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新入生諸君ヘ
キャンパスライフ維感

新入生諸君、晴れの入学おめでとうございま

す。世俗には今暗雲が垂れ込めている。銀行、

証券会社の大型倒産。固は多額の借金を抱えて、

行政改革は焦眉の急だという。アジア諸国は通

貨不安におちいり、世界のここかLこでは相も

変わらず紛争が続いている。また、=酸化炭素

の出し過ぎなどで地球そのものが危機に瀕して
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いるといわれる。そういう世紀末に諸君は入学

したわけですが、幸いに二十一世紀の夜明けと

共に社会へ出ていくことになります。夜明けは

常によいものですoこの4年乃至は E年の聞に

十分に英知をやしなって素晴らしい二十一世紀

を切り聞く基礎を築くことを期待します。

二十一世紀は国際化と情報化の時代といわれ
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る。インターネッ ト上には世界の情報が洪水の

如く氾濫するだろう。情報を正しく選択する こ

とは、いつの時代でも重要であったが、インター

ネァト時代ほどに重要であったことはこれまで

に無かったとおもわれる。情報の選択能力を培

うには、専門の分野だけでなく、いろいろな分

野町本を続むことが大事であることは冒う まで

もないが、良き友をたくさんっくり切瑳琢磨す

ることもまた極めて重要である。 インターネッ

ト時代のように各自が殻に閉じこもり個人単位

で情報に栖される時代においては尚更である。

かつて、キャンパスには「五月病」と呼ばれ

る新λ生の f病気」があった。長〈苦しい畳験

勉強の末にやっ と入った大学。希望に絢をふく 、

らませて大学の門をくぐると、待ち受けていた

のは、期待はずれの講義と個人主義的な風潮の

強い、疎外感を感じさせる大学生活であった。

高校迄のようなクラスへの帰属感は弱〈、，、間

関係の希穫さに耐えかねて孤独感を募らせる新

入生も多かったようである。ゴールデンウィー

クが終わるころ、新入生をとらえた失望と寂審

感はやがて無気力へと変わ旬、大学へのかかわ

りも減退して自分の般に閉じこもり、連休明け

には授業の出席者がぐっと減るというのが通例

であった。五月病と呼ばれる申えんである。

LかL、最近こうした五月病がどの大学でも

減っているという。近頃の学生たちは、五月病

を回避して、スムーズに大学の世界にとけ込ん

でいると考えられる。なぜ、学生たちはスムー

ズに大学にとけこめるようになったのか。ひと

つの理由は、先鐙速から引き継がれた貴重な情

報が新入生に引き継がれているためといわれる。

鬼仏表などの教官や授業の情報、サークル関係

の情報や大学周辺町情報などである。そのため

大学の授業や大学生活にむやみに高い期待を抱

くこともなくな旬、それだけ後の失望も小きく

なることになる.宜月病がなくなった理由が、

学生町学習意欲町高まりではなく、現実を知り

畢聞に高い期待を抱かなくなったためと知って、

がっかりする向きもあるが、私はそれはそれで

良いことだと考えている。般に閉じこもってい

た学生の聞に連帯意識が戻ってきたと思われる

からである。

1鉛O年の安保闘争の頃までは学生の聞に共通
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の問題意識というか、連帯感があった。クラス

や自治会で決めたことは自分の考えと反対であっ

ても、従うか精々沈黙を守るかであった。 60年

代末の大学紛争の時代になると自分の方針に反

するときには組織をわり、価値観 思想を同じ

くするグループに小さく分裂するようになった。

70年以降、自己中心的な傾向はさらに強まり、

クラスの連帯感さえ希薄になった。五月病の発

生も附閣を同じくしているように思われる。ミー

イズムが世界的な現象になったのもその頃であ

る。

しかし、最近学生逮は自分の意思で行う活動

に関しては、たとえば奉仕活動の面などで見事

に連携して繁晴らしい手腕を発揮するという。

阪神大震災や北陸のロシアタンカーによるオイ

ル流出事故に見られるとうりである。個人主義

町時代における社会的迎幣の新しい形態が形成

されつつあるといわれている。多様化する社会

にあって、ややもすると孤立しがちな時代に新

しい連常感が芽生えてきたことは頼もしいこと

である。私の身近でもクラスの仲間同士、ある

いはクラスを越えて、グループをつくりスポー

ツなどを楽しむ学生遣がふえている。皆さんが

在学中に自分の殺を破って多くの良き友をつく

ることを期待します。社会へ出たとき、かけが

えのない財産にもなります。

取り留めのない話になりましたが、図書館に

は人間の英知を集めた万巻町替があります。更

に、いろいろな分野町情報を的確迅速に探す方

法についてアドパイスする館員の皆さんがいま

す。来館を歓迎Lます。

(吉んじよう あきおー理学部教授物理化学)

参考文献 IDE-現代の高等教育地375

l鈎6年4月号民主教育協会発行
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CD-ROM情報検索システムの使用方法 (6)

ー医学中央雑誌 CD-ROM版一

今回は、 MEDLINEと並んで基本的な医学関係文献データベースとしてよく利用される「医学中

央雑tt.CD-ROM版」を取りよげます。

1I. r医学中央雑誌」とは|

医学中央雑舵とは、明治36年に創刊、現在まで継続されており f医学中央雑置き刊行舎が国内の医

学、歯学、薬学、及びその関連領域の定期刊行物を網履的に収集、その中から年間約20万件の文献

を採択し、キーワード・抄録付与等の編集作業を行って発:1'1している“抄録索引誌"J(医学中央

雑誌CD-ROM版マニュアル改訂第2版19崎より引用)として、まさに日本町医学文献を調査する上

で欠かすことのできない情報源となっています。

検索端末から利用できる医学中央雑誌CD-ROM版 (以下医中総氾D)1;11967年版より発行されて

いて、琉球大学でもリリ -AされているCD-ROM版の全てが図書館内の端末から利用できるよう

になっています。収録タイトルは約2，3∞誌、収録範囲は雑誌諭文だけでなく学会発表抄録の収録

も行い、抄録の付与率は全文献に対して17-18%、原著給文に対Lて約75%になっています(1鈎7

4現在)。 データは毎月更新されています。

|E 検索の基本的な流れ |

1 医中隊CDを起動させると、「ホーム面面jが現れます。この画面は検索を行ったり、また待

々に機能殴定を行うための基本的な画面です。

2 基本的な検索の進め方

① 最初に以下のうち lつの項目について検索を行います。どの項目で検索をするか、マウ

スで画面下町該当する項目のボタンクリックをして指定し条件を入力Lます。

キーワード(漢字検索及びカナ検牽カ何T能)

・シソーラス(シソーラスとは、文献のテーマを端的に表現しているキーワード)

。分類コード(1996年以降の文献訓査では利用できないので注意)

著者名(カナ検索、漢字検事とも可能)

所属機関名(筆頭著者について検索可能)

-収殺!/;名(欧文表記の場合は、絞りをそのままアルファベットで入力)

・文献番号(冊子体の「医学中央雑能」に掲織されているすべての記事につけられた通

し番号)

・履歴検索(検索履歴を利用して新たに検索をします。これを利用すれば同じ条件を何

度も入力する手聞が省けます)

② 条件を入力したら、条件入力域の隣にある検索ボタンをクリックして検察を実行する。

③ 薗面に検車結果の件数が表示されたら「必要に応じて絞り込み検索を行うか検索結果の

出力 (画面下町文献表示ボタンをクリック)を行う。検索結果表示画面からホーム画面

に戻は、面面下町ホーム画面ボタンをクリックする。このように、基本的な検索燥作は

①~③を繰り返し行います。

@ 医中誌CD精霊を終了するには、画面下町終了ボタンをクリックします。

-3ー



球球大学附.'"術鑑報 Vol. 31 No.2 Apr 1998 

l E 実陳の検索方法 |

l 検索需の決定

検索語とは、検索をするときに「手がかりJとなる言葉のことです。キーワードと醤うと き

もあります。検索項目毎に適切な検索隠を選択するということが、効半の良い、漏れの少な

い検索につながります。

① 検索語の末尾に r&Jを付けると前方一致検察を行います。これは「検索語とする文字

列中で、晶の直前の文字までは一致していて、&以降はどの文字がきてもかまわず検索

結果として扱われますJという意味です。

例 検索語「健康&Jとすると「健康管理」や「健康障害」など、最初の文字が「健康」で

あれば、全て検索される。

②適切辛検索語を選択できない場合、最初の何文字かを入力したあとに検索語ー覧ボタン

をクリックすると、入力された文字までが一致した検索語町一覧が表示され、その中か

ら選択(複数選択可)して検索できます。①の応用ですが、思いもよらなかった検索語

が見いだせるので便利です。

③ 履歴績索は、一度検索した結果(履歴番号で入力)を後の検索でも再利用して検索の効

率化を図るということができます。履歴検索ボタンをクリ ックし入力織に履歴番号だけ、

もしくは履歴番号と演算子を入力して検索を実行します。この検索では、全て半角士字

を使用 Lますe

例 1番目に検索した結果は 11:入力します。また、医中総CDにおける演草子とは+、 ホ、

#の3種類の記号のことです。

A+B → AまたはB

A*B → AかつB

A#B -ー・ Aの中でBを除いたもの

2 絞り込み検索

絞り込み検索は、最新の検索結果に対して絞り込みを行う方法ですe検索絞り込みの要件に

は以下のものがあります。

① チェックタグ(実験動物等の種類、年齢などで絞り込む)

②削標目(どのような見地で害かれた文献かで絞り込む)

③記事区分(原著論文か会議録かなどで絞り込む)

③ 言語 (何語で舎かれた論文かで絞り込む)

⑤収録誌年・巻号

⑤ 本露 (医中誌)年号

⑦抄録有無

3 検索結果の出力

検索結果の画面表示をするためには、ホーム画面下の宜献表示ポタンを押Lます。表示され

るのは、最新の検索結果です。前に検索した結果を表示するためには、履歴検事で履歴番号

を入力して検索実行をし、般新町検索としておきます。表示形式はタイトルのみ、嘗tt項目

(抄録なし)、全項目 (抄録含む)の3種類で、表示画面下町切り替えボタンで切り替えます。

① 印刷

印刷は印刷ポ空ンを押して、印劇範囲指定や出力形式の選択を行ってから実行します。

この時、印刷品質は簡易印刷を指定してください。

② ダウンロード

ダウンロードとは、検索結果をフロッピーディスクなどに保存市ることです。印刷する

より時聞がかからず、また自分の好きなエディタ (ワープロソ7トなど)を使って検索
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結果を整理したり好きな形で印刷し直す乙とも可能になりますので、検索結果11ダウン

ロードすることをお勧めします。操作方法は、 デウンロードポ7ンを押してファイル名

など指定を終了してからOKポタノを押すことにより実行されます。

|N.ディ;l:?の交換 |

医中誌CDI立、捜数年に渡って一度に検索することはできません。複数年で同じ検索を繰 り返

したい時は、ディスク交換時的履歴の再利用機能を利用するか、 履歴の保存をフロッピーディ

スク上で行って、履歴を再利用 Lます。

|V その他 (ライ7ラリー・ワークショッブープロヴラムを利用しましょう f!)I 
通常はここで紹介した検索がマスターでき l'Llf:λ体は用が足りますので、まず最初は慣れるた

めに上の E、Eを実際に繰り返し練習してみてください。少し慣れてきたら、この検索方法

以外に、 シソーラスを利用した検索や属鹿の上手な利用法など便利な検索技法がありますので、

図書館内で定期的に行われている 「ライブラリー・ワーヲショ ッブ・プロゲラム」の中の「レ

ポート・ 詣主作成のための電子メディ7活用講座」 で詳しく話していますので、是非ご参加く

ださい。 (電子情報係)

機鰯際議機徹15iEF 5521管絃線機線総費量

JOIS講習会を開催

附属図書館は、 2月26日JICST(科学技術振

興事業団)が提供しているJOIS(JI(万rオン

ライン情報サービス)の利用法の欝習会を開催

LまLた。JICST九州支社が沖縄でのJOIS説

明会を行うついでに、特に琉球大学図書館職員

を対集に、館内職員研修のー環として開催をお

願いして行ったものです。図書館 2階、情報検

索コーナーで行われた講習会には約20名町職員

が書加し、自分でコマンドを指定して検索する

Telnet版での検索方法を体験しま した。

なお、附属図書館は外部データベースの情報

検索サービスを代行検索で行っており、 JOIS

をはじめ、DlALOG、NACSIS-IRが利用でき

ます。ただL、校費だけの利用となってお りま

す。

諜JOJSとは、科学技術に関する文献情報や

研究テーマ情報、新聞記事情報を欲しい方のた

めに、直接データベースにアクセスして、 3，∞o
万件を越すデータの中から直ちに必要な情報の

所在を捜し出すサービスです。(電子情報係)
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電電診宅事⑨

日程の変更など最新情報は d 郎

ホ一気二百乙!己主2捗 :!!cfjp'7で確認!

参加申υ 泊 町一一「ττ寸附属図書館電子情報係(図書館本館3階内線・干刷師、 2207)

資料や端末の用意があるため、番号加申し込みを行ってください。

大学生活に欠かせない「図書館J。その図衛館町「上手な」使い方を知っていると、学生のみな

さんにとっては単位取得のためというだけにとどまらず、 卒業研究や就職情報の靭集にも役立ちま

すL、また教官町先生方に対しましては、 文献闘査や研究議績評価のための資料を提供する情報セ

ンヲーとして、また授畿内容の教材として利用していただけます。

このワークショ ップは、大学に所属する全ての方に.図書館の犠能を+分に活用してもらおう と

いうことを基本のコンセプトとして、下記のような 4つの講座から構成されています。是非ご嘗加

ください。 開催時聞やスケジューJしについては、図書館ホームページで最新情報(変更・中止を含

む)をご確認ください。

*図書館ツアー
場所附属図書館本館 (千原) 2階視聴覚室

内容 いつも同じ書架に行って資料を探しているあなた、本当に必要なものとめぐり会えてい

ますか7他の図書館の資料は使えない、手館きが面倒とあきらめてしまっていませんか?

このツアーは、あなたが必要な責料に効率よ〈アヲセスできるよう、あなたの利用を待っ

ている資料群を紹介し、また以外と簡単に他の図書館の資料も利用できますのでその方

法もお教え Lます。

脅図書館利用法
場所附属図書館本館(千原)2階視聴覚重

内容 情報を得るためのツールはコンビュータだけではありません。図書館町レファレンス コ

レク ション(書考資料群)を利用すると、かなり古い過去にさかのぼって文献を検索し

たり、テーマの周辺領域を拾い読みすることができるのはプリントされた資料ならでは

の伎です.その他、レファレンスコ レクションに関する知織や剃用法についてお教えし

ます@

女レポート・ 論文作成のための電子メテ・ィア活用講座
場所ー附属図書館本館(千原)2階目録検索コーナー

医学部分館 LI帯目録検索コーナー

内容 附属国脅館がサーピλしているOPAC(蔵書検索ンステム)や、 Web.catサービス (イ

ンターキァトで日本各地の大学図書館等町所蔵情報がわかります) 鎗士単位で情報検

索ができるCO-ROMデ-$1ベース (下書照)等の電子メティアを駆使Lて、情報を効率

よ〈入手する方選をお教えします.
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人文・ 社会系

=CD-ROMデ-7ベース=
自然 ・医学 ・技術系

eArt & Hum剖 itysc九en田 Citationlndex ・so口alScience Citation Index 
eABVlnform (経済経営系)

学際領域、亙ぴ組数升野・PsycLIT(心理学)

.雑誌記事索引(主に日本詩文献、全分野)

.Current Contents (杜金・自然医学・技術系)

図書出版情報・GlobalBooks in Print 

.Science Ci同日onlndex ・MEDLlNE(医学関連)・BiologicalAbstracts 

.Biological Ahstracts/RRM 

.医学中央雑誌

.Chemical Absもracts・lNSPEC(工学関連)

背 図書館における電子メディア利用のためのパソコン基礎講座
場所附属図書館本館(千原) 2階目録検輩 コーナ

内容 この講座は、 コンビュータは1.とんど利用 したことが主い「機械は苦手Jという方のた

めに閲締しています。図書館の電子メディ7を利用するためのごく基礎的な知識を身に

つけること を目的と L、この講座の姉妹編である「レポート ・論文作成のための電子メ

ディ7活用講座Jへの基礎固めとしてもご活用ください。

く慢業を担当なさる先生方へお願い〉

図書館内での定期的なワークショップの他に、授業(特に共通教育科目等)やゼミでこのワーク

ショップを取り入れていただくことも可能です。開催時間や内容はご要望に応じてコ デイネ ト

Lます。「授業の時間に合わせて開催してほしい」、「自分の分野でふさわしいワークンヨツプはど

れか」など、係までお気軽にご相談ください。(電子情報係)

4月 l日(水)荒武者キ一トン 67分

4月B日(水)キ一トンの恋愛三代記 41分

4月15日{水)キートンの大学生 66分

4月22日(水)キートンの蒸気船 69分

5月6日(水)グランドホテル 112分

5月13日(水)キング コング 100分

6月20日(水) ドン Q 110分

5月幻日(水)愚かなる妻 108分

6月3日(木)四十二番街 100分

6月10日(水)会議は踊る 91分

6月17日(水)三文オペラ 1随分

6月24日(水)ウィンダミアの扇 118分

~
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①13:30-

①15叩~②17:30-

①15∞~②17:30-

①15ω~ ②17:3ト

①15ω~ ②17:30-

①15:00- ②17・30-

①15:00- ②17:3ト

①15:0ト②17:3ト

①15:00- ②17:30-

①15∞~②11:30-

①15:00- ②17:30-

①15:∞~ ②17:30- (資料サービス係)
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検索用端末機の楢設とCD・ROMデータベースの追加について

前号の「ぴぷりお」でもお知らせしたとおり、図書館内の検索用端末が15台増股されました。こ

の端末では、図書館ホ ムページを使って附属図書館蔵書目録検索システム (OPAC)や全国大学

棒総合目録システム (Web-cat)などを利用できますし、 CD-ROMヂータベースを使って文献調査

も行えます。これまで端末台数が不足しているため願書待ちの方も見受けられましたが、今後はそ

れも緩和されるものと期待されます。

また、ネットワークで提供しているCD-ROMデータベースに闘しては、これまでの12タイトル

(ただし医学中央雑誌CD-ROM版は図書館内のみ利用可)に以下の 2タイトルが加わって、合計14

タイトルとなりました。

-CA on CD (Chemical AbstractsのCD-ROM版)1998年版~

化学を中心とする科学技術分野の雑誌論文、特許、技術レポート、学位論文、学会会議録、書籍

などの情報が収録されています。収録情報の原資料は回以上町言語で書かれているが、 CAon CD 

ではすべて英語で収録されています。

-INSPEC Ondisc 1995年版~

物理学、電子工学、コンピュータサイエンス関係の雑誌論文、会議録、図書、報告書、学位E富士
の情報を検索できます。原資料が英路以外でも、英語で検索できます。

これらのCD-ROMデータベースは他の12タイトルと同様、新しく整備・増設された検索用端末

で利用できますし、「ライブラリ ー ワークショップ・プログラムJ(本能書照)で利用のための講

習会を行います。検索用端末の増設により、これまでよりぐっと講習会が身近に感じられるように

なること受け合いです。 (電子情報係)

。春季休業等に伴う開館時間の短縮 4月5日(日)まで

開館時間 月曜日~金曜日 8 :30-17∞ 
土曜日日曜日 休館

。夜間開館の開始 4月6日(月)から

開館時間 月曜日 、金曜日 8 : 30-22 : 00 

土曜日 日曜日 13∞-17:00 

。休館(中央館・医学部分館)

. 4月29日(水) みどりの日

5月3日(日) 憲法記念日 、 5日(火) こと'もの日

5月22日(木) 開学記企日

※ 本館では当月、翌月の開館案内(カレンずー)を

入口亙ぴ掲示額に掲示しています。ご留意ください。
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融機畿 費電IIJ副館fDJ苦言.

図書館では、 3月6日 (金)に消防訓練を同:

縄県東部消防組合消防本部町協力を得て実施し

た。訓練は図書館長を始時職員全員が参加、ま

た教職員 学生等の図書館利用者にも協力をお

願いし、午後2時図書館 l階集密書庫から出火

したとの想定で、消防署への通報、利用者の遊

離誘導、初期消火の訓練を行った。図書館で消

防訓練を実施するのは今回が初めてであり、参

加者は訓練の始まる前は緊張した面持ちで待機

していたが、訓練開始とともにサイレンの昔、

消防車の出動など本番きながらの状況の中、そ

れぞれの任務を迅速にこなしていた。

ひととおりの訓練終了後、問書館北側の駐車

場で、消防署員の指導で消火器の操作訓練を行っ

た。消火器の操作をするのは初めての者がほと

んどであり、なかなか上手には消火ができず、

あらためて訓練の重要性を認識した思いであっ

た。終了後消防署員より講評があり午後 3時

全て終了した。

今回の消防訓練は、平成7年1月の阪神淡路

大震災を契機に防災対策が叫ばれ、図書館でも

防災訓練、特に火災に対する訓練の必要性に鑑

み、ょうや〈実現したもので、大学においては

附属病院に次いで人の集まる場所でもあり、こ

れからも毎年実施して行く計画であるa

なお、この消防訓練にご協力いただいた教職

員 学生等の皆様には、改めてお礼を申し上げ

る次第で寸情報サービス課長)

瓢重量働錦繍園轍ツア園(職館)
附属図書館では、新年度を迎ぇ、新入生のために図書館利用法をお知らせし、また、館内の施設

や設備を案内します。更に、その期間中はビデオ「図書館の達人 l巻、 3巷(日本図書館協会企画

監修)Jを上映しますので、大いにご参加下さい。

開催日時は 4月20日(月 )-24日(金)の各日

10 : 10-10 : 3日 と16:30-16: 50の時間帯に行います。

集合場所附属図書館玄関

ビデオ上映時間 10:30-11 :30 

ビデオ上映場所 附属図書館 2階 AV視聴室(カウンター向側) (審考調査係)
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琉球大学附属図書館のあゆみーシリーズ②ー

発展糊 0960年代:<!l)

最初の木造瓦葺き建附属図書館建設からl伴、

志喜星記念図書錯が新築されて5年が経過した

1960年代は、図書館の整備 ・充実期に入り、雑

&t閲覧室.郷土資料室町股置によって間資料の

活用が促進された。さらにロッ主フエラー財団

やアジア財図的援助によ 0人材育成や資料の収

集など積極的に行われた。

予算面から見ると図書費は下記の通りである。

1965年度当時、当館の図

豊平朝 美

学平均7，621万円で国立C規模大学(2 -4学部)

でさえ3，811万円でかなりの格差があったこと

は否めない。

(注、国立大学の規模別資料費は文部省大学図

書館実態調変結果報告による)

1951年米国教育審段会と米国陸軍省の援助に

より米国ミンガン州立大学から教授団が本学に

書費は22，0∞ドル (792

万円)で国立大学平均3，

飽2万円でかなりの格差

があったが、 1966年度か

ら日本政府による援助

(略称日本媛助)が開始

され年間20，由加ドル (720

万円)が配分された。さ

らに、 1970年度は保健学

部用と Lて6，250(225万

円)ドルが追加され日政

援助は総額26，2印 (945

創立当初のホ進E葺の附属図書館

勤務して教育行政や研究

活動等に対Lて行った援

助や助曹も19邸年に終了、

出年間にわたる教育交流

プログラムが終了した。

米国統治下の沖縄の本土

復帰を目前にして、 1969
年琉球大学国立大学化問

題等審説会から琉球政府

主席に対し「硫球大学の

国立移行についてJ建織

され、本学も国立大学へ(璃球大学30隼酷より]

万円)ドルに増額した。

琉球政府の予算(琉政予算)では十分な資料

費の手当てが出来なかったが、それでも日政援

助により図書町整備は大分緩和されてきた。琉

大の資料費は当時の本土の国立大学の単科大学

(D規模大学)の平均値位で琉大の規模 (B規

模大学 5 -7学部)からすると昭和45年度を

例にとっても琉大は2，376万円、国立B規模大

の準備を進めることになっ

た。(琉球大学附属図書館30周年略年表より一部

重量照)

。ロッヲフエラー財団による資料購入援助と人

材養成

1961年図書購入として虹旧ドル (72刈珂円)町

範囲でロヅタフエラー財聞の綾助資金で図書購

入を計画している。その選択基準として①職員

研修用資料として②重複はさける③通常予算で

年度 予算額 年度 h 予 耳額 l目立D規慎大学

1961年度 18，000ドル (648万円) 19鉛年度 位四ドル(1.. 綱方円} 1，516万円

1962年度 17，0∞ドル (612万円) 1967年度 ω。町田ドル (2，160万円) 1，770φ 

19臼年度 17，0ω ドル (612万円) 19飽年度 70，日泊ドル (2，520万円) 1，9印。

1964年度 初，0∞ドル (720万円) 196宮年度 78，印xlドル (2，印8万円) 2，215 " 
19邸年度 22，0∞ドル (792万円) 1970年度 66，世田ドル (2，376万円 2，372 ". 
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貿えない高価で貴重な資料を購入する@可能な

限り抜本を揃えるとしている。

その他、この財団援助で様々な図書館職員の

人材養成が行われた。IS陪O年4月 1日より 1961

年3月31目まで lヶ年山城篤博運用係長が慶応

義塾大学へ、大域重雄司書が1961年9月30日ま

で米国イ リノイ大学へ各々留学した。翌年1961

年4月l日より 9月初固まで山田勉司書、新井

裕丈司書補が、慶応義塾大学へ研修、 1961年10

月l日より新域安普、宮島恵瞭司書補が、又、

平良恵仁事務長が10月6自の広島での第8回全

国国立大学図書館館長会議にオブザーパー(ミ

シガン大学派遣教授聞ベンコ博士も当時の第3

代仲宗根政普館長の代理と Lて参加)として出

席した後、 1962'年3月31日まで慶応義塾大学へ

各々研修を畳けた。1962年4月1日より 1963年

3月31日まで 1ヶ年間仲西盛秀書記{後に第 2

代医学部分館図書館専門員)が慶応義塾大学へ、

1962年6月石川清治書記(後に教育学部教授)

が同財団綾助で WesternMich.igan大学へ研

修留学、 1963年6月lこ1964年2月15日まで期間

更新 Lている。 f中西盛秀書記I~帰任後、研修の

成果として郷土資料分類目録を作成しており、

Vol. 31 No.2 Apr 1岬8

21目、鈎日まで研修の一環として図書館全員で1，

泊。冊の図書の分類、目録の作業を行っている。

。図書館聡員実務研修会

1961年3月28日から29日までの2日問、本学

図書館で県内の学校図書館湖係者及び各公共図

書館関係者を対象に研修会が開催された。第 1

日目は午前9時から午後4時まで、午前中は当

館の平良恵仁氏が図書館について、ミンガン大

学顧問教官ヘルン氏がレ7ァレノλワークを、

よ山中学校教諭の本村恵昭氏が学校図書館を、

当館の平良恵仁氏が図書館について、同じく童

館の山田勉氏が分類の講義と実習、 2日目も当

館の富島恵膿氏が目録の講義と実習を担当、受

講者は県内大学図書館、中・高校町教諭など部

外者31名を含む40名近くであった。

。新入生オリエンテーション

195由年の語 'Jエンテーションは3月25日の午

前中1;1:文理学部271名、午後は教育学部202名を、

26日の午前中は農家政工学部l印名を対象に各々

3時間的オリエンテーションで、講義内容は随

讐分類法、図書固録法、館内見学、実習f旨導が

あ旬、園舎分類法、図書目録法は整理係が、 f!!!

は運用係が担当した。

。時間舛開館今日に亙るまで当館の郷

土資料分類法と Lて使用

されている。石川清治書

記は米国留学から帰任後

19臼年3月に岱聞として

職員研修を行っており、

その後は1968年1月 l日

に教育学部講附へ転出す

るまで毎年新入生のオリ

エンテーンヨンを担当し

ているe石川氏は教育学

部転出後、学校図書館学

台風通過f査の片付け {意書屋記意図書問)

従来、平日は午後9時、

土曜日は午後4時30分ま

で開館であったが、 IS略5

年7月12日(月 )より土曜

日は従来週り開館L、平

日は午後10時まで延長L

た。この開館は同年10月

末まで継続Lたが、 11月
より元町午後9時間館に

戻Lている， 1966年 l月

の専任講師となった。 1963年4月 l日より 1964

年3月31日まで野原敏弘書記 (後に閲覧係長)

が慶応義塾大学へ研修，1964年12月16日にロァ

ク7エラ 財団綾助により同財団の援助の終了

が報告された。

。図書館職員研修

1960年の年末の12月幻自に午前中はミシガン

顧問教官ヘルン氏が大学図書館論を、平良事務

畏が図書館業務を担当して、職員研修を実施、

より再ぴ午後10時開館に

なっている。当時の夜間開館は職員 l人と学生

アルパイト l名で行っていた。

O図書館台風対策

図書館 l階から 5階までベニア板を取り付け、

張り棒で支えた。しかし近代的建物も火災被災

復旧後もその影響と老朽化が進むにつれ、台風

通過後は天井よりの浸水と窓際からの打ち雨で

床が水浸しになり、特に4、5階はひどく職員

はゴム甚靴をはいてパケツで扱み出したが、こ

一日一



E定要素大学防腐図書館線

の作業は台風来襲の度日常茶飯事町出来事とな

り干原の新キャンパス移転まで続いた。

。学生アルバイト

19印年4月の閲覧業務

で学生アルバイ トを採用、

VoL 31 No.2 Apr 1998 

Administration of the Ryukyus通体ユースカー

と呼ばれ米国民政府のこと)により交通費が支

給された。

1967年l月幻目、問セ

ンター副館長ライト氏か

職員の昼食時及び夜間開

館時のカウンター業務の

補助を行っている。その

他、午前2時間、午後2

時聞を割当て、検索、排

架に当らせている。
曜歯出111111111

ら米国民政府教育局宛て

害状によると現職図書館

職員研修は1966年に琉末

文化センターの健部守男

氏を l回自の研修生に、

又、19凶年10月、別に大

学生アルバイトを採用、

図書館の l階から 5階ま

二1圃
喧富田雇通直田F 1967年2月には那制琉米

士化会館司書島仲勝巳氏

を2回目的研修生として事喜屋"意図書館正面

で毎日階層を替えて滑婦し、月略日は l階を午

前7時から 8時30分まで、火曜日からは午後5

時から 7時まで2階から順序よく上階へ、最終

日の金曜日は5階を割り当てた。

当時の学生アルバイトの賃金は時給13セント

(46円)(ドル建て 当時の沖縄そば代 1'杯分)

平均月額 l人当り 5ドル 0，8∞円)弱である。

琉球大学フ 7ウノデイションによれば在学者2，

似 1名の内44%の約8∞名がアルパイトを Lなが

ら辛うじて学業を続けている状況であった。

ちなみに1960年度の学生生活実態調査では 1

ヶ月の学資は15ドル (5，4∞円)で収入源は「保

護者H奨学金Hアルパイ卜Jで15ドル-17ド

ルに最も集中しており、自宅からの通学者は 5

ドル 0，8∞円)-7ドル (2，520円)で学資の

全額をまかなうことができるとなっている。

。ハワイ東西文化セン$1-図書館職員研修

ハワイ東西文化センターの松井正人氏から図

書館職員研修参加勧誘があり、 1967年4月から

9月まで6ヶ月間、新井裕丈司容が琉球大学か

らの初回研修者として選ばれた。 1966年12月20

日の松井正人氏から当館の宮城館長{第4代)

への英文の書状によると図書館現職教育計画は

同センタ ーの協力とl司センター技術交流部の後

援で行われ参加者は 6ヶ月間、図書館で指示す

る仕事に従事することになっていた。宿舎、目

当、研修費、健康保険は技術交流部により参加

者へ支給されていたの航空賀は参加者の勤務す

る機関の負担となっていた。これまで琉球から

の参加者は USCAR(United Stat届 ofCi"il 

受け入れた。新井氏の航

空貨の負担をこの書状で民政府に依頼している。

さらに図書館活動における沖縄と同センターと

の文化交流は1965年に来島Lた松井氏が沖縄の

図書館事情調査および助言によ って始められ、

文化交流の一環としていることカ雫己されている。

1967年6月24日町新井氏から宮城館長宛の手

紙では図書館での研修内容は月曜日から金曜日

まで午後は特殊コレクションの書誌作成があり、

新井氏はその書誌の著者、書名のローマナイズ

や読み方を確認する作業を行い、月ー水町午前

は逐次刊行物の選択を、火。木 金町午前は逐

次刊行物円分類 目録を行った。研修期間中に

図書館学講義の受講や他の図書館見学もあるが、

研修の大半は書誌作成で、あとは個々の研修者

が計画したスケジューJレに従って、行ったよう

である。又、同センターはこの他、 19例年に両

機関に所漉する沖縄関係資料(東西士化センター

所蔵宝玲文庫、琉大所蔵伊波文車、源七文庫等)

をアジア財団の援助で複製して、資科交換を相

1itニ行っている。

水野益継氏(現教育学部教授)によると同セ

ンターは1960年アメリカ議会協賛の法律に基づ

き、ハワイにおけるユニークな教育機関として、

東西町文化技術交流センター(TheCenter for 

Cultural and Technical Interchange出M明 nEaSL 
& West)を目指L、ハワイ大学附属機関と L

て往立されたようであるa 太平洋沿岸のアジア、

オセアニア、極東持園、アメリカ合衆国の学生

らに向けて研究諸費用が支給されていた。ハワ

イ大学にも留学させている。 1961年から 1971年

-12ー
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にかけて沖縄からUSCAR教育局を窓口として、

教育研修技術研修学位取得のため500人が

当センターで学んだ(沖縄大百科事典より )，

。宝玲{ホ レ )文庫について

現在本館沖縄関係開架資料室にハワイ大学の

宝玲(ホーレー)文庫マイクロフィルム複製膏

料の一部が保管されている。このマイクロフィ

ルム複製資料はハワイ大学はもとより国内でも

宝玲士庫のー部として法政大学沖縄文化研究所

にも分散保管されている。

ハワイ大学のホーレー文車役1置のいきさつが

当館所蔵の趣意書によって知ることが出来る。

[布唾大学“沖縄宝庫"設置後援趣意書]

学界における沖縄研究

紹介の三先遣といわれて
'一、
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ている比嘉~i朝、仲原盤忠商先生を招聴して研

究にあたらせる ζ とになり、両氏は本月22日の

契約で来布することになっている。

[ホ レ文庫について]

阪巻博士が同センターの用務を帯び訪日中、

比嘉、仲原両氏と図って、ホーレ士庫の沖縄関

係資料を購入することに成功したことは布畦大

学にとっても同センターにとっても、又ひろく

沖縄関係者にとってもまことに倖せであったc

ホーレー宝庫というのは北〈京都に住んでいた

英国の東洋研究家フランク ・ホーレー (Frank

Howley)氏のコレクンヨンで、沖縄に関する

基本的文献を悉く揃えている上に、御幡本草、

大島筆記その他多くの珍

本を古み、中には周宝的

いる民俗学の柳田園男博

士、国文学の折口f哲夫博

士、民芸研究家の柳宗悦

先生等がつとに“沖縄の

研究は将来日本学界の注

目の的になるであろう珂

と予言されたが、予言に

たがわず、今日沖縄に関

する研究は学界円筒分野 暗，軍，由より車喜屋12意図書目{右手)を望む

資料も蔵し、沖縄研究に

ついては比肩すべきもの

が無いと定評されている

貴重な資料である。ホー

レー氏の死後、沖縄関係

文献については他の大学

からも購入申込みが多〈

仲々入手雛だったのを、

阪巻駿三博士の情熱と比

にEって隆盛を極めてい

る。それは沖縄がその地理的条件から日本の古

い文化形態を保存しているばかりでなく、南方

文化との交流関係や南洋諸邦との交易関係を探

る貴重なキーとなっているからだといえる。

[関係資料の焼失〕

ところが、過ぐる第二次世界大戦の際、沖縄

は日米最後の決戦場となり、重要文化財舟守合ど

戦災にあい、焼失あるいは破損した。そのため、

沖縄に関する文化資料といえば各地に散在して

いるささやかなものに至るまで重要視され、血

HRになって探している現状であった。

[布嵯大学と沖縄問究 ]

布睦大学に於いても沖縄文化の研究について

早くから着目し、阪巷駿三博士が中心になって

歴史資料の蒐集に著手していたが、今回東西文

化七ンターの開般を契機に大学図書館に“沖縄

文車"を設置すベ〈、関係資料の蒐集に本格的

に乗り出している。それと同時に向センターの

事業のーっとして沖縄文化研究家として知られ

嘉、仲Di両氏の努力によっ

て、布睦大学が括時入に成功したのであった。

[文化財の骨散保障]

ホーレ一文庫の知き得権い資料を海外に出す

ことについては相当反対の声もあり、琉球大学

に保存すべしとの意見もあったようである。し

かL、民に沖縄の文化財を愛する人たちは過ぐ

る大戦の苦い経験にかんがみ、文化財の分散保

護という見地と、沖縄士化の海外紹介という高

い立場から、布畦大学の一括購入を-L-!)、ら歓迎

したのであった。そればかりでなく、此の文庫

の布珪保存は日未聞の文化交流を促し、かつ布

睦大学と琉球大学の関係を益々密にする紐帯町

役割を果たすと考えたのであった。事案、阪巻

教授と琉球大学の仲宗根教授との聞でスライド

による資料町交換の約束まで出来ている。

[購入費不足 }

ホーレ一文庫の購入に就ては他の大学との競

争上、布睦大学は15，∞0ドルしか割当られてい

ない予算を以って、 20，自刃ドルの取引に応じた

一日一
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次第で、 5，∞0ドルの不足額に就て布珪在住沖

縄出身者へ協力をよびかけている。

[沖縄問胞発展の記念事業たらしめよ〕

布珪は沖縄移民が最初に上陸した同胞海外発

展の記念すべき土地であり、この地に沖縄文化

研究の資料が一括して保存されることは践に意

義探いものであると考える。我々は阪巷教授の

熱意と努力に感謝しつつ大学のこの聖業に対L

諜連合会を中心に物心両面から協力し、同胞発

展の記念事業のーっとして子孫に遣したいもの

である。 1961年4月9日 (記述は原文を若干修

正加筆) 注出ハワイ沖縄県人連合会

以ょが趣意書の全文であるが、ハワイ大学に

ホーレ一文雌が納まるまでの苦労と経過がわかり、

当時のハワイにおいても沖縄関係資料の収集の

重要さが認識されていたことがわかる。阪巻教

授はハワイで英文対訳付きの琉球関係文献目録

(琉球書誌稿)を 1~時3年編纂している。

1995年に沖縄県立図書館によって編集 ・発行

されたハワイ大学宝玲文軍複製資料目録によっ

て所蔵機関とその内容を知ることが出来る。

。アジア財団

同財団は1954年に創立されたアメリカ合衆国

の対アジア援助のための公益法人団体である

{沖縄大百科事典より )， 1959年以来本学だけで

なく沖縄の大学等教育機関ならぴlニ士化学術

団体や個人に対しても援助を行ってきた。財団

はアメリカ合衆国のカリフォルニア州サンフラ

ンン兄コに本部をおき、日本は東京に本部があ

り、当館はこの東京本部を窓口にして樟々な緩

助を受けてきた。当館に対する援助1;1:人材提成、

資料費の援助.寄贈図書町送付など1960年アジ

ア財団による省贈図書送付を開始Lて以来、本

土復帰後もアジア財団の日米友好基金でアメリ

カ研究凶寄の充実のためその後助は継続された。

この財団の費用で1961年220(79，2ω円)ドル

の媛助を受けて複製で入手した東京大学資料編

纂所所蔵の沖縄関係資料がある。 1964年11月12

日に当館所蔵の伊波文庫及びその他50冊2.754
枚の複写資料費の援助を受け、ハワイ大学東西

文化センター所蔵のホーレー文庫86冊6，479枚

の複写資料との交換が行われた。複写資料はア

ジア財団援助金と琉大予算で賄われた。

その他の援助として、当館所蔵の沖縄関係資
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料の複製作業がある。 1964年に伊波文席、源ヒ

文時記、富良殿内文庫等の複製、1965年に沖縄県立

図書館所蔵の東恩納士庫より 8.!1.複製している。

01'時文庫

同アジア財団による購入資料の媛助として仲

原文躍があげられる。仲版文庫は現在本館沖縄

資料室(閉架)に保管され、その内容は一般図

書と沖縄関係資料がある。仲原善忠は沖縄県島

尻郡仲里村の出身で旧まの長男として明治12年

に生まれ、広島高等師範学校卒業後静岡師範等

の教諭歴任後明治大学鱗師をし、昭和15年、実

弟普秀氏と共同で「久米島史話Jを刊行、終戦

を墳にして沖縄研究に没頭Lた。琉球歴史とオ

モロ研究を輸に民俗文学、 宮路学等に研究を拡

げると共に「おもろ新釈Jを出版、独創的かっ

科学的な見解で傾注され、おもろ研究史上薗期

的な著述で、その後「校卒おもろさうしJrお
もろさうし辞典、索引jと研究業績を記L、19

64年に他界した(中山盛茂著琉球史辞典)。

その蔵書群1;1仲原普忠氏の死後、その遺志に

従い、東京世田谷に在住町仲原信夫人が郷里沖

縄の学徒、研究者に役立てたいということから、

1966年夫人より当館へ藤波の申L出があり実現

したことによる。 1966年6月20日の夫人より宮

減館長宛ての書状によると、あちらこちらから

譲渡の申込みがあ旬、分散する恐れがあったこ

と、蔵書には夫人にとっては一冊一冊亡失の曹

がかかっており分散ということは考えたくなかっ

たこと、当館と (磁波の)約束が成立Lて、安

心したことカ噌Eされている。さらに夫人はこつ

も述べている。(蔵蓄を手放すことは)手塩に

かけて育てた娘が年頃になってよい相手をみつ

けるために懸命になり、相手が決まり、いよい

よ式が決まると掌中の宝をとられるような悲し

きになるような心境に例えており、書籍がある

限り、夫がまだ生きているような錯覚を起こす

時があることを記している。当館への鰻渡の条

件のーっとして「一括保管」を夫人は要望して

おり琉大側でも①「仲原文庫Jと表示して木久

に保管する、②一括保管する、 ③宋稿の原稿の

出版に際して出版に支障をきたさないように考

慮する旨確約している。

1967年町本鎚図書錨年報によると、故仲原著

忠氏が生前収集した蔵書2，372冊を8瓜泊ドル

¥4ー
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(288万円)で購入し、内、 2，∞0ドルはアジア財

団の媛助で、残り6，000ドルは琉球大学の支出

となっている。

。南方向胞援護会による沖縄関係資料の寄贈

同会は略称で南援とも言はれ、 1964年に受け

入れした資料は折口信夫全集や琉球木版で印刷

された「大学Jr論語」等道徳書がある。南援

は1956年(昭和31)に設立、戦後、沖縄で起き

る諸問題を解決するため沖縄の施政権を保持L

ていたアメリカとの聞で日本政府に替わって設

立された財団法人である。同会の事務所は当初、

東京霞ガ関の外務省分室に置いていたが、 1957

年 (昭和32年)に陣容整備と事業拡大に伴い、

東京都港区新橋に移転した。初代金長に渋沢敬

三氏、副会長に淵上房太郎氏、事務局長に吉田

嗣延氏が就任Lたc 南方向胞援護金は南方地域

諸問題を解決するための必要な嗣査、研究及び

啓蒙宣伝を行うとともに、この地域の住民の福

祉の増進をはかるための援護事業を目的に設立

された。草剤土地問題等対米折衝の他に各種楠

祉施設の設立、遺児育英事業、図書 教科書贈

与等様々な媛護活動を行ってきたが、沖縄の本

土復帰とともに昭和48年3月31日に解散し、財

団法人沖縄協会に引きつがれた。

。附属図書館報「びぷりお」の創刊

1967年の図書館年報によると。 1958年4月か

ら1959年3月まで iU.R.Lレビュー」を第3号

まで発行、 1962年5月から「図書館ニュース」

を創刊し第36号まで発行、 1967年5月から図書

館報「びぷりお」を創刊、現在に主っているe

O琉球郷土資料の飼査

1966年6月新城安善参考司警は八重山石垣市

を中心に資料調査をして、事舎場氏所蔵の資料

を借用して、複写した。同氏は1967年 2月7旬

に八重山石垣、久米島具志川、仲里前村に資料

調査に赴き、八重山関係資料複写のための借用

をしている。久米島では仲村家から仲村親雲上

仕明帳(なかむらベーチJ しあけちょう)等

寄贈を受けている。この調査で新城司書は*

「主主陽」の筆写本を発見Lている。 1967年12月

4日より12日まで宮古、八重山を訪問、 1968年

6月4日から自固まで本島北部町国頭地区の名

説、本部、羽地なと'個人宅、文化財保護委員会

民俗調査委員、役所等訪問資料調査、町誌の絹

Vol. 31 :-10.2 Aor 1998 

纂の状況を確認している。 1968年10月9日から

16日まで八重山竹富町、披照島を訪問、明治時

代町県令遺書、個人所有町家諮など調査してい

る。(図書館年報より )

(注「球陽J(きゅうよう)とは中山王 (琉球図

王町こと)向敬王 0713-1751)時代に久米村

(中国系住民の移住地で那覇市久米町周辺)の

侍講であった史学者伊佐川裕実(中国名郁葉哲

ていへいてつ)に命じて編纂した琉球の歴史記録。)

新城安普氏は1965年琉球大学所蔵の郷土資料

目録改訂増補版を仲間町職員と共に作成L、そ

の中心的役割を果たした。目録は図書、雑誌の

タイトルだけでなく日次、論士名、執筆者等を詳

細に記載しており利用の便を図っている。 1978年、

印刷年版と退職までに精力的に郷土資料目録作

成に携わり、その業績により昭和61年に当館は国

立大学図書館協議会賞を受賞している。

。沖縄図笹館協会の設立

1962年7月14日、図書館事業の発展を目的に

各地区図書館協会を統合した沖縄図書館協会が

設立され、これまでの地区図書館協会は、南部

支部、中部文部、北部文部、宮古文部、八重山

支部の5つの支部組織として活動することになり、

事務局を那覇琉米士化会館(泊の崇元寺跡)に

おき上記の目的達成のため研修、資料の収集、

交換、研究翻査、連絡協力、専門部活動の事業

を行うことになった。琉大図書館はこれまで南部

地区図書館協会に所属して、当初は団体会員で

はあったが、その後個人会員として加入すること

になった。沖縄図書館協会設立後、会長に阿波

根E英氏、高j会長に政府立図書館長嘉手納リッ

ター女史、石川文化会館長伊波氏が選出された。

南部地区図書錨協会は1957年に民政府広報局

文化事業部サムエル N 向田博士の提唱で健

保琉末文化会館司書長、松島那覇琉米文化会館

司書長(後に琉大閲覧係長)、在沖陸軍図書館王

任司書マリイエ グ yディ女史等関係者が集ま

り、沖縄の図書館関係者の資質の育成と向上及

ぴ図書館の啓蒙活動を目標に、図書館協会の設

立の話合いがもたれ、 1958年3月19日に那覇琉

米文化会館で「南部地区図書館協会」の設立総

会が開催された。設立の趣旨は①アメリカの図

一時一
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書館と沖縄の図書館員との協力連携、②大学図

書館 ー学校図書館 ・地域図書館・文化会館等の

発展と各職員の資質向上、 ③説書週間 図書館

週間への参加、@講習会研究会ー軍図書館の

見学、⑤図嘗館相互貸借制度の実施等である.

2主立当初は各文化会館を中心にした上記5つの

地区図書館協議会の活動があった。

沖縄図書館史研究会(会長山田勉)の「沖

縄の図書館沿革小史」よりー郁容昭

1962年南部地区図書館協会事業報告によると

「研究会Jは主として学校、公共、大学の図書

館職員を対車に、 『講習会」は主として公民館

図書部員を対集に、揖師に疏大町山田勉、大減

量雄司替、那覇文化会館の島仲勝巳氏を迎かえ

て各々 2時間程度「図書の陛史Jr分類」など

の講演を行っている。研究会には40名、講習会

は20名程度が参加している。「読書 ・図書館週

間行事」は毎年11月にラジオ座鮫会、米人中ー

高校の学校図書館や草図書館見等を実施してい

る。その他、琉犬、立法院、那新文化会館、学

校図書館の図書館関係者等の研究会員で「図書

館法」について討競L、今後の沖縄の図書館法

本学紀要類紹介:

『沖縄島峨研究』

(lsland Studies in Okinawa) 

発行者 ・イリオモテヤマネコ生態実験研究室

(琉球大学理学部海洋自然科学科)

1983年創刊 85版 年 1回発行

ISSN :02凶J回7

琉球大学生物学科では池原貞雄教授(琉球大

学名誉教授)を中心として長年にわたってイリ

オモテヤマネコに関する様々な研究が行われて

きた。その研究成果を収録した本誌が創刊され

たのは池原教授が退官された翌年のことである.

イリオモテヤマネコの研究はその後もイリオ

モテヤマネコ生態実験研究室で続けられており、

本誌は同研究室が行った繭査ー研究の成果を公

Vol. 31 NO.2 Apr 1鈎8

について意見を交換している。

*追記

前号に掲載した志喜屋位企図書館建設のため

宝〈じを発行した際に使用した宣伝用ポスター

の作者は美術教官町安次富長昭先生(当時学生)

とあるのは誤りで、安次官先生からの連絡によ

ればポスターを作成した時は卒業したばかりだっ

たという 。安次富先生は1954年 (昭和29年)3 

月に、琉球大学町一期生として琉大町応用学芸

部芸術科を卒業して4月に米国民政府に採用さ

れ、情報教育部展示課(当時、首里城跡にあっ

た琉大キャンパス内のラジオ放送局KSARの2
階にあり、道路を挟んで志喜屋杷企図書館町向

い側に位置する)の監督菅(主任デザイナー)

として配属され、最初に手掛けた仕事が宝くじ

の宣伝用ポスタ ーだった。ポスターはすべて手

作りでシルクスクリーン印刷でl目路枚印刷され、

全琉の文化会館を過して各行政機関に掲示Lた

という 。

なお.志喜屋fe企図書館の建設に助力したファ

ウンデ』ンヨン理事長はデイフェンFーファー

氏の誤りでしたので訂正Lます。 つづく

(とよひらともみ 図書館耳門員)

理学部

表することを主な目的としている。

しかし、特に投稿資格は股けず外部からの投

稿も受け付けている。対皐としているのは、 西

表島やイリオモテヤマネコに限らず、琉球列島

及ぴその周辺域、または広〈島棋を舞台とした

生物の生態、分類、進化、保全などに関する研

究の報告である。

1拠3年の創刊から昨年までに15号まで発行さ

れ、圏内の大学、研究機関、関連行政機関、研

究者等へ送付されている。

本誌の創刊の経綜から、 4号まではすべてイ

リオモテヤマネコに関する論文であったが、次

第に他の動植物や西表島以外の島艇に関する研

究報告も増えてきている。
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これまで掲載された齢文は、イリオモテヤマ

ネコを扱ったものが67%、植物を扱ったものが

11%、次いで鳥類や両生聴虫類に関する報告が

多い。

11号は長年にわたってイリ オモテヤマネコ生

態実験研究室をご指導いただいた理掌部生物学

本学紀要類紹介

rRYUKYU MATHEMATICAL JOURNALJ 

発行者琉球大学理学部数理科学教室

1988年創刊 B 5版年 刊

I SSN : 1344-008X 

本tt:は、琉球大学理学部紀要の分冊、数学舗

として、昭和臼年度に第 1巻が創刊され、以後

毎年1回発行されている。今年度には第1日巻が

発行される予定である。

投稿原稿の著者は、原則として、本大学教官お

よび本大学院学生である。但L、当教官外の共同

研究者を吉むことは差し支えない。投稿は、研究論

文、論説、速報のいずれかとし、来発表のものに限

る。但し、口頭発表のものはこの限りではない。

積集および出版に関する事務については、本大

学全数学教官 f理学部、教育学部の数学系教官)

より選出された3名によって編集委員会を組織し、

この編集委員会の責任において行っている。

本誌は、写真印刷とし、原稿は、欧文で、投

稿規程とは別に定めたフォーマットに従って、

原則として、コンピュータ (M侶ーT官X，M任>-

LATEX等)で作成することになっている。

同 … .帽-

本学紀要類紹介:

『琉路大学医学部紀要j

(Acta Medica Rγukyus) 

発行者・琉球大学医学部

1鈎1年創刊 A4版年1回発行

ISSN: 1344-0144 

Vol. 31 No.2 Apr t998 

科島袋敬一教授、教養部屋良和子教授の退官を

記念した号とした。

今後は論文、報告ばかりでなく、琉球列島町

自然に関する情報交換の場としての機能ももた

せていきたいと考えている。

(績集委員伊薄雅子}

一 • 
理学部

本憶の発行部数は、 2∞都で、園内および外

国の大学、研究機関等に送付されている。

各巻で掲載された研究論文教は、第l巷5縮、

第2巻4種、第3巻5編、第4巷6編、第 5巻

6堀、第6巻6語、第7巻7編、第8巻 6編、

第9巻4編である。

尚、最新版第9巻 (1996年)には、次の研究

論士古吋島織されている。

A. HIGA and H， MAEHARA 

An intu山veproof of Jordan-Brower separation 

thcorem in 3-spa田(1-4) 

T， MAEDA 
Birational maps o( sta.ndard proj帥 veplane 

bundles 0明日Igebraicsurfa.慣らお)，

S. MATSUMOTO 

Fluctuations in spa曲 tIIneand loca.liza-tion of 

the wave fun凶 on(31・52)目

T. NlS日径五RAHO

Korovkin type approximation dosures foo'官同，-

valued functio田 (53-的)

(理学部編集委員西白保敏彦)

医学部

医学部の研究機関誌は、医学部の富1)1主に伴い

変遷がみられている。1978年から1982年までは、

「琉球大学保健学医学雑誌」が発行されていた

が、 1983年からは「琉球大学医学会雑誌Jに変

更された。
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さらに、 1991年からは、任意の学術団体とし

ての「琉球医学会Jの設立に伴い、その学会誌

として「琉球医学会誌Jが発行された。

この 「琉球医学会誌Jの発行に伴い、学会態

とは別に医学部の公的学術情報雑憶として.

「琉球大学医学部紀要jが1991年に創刊され、

現在に至っている。

本誌は、医学部医学科、保健学科、医学部附

属共同利用施訟に所属する教官 ・研究者の研究

内容の紹介としての「研究課題の概要」と、年

間学術業績を収載するものである。「研究課題

の概要J、「原著」、「総説」、「著書」、「報告」、

「その他」円分類に従って、各講座、教室、 施

設ごとに記載され、業績は一般的な学術E富士の

参考文献記載例に従って、著者名、論文題名、

雑誌名、巻、号、頁が記載されている。

Vol. 31 NO.2 I¥pr 19'田

さらには、医学部の受入研究費による研究課

題が本能の巻末に収載されている。前年度 l年

分の医学部の全業績が収載されており、医学部

の学術研究活動の自己評価、内部評価、外部評

価の資料としても利用すベ〈編集されている。

また、本学部学生の卒業時での大学院入学的

専攻科の決定や、入局携座の選択の際の参考資

料にもなり得るものとして、編集方針が立てら

れている。

凶%年発行の紀要からは、その内容が『琉球

大学図書錨ホームページ」に掲較され、電子情

報ネ yトワークにも接続している。本誌の冊子

は、全国の医指薬系大学の図書館、公立図書館

に送付されている。出版費用は、学部共通経費

をあてている。

(紀要編集委員長小杉忠誠)

剛院"，.愉胃園側-~岡剛... 

-理学部紀要
『沖縄晶輔研究』

品 6

輔

-剛圃圃・・・・・・・・・..・・・....蜘
綱同周助1iP.....

・田町瞬岬.司‘・・.

・ 理学部紀要

品、札
向旬 、巴4

rRYUKYU MATHEMATICAL 

JOURNALJ 
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沖縄関係 資料新着案内

1997年11月-1998年1月

。類 総 記

1 北燕瀞草/事大鼎着 l輿石豊伸訳注京都

オフィスコンイシ.1997.11 (禁大鼎集

琉球古典漢詩 K099.7-SA

2 閉山瀞草 1 繍闘山首宇草/禁大鼎著，輿石畳

伸訳注京都オフィス コシイン.1997.11 

(察大鼎集琉球古典漢詩) Kω9.7-SA 

1類哲 学

l 沖縄琉球暦.1的自/東洋易学学会総本部編

纂那覇東洋易学学会沖縄本部.1ω干9

KI48.8-0K 

2類 歴 史

1.大君外交と東アジア/紙屋教之著東京

吉川弘士館.1997.12 K200.l-KA 
2 かつて沖縄は独立国であった/安里進編集

解説 車 京 日本図書セ ンター。1997.12

(琉球 ・沖縄写真絵画集成.1) K200.8-RY 

3.日本になった沖縄/田名真之編集 ・解説

東京 日本図書センター.1997.12 (琉球・

沖縄写真絵画集成. 2) K200.8-RY 

4 沖縄全土が戦場になった/我都政男 l 宮城

保編集解税東京 日本図書センター，

lω7.12 (琉主主 沖縄写真絵画集成.3) 

K2∞8-RY 

5.米軍支配下の沖縄/我都政男編集 ・解説

東京 日本図害センタ-.1997.12 (琉球

沖縄写真絵画集成. 4) K200.8-RY 

6 沖縄復帰から自立へ/新崎盛聞編集 ・解

説東京日本図書センター.1997.12 (琉

球 ・沖縄写真絵画集成.5) K200.8-RY 

7 沖縄戦学習のために/安仁屋政昭編著 東

京平和文化.1997.8 K201-AN 

S 平和と自立をめざして 沖縄の転機は日本

の転機/新崎盛庫署東京凱風社.1997.10 

{沖縄問時代史，第7巻 1996-1997.6) 

K201-AR 

9 考古関係資料.2/沖縄県文化振興会編

那蒋沖縄県教育委員会.1997.2 (沖縄県

史料1 前近代10) K21ιOK 

10.米国新聞にみる沖縄戦報道/沖縄県文化振

興会帯型li崩沖縄県教育委員会.1997.3 

(沖縄県史，資料編第3巻沖縄戦3;和訳編)

K219.9-0K 

11. Coverages of the Batt1e of Okinawa in 

U.S.newspapers/沖縄県文化振興会編 那

崩 沖縄県教育委員会.1997.3 (沖縄県史，

資料端第3巻沖 縄戦3;原文繍)K219.9-0K 

12.近代統計書にみる歴史I 下/沖縄市企画部

平和士化振興課編 沖縄沖縄市役所。 1997

3 (沖縄市史，第7巷資料編 6) K225-0K 

13 きらきらひらら 市制50周年記念誌/平良

市制50周年記念事業実行委員会寝平良平

良市.1997.3 K231-Hl 

14 士族門中家詩 自分の先祖調べから系図 守

ま譜の作成まで/比嘉朝進著浦添沖縄総

合図書.1関7.7 K2槌 2凶

15沖縄県民斯ク戦へリ 大国費海軍中将 家

の昭和虫/田村洋三[著]東京講談社.19 

97.7 (講談社文庫 K289-0T

16.戦後の沖縄を創った人屋良朝苗伝/喜屋

武真栄著東京同時代社.1997.11 K289-YA 

17ゼンリン住宅地図 沖縄県名護市.1997 

北九州ゼンリン.1997.11 K2叩 38-ZE

18ゼンリン住宅地図 沖縄県那覇市西部l

l叩7 北九州ゼンリン.1鈎7.12K2叩 38-ZE

19.ゼンリン住宅地図 沖縄県那覇市東部!

1997 北九州ゼンリン.19ヨ7.12K2ω38-ZE
20.南風(パイヌカジ) 沖縄鳩間島から/羽根

田治著東京山と渓谷社.1997.8 

K290.9-HA 

21 ガイドブック織名園/沖縄出版編集部編

浦添沖縄出版。 1的7.12 K2叩 9-0K

22.新世く みる ・考える沖縄/沖縄平和ネッ

トワーク梶那覇沖縄時事出版j 那覇 沖

縄学販(発売1.1997.11 K2叩 9-0K

23.珊瑚礁の彼方へ久米島ダイピング紀行/

下江淳介著国分寺新風舎.1997.7 

K290.9-SH 
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24 ウォー忌ングマ yプ沖縄・南西諸島/辰島

末弘編東京法研， 1997.10 (歩〈旅ガイド)

K290.9-WO 

25 市町村別に見る奄美群島 戦後50年記念誌

宜野湾近代通信社， 1996.9 K291-SH 

26名護碑文記碑文が語るふるさとの歴史

士化白人物/名護碑文記編集委員会構 f 増補

改訂版名襲名枝市教育委員会， 1997. 3 

(名護市史叢書。 4) K291.5-NA 

27.沖4骨⑧アイランドのんびリズム伊平屋島

海の学校/伊平屋村漁業協同組合，今井輝光

著東京三心堂出版社.1997.7 K291.9.IH 

羽，新宮古風土記/仲間井左六編 [平良] 近

代情報， 1997.7 K294-NA 

3類社会科学

l 壮大なる沖縄ロマンー夢を追い求める群像，

第1巷/仲里嘉彦編集浦添春夏秋冬社9

1997.10 K302-SO 

2 沖縄がすべて/筑紫哲也1照屋林助著 東

京河出書房新社， 1997.9 K302-TS 

3.いくさ世沖縄 日米安保刷機序曲/吉岡

攻著東京現代書館， 1997.8 K302-YO 

4 沖縄来明 「平和世」と主体性回復を阻むも

の東京ンステムファイプ， 1997.5 (ジャ

スティス， Current03) K302.199-兵J

5 秋霜50年台湾・東京北京沖縄/ 郭 承

敏著那覇ひるぎ社， 1997.11 (おき なわ

文庫， 82) K3D4-1V久

6.クイズで学ぼう琉球・沖縄の歴史 Q&A 

/新城俊昭著 中城村(沖縄県) むぎ社，

1997.11 (若太陽文庫， 3) K304-WA 

7 選挙法政治資金規正法/福永文夫編東

京 丸善， 1997.11 (GHQ民政局資料「占領

改革]，第 2巻 K312-GH

8 米軍政の鉄壁を越えて 私の証言k記録で

つづる奄美の復帰運動史/崎回実芳著 名瀬

奄美溜璃懸巣之会， 1997.10 K312-SA 

9 沖縄県CIγンポルマークガイドブック/沖

縄県総務部知事公室広報課編那覇 沖縄県

総務都知事公室広報課， [1996.1] K317.2-0K 

10.日本の宝 ヤンパルと珊瑚の海に海上基地

はいらない!/安仁屋政昭 [ほか]編著 那

覇あけぼの出版， 1伺7.9 K319-AN 
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11 同盟漂流/船橋涼一著東京岩波書庖!

1ω7.11 K319-FU 
12.中小小売商業の情報化に関する調査報告

書/沖S思早産業振興公社小売商業支援センター

[緬] 那覇 沖縄県産業振興公社， 1卸7.3 

K335.35.0K 

13 沖縄県住宅供給公社30年のあゆみ The 

30th anniversary /沖縄県住宅供給公社編

那覇沖縄県住宅供給公社.1伺7.1K335.7-0K 

14.長寿社会に向けた国民的保健保養基地形

成調査報告書/都市科学政策研究所那覇

都市科学政策研究所， 1叩4.3 K369.26-TO 

15 牛の教え人の教え棋の教育試論/王械

政信著那覇月刊沖縄社， 1997.10K370.4-TA 

16. 21世紀のきざはし 琉球大学医学部自己占

検評価報告書/r琉球大学医学部自己占検

評価報告書J編集委員会調 西原町(沖縄県)

琉球大学.1.9宮7.3 K377.2-RY 

17. Speakir唱 outon Okinawa:46 'Gaijin' per. 

S戸訓ctl¥'曲 from the Shinpo W田klyNews/吋

ited by A. P. Jenkins and S. Rajendran Naha， 

Japan : lhe Hirugi Pub. 00.， 1鈎7 K380-JE 

18奄美沖縄立のことわざ/田畑干歌著束

京第一書房， 1997.11 (南島文化叢書， 19) 

K380.8-NA 

19 南島を係る 沖縄の生活史/富良高弘縞

札幌北海道みんぞく士化研究会， 1鈎6.12

K382-HO 
20.北海道と沖縄の生活史/宮良高弘稿札幌

北海道みんそ'く士化研究会.1996.12 (北海

道を探る， No.30) K382-HO 

21.神と霊魂町民俗/赤即甥，小松和彦編車

京雄山間出眠 1997.7 (様座日本町民俗学，

7) K382.1-.'¥K 

22且蒔く人へ/ひづきまど著石垣大浜伸

子， 1997.8 Kぉι四

23.沖縄都市近郊南風原町兼域の士化と社会

/国際基督教大学人類学研究室編三鷹国

際基督教大学教養学部社会科学科人類学研究

室， 1997.8 (文化人類学調査実習報告書J

革11輯) K389-BU 

24 訪れる神々神鬼・モノ 異人/諏訪辛

雄，川村湊編東京雄山間出版， 1997.9 

K羽9.2-SU
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4類自然科学

l 沖縄の島じまをめぐって/沖縄地学会編著 ，

増補版束京築地舎館， 1997.11 (日曜の

地学， 14) K455-0K 

2.琉球列島雄官軍祖物集覧/島袋敬}編著，

改訂版福岡九州大学出版会， 1997.10 

K472トS臼

3 沖縄の帰化劃胸b'iJiJ/嵩原建三[ほか]著 浦添

沖縄出版， 1997.12 K481.7-TA 

4.沖縄のホタル 陸生ホタルの飼育と観察/

深石隆司著浦添沖縄出版， 1997.10 

K486-FU 

5.イリオモテヤマネコケイ太飼育日誌 I まん

が/比嘉岬和原案，日下部由紀代作画浦添

沖縄出版， 1997.10 K489.5・E丑

6 ほのぼの隠診100話 レキオに綴ったメデイ

カルエッセー/平回亮一若那覇週刊レキ

オ社I 那覇。琉球新報社(発売)， 19号7.11

K490.4-HI 

7 ナチュラル ボディーメーキング/浜田雄

志着南風原町(沖縄県)那覇出版社， 1997.7 

K494.7-HA 

8 開院5周年記念誌/北部地区医師会病院5

周年記念誌編集委員会[頼] 名護 北部地

区医師会病院， [1997.6] K498.16-HO 

9 沖縄のらいに関する論文集，医学鏑/沖縄

らい予防協会編集委員会[編] 那覇 沖縄

らい予防協会， 1979.10 K498.6-0K 

6類産 業

1 .中縄振興開発計画総点検報告嘗那覇沖

縄県企画調整部， 19別.8 K60l.I-OK 

2.小離島町永続出J発展を考える 平成5，6年

度沖縄協会流動研究センター自主研究「小規

模離島町地域振興基礎調査」報告書東京

沖縄協会， 1995. 4 K601.I9由一OK

3 三畳間からの発想/1'1'里嘉彦著浦添 春

夏秋冬社， 1997.11 ~印2.9-NA

4 弐拾番山御寄付(長門，周防)/山内広通

ほか若 林政八寄金(琉球)/著書温ほか著，

沖縄県編東京農山漁村士化協会，1997.10 

(日本農書全集，第57巻 林業 2)K610ιNI 

5.展望沖縄の農業/大城喜信著那覇琉球

新報社， 1997.7 K612-OS 

Vol. Jl No.2 Ailr 19開

6. Proceedings of the lnternational Sympo 

51山non the Biology and Control of Fruit 

Fli田/etited by K. Kawasaki， O. lwahashi， 

K.Y. Kaneshiro [8.1.:5.n.]. 1991 

K615.8同一1N

7 マスコミにみるOCSグループの歩みj 昭和

62年ー平成 B年/オークス編那覇 オーク

ス， 1997.3 K673.37-0C 

8.ケーピンの跡を歩く/金城功苦那覇 ひ

るぎ社， 1997.10 (おきなわ文庫， 81)

K回6.21-Kl

9 沖縄における行・催事や史跡等の観光・'}

ゾート産業への有効活用に関する調査報告書

平成5年度叫B縄総合事務局委託剥査 [那崩]

沖縄計画研究所， 1回'4.3 K688-KO 

10.沖縄県観光振興基本計箇中期行動計画 .囲

内外観光地との市場競争力の強化に向けて，

平成7年度一平成9年度那覇沖縄県， 1鈎5.1

K回ιOK

11 沖縄におけるリゾート とリサーチパーク等

の複合化による地域開発基礎調査報告書 平

成5年度沖縄総合事務局委託調査 [東京]

長銀総研コンサルティング， 1994. 3 K688トOK

7類 芸 術

1.問中 村町彼方へ}奄美からの光を/加藤

邦彦著東京三一書房， 1997.10 K721.9-KA 

2.宮城与徳移民青年画家の光と影/野本一

平著那覇沖縄タイムス社， 1997.11 

K723.1恥E

3 沖縄アクターズスクール公式ガイドめざ

せ、スーパースターf 東京 ネスコ 1 東京

文芸春秋(発売)， 1997.9 K760-0K 

4 華の舞ごころ 琉球舞踊に生きて/佐藤太

圭子編著那覇沖縄タイムス社， 1997.12 

K766.9-8A 

5 沖縄Divingポイントマップ集，ケラマ編/

沖縄マリン出版編 南風原町(沖縄県) 沖

縄マリン出版，1997.8 K785.3-0K 

6. Okinawa Fishing Poinl 空と水中から見

た「完全攻略本」 保存版/沖縄マリン出版靖

著南風原町[沖縄県) 沖縄マリン出版I

1997.7 K787.1-0K 

7.月刊空手道j 創刊号第10号/金峻裕縄t合本
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復刻版宜野湾裕樹密林， 1叩7.B K7B9.2-KI 

B.月刊空手道l 第11号ー終巻第18号/金城持編白

合本復刻版宜野袴裕樹書林， 1ω7.8 

K789.2-悶

8頬箆 学

l 実践首里椅テキスト/又吉元亮著那覇

純λイ会，1997.9 K880-MA 

2.仲宗根政善言語資料 (手稿)目次集/狩俣

幸子編酋原町(沖縄県) 琉球大学附属図

書館，1鈎7.3 K，部O-NA

3 マンガから学五沖縄語(うちなーぐち)

スイスイ聞けるようになる/玉続雅巳著 那

覇南風社， 1997.9 !C邸ιTA

9類 文 学

i 琉球弧の世界大被立裕の文学/呈原昭著

名瀬本処あまみ庵 1997.8 K9ωSA 

2.那覇を詠う詩歌集。那覇市制75周年/那覇

市文化局歴史資料室繕那覇那覇市， 1997.3 

K9!O-NA 
3.於茂登岳一句集/嶋棋大和若.海老根筑川

縞二宮町(神奈川県) 鹿火屋全， 1鈎4.11

K911-SH 
4.琉歌の星めぐりロマンを求めて/膏山洋

二編著西原町(沖縄県)郷土出版， 1鈎7.8

K913-AO 

5.すべての怒りは木のごとくに/灰谷健次郎

Vol. 31 l¥o.2 Apr 1咽8

著東京倫書房， 1伺7.2 K913-HA 

6 能樋那覇梯梼の花短歌会， 199唱3

( [梯梧の花短歌合]合同歌聾，第4回)

K915-DE 

7 量空間 {ぷLぃぴろーま):詩集/飽浦敏

若 i 飽浦葉子装画挿絵大阪湯川讐房，

1996.11 K917-AK 

8 僕は文明をかなしんだ ι 沖縄詩人山之口鎮

の世界/高良勉著東京禰生書房， 1997.11 

K917-TA 

9.嘉手志詩 ・連音/上原紀普著 [豊見城

村] 上原恵子，凶96.¥0 K917-UE 

10 はるかニライ カナイ/灰谷健次郎著 東

京理論社， 1997.5 (理論社ライブラリー)

K930一HA
11 水滴/目取真俊著東京士芸春秋， 1997.9 

K930・ME
12.琉球新報日曜評論，3/琉球新報社編 那

覇琉球新報社， 1997.1l K940-RY 

13 琉球新報日曜評論， 4/琉琢新報社編 那

覇琉球新報社， 1997.11 K鈍O-RY

14. 月の家族/島尾伸三著 東京 品文社，

1997. 5 K940-SH 

15 花に逸はん/伊波敏男著東京 日本放送

出版協会， 1997.6 K旬。-IH

注)告資料末尾の記号は閥求記号です。

本学教官著作寄贈図 書案内

1997年11月-1998年 1月

A. P. Je叫由s (法文学部)

匂回誼唱。uton 0凶 awa:46'C明in'P，問問.tiv田

from the Shimpo W輯，k]yNews/ edited by A.P 

Jenkins and S. Rajendren Nahe， Japan : the出向gl

Pub. C:".， 1鈎7 K認O-JE

加藤祐三 (理学部)

沖縄の自然を知る/池原貞雄，加藤祐三編著

東京築地書館，1997.10 K402.91-IK 

島袋敬一 (名誉教授)

琉球列島維菅東植物集覧/島袋敬編著

;改訂版福l問。九州大学出版会，1997.10 

K472-SH 

h
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図 書 館事情

[会限]

O平成9年度第3回琉球大学附属図書館自己

評価委員会

日時平成10牢2月5日(木)

15時∞分-16時別分

場所附属図書館会議室

[協議事項]

1 )附属図書館自己担検評価報告書(未定

稿)について

。平成9年度第 l回琉球大学附属図書館電子機

能検討委員会

• 

日時平成9年11月21日(金)

10時30分-11時40分

場所附属図書館会議室

[協絡事項]

1 )平成11年度概算要求事項(案)について

2 )平成10年度科学研究費補助金(データベー

ス研究成果公開促進費)の申鮪について

3 )平成10年度CD-ROM購入タイトルにつ

いて

[講演会]

。日時平成10年2月9日 (月)

13時刻分-17時
場所附属国瞥館多目的ホール会議室

演題 「京都大学における電子図書館の

取組状況」

演 者 京都大学附属図型書館情報管理疎

図書館専門員片山淳

演題 rUNIXオープンンステムによる

図書館町業務」

演者 名古屋大学附属図書館情報ンステ

ム課長田中禁樽

。日 時平成10年3月5日 (金)

13時30分-17時
場所。附属図書館多目的ホール会議室

演 題。「アメ リカにおける電子図書館事

1育」
誠者東京大学附属図書館情報サービス

課運用主任栃谷泰文

i車 題 「大学図書館機能の高度化へ向け

て」

演者岡山大学附属図書館事務部長

橋本健一

• 
平成9年度第3回沖縄県大学図書館協議会講演会を開催

2月23日 (月)に琉球大学附属図

書館 l階多目的ホールにおいて平成

9年度第3回沖縄県大学図書館協議

会講演会が開悦され、当日は各加盟

大学図書館7結の図書館長を始め約

50名の図書館職員が参加した。

講演は、講師に名桜大学附属図書

館長町伊江軒l寧先生を迎え「人聞の

異常性について 少年はだれでも

『酒鬼畜議聖斗』になれるのか ?J
という誠題で行われた。記憶に新し

い話題でもあり、参加者は融心に講

演に聞き入り、 1時間半の予定を過

ぎても貰聞が続き、盛況のうちに終

了した。 (システム管理係)
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図書館年間主要スケジュール (平成10年度)

図書館の年間スケジュ ルは、下査のとおりです。なお、臨時に閉館または開館時聞を変更する

ことがありますので、ホームページ、掲示等にご注意ください。

4月

同
月
口
付
ロ

n
R
n
開
月
ロ
月

5

6

6

7

8

9

 

10月

11月

12月

1月

2月

2月

3月

大学行事等

1 -5日 春季休業

B日

20-24日
22日 開学記念日

26日

11日~ 夏季休業

、31日 夏季休業

16-22日 前学期期末試験

23日~ 秋季休業

1 -4日 秋季休業

14-15日 大学祭(琉大祭)

11日

25日、 冬季休業

28日-1/4 年末年始

-6日 冬季休業

16-17日 入試センタ ー試験

5日

12-18日 後学期期末試験

19日~ 春季休業

25-26日入学者選抜試験予定

、31日 春季休業

時
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生
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年

期

一

新

新

一

次

長

国暫館行事等

二二二;i:|:
ー一一一〉

--一〉
ー 〉

長期貸出開始 (返却 1/16)

一一一一〉

一一一一一〉

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一->
一一一一一一一〉

長期貸出開始 (返却4/13)
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山川
*

祝日開館

古

9/15 

合

2/11 

通常の開館時間は、平日 8:30-22:0日 土曜日 日曜日 13 ∞、 17: 00 

(注)* は、開館時聞の短縮を示す。(休業期)

平日 8 : 30 -17: 00 土晦日 日噌日閉館

(※分館の春季、秩季休業中は通常通りの開館となります)

女 は、試験期祝日開館を示す。(試L験期間は月の l日から試験終了目まで)

1!1.日 13:00 -17: 00 
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