によ勺でグランプリ、同写アメリカのγ

カデミ ー外歯貧h受賞、，.湾は世界のクロサワ

には勺た.r雇生"Jの原作は芥川飽之介の

滝援の中ムこの映画が観る人の躯勤を与えるも

のは、その強烈勾テ ?と鋭L吋寅出力から〈る

凄まじい迫力である.

〈紹介文は解説文より引用)

お知らせ

。，月の紙験期視日開館について

手段9年2月 11日〈火)"建国紀念日ですが、鉱験期のため開館します.

・開館時間 13:00-17;00 

。 長期貸出について

畏鮪貸出は平成9年2月 I98 (氷〉から欄始します.

返却期限は平成9年4月 10目〈本〉迄です。

。 春季休業について

平成9年2月"日〈土)-平成9年3月 31目〈月〉は春季休業で開園時間に

変更があります.

中央総の開館時聞は月曜日~金曜日 8:30-17:00 

土曜臼 ・目曜日 開館

.医学部分館ほ渇常どおり夜間開館を行います.

月曜日~金咽日 8:30-21:00 

土曜日 ・日噌日 13: 00-17: 00 

国国図困図園園園
。第"回医学部分舘運営費負舎が下肥の通り開

備された回

目的平成8年12，ij13日〈金〉

16時 -17持

場所医学部分館会議室

[泊指事項]

1 ) lndeχMoo犯四月刊版(冊子体〉の鴛

入中止について

[領告事項]

1 )電子図書館機晴倹討委員会について

"医学系悶書館~却について

3)製本雄誌について
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平成9年1月発行

発行琉球大学附属図・館 〒鈎3心1神縄県ゆ頭部西胤町千原 l番地

電話 098(鈎5)2221 内線 (2143) 編集 ぴぷりお編集署員会

- ~-




