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マシュマロのような日本の大学生

一大学改革に 向けての雑感一

短歌を自分でつくることはできないが、新聞

の短歌投稿欄を読むのは好きで自分勝手な想像

を楽しんでいる。

ある日、 “マシュマロのような日本の留学生

角なく柔らかく自己主張なく"というアメリ力

在住の西岡徳江さんの短歌が、朝日歌壇に選ば

れているのに気付いた (1悌4年10月幻自)日本
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琉球大学剛腕図畳舘線

るが、私の印象は、女子学生、男子学生を問わ

ず優しく、素直で、可愛いい感じの若者が多い

というものである。この印象を負の面から言え

ば、子供っぽい、受け身的、頼りない、などと

なろっか。そして、この負の蘭が問題である。

筆者が医学部学生として過ごLた昭和31-37

年 (1956-1962年)は、日本が高度経済成長期

を迎える以前の、戦後の混乱と貧しさがなお残

る時代であった。その頃の大学生は、一人前の

大人として認められたいという志向が今の学生

より強く大人びていたが、モ目分、生意気であ勺

た。また、テレビが普及していなかったためか

今の等生より本をよく読んだと思う。それでも、

明治の頃、例えば夏目激石の小説に現われる大

学生と比べれば、はるかに子供であった。この

ように若者は、時代の影響を受けざるをえない。

“マνュマロのような"と残念な気持ち(7)

を込めて詠まれるような特性が現代の学生にあ

るとしても、その図ってきたるところは現代と

いう時代が与える影響が大きいのであって、若

者自身に主たる責任があるとはいえないだろう。

そのような状況を産んだ時代、特に1IJ等・中等・

高等教育制度や大学入鼠制度などをつくってき

たのは我々大人に他ならない。また、高等教育

に携わる大学人もその責任の一端を担っている

筈である。

つい先日、文部省の重要なポジション(課長)

に就いておられる某氏の r21世紀に向けた医学 ・

医療のあり方について」と題する特別講演会が

医学部で開催された。その講演の全内容をお伝

えすることは議者の力量に余ることだし、その

任でもないが、筆者が考えているテーマとの関

連から、是非ここに紹介しておきたいことがあ

る。その課長は、ここ数年を 「改革の時期jと

捉え、改革が為されるか否かによって21世紀に

展望を聞くととができるか否かが決まる、と言

われる。改革とは、あらゆる分野についてであ

り、勿論、大学改革もその一つである。規制緩

和、地方自治の拡大、イ '/7オームド ・コンセ

ントの徹底を含む医療制度の改革などを実際に

やれるか否か。視点の転換、つまり、日本とい

う国だけを見るのではなく地球規模で考える方

向への転換の必要性も強調古れたa 特にインパ

ヲトを受げたのは、次のような問題提起であヮ
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た。これまでは、役人、医師、教師の三職能者

に対して、 一般大衆は尊敬の念を持ってきた。

一方、これらの織にある人迷は、 「自分逮は一

生懸命仕事をLているから、自分逮に任せてく

ださいJということでやってきた。しかし、今

やこれら三職自梯団と大衆との聞には勺きりし

た黍離が現われてきている。そして、大衆の尊

敬を受けてきたこれら三分野においてこそ改革

の必要性が高いのだが、現実にはこれら三分野

の改革が最も困難と恩われる。特に、医学部の

先生は、医師であり、教師でもあり、さらに国

立大学ならば役人的要紫もいくらか含むだろう。

それゆえ、一層難しい状況にあるとおもわれる。

大衆からの事離に気付かずこれまでのままでい

ると、 間違いなくかつての“国鉄"のようにな

り、国民から見放され存在の基盤を失うだろう。

国立大学の民営化も当然起こりうる…。このよ

うな、誠に辛錬な歯に衣着せぬ問題提起であ勺

た。ご自身日本政府の中枢におられるお役人で

ありながら(あるいは、それ故にこそ却って、

かもしれない〉、このように改革に対する考え

を強い信念とともに述べられたことに私は感銘

を受けた。

現在の日本の教育制度 ・カリキ 品芦ム は、

“主体性"の確立へ学生を導く教育という観点

では問題が大きいと思われる。大学の全分野に

ついて言えるかは別として、少な くとも医学教

育については問題視されている。去る 5月初日

(火)、NH1{総合テ νピの "7ローズアップ現

代"は、 「聴診器が使えない ー 偏差値世代の

医学生・基本の欠落 ー」 というテーマで放映

した。 30分番組でもあり、深〈掘り下げている

とは思えなかったが、一つの問題提起ではあっ

た。焦点は、 “自分で考えることができない医

学生珂におかれていたようだ。く勿論、全ての

医学生がそうであるということではなく、その

ような医学生が増えてきている、という趣旨で

ある。〉テνピはまず、医師国家試験に対する

医学生の対応の仕方を写し山す。医師国家試験

は地域ごとに実施されるが、鼠験市I夜は全員ホ

テルに泊り込む。深夜までファックスなどにA

り送られてくる出題予想情報を幹事が各室の受

験者に配布する。受験者は受験用参考書から解

答を見つけ出し、答えの暗記をする。その臥唯
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は異様で、若者の爽やかさが私には感じられな

かった。また、いくつかの私立医科大学や国立

大学医学部の医学教育現場の映像もあった。

そこでは、学生に考えるカをつけるための努力

が教授刊箆触によって語られる。学生1;1:マニュ

ァ，レjiliりのことしかできないー ー、患者さんは一

人一人異なり事録ヰ番通りのケースなどまずなL、

のに、その個々の場合に対応できない…、臨床

実習を終了しているのに聴診器も正しく使えな

い学生が多いー、等々のコメ ントがある。

厚生省の医師国家鉱験担当者は「国家試験に実

技のテストも加えるべきだという考えもあるが、

金がかかり過ぎて困難だ」と語る。 番組は、

NHK論説委員の 「国家試験の方法を変えるな

どの外圧のみに頼るのではなく、医学教育現場

の内部からの改革が必要」というコメ ントで終

わった。そして、このテレビを視た一般市民は、

今後若い医師の診携を受けることに不安を感じ

るのではないかと危倶された。

「自分で考えることができない、もしくは、

不得手な学生」という指摘は、医学生のみなら

ず、程度の差があるとしても現代の大学生一般

に当てはまるのではなかろうか。さらにいえば、

“自分で考える句ということは、易しいことで

はない。例えば、パソコンの使用法に習熟する

ことの方がむしろ易しいだろう。かの大主持者、

力ント先生は「諸君は私から哲学を学ぷのでは

なくて、哲学することを学ぶように。思想を単

に口まねするために学ぶのではなく、考えるこ

とを学ぶように」と講義のなかで繰り返し言勺

たと伝えられる。これは、ト ータルとしての人

間形成に関することを意味し、単に知識と技術

を身につけることとはことなるのではなかろう

か。そして現代の日本社会は、文系、理系を1町
わず、知識とあ『術を身につけ、方法論に習熟し

た、世の中で直ぐに役立つ人材の養成を大学に
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期待してきたのではなか勺たか。そのような流

れの中で、オーム教団の一通の事件、高級国家

公務員や社会的貨任が大きい大企業経営者など

の不祥事等々を経験した日本社会は、知識の伝

慢に偏り過ぎてきた大学教育のあり方に対して

疑問iを飽き始めたのではないか。現状をこのよ

うに捉えた場合、大学は知識と技術だけを学生

に教え、身につけさせるだけでよいのだろうか、

という恨源的な問題が浮かび上がってくる。

実は、医学教育に附しては、 阪に10年も前にこ

の問題、知識伝授型教育からの脱却に関する提

言がなされており、「医学教育の改善に関する

調査1軒先協力者会議最終まとめ.文部省高等

教育局医学教育課編著、 昭和62年発行Jの添!，;7

ページに次のように記述されている。「今後の

教育の発想は、基本的知識を修得させるととも

に、学生が将来未知の課題に遭過した時、それ

を自らのカで解決していくという創造力、判断

力などを含む問題解決能力を養うという面を重

視すべきである。このような問題解決裂学習の

1要性は今後一層高まるであろう。」 実際、

NHKの"タローズア ップ現代"で取り上げら

れた程度にまで、社会的な要請が高まってきて

いるのである。こzでいう M問題解決型能力を

養う"とは、 前述の “自分で考えるカをつけ

る"と同じ内容と考えてよいだろう。この提言

に反対する教師は多くはないと恩われるが、具

体的な方法論が問題となる。医学科では、 一つ

の科目において教授と助教授が約1∞人の学生

に対応しなければならないという点に困難さが

ある。しかし、何らかの工夫により小人数の発

表 ・討論型学習の機会を増やすことは、全〈不

可能という釈でもないだろう。自分が担当する

科目においてだけであれ、今や、この課題に

剣に取り組むときであると考えている。

(.sべながとしひζ 医学部教綬ウイルス学)
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アインシュタインの脳、電子化情報の忘れ物、 Serenwpity

今年4月から始まった園の大型基礎科学計画

「脳科学の時代」は、知る、守る、郵lる、の 3
テーマで、脳の構造や働きの解明、老化防止、

アルツハイマー病の予防や治療、脳に似たコ ン

ピュータの開発などをめざし、 20年計画で、新

年度の予算は約150億円とのことです (3月17日

朝日新聞)。また既に 3月7臼には学術審議会

特定研究領域推進分科会から 「大学等における

脳研究の推進について」との報告も出ています。

「脳」流行りで、寄底に 「脳Jの脅架が設けら

れていたり、そうでなくとも、書名に 「脳」の

字がついた単行書や雑誌の 「脳」特集号が庖頭

に平般みされる時代です。

ひと月ほどまえも、東京の某TVキー局の番

組制作スタ ッ7から電話で、子どもの知能やそ

の他の能力の発逮と脳との関係を分かり易く示

す、テレピの絵になるような資料やデータがな

いかと訊いてきました。そんな都合の良い、そ

して一見して子どもの様々な能力の発達を脳の

構造の商から裏付けるような所見は現在見つけ

られてい低いと応えはしましたが、あまり紫気

なくしてはと、たまたま乳児期から小児期にか

けての脳の MRIC核磁気共鳴画像)の所見を

取りまとめていたと ζろだったので、お節介と

いうか、親切というかそのデータの一部を資料

としてファ ック スで送りました。これで簡噂に

引き下がるようなスタッフではなく、その後も

数回、担当者を替えて同じ様な質問がありまし

たが、閉じ応えを繰り返していたら、とうとう

締めたようです。他の脳科学者から満足のいく

データを手に入れたのか、番組の企画が流れて

しまったのかは定かではありません。

脳のことを研究しているんですってヲじゃ、

頭がいいとは ?、天才とはに 三つ子の魂百ま

でつて本当ワ、などの問題を脳の全体または部

分の構造の追いとか変化で説明できないの?

「脳の時代」に入る以前からこんな質問や諮問ヲ

- ~ 

前医学部分館長 平田幸男

に悩まされています。知性i派?の某女性旬刊誌

の記者は 「女の決断とはワ」という特集のため

に、決断にかかわる脳の部分に男女の違いがあ

るか?と聞い、 「そんな違いは簡単には分かり

ません。」 とヒトの脳を前に困惑している筆者

を写真に帰り、それをいかにも違いが分かる神

経科学者に仕立てて紙面IL載せました。

上野動物園でパンダのうンランが死んだ朝、

解吉rJに呼び出されてこの動物の脳をや勺と取り

出した時、当時の飼育課長に 「バンダは、脳か

ら見るとどのくらい頭がいいですかワ」と訊か

れて困ったこともあります"

出廻っている 「脳」の本の中には、動物やヒ

トの知的能力の程度やその発達の仕組みが、す

べて脳という形あるものを基盤に説明が付くと

も受けとられるような大変断定的な書き方をし

ているものもあります。しかし、それらの説明

の基になっている論文を説んでみますと、元々

は、ある脳の一部の構造を論ずる際に、その部

分の機能との関わりが、ごくごく控えめに示唆

または類推されているに過ぎないものが多いの

ですが、これが、 ・脳こそすべて'派の著者や

編集者の手にかかると、あたかも脳の構造と働

きとの関係、が確定したかのように密かれてしま

うことが多多あるようです。

アインシュタインの脳先日電話してきた番

組制作者も f天才と脳」の問題で7イン Yュタ

インの脳の例を持ち出してきました。「一科学

者ーアイン シょ.~イン，の脳」 と題され (Dîamond

M.C. et 81. (1985) On the brain of a scientisも-

Albcrt Ein.stein. Exper Neur 88 198・204)、アイン

ジュタインの左大脳半球の皮質の小さな部分

(第39野と呼ばれている)のグ1)7細胞の数が、

対照と比べて有意に多かったという報告の事で

す。用いられた観察方法にもやや問題があり、

決して一流とは言えない論文です。対象とした

部伎の機能もそれほど確定したものでな く、 恐
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らくは言語活動に関係が深いだろう、と言う程

度にしか言えなL、小さな部位について見つか勺

た差違なのです。その部位を観察した理由を、

著者らはアイン γ ュタイン自身の内省的な言一

(注〉によ勺て導かれたと省いているのも、こ

の種の自然来十学系の論文としてはやや異憾です

が、その観察結巣が、この大変特巣な人物の数

学的思考過程における精神的イメージないし内

的言語の性質を説明する可能性を示すのでは低

いかと言われたり、さらには構!磁田胞比の逃L、

が彼の知的能力の全体像を説明でき、さらには

彼の突才性。の、脳における表現であるとま

でされては言い過ぎとしか言いようがありませ

ん大問小泉程度の差が、まさしく針小線大で

天才性を説明する事象にまで持ち上げられたと

言うべきでしょうか。

(注 「単語や言語は、普かれたも白にせよ、話され

tものにせよ、私の思考白メカニズムのなかでは屯ん

の役割も果たしていないようだ。J(1945)， r弘たち

白思考が大体、記号(言葉)を使わずに、そ札どころ

か、相当程度、無意書量に進行している ζ とに縫いはな

い。J(1979) なお、アインシュタイ ンは、 3歳にな

るまで言葉を話すことを覚えなか勺たそうで、この遅

れが、アインシュタイン白jJl:覚的な思考 (つまり「思

考実験J)由起源だったのではないかという示唆がなさ

れています。{アリス ・カラプリス「アインシA タイ ン

は語る」 大月警庖1匹16)

いま述べたように観察事実とは不約り合いな

解釈が一人歩きする例は他にもあります。ヒト

の大脳皮質の神経細胞の形の変化を観ると、特

に神経細胞にと勺て情報の受入場所である枝

(樹状突起)が、発生 ・発迭の時期を追って仲

長し、枝分かれカ斗主雑になっていくように見え

るので、この変化が脳が械々な情報を処理する

能力が発迷していく過程を説明する構造的な背

景である、として度々引用されているConelの

大著 (The回目nat.aldevelopment. or山ehuman 

cerebral cortex， Vols. 1.......6. 1939-1963， Harvard 

Univ. Pre回)があります。しかし、元の書物に

あたって各発達段階の細胞の形を眺め、吏に実

際の標本を観てみると、各時期には様々な飽雑

さの枝を持つ細胞が混在しており、それらの内

から発達 ・成長の時期の順に、複雑さが進行す

る様に見える細胞を窓意的に選ぶととは簡単で
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1。でも、そうやって選んだ細胞の図を、時WI
や年齢の順に並べたものが、皮質ないし脳の全

体の形態の変化を表しているとは決して言えな

いことは確かです。

ヒトのさまざまな知的能力の発達は、その越

維としての脳の解剖学的、生理学的な発達に誕

付けされているとは考えられていますが、モの

変化とくに構造的なそれは極めて緩やかで長〈

続き、 4かたち4 から観れる脳の最後の形成過

程(=前頭葉と側頭葉を結ぶ迎合線維の有髄化)

が終わるのは32-34才だ (Yakovlev& L.COU1 

1967)と報告されているのです由人これとても、

ζの後はっきりと再確認されているわけではな

いのです。

情報電引ヒの得失ょに挙げたような、 |悶巡っ

た深読みや、極端な一般化を招きやすい報告を

も含めて様々なf糊が、それがやや専門的な論

文や単行曾であ勺ても、今やインタ ーネットを

はじめ機々な電子媒体を通じて、研究者だけで

なく維でも大変速く、容易に、そして特別な代

価をほとんど払わずに手に入るとても便利な時

代になりました。便利すぎて、手に余る沢111の

情報が手元に集まります。以前は鵠の目鷹の目

でやっと手に入れた論文をそれこそ紙背に徹す

るように読んでいた研究者にしてからが、今ゃ

いとも簡単に手に入る文献や論文の一つ一つを

じっくりと批判的に読むことが少なくむり、抄

録された結果のみを文字どおり流し読みする事

が多くなります。つい、自分が今日晶心があるテー

マの、自分が考えている諾の筋に関わる部分の

みを読んでしまう傾向にあるものですから、 一

般の説者は勿論、少し:専門が違えば、研究者で

あっても、記蛾されたデータや観察結果の拠っ

て立つ実験の過程なり、データの有効範聞を決

定する背最などを知ることが億劫になってしま

い、その結果、早とちりというか、早計な過度

な一般化、さらには曲解が起こる可能性が増え

てくるのではないかと危恨されます。

Serendipity 情報の電子化がもたらすかも

知れない変化のひとつに serendipiLy(注〉の

衰退ワがあります。データの移録や最終結論の

部分以外の所に記されている研究対象や方法の

詳細、また最終結論に至る推論の道筋などが、

電子化される際に情報を淘う指の問から流れ去っ
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てしまう可能性があるという事です。現在既に

ー覗tが電子化されている NaLureや Science

などのe-journalを読まれれば直く気づかれる

ことと思いますが、例えば、論文ページの隙聞

に載せられたやや小さな字体での囲み記事やコ

ラムなど、そして実験結具や書籍の広告さらに

研究職の求人広告などは、誌面が電子化される

際にいわば冗長なものと してゆlられています。

落とされてしまったこれらの雑多な情報は、し

かしながら、私共が仕事を進めていく時の息わ

ぬヒ ントになったり、また思ってもみなかった

テーマの展開や新しい発見ーこれがまさしく

serendipilyなのですが に擦がることがあり

ます。こういった、情報が電子化されるときに

失われるものに加え、電子化されたものを、ネッ

トワークを通じて読む時には、私たちは視聴覚

のみを通して、と言うことは、モれ以外の感覚

を閉ざしているという事、さらに回線に接続し

て読んでいるときには、時間的制約が、元長な

6 
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情報を排除する圧力になり得ます。国rendipiLy

の出現にとっては耳寄りな条件です。

これまで主流であった印刷媒体を自の前にし

たとき、私たちは視聴覚に加え、ベーじをめく

る指を適しての紙の肌触り、灰かに匂うイ ンタ

の香りに抵く鼻などわれわれの五感のすべてを

解き放ちます。時間を気にせずに行を追い、と

きに自由に矧けさせた想像力がイメー クを置く

ことの出来る行間や余白がある紙媒体の本や雑

誌にも、まだまだ存在理由はあると思うのです

が。

{註 Screndipity，--tousには適当な日本語訳が見つ

からないので TheNcw Shorter Oxford English Oic-

Liona.ryにある説明を引用しておきます。alwaysmak-

ing discoveries. by 8ccidenLs a.nd 88gacILy， of things 

山cywere not io quest or.l A suppo且 dtalent for 

the making of happy and un目 pecteddiscoveries 

by accidents or when look叩 gfor sometbing el皿)

(ひらたゆきお 。医学部教授解剖学)
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研究室等からのCD-ROM検索システム利用案内

学内LANを利用して、以下のCD-ROMを附属図告館外からでも使用することができます。

利用に際して、下の鋭町lをお読みください。なお、今後変更があれば、随時、附属図番館ホームペー

ジ(http://JibJ.lib.u-ryukyu . a c. j p /)にf創立されますので、

こ溜認ください。

接続可能機器 o 00  S 

M Ma  c n t 0 s h 

W Windows 

*については、以下の説明をお読みください。

1. CD-ROM検索システムの利用申請

司院室等から附属図書館のCD-ROM給京システムを利用する場合は，あらかじめ rCD-

ROM検索システム利用申請書」 を拠出して下さい。 附属図~館ではそれにもとづいて、

rCD-ROM検索システム利用承I2WJとともに利用者登録番号を交付します。また「利

用申締密Jには、利用者本人以外に経質負担者の記入が必要です。申請書は中央館、医学部

分館カウンターに備えられています。

2.利用申請也の受付窓口

利用申請替の受付期間と窓口は下記のとおりです。

(1)受付期間 随時

(2) 受付窓口 附属図書館 : ~刊欄係(巾央館 3 F) (内線千原8167，2207) 

医学部分館 。分館資料サービス係(内線上原 2733)

3.利用者授録番号の有効期間

有効期間は当該年皮肉です。毎年3月に更新手続きを行つで下さい。

4. /マスワード

(]) ERLサーバー(上記表のサーバー種別多照〉

-7-
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最初のアクセス時に、イ ニノタ ーネ ット・ プラウザ (Ne胎cape等)から利用者各自でパス

ワードを設定します。設定の方法は、 利用者登録番号の交付とともに送付されるプリ ント

に説明があります。また、附属図書館ホームページにも説明があります。

(2) Opt -net、7ァイルサーバー(上記表のサーバー種別容照)

専用ソ 7 トのイン兄トーJレ時に設定します。

5 利用料金

附属図書館内に設置してある端末以外(研究室の端末等)からのアクセスについては課金さ

れます。料金の徴収は.経質負担者からの校貨の振替えにより行います。料金は却円/分で

す。むお、上記衰の臨時人経費榔lに記載されている学部等の利用者の当該CDーROMの利用

については、課金されません。

6.検紫方法の講習会 「レポート・論文作成のための電子メディア活用講座J
CD-ROMの検払て方法についての講習会は、附属図書館主催で定期的に実施されています。

期日や内容については、学内や附属図書館掲示板、附属図書館ホームページ上に掲載されて

います。

7.接続について

研究室等からCD-ROM検索システムを利用する場合は、事前に情報処理センターヘネ ッ

トワーク利用の手続きが必要です。

(1) E R Lサーパへの按続

学内LANとの接続が可能な環境であること。

(2) Opti-netサーバ、ファイルサーパへの接続

DosまたはWindowsが動作する環境であることが前提です内これJ;s1.1こ、諸々
の条件がありますので、必ず事前にご相談ください。

(3) 専用ソフトについて

-上記表の専用ソ 7ト欄で「必要」と記載されているものに関しては、端末側にソフ ト

をイ ンス トールする必要があります。

・上記表の専用ソ 7ト欄掌については、下記の方法で利用することが可能です。

a)Netscape等のイ ンタ ーネ ット・プラロザの利用

b)検索専用ソフトの利用

a)の方法は端末側にソフトをインスト ールすることなしに、 利用者登録番号とパ

スワードがあればすぐに利用することが可能(附属図脅館ホームページから利

用できます)ですが、 b)の方法は端末側に専用ソ7トをイ ンストールする必

要があります。

(4)嬢続や専用ソフトのイ ンス トールに関する詳細については、下記へご相談くださL、
問い合わせ先 システム管理係(内線千原 22 0 6) 
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CD-ROM検索サービスに新しいタイトルを追加

利用説明会に 130名の参加者

附属図書館では昨年度の4月より、学術研究・

教育支援体制を強化するため、学内 LANを通

して利用する CD-ROM検索サービス(雑誌記事

索引、 Biological Abslrac民 CurrentCon 

tents， Medline)を行ってきましたが、本年度

5月から下記の新しい 7タイトルを追加し、研

究 ・教育へのサポート体制を一層拡充させまし

た。

5cience Cilation lndex (S C 1) 

自然科学 ・医学・工学分野文献の引用文献

索引

• Social Science Cilalion lndex (S S C 1) 

社会科学分野文献の引用文献索引

. Biological A bstracts RRM 

生物学分野におけるレポート、レヴュー、

会議録文献の索引

PsycLIT 

心理学分野文献の索引

AJ恒&Humanities Citation lndex (A H 

C 1) 

芸術・人文科学分野文献の引用文献集引

ABI/lNFORM Seleel 

経営学分野文献の索引及び抄録

Global Books in Print 

英米の情報告主にした、出版目録

これらに関する初回の利用説明会を、 平成9年

5月15日(中央館〉と 5月16日(医学部分館)

の両日に行勺たところ、大学全体から約130名

9 

の参加者があり、導入された CD-ROM検索

サー ピスに対して大きな期待が寄せられている

ことがうかがえま した。

現在は、附属図書館主催で定期的に行われて

いる 「レポート ・論文作成のための電子メ ディ

ア活用講座Jのなかで、これらの CD-ROMの検

索方法について解説しています。この講座の開

催予定等については、附属図笹館のホームペー

ジや各掲示板でお知らせしますので、是非ご覧

ください。また、 CD-ROM検索システム利用に

傑lする情報も、附属図書館ホームベージから得

ることができますので、そちらもご百世認くださ

い。 「νポート ・論文作成のための電子メディ

ア活用講座」に関する問い合わせ ・参加申込み

は、下記の情報サーピス課電子情報係へお願い

します。

また、研究室等から CD-ROM検索サーピスを

利用する場合は、あらかじめ rCD-ROM検索シ

ステム利用申請書」を提出する必要があります。

附属図書館内での利用は無料ですが、研究室等

からの利用は校貨により課金されます。ちなみ

に、 平成 9年6月 l日現在、利用申舗を行って

いる研究者は大学全体で250名に逮しています。

問い合わせ ・講J1If-参加申込先 ・

情報サービス課m子情報係

(内線千原 81 6 7、22 0 7) 

(電子情報係)
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電子資料による文献検索講習会実施状況 4-6月期

回量生 実施日 申込者等 代表者 (担当教官等) 畳縁者間~ 人数 場 所 醜明したデーターベース

i H9. 4. 23 世育学部英語科 輿儀崎恭平 1 ，手配 12 3階研菌室 緩茸記事1軒l、OPAC、Webca.t

z H9.4.24 国聞101甚直樹習 興降車植 1年IX 111 多目的ホール 錐輩記事業 ~I、 OPAc.. Webcal 

3 H9.4.24 教育学部英語科 興組皇峨帯子 3 、 4年~ 9 3階研修室 組茸記事業~I 、 OPAIι w.同t

4 H9.4.30 菌障言語文化甚圃演習 関毘魯草 1年配 7 3階研修宣 世茸E事業引、OPAC、Weocal

5 H9.5. 6 音型科教育研究桂 シ骨イヤステ・曜干 大学院生 10 3階研臨室 縄葺Q量~I、 OPAC. Webca¥ 

6 H9.5. 7 人間科学地犠社生コース 本村 兵 3'手配 21 3階研修室 披露E事業引、 OPAC.Webeal 

7 H9.5.13 海洋自閉科学 金融昭 去 大学院生 13 3階研修室 縄基E事案引、 OPAC.W血.，
8 H9.5.1S CD-ROMfll岡説明会 教峨圃 82 多目的ホール SCI、SSCI，GBP、他

9 H9，5.16 CD-ROM利用組明会 教"員 40 医学郁分館会lIt室 SCI、SSCI、GBP.、他

10 日9.5.20医学部保健学研究科 大学院生 13 医学脅担分館会犠室等 羽田L1N且匪学中央雑払勉

11 阿9.5.21 医学部保健全学研究科 大学院生 10 医学部分館金槌室等 MEDLlNE、医学ゆ央雑草、他

12 H9. 5. 27 医学部居学研究科 大学院生 9 医学部分曲金融室等 M回LINE.1o紳蝉革、地

13 H9， 5. 28 医学部臣家研究科 大学院生 11 医学部舟聞生議室等 MEDLlNE、監学中央雑草、他

14 H9.6， 5 附属病院看護部 暗闇輔 16 医学部分開会議室等 MEDLlNE. I&'l!ゆ央銀払偽

15 H9.6. 6 附属病院者軍部 署檀蝿 15 医学部骨師会瞳室等 MEDL町E.III学中央揖革、他

16 H9.6.10 定問輯習会 712階1再開検索コーナー 雑総記事索引

17 H9.6.1I 定期揖習会 図e館員 5 12階f酬副食諜コーナー 雑邑帥剣l

18 H9.6.1I 定期講習会 8 I 2階情報検察コーナー 雑誌配事車引

19 H9.6.12 定期講習会 3 医学留舟館検索コーナー 医学中央韓肱

20 H9.6.13 定期講習会 図・館員 3 医学節分館検察コーナー 医学中央瞳誌

21 H9.6.17 伸縄県長務学園 学外省 50 2階4相槌免権コーナー OPAC、インt-*曹人他

22 H9. 6. 23 理学館梅浮自然 (化学系) 大出 置 l、3年ll: 10 2陪tIII闘史掘コーナー !l1!l!'索引、OPAC、Webcat

幻 H9. 6， 24 グループ揖座 2年IX 2 12階4情副紅旗コーナー 健茸記事業~I、 OPAC、 Webcøt

制 H9. 6. 24 定期講習会 5 12階|際線険覇コーナー SCI 

25 H9.6.25 定期間習会 11 2階情報検索コーナー SCI 

26 H9. 6. 26 定期間習会 7 111<学費掛館検索コーナー MEDLlNE、他

畳111者骨十 岨9
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附属図書館にニュ ーフェース登場

新しく情報サービス課に電子情報係を投開

平成9年4月1日付けで附属図書館の事務組

織において一部改編があり、電子図書館的機能

の充実 ・強化を図ることを目的として、学内措

fllにより情報サービス線に電子情報係を設置し

ました。

この係では、以下の業務を行っています。

l.図書館データベース(目録データベース

を除く〉のデータを作成します。

2.図書館の電子糊眼ぴデータベース等の

利用について、教育 ・研修を行います。

3.図書館の電子広報(電子メールを含む〕

をLます。

4.図書館の也子資料の運用や管理をします。

5.図書館の電子資料の選択をします。

6.所掌事務についての調査や報告をします。

係のスタート以来、也子図脅館的機能の艶僻 ・

強化についての業務に取り組んできましたが、

なかでも 4月以来行っている情報リテラνー教

育の一環である、 「附属図密館オ リエンテージョ

ン〈文直描索コース)J (開催希望申込方式〉

と、 CD-ROM・OPAC等の検索技術習得

を目的とする 「レポート ・論文作成のための

子メディア活用講座J(定期開催〉については、

新入生から大学院生まで、既に約別名という

多〈の利用者の参加がありました。

電子情報係で行う利用指導は、 「文献検索の

YOUリキヤー(述人)になろう」をモ ットー

に築館教育を基本としております。講座やグルー

プ単位で講習会等の開催希望があれば遠慮なく

申し込んでください。講座内容についても、ご

相談いただければ、そのニーズに合わせたもの

にできます。また、先生方の授業の一環として

も、是非ご利用ください。事務室は図骨館3階

ニューメディア笠隣(内線千原 8167、2

207)にあります。お待ちしております。

また各種データベース等の利用講習会も 「レ

ポート ・論文作成のための電子メディ 7活用講

座」という定期的に開催する講座において行い

ます。それについての集内は、イ ンターネ ット

上の附属図T書館ホームページや附属図磁館もし

くは学部の掲示仮等に掲載、掲示しますのでご

覧の上、ご主主})[1くださ 110

その他、電引官報、電子メディアに関するご怠

見なども、当係へお寄せ下さい。

(電子情報係〉

「レポート ・論文作成のため但電子メディア活用筒座」のーコマ
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資料・カード目録の配置について

附属図書館 (中央館〉内の、資料とカー ド目

録の配置について変更がありましたので、お知

らせします。

1.資料の配置について

は)図

3階開架書架1こは、主として19叩年以降に

受入れた資料、 1・2階書庫には、 1989年

以前の資料が並んでいます。

※ 附属図曾館蔵書目録(以下OPACとします〕

データ上、 開架・ 脅障の区別|はありません

ので、両方の書架を確認してご利用くださ

L 、。

(2) 文庫本

岩波文庫・新轡、講談社文庫、東洋文庫、

ブルーパックス江どの文庫本は、 3階新館

部分の閲覧室<38:室>の寄席入口前にコー

ナーを設けています。

※ 「ポピュラーサイエ ンスJは、 3階プラウ

ヅyグコーナーに置いています。

※ <>括弧内は官1;屋番号です。館内の案内

板に表示されています。以下同様です。

(3) OPACデータ上、所在場所が本館になっ

ている資料で、 [CLN=請求記号]のデー

タ表示が数字の前に記号が付いているとき

は、 (1)の場合とは異なり、以下のような

場所に並べてあります。

K→ 郷土資料です。

沖縄開架室または沖縄資料室にありま

す。沖縄開架室内では図替、紀要、雑

誌に区別して並べています。沖縄資料

室内にだけ所在している資料を利用す

る場合は、サービスカウンターの職員

にお尋ねください。

T→ 白書統計資料です。

19鈎年以前の資料は雑誌扱い亡下記.(4)

参照)になり、魯庫に置かれています。

1惚坪以降は2階参考図書室<2A室〉

にあります。

R→ 怠考図書〈事典、辞書、各種二次資料

等〉です。

2階参考図書室く2A室>にあります。

※資料の並びは、 T 白書統計資料の内の雑

稔扱い分を除いて、資料の背に貼り付け ら

れているラベルの番号(分類)順です。

(4) 雑誌

雑誌のうち所在場所が中央館であるものは、

OPACデータ上、 [CLN=請求書官号]のデー

タ表示が数字の前に 2・が付いています。

置かれている場所は以下のとおりです。

Z→雑誌(中央館に所在)です。

和雑誌、洋雑誌とも、 1975年以前は 1

階魯庫、 1976年以後は 3階書障にあり

ます。

・和雑誌の場合は l階嘗庫く 1D室〉と

3階書庫<3E室>

.洋雑誌の場合は 11帯t耳障<1D室>と

3階磐廊<3C、3D室>

※ 帯両首雑誌(製本されるまで〉は、和洋両方

とも 3F雑誌閲覧室<3G室>にあります。

また、新着雑誌であっても、製本されずに

すぐに書庫へ並べられる雑誌もありますの

で、書庫、雑誌閲覧室の両方を確認、してく

ださい。

※ 雑誌の並びは、タイトル順(和は誌名の五

ー十音順、洋はアルファベット順)です。

2. 目録カードケースの配置について

2階サーピスカウ ンター前に飽いてあった

目録カードケースを、 2階新館部分 (28

和図書書館入口)に移動しました。その場

所のうち、トイレ側には洋図書カード目録

を、新館書陣側には和図書カード目録をそ

れぞれ置いています。

※ OPACデータと重複するものもあります。

(資料サーピス係〉
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「読書案内」がホームページに

学生の知識や技術の修得、あるいは人間形成

のための 「読書」へのガイドとして企画古れた

「読書案内」が、先生方の執筆によるご協力を

得て完成し、この 5月より 「附属図書館ホーム

ページJに掲載されています。この紙面の中で、

その内容について全てを紹介することができな

いのは残念ですが、機々なヅャンルの図書が紹

介されていて面白い。内容の構成は、図書の表

紙の商像(画像がないものも若干あります)と、

その図書についてのわかりやすい紹介 ・解説が

寄せられています。 (下記右がその一例です)

とにかくホームページを開いてみることをお

すすめします。「お、あの先生も曾いているぞ!J 
と思うものがあるかもしれません。また、先生

l{'1tf~徽J場t{jffif)1!矧f岬Ifffl乃

.-.ぺ-.・0・・.内

血""主4且皐--芝'.0..r.且=臥

一一

方の:g:外な一面を知ることによって、先生方に

対して親近感を持つことができ、先生方と学生

のみなさんの問でコミュニケーションが持てる

き勺かけになるかもしれません。学生の皆さん

がこれを読んで、 「読書」することの歓びを知

り、差是かな学生生活を過ごすことが出来ればと

願っています。

なおホームページは附属図書館に関する最新

の情報カ呼島載されるため頻繁に更新されます。

そのため下の図とは必ずしも一致しません。定

期的にチ ェックすると、思いがけない、ために

なる情報が得られるかもしれません。

品 L

，..・のB
Jl fIi ..1111 
間開闘"

..タライνス
{包 ?世健闘..プッ"" I、}

.. ，・・..•••• •••• ・a・IH‘
・・，..."州'"

(包子情報係〉

.T.Y~"" "'''-'::.・_."e.o1'叩問削除刷叩削同町m
1¥，'1"'.0:#， _，..."弘叩;;.... OU#:J.IU......t.，tM"I'.… …  
m剛山aTAotl" .，;t1l岡市. 三崎町"'.~VI......II"~I'"U"，.，U
'"咽I1'..t，.，・.aJ:1t.，1'，c"，:u_~叩叫曲目制"市川町
山 司 t:.4，.t""..4I!tt哨間的帥叫u..._山...向調，脚"
叫刷、肌向山岡 1・"山守山岨…・剛一帽
酎剛山唱団'Tðl.~" 1'， 山 崎明仰向山日叫
."....It.C..，.".劇判明且 ".刷叩 』・0皿山抽出b・... 

山 山岬・"嗣.1.11;1'1叫脇田 凪 ，..rur....bl! 酬~_.
抑制一向山"叩噛叩t~..自純白撤回 帽…‘同山e帥‘抽• '"帥叫匡叩嗣…，.叫 醐山.帽…2動M山b叫叫吋.“叫叫‘帽拙.鵬U叫叩脚叫‘←-咽一町

h 圃町.凶山‘州、 山 … ‘ 叩…広……"…  a叫…恥哨町…M叫…臆仇

… ………-， 
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図書館ボラ ンテイアと職員の交流会

6)'l2O日(金)11時30分から13時まで、附属

図書館会議室において図Z書館ボランティ了と図

館職員の交流会を行った。

交流会にはボランティ 78名 と館長、医学部分

館長及び図書館職員約20名が参加した。この交

流会は、昨年11月初めて図替館にボランティア

を導入して以来かねてより計画があり、日程の

都合から延期となっていたもので、このたび平

成 9年度募集のボラ ンティアとなった 7名のう

ち3名も参加した。日頃ボランティ 7同士の交

椀は、お互いの活動曜日 ・時間帯が遣うためな

かなかでき屯いので、この機会にとお互いの交

流を深め合っていた。 (情報サーピス諜〉
図書館ボランティアと聡員の変斑会風景

アカ デミー賞受賞作品映写会

。。。 あの思い出の映画をもう一度 目。

附属図轡館では、己申E月から毎週I回 (定例水曜日)、アカデミー賞受賞作品目映写会を開随しています。もち
ろん、無料でご覧になれます。どうそ'お気軽にご来場下さい。なお、上映申予定は附属図轡舘ホームページでも確
認できます。

場 所疏球大学附属図書館 1F多目的ホール
上映時間休業期{ホ)13 : 30-( 1図上映〉

通常期(木)15∞-17: 3ト (2図上映)
[ 7月予定 ]

2日{水) ティファユーで朝宣を 114分 15: 00- 17: 30-

2 9日〈水} ローマ白休日 118分 15刈ト 17: 3(ト

3 16日〈水) マイフェアレテ'ィ 173分 13: 30-

-----‘ 
4 23日(水) タワーリ yグイ "/7.z.ルノ 181分 13:3砂、 ---

[ 8月予定 1 (第 3、4過は会喝の都合により輔自変更)

6日 (水〉 ダンスウィズクルプズ 181分 13 :秘~ -----2 13日 〈水) 賓と直しみ由果て 161分 13: 30-、 句、『司E、、、

3 19日(火〉 お隣いのがお好き 122分 13 : 3か~ ----、

4 お日 (木〉 レイ ンマン 135分 13: 30- ----、

[ 9月予定 ]

3日〈水) クレイ 7-、クレイマー 10句f 15 : 0令、， 17: 3かー

2 10日 (水〉 炎由ランナー 118分 15 剖トー 17: 30-

3 17日 (木) 地I*より永遠に 118分 15一回ト 17: 30-

4 24日 (水) 夜町大観査線 105分 15 :目ト 17 : 30-

首長 映写会に関するお問い合わせ ・ご要望は、図書館資料ザーピス係まで Te1:(閉め81侃
t宙科サービス係)
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本学紀要類紹介 :ーシ リーズ 7一 教育学部

間t球大学教育学部紀妥』

( Bulletio of lhe College of 

Educalion Universily Or tbe Ryukyus ) 

発行者琉球大学教育学部

I 9 5 7年創刊 84版年2回発行

I S S N 0お6-5738( I昔11一文系)

I S S N 0お6-5746( 2部ー理系)

本誌は、琉王事大学教育学部の研究機関誌であ

り、当初は毎年 1回の刊行であったが、 1993年

以降、年2回(3月と10月)刊行されている。

創引111;1:1957年で、今年度は第51集が発行される

予定である。投稿資格は原則として教育学部の

教官であるが、関連学科および教授会の承認を

得て、本学他学部教官や教育学部の非常勤講師

も論文を発表している。出版波周は、原則とし

て学部共通経費をあてている。

本誌は、 i部と 2部に区分され， 1部は本学

部の国語科、社会科学科、音楽科、美術工芸科、

英語科、教育学科、児童教育科(文系}、日本

語教育科、教育実践研究指導セ Yター〈文系)，

2部は数学科、理科、保健体育科、技術家庭科、

家政学科、教育心理学科、児童教育科〈理系)、

特殊教育科、情報教育科、生涯健康教育科、教

育実践研究指導センタ ー(理系)となっている。

l 部と 2部は原WJとして1冊にまとめられてい

る。第50集では、第 I部に 7編、第 2部Iこ13編

の論文が掲載されている。教育学部に所属する

教官の専門領域が多岐に渡っているため、掲載

される論文も多織なものとなっていることが本

誌の特徴である。

本誌は、毎回4∞部が刊行され、国内外の大

学、研究機関等へも発送されている。なお、定

年退官の教官がいる年度には退官者のプロフィ-

Jレが紹介される慣例となっている。

(紀要委員嘉数朝子)

，t' Ii、
通 疏噂大 学

ー-圃回一

教育学部紀要

""・IIJ ' 1I.m- ~.飾

.Mk喰脆宵...

B胸15.'011
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沖縄関係資料新着案内

1997年2月-1997年4月

日類総 記

1.沖縄の子どもと親の健全育成事業 第1年

次報告書 /沖縄地域児童文庫滋蓄協議会[編]

西原町(沖縄県): ~ I'縄地域児童扶陣辿絡協議

会 ，1993.5 K016.29-0K 

2 新聞記事および写真集 沖縄プロジ.Pト1年

次 /沖縄地域児童文庫滋色協議会[編] 西原

町(仲制県) 沖事U出展児童文庫連絡協議会

l鈎3.6 K016.29-0K 

3.中山詩文，上巻，下各 /程順則[編Jl出
版地不明J:立雪堂 。[出版年不明]

K099.7-KE 

1類哲学

1. '96おきなわ塑密度 ペヲテルハイム来沖150年

I '96おきなわ聖書展実行委員会[編J[司l矧]

・['96おきなわ建設展実行委員会J， 1ω6 

K193-0K 

2.キ'Jけ y史の新発見 /岸野久，村井早苗編

東京 一雄山悶出版 ，1ぬ6.1 1<198.2ーI{l

2類歴史

1，沖縄の歴史から何を学ぶか 「自立精神」を

考えるために /自治体学会沖縄地域7j-;h.・

具志川支部「参水会J[編] 具志川 !自治体学

会沖縄地域7.-).・具志川支剖f参水会J.

1996.10 K2∞ふJl

2. M'縄県史 ;資料編第2巻 。沖縄戦 2 原

文編 /沖縄県立図書館史料編集室編那覇

.沖縄県教育委員会， 1996.3 1{2∞8-0K 

3，沖縄県史 ，資料編第Z巻 ，仲純戦 2 和

訳編 /沖縄県立図書館史料編集室編 1111新

沖縄県教育委員会，1:鈎6.3 K2∞8-0K 

4.仲純戦のはなし /安仁屋政昭著 那覇 :

沖縄文化社， 1997.1 K201-AN 

5 沖縄現代史 /新附盛邸箸東京 岩波書

広， 1蜘1l(岩世主新譜，新赤版 474) 

K201.7-AR 

6 仲縄平和の礎 /大田昌秀著東京 :岩波

t底 ，1996.12 (岩主主骨折宮 新赤肱 477) 

K2日1.7-0H

7，奥那儲誌 /与那儲誌編集委員会編今帰仁

村(N'縄県) 今帰仁村与司l焔公民館 ，

1995.12 K213-YO 

8.凶j京の考古 /西原町史編纂委員会編西原

町(仲縄県〉 西原町， 1996.3 (西原町史，

第5巻 ー資料編 4) K228-NI 

9.具志頭村史.第4巻 :村落編1I具志頭村

史編集委員会編具志頭村(沖縄県〉 具志頭

村， 1995.5 K233-GU 
10.銭回誌 /銭回誌編纂委員会編{中里村(川t

縄県) {rIl里村銭田郷友会， 1ぬ6.11

K237-ZE 

11.城辺町史 ，第Z巻戦争体験編 /城辺町

史編纂委員会編械辺町J(沖縄県〉 初回目r， 

1~持 .3 K242-GU 
12.八重山兵団防衛戦闘資料 :独立混成第四十

五旅田司令部少佐(高級部員・参謀長職〉東畑

広吉氏手記/東畑広吉[著]那覇沖純戦強

制疎開マラ')7犠牲者援護会， 1蜘1<25O-0K

13.参道状抜1量。上告 /石垣市総務部市史編

集室編石垣 I 石垣市役所， 1995.3 

(石垣市史叢書 ，8) K251・IS

14.参遺状抜書.下省 /石垣市総務部市史編

集室編石垣 .石垣市役所， 1995.3 

(石垣市史護審， 9 ) K251-IS 

1.5.大島・喜界両島資料雑纂 /改訂名瀬市誌編

纂委員会[編]名瀬改訂名瀬市誌編纂委員

会， 1996.3 (改訂名瀬市誌編纂委員会資料

集， 3 ) K2ω-KA 

16.松山王子尚順遺稿 / 山里永吉編 同日新]

。尚順i畠稿刊行会， 1969.8 K289-SH 

17，神を描いた男・田中一村 /小林照幸著東

京中央公論社， 1卯6.10 K289-'I'A 

18 わが白石渡久地政一 /琉球大学教育学部音楽

科同窓会編那覇琉球大学教育学部音楽科

同窓会 ，1996.8 X289.1-RY 

19ぜンリ ン住宅地図 沖縄県 I 浦添市 。1997

北九州ゼンリン， 1997.2 K290.38-ZE 
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20.ぜンリン住宅地図 ~!，縄県 ， 沖縄市・北谷町

1997 北九州ゼYリン 1997.3 

1<290.38-ZE 
21沖縄へのメ ッセー夕 刊|邸1・琉Bl<*Ii胡社出版
部， 1鉛7.2 lC2卯4・SA

3類社 会科学

1.沖縄文化研究 ;23 /法政大学沖純文化研

究所編東京法政大学仲純文化研究所。

1997.3 .(法政大学P!'縄文化研究所紀要〕

1<302-01< 
2. 717・女性.p!'織が問う日本 /安斎育郎[ほ

か]著京都かもがわ出版， 1996.5 

(かもがわプリレフト， 93) 1<初1-AN

3. 公文類i1"<目録 ;第12/国立公文書館[編]

東京 I 国立公文容館 ，1鈎6.2 K31O.9-KO 

4 .米国統治下の仲純益基地制度:資料 第2巻}

琉球政府湖I，第3巻 琉球政府期[J/仲純

県農地制度資料集成編集委員会編 那覇月

[沖縄県農林水産部J， 1鈎5.3-H腕 3

K3J7-BE 

5.平良市庁舎建設記念誌 /平良市庁舎建設編

纂委員会編 [平良] 平良市庁舎建設編纂委

員会， 1鈎3.2 K318.2叩

6.清ら心の烏再生の祈り 奄美の振興とイメー

ゾ7ップ /入佐一世糟鹿児島 [入佐一組

1993.7 K318.297-1R 

7.経済、生活・居住、文化の自立した沖純県の中

級都市『ねたての都市』をめざして 宜野湾

市新総合計画中期基本計画 l 経済の自立編

/[宜野湾市]企画部企画関整課編箪野湾

宜野湾市， 1996.3 K318.8-G 1 

8 沖縄権利宣言 /照彦氏徳著宜野湾 :H
ンプレλ ， 1997.1 K319.8←TE 

9.桜・安保・仲純 日本の政府は何をしてきた

か /渡辺洋三[著] 東京岩波書庖，

1的6.11 (岩波ブックレッ ト，00，415 ) 

1<319.8-WA 

10.最新安保情報 日米安保蒋定義と沖縄 /

浅井基文藤井治夫編東京社会批評社，

1996.9 K319.8-AS 

11.代理署名訴訟最高裁上告発却 /沖刷4題編

集委員会編東京 リム出版新社.1996.12 

(時代を読むbooklet， 4 ) K319.8-0K 

Vol. 30 NQ，3 JUly 1m 

12.戦争・平和関係図曾以ト ;2年次 /糸満市立

三平日中学校[編] 糸満 糸満市三和中学校 1

1996.12 K319.8031-口.

13.尖除J(せんかく〉諸島魚釣島 '写真・資料集

/窓f!'t¥.箸司{I靭 。尖I羽諸島防衛協会，

1使掲 II I<329.23-ME 

l4. 9，ーパーにおける契約概念 I 契約思想の根源

をさぐる /与那国返著東京新泉社 ，

1997.3 K362-Y 0 

15. 目で見る引制骨川1
協議会[編1那穎 .伺仲'縦県社会福祉協議会.

1ω6.3 Kα36ω9-01< 

1凶6.三干和日上H地1由包区の慰霊塔.碑.ガマ ここは戦場だ

った/糸満市立三和中学校編 [糸満J:糸

満市立三和中学校， 1蜘 .12 K3関与11'

l7 トムルーム担任の生徒指導 自己実現の俊助を

求めて /柴田正雄著北谷町(沖縄県):[柴

田正雄J，1996.12 (生徒指導実殴集， 4 ) 

K374.1-SH 

18. A system of inpuレoutpulaccounts fo1' 

Okinawa / by Hi，'oshi Kakazu Ann Arbor， 
Mich. U.M.I.， 1挺l6 1<377.5-U恥日

19， Perceptions of culturally-racially mix 

ed and non-mixed six-seven year old chil-

dren in Americ制 dependents'schools of 

Ok凹 awa/byJolm M. ChapmanAonArbor， 

Mich. : U.M.1. ， c1975 K377.5-UMI 

21). The significance of Ryukyu in Satsuma 

finances during the Tokugawa period / by 

Mitsugu Sakihara Ann Arbor， Mich. : U. M目

1. ， c1971 K377.5-UM1 

21.琉球王国の時代 /仲縄国際大学公開講座委

員会編宜野湾沖縄国際大学公開講座委員

会，那覇 ボーダーインタ(発売)， 1996.12 

(沖縄国際大学公開講座， 1) K379ルOK

22，沖縄の基地問題 /沖縄国際大学公開講座委

員会編宜野湾 .沖縄国際大学公開講践委員

会，那覇 ・ボーダーインク(発売)， r鈎7.2

(沖縄国際大学公開講峰 ，4) K379.4-0K 

23. 1メ刊の大学と少数民族そして沖縄 /崎原質

著，沖縄国際大学公日母韓座委員会編宜野湾:

沖縄国際大学公開講座委員会，南風原町(沖

縄県〉 那覇出版(発売)， 1ω6.12 

( P!'国大プックレフト， 1) 1{379.4・01{
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班軍大学附属図書館咽

24.仲縄の魔除けとまじない ・7ー7'1(符札)の

研究 /山里純一著東京 .第一容房，

1997.2 (南島文化叢書 /高宮腐衛[ほか]

編 .18) K制}ーNA

25.神話り・昔話りの伝家世界 /福田晃箸第

房 t 1997.2 (Acadernic sel'ies new 

Asia . 21 ) K388.1-FU 

26 民話の旅 西日本編 /永田義直著東京

芸州主 .1976.12 K388.1-NA 

27. 日本文化の深層と沖縄 。国際日本文化研究

センター共同研究報告 /山折哲雄編 京都 。国

際日本文化研究セント， 1明 .12 (日文研叢

書 =Nichibunken Japanese sLudies series， 

12 ) K湖ーYA

28 行政・法律関係文書集成;第1-15巻 /荒敬

編東京 柏沓房 ，1995.11-1996.10 

(GHQトップ・γ寸レヲ ト文書集成;GHQ/SCAPtop 

secret records ，第幻羽) J{391.4.・GH

4類自然科学

J. ~I'縄近海で発達する畿自L~の振舞い.主に
竜省と漏斗雲について /沖縄気象台[編]

[那覇1:沖縄気象台， 1鈎6.3 K45L61-0K 

2. Problerns of gl'ound waler quality in 

insular environment5 proceedings of 

Miyakojima symposium 00 islsDd wat.er 

resources/ Miyako MunicipaJ Association 

and WateJ' Resources Research Center 

Okinawa : Miyako Municipnl Association， 
Universi句 of the Ryukyu， HOIlOlulu， 
Hawaii : Water Resources Reseach Center， 

University of Lhe Hawaii at Manoa， 

1羽6.6 K452.9-MJ 

3 日本のジャツ川西表島 /松岡達英作 (日

本自然探検の脈， 1 )東京 大日本図i!t，

1996.9 K4ω8-N1 

4 .沖縄本島北部地域生物環境調査f-1;平成

7年度 /沖縄総合事務局北部ダム事務所[編]

名護市沖縄総合事務局北部ダム事務所 1

1997.1 K468-0K 

5.琉除植物目録増補訂正版/初島住彦，

天野鉄夫若 [西原町〈沖縄県)]。神純生物学

会， J994.I) (沖純県産生物目録シリーズ，

2 ) K472-HA 

Vol. 30 NO.3 .July 1明 7

6.大保ダムにおけるJ升府保全対策要綱 /沖

縄総合事務局北部ダム事務所[編] 名護 ~I'

純総合事務局北部ダム事務所， 1鈎6.11

K488ι01< 

5類工学

1.火燃ゆる強者どもの減東京 :毎日新聞社1

1蜘 .10 (城， 8九州・沖縄 〕

K52J .82-SHl 

2.米軍機ハント'1，?: U.s.air power ; '97 / 

松崎盛一編著東京:1京書房， 1鈎6.12

K日8.7-MA

3. ぐるぐるグルメの本・ この庖・この一品

n /週刊叫オ社[編]那覇週刊レキオ社

1997.2 K596.C凶ーGU

E類産 業

1.仲純の復帰に伴う農地伽波書事 /農地制宜資

料編さん委員会編 [東京]:民主政調査会，

1開6.4 (新農地制度資料 /農相岐部輔

さん委員会編，追巻) K61l.2-SHI 

2 .農務帳を読む/比嘉武吉著宜野湾・比

嘉武吉，宜野湾緑林裳脅底(発売). 

1997.1 K612.HI 

3.太陽の花。 20年のあゆみ /創立20周年記

念誌編集委員会編集 浦添沖縄県花舟園芸

J品業協同組合.1996.11 K627-0K 

4.めん羊・山羊技術ガイドプリ /日本緬羊協会

[編] 東京 日本緬羊協会， 1羽6.12

K645.4-NI 

5 .海の 『守り人』論徹底検証・漁業権と地

先権 /浜本幸生監修・著東京 まな出版企

画，東京れんが脅房新社(発売)， 

1使渇8

6.現代日本流通論 /知念量産著

経済社.1997.2 

7類芸 術

K661.l2.HA 

東京 ;中央

K675-C~日

J .南島名嘉陵稔木版図集 /名嘉感稔著

東京阿部出版.1996.9 K733-NA 

2. The Miyakojima 海楽図鑑宮町昭写真集

/舘石昭著 東京 a水中造形セン空ー， 1996.5 

K74品TA

3.王那覇有公「紅型」 珠玉の技・創作の世界
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肺蜘C学附属図嘗開制

/ 玉jJ~絹有公事i' jJ~新 : i'l判 タイムλ社 ，

1996.11 K753-TA 

4.安室奈美恵写真集 1Il!'J村田lD/ Zigen[搬

影] 東京 。 ワニプッ~^ . 1蜘 11 K767.8-Z1 

5.空手道・古武道基祇周査報告書Ii中縄県教

育庁文化課編 [1111噺] 対'縄県教育委員会。

1994.3 K789-0K 

8類語 学

1.方言 /馬瀬良脱編東京有精堂，

1986.1 (論集日本語研究 .10) 1<蜘-RO

2.琉球語学 /中松竹雄著 那覇 。沖縄言語

文化研究所.1鈎6.8 J{捌-NA

3. Developing and testing communicalive 

compelence in English : focusiDg on speak-

叩 g/ by I{en Oshiro Okinawa : Ryukyu 

University . 1993.2 1<83O.7-0S 

4.伊江島のはなしことば ーシマグチで語る村の

生活と言いったえ /生塩睦子著伊江村(沖

縄県) ・伊江村教肖委員会 .1捌 3

K881-0S 

5.沖縄芝居脚本集 ;1 /沖縄言語研究Uト編

西原町(沖縄) : 沖縄言語研究センt-. 1捌
(郷新の方言 那覇市方言記録保存調査，

4) K飽3-0K

6.沖縄芝居脚本集;2 / ~I '縄言語研究りト編
西原町(沖縄) 沖縄言語研究セント.1994 

(那新の方言 那覇市方言記録保存調査，

4 ) J{邸3-01¥

7. N'純芝居脚本集 ;3/仲縄言語研究りt-編
西原町{沖縄) 仲純言語研究Wト.1鈎4

(那覇の方言.那覇市方言記録保存調査.

Vdl. 30 No 3 ，July 1997 

<1 ) K邸3-01<

9類 文 学

1.歌集脅き地球 /比嘉美智子著東京短

歌新聞社，ゆ96.10 Kn10-HI 

2. P羽鳥小食 /崎山多美著東京砂子毘品

房白 1996.10 1<913.6-SA 

3 松田幸治非小説集成「島の生活J/位田幸治

著広島 :rl-l園出版.1鈎6.6 1<914.6-MA 

4 続進一見詩集 /進一男著東京 I 沖積社，

1996.11 1<917・SU

5.ヱメラル，r'J-1の邦へ N'縦への手紙。たな

はしみなこ詩集 /棚橋美奈子著 京都 。か

もがわ出版 .1997.1 K917-TA 

6. Jザが燃えた夜 /橘直人著国分寺新風

舎.J996.7 K930-1・A
7.南鳥島特別航路 /池沢夏樹著東京 日

本交通公社出版事業局.1991.3 K940-ll< 

8.十七年目のけヲ・平島 /稲垣尚友若耳δ主.
5高社，東京新泉社(発売)• 1995.9 

K950-lN 

9.段兵隊 鍬の少年戦士福地I蹟 昭 箸南

風原町(仲縄県)。那覇出版社.1996.11 

K950-FU 

10.密材林iのなかの怨斎 白萌琉t球'瓜北端の島の日常

/稲垣尚友著 束京』泉詰社.19ω96.11 

K950-1N 

11.夢覚めてなを /山城直明者一 国分寺 叩新

匝l舎， 1羽6.2 K950-YA 

注)各資料末尾の記号は請3悶己号です。

本学教官著作寄贈図書案 内

1997年 l月-1997年4月

よ陪。 隆則 (法文学部)

新経営学要論 /上関隆則編著東京中央

経済社， 1997.3 335.1・田

与司11国温 (法文学部)

ワェーパーにおける契約概念契約思想の娘

源を古ぐる / 与那国遜著東京新泉社

I鈎7.3 K3G2-YO 

知念磁 (法文学部)

現代日本流泊論 /知念磁著東京 中央経

済社.1997.2 K675ドCl:I
ニ之宮弘 (理学部)

パソコン 77イル変換法;[1)， 2. 3 /二之
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曹暗大学附属図轡曲線

宮弘f 竹迫一雄著こ東京 軍事北出版 l

1984.12-1985.11 ∞7.64-Nl 

ソフトウェアの使用法偏微分方程式の数値

シミ ュνーショ0//ニ之宮弘著東京 :東京

大学出版会τ1卯 2.o ∞7.64-Nl 

フラヲタノレデザイン :パソコンで自然の形を

描 く / マイケJレF パーンスレイ箸， 竹迫一

雄，二之 宮 弘訳東京森北出版， 1992.7 

414-BA 

Flow analysis usiog a PC / H. Nioomiya 

and K. Onishi Soulha朋pton BosLon 

CompuLalionaJ Mechanics Publications 

Boca Ralon， Fla CRC Pl'ess ， c1991 

423.8-NI 

バゾコンによる流れ解析 /林健次。越山洋l

三之宮弘共著 *京 :朝倉脅!苫， 1986.4 

423.8-HA 

パソコンによる水環境流れ解析 /ニ之宮弘，

大西和策編，小林錦子，大浦洋子共著 東京

Vol. 30 NO.3 July 1開7

朝倉喜庖， 1997.4 423，8-NI 

新城俊也 (政学部)

さんご礁砂磯地慌の強宣評価に関する研究 /

新城俊也何日夜代表) [西原町(仲縄県)]・新城

俊也 ，1997，3 (科学研究貨補助金(一般研究

C)研究成果報告書，平成7年度) K455.9-SH 

伊良部 邦夫 (工学部)

Sludy o[ f10w in a vaneless radiaJ dif-

印刷 usingfJow visualization 遠心羽栂な

しディ7ユーザ内流れについての可視化による

研究 /by Kunio lrahu [Nishibara-cho， 

Okinawal [Kunio Jrabul ， 1996.5 534-lR 

稲 田 雅 俊 (名誉教授)

内科医のための糖尿病網腿E眼底図譜 /福田

雅俊若東京 一三輪番応。 1卯 7.2 WK-835 

注)各資料末尾の記号は請求記号です。

お知らせ

。 夏季休業中の開館時間について

平成9年 7月12日 〈土)-8月31日(白)は夏季休業のため、 開館時聞が

以下のよう に変更されます。

。 却 問貸出開始

開館時|苛 (中央館 ・医学部分館とも〉

月曜日~金曜日 8 : 30-17・00

土曜日・日曜日 休館

図書館入口、 またはイ ンターネ ット上の附属図書館ホームページ

の開館案内もど覧くださいn

平成9年 7月12日(土)-8月31日(日〕は夏季休業のため、長期の貸出しを行

います。貸出冊数は通常通 りで変更はありません。

返却JVj限は、平成 9年 9月11日〈木)です。

また、長期貸出した資料については、貸出延長の手続きはできませんのでご注意

ください。

。 指定図書の書架配，Ylj方法の変更について

指定図書は、沖縄問架室入口の書架にあります。従来までの、 指定数官ごとの配

列は行わず、資料の背に貼られたラベJレの番号順(分類番号順)に、 和洋資料混

在での並びとなります。利用方法は、館内閲覧が原則ですが、一晩だけの貸し出

し(1夜貸出制度)ができます。返却は早めにお願いします。

m 
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圃圃圃圃圃

[会議]

。第214回図f号館運営委員会

目時平成9年 3月初日(月〉

10∞-11 初

場所 ・附属図書館会議室

[協議事項]

l)CD一日OM購入に係る自助努力のための

方針について

①琉球大学附属図書館資料選定委員会内規

の改廃について

②ブランケット ・オーダー制度の存廃につ

いて

2)平成9年度大型コレクション収容計画調書

について

3)平成9年度自然科学系図密資料収暫計画調

舎について

4)平成9年度沖縦関係文献資料購入計画調書

について

5)その他

電子図哲館機能検討委員会内規の改正につ

いて

[報告事項]

1)平成8年度CD-ROM特別経費の決算と

噂入タイトJレについて

2)平成9年!JlCD-ROM購入経質の要求案

について

3)その他

①仲純研究資料調査収集専門委員会の委員

の再任について

②人当金試験当日の図替館の対応について

③図曾館の事務組織の改編について

。第31回仲純研究資料調査収集専門委員会

日時平成9年 j月20日〈月)

15: 00-16 : 35 

場所附属図古館会議室

[協議事項]

1)1沖縄研究資料調査収集」について

2)その他

。第32回沖縄研究資料調査収集専門委員会

日時 ー平成9年2月27日(月)

15: 15-16: 20 

場所 ‘附属図m館会議室

[協議事項]

1) r平成9年即|曜日関係文献資料保存事業経

質」の要求について

2)委員の改選について

3)その他

。第33回仲純研究資料調査収集専門委員会

日時平成9年4月初日(水)

15: 10-16: 35 

場所附属図m館会議室

[協糊I項]

1) r平成9年度沖側関係文献資料保存事業経

貨Jの袈求について

2)その他

サービスカウンター前を模様替えしました

F付属図Z書館(中央館) 2階サーピスカウ ンター前のコーナーを獲備して、

目録 ・情報検索コーナーを拡充しました。 3階ニューメディア室よりパソ

コ;/['M/Vを移動 ・設置しましたので、それを利用して附属図書館ホー

ムページから蔵智目録 (0P A C)を検索することもできます。

このコーナーは、 「レポート ・論文作成のためのL!l子メディア活用コー

ナー」の開催場所でもありますので、是非一度のぞいて見てください。
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サービスカウンタ一風祭

[人事移動] (平成9年4月l日発令)

氏 名 現 官 職 前 官 職

福永利彦 医学部分館長

石田常亜 事務部長 九州大学附属図書館情報管理課長

細戸康治 情報管理課長 名古屋大学附属図書館情報管理謀長補佐

量豊平朝美 図書館専門貝 情報サーピス楳資料サーピス係長

本郷消次郎 情報管理課図曾情報係長 情報サービス部分館資料サービス係長

金械真理子 情報管理課分館資料管理係長 情報管理課図書情報係

柳瀬吉雄 情報サービス課資料サービス係長 情報管理課図曾情報係長

松原敏夫 情報サービス諜電子情報係長 情報管理課分館資料管理係長

豊平申l美 情報サーピス課医分館資料サーピス係長 (併)

城間弘充 情報管理謀総務係主任 医学部管理課用度第二係主任

本永順子 情報管理課図瞥情報係 情報管理諜分館資料管理係

古謝久美子 情報管理課νステム管理係 庶務部人事諜

赤嶺久夫 情報管理謀分館資料管理係 情報管理課ジステム管理係

上原恵美 情報サー ビス課電子情報係 情報サービス課分館資料サービス係

上原恵子 情報サービス部分館資料サーピス係 情報サービス課資料サー ビス係

平田幸雄 辞任 医学部分館長

与那嶺政吉 佐賀大学経理部長 事務部長:

平元健史
国立民族学博物館情報管理施設

情報管理課長
情報γステム霊~長

仲西感秀 退職 図曾館専門員

新本 肇 教育学部会計係主任 情報管理謀総務係主任
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平成 9年度科学研究費補助金

「研究成果公開促進費」申請に交付内定の通知

子図書館的機能整備の一環として昨年計画し

た科学研究費によるデータベース作成計画中宮

がl.!.'.められました。以下がその計画内容で昔 。

1 .これまで発刊された仲網関係資料冊子休日

録の内容を基本データとして、当館が所践し

ている沖縄関係資料の集大成された目録デー

タベースである 「例制関係資料総合データベー

λ」の構築を行い、検索サーピスをイ ンター

ネットから鍵供する。

[~付属図I'J館速営養貝]

所属部局聡名 氏名 任即l

附 属図 書館館長 金域昭夫 -10.10.31 

" 分館長 福永利彦 -11. 3.31 

法文学部助教授 樋口一彦 -11. 3.31 

" 助教授 長部 悦弘 -10. 3.31 

教育学部教授 嘉数朝子 -10.3.31 

" 教授 水野益継 -11. 3.31 

理学部教 授 海雌英正 -10. 3.31 

[N'縦研究資料調査収集専門委員]

所属部局職名 氏名 任期

法文学部 教授 比毘根照夫 -12. 3. 14 

" 教侵 我都政明 -12. 3.14 

" 教慢 保坂 廊志 -12. 3. 14 

" 教綬 前門 晃 -10. 4.29 

" 教授 仲程 昌徳 -12. 3.14 

" 教援 上皇賢一 -12. 3.14 

" 教授 赤徹 守 -12. 3.14 

" 教授 森田孟.;J! -12. 3.14 

2 宮良限内(みやらどうんち〉文郎に収容さ

れている古文章f(翻件)の全ページ(aJ，即ペー

ジ)の画像入力を行い、画像データペースを

構築する。また、それらをインターネットか

らの閲覧を可能にする。

この取業の進捗状況を附属図書館ホームペー ジ

において公開する予定です。

(システム管理係)

平成9年4月 l日現在

所属部局職名 氏名 任期

理学部 教 侵 渡久山帝 -11目 3.31

医学部 教 授 1)¥杉.'iP.誠 - 9. 9.30 

" 教 侵 宮城一郎 -10. 9.30 

工学部 助 教授 伊良部邦夫 -11. 3.31 

" 助教授 伊良技繁雄 -10. 3.31 

農学部 教 授 小波本直!忠 -11. 3.31 

" 助教綬 上皇健次 -10. 4.30 

平成g年4月1日現在

所属告1¥局職名 氏名 任則

教育学部 教俊 阿波線直誠 -11. 6.20 

" 教侵 金繰須美子 -12. 3. 14 

" 教授 盛見山和行 -12. 3. 14 

迎学部 教授 波久山 r.t -11. 9.19 

医学部 教綬 崎原盛造 -10. 4.29 

工学部 教授 福島敏介 -10. 4.29 

政学部 教授 篠原武夫 -11. 9.19 
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国国図図園困国固

。医学部分鍵畏の就任

ウイ 11/ス学2排出の筒永利彦教綬が平成9年A

月 l日付けで、第8代分館長に就任した。

[煽永利彦分館長略歴]

学位称号 D.M.S 専門分野 ウイルス学

1967(昭和42)年大阪大学大学院博士税程修了

1970(0附 45)年大阪大字倣生物病研究所助手

1964(昭和59)年大阪大学微生物病研究所助

教侵

19剖(昭和59)年琉~大学医学剖徽授

l錦8(平成元〉年疏球大学評議員

。オリエンテーション

α溺7入主主オ リエ ンテーション

医学部オリエンテーションが平成9年4月

9日(水〉、臨床講義棟 2階で行われ、平

成 9年度の新入生170人に対し、医学部分

館の利用方法の説明を行った。

②院生新入生オ リエ Yテーション

平成9年 5月 20日(火)と 2j日 (水)

の2日間、 2j名の保健学研究科 l年次と

又、翌週の5月 27日〈火〉と 28日(水)

の2日間、 20名の医学研究科 l年次に対し

図書館利用と文献検索(二次資料の利用と

[附属図書館医学部分館運営委員 ]

局・職名 氏名 任期

医学部 分館長
福永利彦 -11. 03. 31 

ウイルス講座教授

法医学
宮崎留次 -10.03.31 

講座 教慢

生理学
小杉忠械 -9.09.30 

第一講座 教授

。蝉ヰ口腔外
科学講座 教授

砂川 ]1; -10.03.31 

内科学
高須信行 -10.03.31 

第二講座 教健

CD.ROMの利用}の説明を行った。 CD.ROM

の利用方法については本年度より新設され

た本館の電子情報係が行った。

③附属病院看護部オリエ ンテーション

平成9年 6月 5日て木)と 6日(金)の 2

日間、附属病院看護部研修の一環として新

任の看護婦(士) 3 0名に対し、看護文献

の利用とCD.ROMの利用について説明を行勺

た。CD.ROMの利用方法については上記と問

機、本館の電子情報係が行ヲた。

。ネット型医学中央雑覧CD-ROM版の利用

提供について

本年5月より、これまでスタンドアロン型

で提供していた医学中央雑誌CD.ROM版を

ネット型に切り替え、 利用者地ふ一層増えた。

また、学内LANを通じてSCIその他のヰ ット

製 CD.ROMを提供したことにより今後一

利用者の地加が見込まれる。

。絵画の寄贈

本年3月に平成8年度医学部医学科卒業第

11肌主主よりフランス在住、県州身両家みや

ら信之{乍 rmる女」の絵画 l点寄贈があり、

館内に展示しました。

(平成9年度4月l日現在)

局・職名 氏名 任期

部尿器科
小川由英 -10.03.31 

学説座 教授

環境保健
宮城一郎 -10.09.30 

掌講座 教授

宥誌学
高良弘子 -10.03.31 

第二摘座 助教授

母子保健
外聞登美子 -10.03.31 

学前座 助教授
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