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新 入生諸君へ

新入生諸君、入学おめでとう。多くの縫闘を

突破してめでた〈入学されたことに心からお祝

いを申しあげます。品、受験勉描かり解放され

て、合格発表から今日まで大いに解敏感を味わ

ったことと思うが、この解敏感と大学の自由な

雰閥気が相乗作用すると諸君をとんでもない方

向ヘ押し糠すことがあります.常に大学の長

であることを忘れず、知的生活を心がげて下さ

い。知の宝庫である附属図書館へも早めに足舎

のばすことをおすすめします。 83万仰の蔵・、

7千2百種の学術維銘、 1万4千余点の観慮貨資料、
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そして宝庫への水先案内をして〈れる図嘗館員

闘が緒君を待q ている。大学問の図書貸借ν

ステムを考.. すると鰭君が利用できる図書と学

術雑誌は、学術情報センターや他大学のものを

合わせて、信るかにj膨大江量にえなります.

審者君lま、これか.4年ないし6年の間銀商学

府の学生として新しい知機や研究方法はどを学

ぶことに"るが、学聞は日進月歩の努いで進歩

しており、毎年膨大な量の学術情報が生産され

るので、今回学んだことが、明日には古〈は勺

ているかも知山ません。そのとき、図書館が皆
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附属図書館の電子広鰻 (httpj〆 bl Jib_u_ryukyu_ac.jp/)もご覧下さい.
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加叩山崎

さんの良き教師にはります.図書館を知何に効

率良く使いζ"すことができるかどうかは占諸

君の大学時代砿勿拾のこと、 8業後の長い人生

においても重大な意義をもつことに江ります。

毎年'膨大な量の学術情報が生産されると書い

ましたが、私の専門である"学の分野を例にと

ヲて、学相情報の掠れと生産宣について、少し

述べることにする。研究者によ q て書かれ允輸

文はさまざまな国の学会総その他の学術雑誌に

掲載されますB これを一次資料4または-1J(情報
という。与え苫みに、化学とは直銀閣際ありませ

んが、学術種誌のはLりは1総5年ロンドンで発

行きれたPhil筋。phico.)'l'T羽nsac則。nsof the 

R心yalSocicty of London.また同年パリで

発刊されたJournaldes &avansであるとい

われています. 0 この一次情報についての優

妻、即日食文の著者名、題名、鍋載"並びに1∞
妬程度に要約した内容を収“した雑E訟を二次情

報箆と雷い、収録された阪要を二次情報または

二次資料と呼ぶ。

話を化学に戻すと、アメヲカ化学会から

Chemical Absもractaというニ次情報箆が毎週

干同行されている。 ChcmicalAbstractaに俗世

界の学術総に掲秘される殆ど全ての化学関係の

蛤文が収録されると曾われており、本学の紀要

の治文信ども勿槍収録されている.この

Chemical Abstracta誌の年間収録論文教は次

のように推移している，1袋捻年約6万編、 1鋭淘

年約12万編、1970年約26万編、 19"坪約.. 万編、

H淑耳約sl万編、 H酷年鋲問万弱。情報震が加

透度的に増大していることがわかります。ただ、

19鈴年σ年咽収録数の伸びが惑いのは東欧諸国

の社会複織が変わり栓会情勢が不安定化したこ

とによるものと恩われます.

Chemical Abstract.S誌の創刊は1鉛 7年で、以

来今日まで膨大江貨の二次情報が蓄積されてい

る。そのHれから自分の必要とする情報を探し出

すの"、時制約にも労力問拡も大変包ことですB

それで、 1967盗事以降のCbemicalAbstractsの

内直撃はデータベース化されてコンピ品ータにも

納められているので、検索治唱易こな，ている。

図書館の端末からアメリカのChcrnicalAb 
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stract.sのヂタペ スヘγタセスして、目的

とする情報をごく短時間で探し幽すことができ

ます.医学関係の恥fEDLlNEと生物関係のB。
同回lA"岡山のデータペースはCD-ROM

のかたちで鴫入されて審"""附属凶省館に存在

しますので、コンピ且『タの雄末から、も唱と

容昆に情報検索を行うことができます.信お、

Chemical Abs仕前匂l傘、収録されている繍文

が何語で省かれているかという情縄も付配して

いますので、循文に使用されあ宮路の頻度を調

べることができます。

前出の引照文司院によりますと、世界の学術誌

に載る{I津関係の省文の73.8%は英樗で脅かれ

ているという。二番目に領自置の高い言語は四本

語ですが、わずかに4.4%に過ぎない.これは、

日本人が書〈捨文I;t4.4%というわけではあり

ません.日本化学会が発行している学術雑誌陪

3樋類あるが、そのうち 2種頭"欧文露である。

外国語の勉強が軍要に""て〈るゆえんの つ

である。日本人でも多〈の鎗文を英語江どで書

くわけですが、伊途や酔狂でやっているのでは

ない.一刻も♀く世界の人に知qても勺いたい

かりです。

以上化学を例にとって、学術情剥が写々加選

目度的に噌大していることを述べたが、他の自然

科学の分野は勿論のこと、文化系の分野におい

ても情紹畳は同様に増大していると言われてい

る。繰り返しますが、図書館を知何に効事良く

利用する ζ とができるかどうかは鰭君の大学生

活においてだけでは〈、事業後の緩い人生にお

いても一層重要な怠華麗を持つことになります。

足繁〈図書館に立ち寄勺て、慣れ観しんで下さ

1 " 
学街情緒のことについてだけ迩べたが、緒沼

健これまで受験勉強に追われて貌，に時聞を割

くことができ紅かったと思う. ζの機会に図脅

館を利周しで鶴曹にも楕を幽してください@

〈きんじよう あきお寝学部教授物理化学)

1 )乎原禿昭防実象ー替、 「化学情報文

献ヂ タへのγタセスj、東京化学同人出版、

1991年発行
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CD-ROM 情報検索 システムの使用方法(3)
「錐誌記車索引 NDLCD-ROM LineJ利用マh アル〈簡易版〉 ー

.. 要

「縫覧位事索引 NDLCD-ROM LineJ 11、白立問陰図省絡が所蔵する閤内刊行雑誌約5，500誌

w崩年8月以前lま*"仏X氾誌〉に掲・貧された翰文の記事を検索するシステムです。

1 操作方記長

フ?ンクシ姐ンキー(キ ポ ドのF・1からF・10のキ 〉に操作機能均守安定されており、

各画面下の表示文に従勺て銭当するファンク::'-./'キ を仰すことで操作することができます。

2 初期退叙直面

1 )倹索方法の決定

メニュー検索またはコマン ド検索のいずれかの検察方法を適訳します。メニ品 検索は[F 
z]、コマンド検索は [F 3 Jを符します。

・4リJι唱にはメニネ晶一検索をお勧めします。検索に慣れた方、機雑屯検舗院を行いたい場合はコ

マン ド検索をお使い下さい。

2) CD交倹 ( F 4 ]を伸します。

CD-ROMは年代別にいくつかに分かれていますので、いずれかを適択し [FIO]を何し

ます。

事CD-ROM交換を省略すると自動的に撮新閣が選択されます。

3)機権設定 [ F5 ]を仰します@

表示形式・印刷形式 ダウンロード等の機能に関するバラメータを設定することができます。

4)HELP [F9】を抑Lます.

HELP酉函〈利用手引〉を表示します。

事各画面にHELP機雌がついていますので適宜ご利用下さい。

3 検県画面，>ニ2 後東の場合}

1 )倹，慢の順序

11)愉直巾の'"鰐 蛤題名、著者名等の倹案項目のうち、わかゥているものだけを入力します。

ω検索を実行する時は (F 10 Jを押します。

2)検鍛項目と検索語のλカ

111銑圃中の単符

愉鶴岡hの冨灘から検索できます。縮図の一部分を単籍単位で、漢字またはそのヨミをカ夕

方ナで入力します。

ω給題名

様題名の先頭部分がわか勺ている場合に稿用します。論題名の先頭からわかるS霊園で、漢

字またはそのヨ、をカタカナで入力します。

。)著者名

著者名を漢字、ヨミのカタカナ、英数字で入力しますa

3 )実際の検索例

槍閣に 「悶書館〈ト γ冨カン)Jという繕を含む論文を検索するに俗、まず

(1) カ ソルを給周中の単語の欄こ移動して「図書館jまたは「トシ・カン」と単語を

3 
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入力します。

〈日本悟入カモ ドへの切り替え 図嘗館僧え付げの鏑末では A 1 ，キー + 半角/全

角キー で切り替えます〉

ω [ F10 ] ~州して検索を開始します。

〈日本悟入カモードは解除してから行います。 A1 ，キー + 半角/全角キ 〉

。}検索結果が画面に五提示されます。

図省館学や図書館員"ども含まれます。乙れを除きたい場合は 「密書館/Jまたは 「トシ・

.ン/Jと入力します.

<)論理機募検察

川項目聞のAND検索、 OR検索の切り曾え

検察圃面の 「検袋内容項目閥[- トOR]jとああところの反転表示を←→キーで切り

曾えます。

ω 向一項目内のAND検索、 0"検禽

1つの項目内で組み合わせ検察を行うには検察キ と検索キ の悶に論理演算子を入力し

ます.

例1.AND倹衆

総題ゅの縁語での検察の場合仲縄 ・基地 で検索すると論題ゅに 「沖縄」と 月草地」

の2つの単語をもっ..文を検家します。

例2.0 R検'"
倫題ゅの単絡での検索の栂合沖縄+琉球 で検索すると愉属中に 「枠縄」または

「謙球jのいづれかをもっ治文を検索します。

4 覧表示酉菌

検察結果について、その給題名、著書名、刊行年月の買を、 1関商に14件ずつ表示していま

す。ここで詳細表示をしたいデータを認します。

1 )醇しい内容を見る

先頭から鮮縮表示をしたい時也 [F 8 Jを持します。特定のデータを野細表示したい時ほ銭

当するデータに格カーソルを移動して[改行 】を押し(・マ タが表示される、型車数可) [ 

Fslを州します.一件だけの時は番号を入力し [F8 Jを伸しても鮮綱表示することがで

きます。

2)特定の番号の前後の覧会見る

番号を入力しで [改行]を仰す

5 鮮舗表示直面

政当デ タの総細を表示します.鍵総を情求するのに必要はデータ〈鎗組名、著者名、維誌名、

巻号、発行年、得観ペ ク等)が表示されます.

8 終了

[ F 1 ]キ日を抑すことによ q て前画面に戻り終了する。

〈鯵考旬室係〉
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本学紀要類紹介 ーシ リ-;;(6 法文学部

『日本東洋文化鎗"琉湾大学法文学認定要』

(Bullelin of the白 llegeof Law and 

1..0"四 Univcrs町 ofthe Ryukyus) 

発行者班疎大学法文学節、人文学科、目本東

洋文化系

民商年 3月創刊 A5判年1回発行

三河.

I 司
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ホ誌の属製母体で"る日本東洋文化系は、法

文学部における、，，.，年w月の学部閣組にとも

江勺て、従来の国文学専攻と史学噂攻の臼本史

および東洋史系のスタッフによーであらたに欄

成された教育研究組縦である。布陣成分野として

ほ、目本文学、施湾文学、~国文学、 日本史、
琉球史、東洋史から成っている。

従来の 「国文学省銀Jr史学誼集jを継取し

で、あらたに発行された 「日本東洋文化鎗集」

は、 19毎年創刊されて、現在2号までを発行し

ている会人 その褐載内容は、研究施文を主体と

して、史資料の紹介 ・翻刻、3踊釈などである。

Ir)flJ号は、w掃の原舗が掲載され、同写に退

官された」じ村幸雄教授にささげりれた。

2号は，"の俗文が箔穏されているa なお、投

稿容は日本東洋文化系と敏3陸部同教官であるが、

このメ yパーとの共著のかたちでは、ひろ〈他

の研究者にも解放されている。

〈法文学偏玄減政美〉

定書

NC未登録本の遡及入力開始について

平成9年2月i図〈土〉より薦湾大学附属図智館所蔵のNQ未畳録本のヂ タの週及入力が

開始され化。これにより約Z万冊の図書の静個おデータ沿え学術情報センターの所灘ヂータと し

て追加されると共に本図書館の書"'.所蔵データペースにも5捕 され、学内の検索稿用か可能

と"，ただげではく、全国大学の共同利用の使も悶bれることに包った。
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沖縄関係資料新着案内

1開6年11月-1997年1月

。類総 S己
l 八重山民族関係文献目録/E1!i市総務館前

史編集室帽石垣石垣市復新 1錦5.3

K02S.9-IS 
2 ワラザン展企画展/沖縄県立憾物館緬

那覇 沖縄県立情物館 1996.10 ~惜望日 OK

3 琉潔厳 「槍鍔祭壇j についてノ商権孝}後

野川教編 K091-R98 

4 塁機の 「使琉芳雄録」の解釈的研究十七

世紀の中哩の学者の線告書について/新屋敷

幸繁警 [菰扇)， [国際大学]， [19--] 

Kω2.4-SH 

5. W素人行多.， [出阪地不明)， [出版宥不

明l天保3(1図之)年 Kα13.2-RY 

6 主文泊の「梅天滋草:j/黒江一郎容 [宮

崎)， [照江一郎]，(H醐 4) K既殉 7-M!

1類哲 学

1 沖縄の遊女について宗教社会学輸集/阿

部越彦著東京 近代文書社 1醐 10

K161.3-AB 

2類歴史

1 西日本編/舟山良一《ほか]繍 東京雄山

間出版 1996.7

(須忠器集成図録第5巻) K200.z..sリ
2 沖錫とアイヌ 回本の毘ゑ問題/浮図洋太

.. 警東京新寂社 1996.11 K出"

3 近代沖縄の繍神史/比屋根照夫警 東京

社会解諭訟。"輔 9 K鈎!-HI
4 天皇徹「下の沖縄 差別・疎外.，.致の厩史/

上江酬智克警東京 三 書房}回調6.7 

K201-UE 
s 反国家の兇区沖縄・自立への視点/新川

明暗東京社会評論社 199ft9 K201-AR 

6 糟代中琉捌係・袋三綱/中闘第一歴史.案

館損北京 中務省局出版 1袋海 1

KW1.l8-CH 

e 

7 日本封趨社会成立史諭十上・下/安良扱盛

岡著東京岩波書唐十時制 2.1鈎5.5

K201.4-AR 

8 激戦の海での特攻船図/戦没船を紀録する

会編策京 柘植書房.1995. B 

〈知られざる戦没船のE録上巻)

K滋l1.7-SE

9 断家庭の海上鎗送/戦没船を毘録する会編

東京侮横書房.1995.9 

〈知られざる験没舶の紀録】下巻〉

K201.7_SE 

lO. 済井出村〈ムヲ〉の源流 勺ゴ'"，.( /~集落/

古霊留著総崩古堅哲 3輔 10K21Q.PU 

II 沖縄返還・日米の密約 ヲ島改造・圏中角栄

の銚戦と蝕折東京 日本歓送出版協会!

l後調6.2

(戦後"，年その時B本は NHKスペシ令 ル

/NHK取材班著}第4省) K210.7-SE 

12 宜野座村の米軍基地終戦"，.周年位念主主/

宜野座村役織金重扇輔宜野座村〈沖縄県〉

宜野座村役鳩..I鈎5.12 K218_GI 

13.金書受町史!第1巻移民本編 E雪編

資斜編/金武町史編さん実員会編 金武町

〈沖縄県〉 金武町敏脊."，員念l!踊 3

K218-KI 

14穫佐丸全集古E港湾の英傑ゆ滅後司陵佐丸

感春上告/新湿正経警西原町沖縄教文

出版社， 1996.10 K227.GO 

15.考短・主認を釣った封v宙誕在平署浦

添大永郎風師弟6.10 K288.2トTO

，.神鋼・ある編集名の軌跡/島袋利率著東

京伝承幽版社..I挺調6.1 K笈麹.SH

17.時事点摘 平相と自治と自立を求めて/仲

本安ト4型， ，氾概閣文社， 1996.9 K289_NA 

，.移民の父歯山久三銅像毘念誌/朔E覧会館務

企画書員会編金武町〈衿縄県) 禽山久三

編像をハワイに建立する期成会 1991.5 

K夜景9.1-TO

19.三味線放iIlJa/山入鎗つる著源調関 ユラ

イ社東京新日本教脊聞書(発売〉



醐犬繁附輔酬

， .. 泥沼 K289.1-YA 

'" 二人の歩み 濃度次賀桜・静子自分史/渡

慶次賀紛波慶次傍子嘗 【狐覇 J: [波慶

次賀裕 ]， 1996.3 K289.1-TO 

" 鰍い太臨のもと激動の島に生きる/湖侵フ

ミ著浦添 f瀬長フミj自伝出版実行"員

会 ，[陶風原町〈神縄県)1 あけぼの出版!

1鋭調6.12 K289.1.SE 

22.労働界の英傑亀切腹吉を揺る 三年忌 8悌
紀念出版/r亀岡戸瞭吉を語るj刊行編集祭員

会 [編] 廊扇閣文社 1996.3

""型9.1.KA

a ゼンリン住宅地図沖縄県郷覇市西部

'996 北九州ゼンリンゆ.. K却処ZE

24 ゼンリ y 住宅地図沖縄県那覇市東古都

， .. お北九州ぜン.)ン.，駁調6K.調'"トZE

"オキナワ体鹸ガイド沖縄 良〈知る・

見る聞く 沖縄入門書京都ユニプラン

1祭主6.10 K堅調0.9.01<

26 ぺリ 提督日本遠征日但/マシ品ー C ぺ

リ原著木版悦子釈東京小学館

1答通6.10

〈地球人ライ プラリー 028) K.調O.9.PE

3類社会斜学

l あの臼あの時/実.. 陵三著名瀬南海臼

日新町詑士， H誕施 9 K忽Yl-$A
2 おきなわキーワ ドコラムブック.[0 

事典眠 2: B毘版/まぶい組編 滞添沖

縄出版， l~剛 B _l~閉 4 K拙 MA

3 これかりの神縄レ/吉"'美男文伊雰唖彦写

真 [出版地不明] 長崎文療・おりじん，

1従事6.12 K漢)2.yO

4 沖縄報告復帰前"闘停復帰後日田-19

.. 写/朝日新聞社編東京 朝日新聞社

i寝業;.11

〈朝回文庫.[あ4..{l1，62]) K筑12-AS

5 我野沖縄 ワチム〈わが心の)オキナ ワ/

知花昼ー [ほか]箸 牧 図 滑 写 真 大阪解

放出版社 1996.12 Ka2-CH 

6 ヤマトンチ晶ーのための沖縄問題・基礎知

徹/'Hl晃警東京亙紀省房 1996.11

K302一HA

Vol. :JO No2 Apc聞

7 枠周と私/東勇孝"東京産能大学出版"】900.11 K鈴4_Hl
8 筑紫哲也のこの「くにjの冒険/筑紫哲也

警東京日本経済新聞社.，気減7

Kω4-CHI 

9 アコ クロ 我ら偉大なるアジγの小さ

はR/宮豊臣千里著邪瀕 ポ グーインク

1991.5 KぬI.M)

10 淑風~."衝で時集/佐々井調曜大飯
海底投 1甥8.4

(南島憲司書， 53) K3I洛NA

" 奄美六調をめぐって 徳之島から/山下欣

一[ほか ]編著大阪海風他民間 11

(南烏葱嘗 55) K鈴~NA

'"ヤボネシア弘行/開銀賢司著大阪海風

社.I鈎1.3

(繭島建..59) K3α与NA

"孤島の肖像ノ吉図良子箸大阪海嵐祉

1祭主2.2

〈南島筆書 61) K双葉与NA

14 あか土〈ア，ユチャ〉にうたう/池図信秋

著大阪海風社 1袋路弘8

〈向島怠書.65) K3(浴NA

15.カラスの鈴 あるハグレ綾の痛憤/平山徳

雌著大阪梅恩を土， 1993.10 

(陶島建省， 69) K誕浴NA

16.ι。枠支え支え切れて八十三年/平現盈

著大阪湾風社.I悌1.3

〈陶局窓書71) K筑処NA

17 平勇登物語奄美~思、、教育に主主きる/平

易登著大阪泌風位 E錨 4.3

'"'''叢書7l) K308.NA 

..都会(まら)に吹く南風/盛岡茂美警大

阪 梅風 社 1995.12

〈問..，聖書 74) Kま18-NA

19. .t.!ち散る自に短緬集/吉悶良子著大

阪海風社， 1996.;; 

(繭".胸白 76) K3I渇.NA

ro. AG (高級副官鰯〉文C"Adjutantgen 

e叫訟ctlon第 1剖巻/荒敬編集解説

東京柏嘗房 1犯:3.12-1995.10

(GHQトップ・シークレァト文書集成-GHQ

/SCAPω.p socret N)C()rds，第，，，)

K312-GH 

一?ー



…棚田略報

" 沖縄駿後還高齢史， J! 4魯t 別巻・適当惨結果

調/沖縄載後遺移史錨集婆員会緬孤旗沖

縄県町村会 1切3.3-1996. 7 K314.S-0K 

"-経済、生活・居住、文化の自立した沖縄磯

の中核鶴市 『ねたての都市』をめざして宜

野湾市新総合計画中期基卒針署V [宜野湾市]

企関節企画調重視編宜野湾宜野湾市

1995.7 K317-GJ 

23 日米安保「再定装jを践む/派兵チ品ツク

編集養員会編東京社会評省社"嗣 B

〈社会怨論社プックレット 1) K319-HA 

24. The battle for Okinllwa/Colonel Hir'ト

michi Yahara; !rllnslated by RQger Pineau 

aod Ma組旬shiUeharll N側 York:J. Wilcy， 

"気現5 K319.S.YA 

25臭繊申し立て基地沖縄涜恕新報の紙面に

見る !，4/琉真家柄欄社編集局傷部覇務

理新報社 1輔 11 K319.e崎町

26，沖縄ば銃える/大凶巴舞警東おかもが

わ出版， ，鋭勇6.9 K319.aレOT

'"代理書名権否め型自/大図録秀[迩] 神

縄県益地対策室 [緬] 東京 ひとなる書房

1民緑 9

〈ひとはるプッタレフト ，No.2) 

K319ふOT

2a続谷ものがたり 沖縄のめるー家/仲宗栂

京子編時蕨実践社 1996.10 岡山ルNA

29， r安保」が人をひき殺す 日米地位協定ー

沖縄からの告発/森口鶴!米軍人・軍属によ

る事件被害者の会警 東京高文研

1咲勇6.9 K319.8-MO 
30，日本の刑事銭判軍鼻死刑陪審/伊佐平

尋渡部保夫警東京中央公鎗社 1侠勇6，8

〈中止文庫い 72-0 K位7.04-IS

31. r失明J列島釣魚諸島の史的解明/井上

清警東京第三・館!1核施10 K329.2みIN

" 国際倹察局(lPS)尋問蘭書 m1-52巻/

粟屋憲太郎吉回絡編集解鋭東京日本

図書センター 1993.8 K329.67-IP 

お!再湾沖縄経済/牧野浩院務"覇沖縄タ

イムス社， ，笥:16.12 K332-MA 

34 日本¢噌匁紘〈イノペーシ./')は討喝電かり

沖縄フリーポートへの提集/レイモンドオー

タユ著東京世界FI'Z協会臼本事務局。

v" 淘 NolApr. lW7 

I~調6.9 K332-OT 

ぬ夢代財政想通/令冒頭野台{ほか]警東京

世界.院 1弼7.4 K34I_IM 

組付加価値税の亙溢と実績/気冶絡審理時

鹿児野経理協会， ，鈎5.4 K345.7-CHl 

37 米箪基地と労働運動 占傭下の沖縄/南雲

和夫警京都かもがわ出版 1996.ll

K援活民ιNA

38 沖縄の女たち 女性の人権と基地・軍隊/

高毘鈴代箸東京明石・~， 1996.8 

K367.2-TA 

39 沖縄県中首都地蟻における高齢化の進行に対

応した老人福社対策の充実に関する調査研究

東京地方行政システム研究所 1993.3

K誕浴後シCHl
40，女たちの数え歌奄美の原燭乙女ン〆土復冬

子著東京中央公輸社 1991.7 

〈中公文庫} K袋契~.37-KA

41 生徒への通信 自己実現の援助を求めて

[正]続/築関Eま医務 北谷町〈沖縄県)

集図立錐 1990.12_1袋現2.5 K374.1-SHI 

42 共育散策学録通信/集図正緩著北谷町

(沖縄県〉鎖国正雄 i銅山1

(生徒指導尖践集 3) K374.1-SH! 

'"高教組三十五凋写運動史/二十五年運動史

編集委員会編琢覇沖縄県高等学絞陣容兇

等当交教繊員組合間:l6.11 K374.3-0K 

“ハイサイ沖縄 l 私たちのメッセージ/行

困儲..東京星林社。 1輔 10KJ75-KO 

45 倉崎創玄関周年紀念，，/沖縄問比'"農林

高等学校a皿5lJ，屑年紀念事業期成会記念疫細

集餐員会慣名優 沖縄県北省都島鉢高等学授

創立刷用盗事記念事業期成金，.通6.10

K376A-OK 

46.知q ていますかヲ枠縄ー悶ー答/金城実容

大阪解紋出版社.， ，袋誕，UO K筏初 KI

47 ミャ クヅツ初出観のための手引き窓

本/前泊弘美箸宜野湾 H叩 T・M金風

1虫剤6.8 K3a)-MA 

..民俗猪名路震事典下/谷川崎一緒東京

三一省関 1拙 1-1994. 6 

〈臼本民俗文化資料集成/谷川健編!第t4

魯民俗と地名;2) Kお2.1_TA

4息子供の民俗誌/谷川健一樹東京 三一審

-，ー



縫琢大.. 付属毘・..

房 1際費6.10(日本民俗文化資料集成第M者〉

K382-TA 
50.山本111恒翁昔ぽはし ト カチ紀念/遣L峰

庄治 [ほか]編名複嘉数絹江.1議砿9
K>巡戸EN

V"I 30 Nol Ju 醐

8 知一，てて知らはい長寿の駈μ?っ/学習研究

社東京学習研究社 1醐 K498.3らGA

る頬工 学

51. IiiI求弧・沖縄の観光>伝説 おもしろ昔ぱ 1 基地と環筑破壊 沖縄における績合汚第札/

与し那覇沖縄トラベルザーピス社 [199ー] 街地積紹普東京 同時代社 1996.11

K388-RY 

52. GHQ指令総集成。;(l:1 .15急東京エム

ティ出版 1鈎'-1鈴4 K391.4-GH 

お極東有事かくて日本は戦争に引き込まれ

る/志方俊之警東京 クレスト社!

1996.5 K袈安2.2-SHl
"軍事同盟白米安保条約/山本的ー 絃本利

秋警東京 クレスト金丸田調6.2

K誕ヨ2.5:3レYA
おお等国の撤動総集沖縄・米軍基地問題/

沖縄タイムス祉緬剤噸沖縄タイムス札

1996.10 K認5.39-0K

4類自然視学

i 沖縄の気候解説/沖縄気象台 [緬1[事珊]

沖縄気象台， 1996. 3 K45HトOK

2 東洋のガラバゴス 奄美の自然と生き物た

ち/鮫島正道著胞児島南日本新聞社h

1995.2 

〈爾日本カラ ブックス) K.係 .2.l9-SA

3 沖縄県の絶滅のおそれのある野生隼物 レッ

ドデータおきなわ/沖縄県環境保健部自然保

護鍵編都覇沖縄県環境保健都自叙保康課

問調63 刷 62.199.01<

4 日本列島花maps，[t]-2 東京 北陸

館 1輯ー K470-NI 

5 日制極生総 [10J沖縄・小笠原付表/宮脇

聞編著 東京豆文堂.1邸調6.3 K472.1-MI 

6 調特攻刺傷マよ::....，ル掲の生き物と楽し

〈過ごすために/小副是正憾著北谷町〈沖縄

県〉 ピーク ピジ彊 ン 1995.3

K492.29.KO 

7 ι叫わさげぴ子どものメ Y タルヘルス・ヶ

ア アメリカの現場か勺/定子宅減御願・トゥ

γ一考那廟 ιライ社!東京 新日本教育

図書(発売上 1輔 12 K493.7-YO 

K519.21-FU 

2 川は、民える 夢のある沖縄の水・環境に

向げて神鋼テレビ"1川・環境シ ') ズJ
/寺図麗子著那覇ポ ダインク!

1後誕5.11 K519.4-TE 

3 沖縄・西表炭坑史/三木健著 夢京 百本

経済評輸社 1996.10 Kお7-M!

4 ヘルシー沖縄料理子どもとー緒に楽し〈

つ〈ろう!/繍原地焚著浦添神縄出帽!

1.泌11 K5!銀河A

5 枠縄元気科理/中村成子著 !安東紀夫写真

東京 マガゾンハりス 1輔 9

K596.21-NA 

6類産業

i 沖縄鋸興開発の想題と腹盟 国康都市沖縄

をめざして/沖縄県 [編] 那覇仲縄県

1袋路 9 K601-0K 

2 神縄のまちづくり・地域"こし ト ク&

レオモ ト/至訪問"...郊覇ポーダイン

タ国論6.10 K印 u鈎 TA

3 土地分煩基本質至宝 5方分の 1国土調査

神縄県沖縄本島命北郵 「金武J• r沖縄市

北郁J[都現1沖縄県企画開発部."" 

l鈎2 K613.5-KO 

4 土地分願書基本間査 5方分の 1国土寄金

沖縄県沖縄本島北部 f名護J.π事現平良」

[都調] 沖縄県企画開発郎 1991.1992

1<613.5レKO

5 コモンズの海交流の道、共有のカ/中村

尚司!鶴見良行緬警東京学陽書関!

1慾裂5.4 K鋭5O.4.NA

6 九州水上交通史/紬木学網."主文献幽

版 1鋭誕3.6

(日本氷上交適史鎗集第5巻)

Kω3.2-YU 

-，-



環E事大学附属慣...

7. rハヮピーァイランド」の本 </多喜ひ

ろみ編 ".， ボーダーインク 199t.lO-

1袋持" K際安9.6-TA

?麹釜術

1 伝統の継承琉草案古典芸能コンクール友海

/宮星昭也箸 那覇施主事続報紘 1996.11

K702.9-Ml 

2. !lる沖縄・駿災文化財と戦後生活資料展

太平洋戦争沖縄戦絡結50周年事業特如捜

/沖縄県立博物館繍灘覇沖縄県立憎輔官

1鳴ら 6 K709-0K 

3 銭谷山路を行〈 鶴谷村の旧跡めぐり/曽

緩信ー蓉村山友江知花雪V子 編 続 谷村

[セルフJH1996.11 K干a.2-S0
4. "瀬名貝塚 プセナリゾー炉開発に伴う緊

急発銅調査報告/名S賀市数育祭員会社会教育

課緬名腹名護布教育要員会社会教育課。

''''弘3 K709.2-NA 
5 久場とよ圃集/久場とよ警郡朝疏実家禽

院"輔 9 K7~18-KU 
6 跳ぺ)!t+ (とりじ砂う〉 琉球空手風璽

録/新星堅進作・画東京ク 'Jエイティプ2

1出民10

7 古典舞踊「衡平良万畿」

をめざして/金縁匂伝子誉

学]， 1977

K7三<l6.1-SH

，車問譜の体制ヒ

[部周1， [涜球大

(沖縄の隔り 3) 即品KJ

8 縫潔古典音楽の源流量嘉比貿捻、欽定、

安室エヱ四の比較研究/宮城刷章者南風飯

町〈沖縄県〉 郊繍出版位 1996.10

K768いM'
9 九州・持縄シネマ風土記/井よ智貫著 熊

本熊本出版文化会館 1995.12 K押'8.2-1N

10. .t;きなわあ・そ・ぴの図艦浦添 沖縄幽寂

1鋭調6.12 K781.9-0K 

111おきなわ菅あそび野外で仲よく元気よ

v勝進盆量編著

ω伝承妻鹿q ぽあそび楽しく作れる/宜野

湾市レタリエ-"'.ン総会νクサークルあ

だん箸

ω 楽しも日手作りおもちe 普ながらの/大

西栄保編箸

JO 

Vol. 30 NoZ Apr聞

{心季節の毒l1Eあそび錫子で4れあL、/今一

クル花かご警

u 日本格闘銭おもしろ史話/忽時続三啓東

京毎日新聞社 i招 3.7

〈ミょz プックス) K789-KA 

12. Okinawan karate 山 teachers and 

their styles/ Jim Silvsn New York: Vlln 

U伊丹四畠.d鈎3 K7鈎 2-JI

13. Secrets of Uechi ryu karate and the 

mysterioo of 01瓜ioawa/byAlan Dollar 

Antioch， Caljf. : Chcrokec Pub.， c1懸泥

K789.2レDO

J4 究道無限/沖縄小綜流変手選究遊館逮合会

郊覇セイケイ出版鮭 1996.10 K789.2-0K 

15.錬阻護身信手/官名腰義珍普宜野湾

裕樹社 1996.12 K吻9.2-FU

16.沖縄空手道優悦武道空手の絡網/高宮被

繁[ほか]舗."北谷町〈抑縄県〉 沖縄空

手道也会北舎道場!日間s K7図お TA

J7 沖縄空手道・吉武道法派・会派組織系統図

[北谷町(沖縄県)] : [沖縄空手選協会北谷

退場]， [1醐] K789.23-0K 

..昭平誠人脈の菜/高官級繁 [ほか]編著

北谷町〈衿縄県) 沖縄空手道協会北谷道場!

国初6.8 K789.23-TA 

8顕笹学

1 仲宗侵攻善言語資料目録 マイクロフ 4ル

ム/神縄県立芸術大学作成"廟 沖縄県立

芸術大学.'"討5.3
(仲宗綬政轡宮陪資料/仲宗縦攻普著}

K88(l.NA 

2 徳之島尾母方宵集.J/徳富重成編 [徳

之島町〈鹿児島県)1 【篠宮質成J，1975.12 
K8B6-TO 

9類文学

L r涜歌大成』註解編.1-3/清水彬著大

阪和泉書院 1996.6 _ K913-SH 

2 斑歓百箆 【幽阪地不明] 【出版者不明]

K913-RY 

3 汽水相模 佐々 木満隆寺第しペ佐々 木市." 開閉



現球大雪P附属....
脈発行所 1使褐11 K917-SA 

4 向島詩人平岡大 鈴集/平岡大一号武

宮町〈神縄岨，) :.多葛制('だきそう〉

1鈎4.3 K917-HJ 

5 俊足物語/図星斬直作 [出版地不明]

[図里斬置 J， [19--] K9初 TA

6 久志の若該司伏山敵討三山和也/摩文

仁続方作 [凶版地不明1. [摩文仁波方 J.

[19--J K9'8l-MA 

7 複佐丸鍬討/玉緩朝葉作 [幽服地利m
[玉城朝旗]. (19--] K!O)-T A 

8 執心鍾入銘刈子司，-'すの巻/宝級籾薫作

[出版地不明1， [玉城納疎J，[19ド]

K9ro-TA 

g 手'"の縁/平数量制敏作 女物筏/互協籾

深作 [凶版地不明1， [神谷原順1. [19--] 

K920-HE 

10 組踊匂地謡 心得/地宮事婦[考 1 [幽

阪地不明 1. [池宮容錫 J，1966.7 K¥OJ-IK 

11 大敏樹/図星糊直作 [幽版地不明1， [図

星捌直1. [19-.] K9:初-TA

1'.大}111般討/神谷厚順作 [出版地不明]

[衿6厚順J.[19-.] K9W.KA 

13. 芝居身窃姉妹敵討/摩文仁被方作 [出

版地不明 1• [摩文仁現方1. [19--) 

K9W_MA 

VoL 3Q Nol Apr開

14 万眠放射/図翌朝直作 l花売の縁/高宮域

作 [出阪地不明]:[図星朗直 J. (19--J 

K920_TA 

15 神縄は戦場だヲた/有馬繁雄著鹿足島

南日本新聞社南日本新開発センタ 〈発売k
l筑訓6.6 K930-AR 

16.女教師三色すみれ/三好京三箸 東京動

文社 1峨調6.6 K9:四 MI

17 明けもどろ蕊禄尚良玉一代肥上巻下

巻/伊江餅健審 東京弘済出版社

[1腕 11] K叩 1E

18.賃金のプタ/谷正樹者東京近代文芸

社 1996.9 K930-TA 

19 うちあたいの日々 オキナワシマーコラム

集/新械柏樽箸那覇 ボーダーインク

協調3.11 K940_SHI 

m続編命〈ヌチ〉どう宝{沖縄発l/衡図

得"誓 [邪碩] ロマン寄房牧志庖!

1後通6.8 K940.KU 

幻想鹿/泡宮減秀 爾風原町平山印刷

1輔 1 K制 O-IK

22.臥 illBwa:the la:st battle of World War 

Il/Robert Lockie New York: Viking出勤5

'"以'"0

益〉各資料末尾の記号は締求肥号です。

本学教官著作寄贈図書案内

1鈎6年11月-1的7年1月

下地良男〈法文学術〉

英晴学の窓英語統跨鎗短説/下地良男著

東京英車社 1996.8 K375.89-SH 

知念裕(法文学部〉

付加価値の理舗と実際/知念裕著東京

喜雄務経理縮会 I(臨 4 K345.7-CHI 

現代財政理論/今西芳治[ほか]警東京

世界書院 1987.4 K341-1M 

IlJ盟鈍ー (歓菱自部〉

沖縄の擁岬"とまじはいフ フダ(符札〉

の研究/山史鈍ー箸東京第一省房

1駒7.2

(南東文化篠宮， 18) ..  切-NA

新 械 明 久 ・砂川勝""農学係〉

めん尊山羊筏割"fイドプック/臼本緬羊協

会 [絹】東京 日本緬羊協会 1996.12

K6凶5.4-NI

注〉各資斜末尾のE号は請求児号です.

-Hー



ー‘eヲ史学期粛醤・.. 回 一

圃直面~1Ml

[会議]

。第3図薦妻家大学附'縄問書館電子園相臨館楓嶋検

肘"員会
四時平成9年1月3i臼〈金)

出時-16時
場所 附属図省館会繊.. 

[協議事項]

1 )平成8年度CD-ROM市販データベース

の契約鎗泉について

2)電子宮.館機能の将来梅惣について

[組告事項]

1) "成9年度科学研究費補助金研究成果公

開促進費の$簡について

2l講演会について

[講演会〕

⑥平成8年度第4悶仲縄県大学問書館筋隆会鯵

演会

日時平成 9年2月3目(月〉

l'時お分-16略'"分
制局所附属国寄館多目的ホ ル

故直 「電子園寄飾的機能の充実 ・強地と

文教施貨についてJ

[電子図書館機能検討委員会委員名鱒1

局 ー職名 氏名 任期

附属図書館館長 金被岡夫 -10.09.30 

法文学部
，." 

新 城 領 夫 -10凶羽

教育学部助教授 名嘉順一1-1叩却

理学" 助教授 郷内敬三 -10.09.30 

医学部教授 小 杉 忠 蹴 -10凹却

演者文部省学術関際局学術情報媒

大学園.館係長 井深廟二

。平成8年度第s回沖縄県大学図書館協議会宮崎

。商会
，.，賀会A

日時 平成 9年3!l3目〈月)

"時-15時
場所附属図省館多目的. ル

演題 「大津図書館の PR活動とマネダメ

ント」

演者東京大学鉛合圃・館俗務鐸長

大隻治ー

講演会B

日時 五評議8年3!l3日〈月)

1積争、16時

機材所附属図書館多目的ホ ル

横風 「京都大学の電子図書館栂怨とその

進め方J
演者封書B大学附属図書館総務調長

石井係資

(平成9年 1月31回現在〉

局 ..名 氏名 任 期

工学館 助教慢河野真治 -10開30

11学館 助敏侵 多和田真盲 -1日田却

教整部揖師 関白晴威男 -1日開 30

熱帯生物園研究
酒井 ー宮 -10伺 30

センタ一助教捜

情報処理センター講師 谷口緒袷 -10.09初

- ]2-



一岡田陣織

お知らせ

。 開館時間の短縮〈務季休業等に伴う)

"'''''平成9写4月 1日〈火)-，月"日〈回〉

・医学節分館平成9年4月 1日(火)-，月6日(日〉

開館時間月曜日町4盆帽8 8 :30-17:00 

土曜日 ・日曜日 休館

。夜間開館の開始

-巾失館

医学節分館

平成g年 4月"日〈月)から

平成 9年4月7日〈月)から

開館時情月晦目~金噌目 8 : 3か-21 ∞
土岨日 臼晴日 "∞-11 ∞ 

。 休館〈中央飽医学啄分館〉

・4月29臼〈火〉 みどりの日

5月4日 (8) 函足の休日

・5月2畑〈木) 闘判己念日

• 5月3日〈土〉 護法記念日

・5月5日(月) こどもの日

。体育第の闘の開館時間〈中央舘 ・医学部分館〉

• 5月29臼〈木) 8 : 3砂、11∞

。 新入生向け図書館ツアー (中央館〉

集合場所附隣悶寄館玄関

開催期間 4月21日〈月}-5月16B(金)

開催時間 1回目 10' 1か叶O 初 2回目 16: 3I}-16 : 50 

ピデ.上映時間 10: 3かー11: 30 

ピデオ上映場所開属悶書館多目的ホール

留学生〈新入生〉向妙にも繍舗を予定しています

。 留学生コーナーの改装

国 N醐翻

従来、3階ブラウジングコ ナの角にあq た留学生コナをこの度、テ

プル、ソフ，、新棚娘をヨ使曾え、装いも新たにはりま した。今後、外闘斬聞、目

*文化事情等の図書書、ピヂオ等の充実を考えております。留学往同士、又、本学

学生と留学生とのコミ zニケーシ・ンの場としてご事聞ください.

-13-



…… 回一

図合館年nu主要スケ ジュ ール(平成 9年度)

図・舗の開館時間その他に関する年聞の主痩スケジー ル俗、おおむね FI誌のとおりです.具

体的伝期限等倍、その..，.お知らせいたしますが、あらかじめご留傘〈どさい.

包お、休鎗等については、各学修掲示仮谷よぴ館内縄示にご益重廠います.

大学行事等 図書瞳行事事 ~IHI' 
志・・ M・

4月 -'" 曹草体寓等 ..> 
->3日 関 L

'" 新入生""，);tン予ーシ， γ

5月 司".用m.理書悼腫

2日 '"司令目 .> 休館

~" 体育. ......> 合合.. 次写週町樋a・w・'"ド止治銀扇車

7月 2日........... 盛岡剛蛸陣 (返却冒/11)

"日ー 夏曜休車.......... ....> 合.

8月 -"日 岡上 〉 '" -月 ， .... u日 間牢割問E院は腫…‘ ........ ......酔4 酔 4 酔酔 .. ...・・.......・ 4 -・〉

>>-却固執畢体寓噂 ・.... ー〉

"" ，-畠日同上 ，唱唱“〉 • "" 
自-，国軍大事…+ 円山〉 休 . 

"周 ..日"‘ 』民周貰出副瞳【返却 1/16)

~日~ 省ト，休寝 ...> '*It i * 
酒田.....1/5牢東軍枯 ...> 休館

1月 司自 4陸軍体調R ....> 
体 "

11-18日入鼠.，，，-鼠駒 ....> 
醐 i

大型ヨレず 11.，推劃位蝿

図書・AJI求費付随旬

'" 
11-23臼 置掌期間車鼠瑚 ・・‘一 ..唱叫圃園"園町 圃圃園 町圃 門司自・... ‘〉
>3日刊一............................> 量期首出削抽 【返却~/10】

"回~ 膏軍体寓等 ー晶+‘〉

>>-揖目 入学者壇植草踊 〈予定〉 ....> 
3月 -"百 春季休灘 唱....>

通常の開館時聞は、平日 8 : 3{ト11 ∞ 土 咽 回 ・目輔自 13 ∞-17 ∞ 

〈注)* l!、開館時聞の組織を示す.(休黒潮〉

平日 8 : 3かー17 ∞ 土 曜 日 ・日曜日閉館

合 俗、威厳.."日隣餓を示す.(鼠厳""".月の 1図から鼠験絡了固まで〉

彼自 13∞-17ω

表湾大学鮒属邸・館..・ぴぷりお・JlJ30~ JlJ2号〈通巻第'"号〉

平成"手4月発行

発行 涜支宗大学附属闘省館 宇叡>3-01 沖縄県中額郡西飯町千[，(1.. 地

包B慨.

合

会

‘..臨調B(895) 1221 が線 (8168) 編集 ぴぷりお編集<!員会
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