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沖縄戦後資料と私

荘、は17年ほと前に琉球大学を辞めて本上の大

学で教鞭をとってきたが、昨年末に帰郷した。

それはすでに年も60代後半を過ぎ、故郷が懐か

しくなったということだけではなく、本土に移っ

てから断念せざるを得なくなっていた戦後沖制

の研究を再開したかったからでもあった。

それで帰郷後Iiりもなく琉球大学の附属医|哲郎

を訪ねた。本土に移り住んでからも、年に二、

三度は帰り、琉球大学を訪れる機会もあった。
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しかし訪問の目的も、滞在の時間もおのずから

限られたものであり、心にゆとりをも って周囲

をみるわけにはいかなかった。こうして再び沖

純に居を移し、十分な時間もある状態での訪問

は、感慨もひとしおであった。

私1;):琉球大学を離任するに際し、記念に「ク

ワデイサー」を一本、 附属図1"J:n自の前に植樹し

た。私が夢みたのは、学生が枝振りのよい「ク

ワディサー」の「大木」の陰で本を読んでくれ
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ることであった。その木はまだ健在で、枝振り

も見事に育っているのをみて感激した。しかし、

まだ「大木」とまではいっていない。

今回私が附属図書館を訪れたのは、 30年ほど

前に書いた 「アメリカのi中純統治Jを改訂する

ためであった。それで早速郷土関係資料の関覧

をお願いした。幸いに図書館の職員の中に私を

長日っている方がおられて、私を一階の資料室に

案内してくれた。そこには、夜、がかつて「琉球

大学戦後資料収集委員会jの同僚とともに収集

した資料が立派に製本されて自己架されていたc

私が大学を離れてから入手された資料もあった。

ただ、すぐに気づいたのは、資料はほこりを

かぶったままで、利用された形跡トがほとんどな

いことだった。部屋には古い新聞を読んでいる

学生が数名いただけであった。かつての同僚の

先生方に、資料があまり 引用されていない程佐|

を聞いてみる と、答えは二つあった。一つは、

アメリカの占領時代は歴史の一こまであり、学

生の関.L、はきわめて浮いということであった。

あと一つは、知li値のある資料がほとんどないと

いうことであった。いずれの理由も、戦後資料

の収集に努力し、また、これから久しぶりに沖

縄の戦後史をは じめから研究しようと意気ごん

でいた私にとっては、何ともやるせないもので

あった。

琉球大学附属図書館の戦後資料は、私を含め

て多くの方々が寄贈した資料、東京の国立国会

図書館から取り寄せた沖縄関係のSCAP/GHQ

(ダグラス・マッカーサーの述合軍総司令部)

資料、そして「琉球大学戦後f.t辛|収集委員会」

が集めたものである。この資料が戦後資料の大

半を占めている。

この収集委員会が設置されたのは、 1969年末

に沖縄の返還が決まり、米国民政府の資料の扱

いが問題にな っていたときであった。実際には、

民政府資制は連l'I;i政府の財産であり、ワンント

ンの国立公文書館で保管されることになってい

たので、資料の保管については疑問の余地はな

かったはずであった3 ただ私たちゃ当時の高等

弁務官は、このことをよく知っていなかった。

それで払がある会合でランパー ト高等弁務官に、

民政府の資料は沖縄の財産であるから、琉球大

学に保管してはとうかと聞いてみた。高等弁務
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官は、アメリカは沖縄の統治に自信をもってい

るので、その読しとしても、 沖縄に公文書館を

建てて保管しようということであった。そこで

当時の池原貞雄学長にお願いして「戦後資料収

集委員会」 を正式に設置してもらい、私がその

委員長を務めることになった。

公文書館は琉球大学のキャンパスに設置すべ

きだと私は考えていた。そのことで想像をめぐ

らしているうちに、この計画に対するクレーム

はすぐにきた。いうまでもなくそれは、ワシン

トンの国立公文沓館からのものであった。高等

弁務官と琉球大学との約束を知ってかどうかは

分からないが、早速数名のワシントンの国立公

文書館の職員が来沖して調査を始めたのである。

これに対して委員会は抗議した。約束はアメリ

カ政府を代表する高等弁務官のものである、と。

しかしそれは;1!IT，駄であった。アメリカの連邦法

を曲げるわけにはいかないというのである。結

局、高等弁務官の約束もあるので、医l立公文書

館のJ[i班員が整理を終わってワシン トンに郵送す

る官Iiのわずかの時間を利用して、コピーを して

もよいということになった。

それからが時|制に追われる大仕事であった。

複写機を三台持ち込んでの複写作業が始まった。

複写すべき資料の選択、複写、点検と、委員と

アルバイト学生と]隊員に休むl時間などは全くな

かった。まず、民政府が「基本資料」に分類し

た資料の複写から始まった。それには基本的な

布告、布令、指令、訓令などが含まれていた。

次にまとまった資料を複写した。民政府裁判所

資料なとがその例である。もちろん、 l時間をか

けて資料を分類するというl時間的ゆとりはなかっ

た。したがって複写されたすべての資料が歴史

的に価値のあるものではないかもしれない。し

かし、委員会のメンバーやアルハイトの学生は、

時間を惜しんで作業したことはたしかである。

今度改めて資料に日を通したとき、多くの

「新しいJ資料を掘り出すことができた。それ

はすでに、最近設置された「戦後i9'MU対外問題

研究会」の「ワーキングペーパー」で利用し

てある。資料が「新しい」というのは、資料の

iiili ii直が新たに見いだされたということであって、

資料が最新のものだというわけではない。

私は新しい資料の発掘を「潮干狩り」に例え
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て説明することにしている。「潮干狩り」は湖i

のヲ|き具合をみて、泌物のいそうな場所を選ん

で行う 。しかし設か先に潮干狩りをした後でも、

必ず新しい獲物は見つかるものである。一人、

あるいは数名ですべての獲物を見つけることは

できない。また、資料の倒l値は、目的あるいは

問題意識によって異なるものでもある。資料に

価値を与えるのは、問題意識なのである巴した

がって他の研究者が資料に目を通したとしても、

多くの資料のなかでは見洛としがあったり、あ

るいは問題意識が異なるために見逃された資料

もある c

今回私は、 「幸運にも」私と同じ問題意械を

もった研究者が資料に自を過していなかったた

めに、予惣していたよりも多くの資料を発掘で

きた。はっきりした目的をもって資料を見れば、

新しい資料は多くある。今後、資料に新たな光

が当てられるよう期待したいものである。その

場合は、沖縄県立公文書館が作成した索引を利

用さ11..るとよい。

言うまでもなく、「一次資料」というのは、

公文書など第三者の解釈がまだ加えられていな

い資料のことで、戦後資料がこれに当たる o そ

れに対して学術論文などは二次資料と呼ばれる。

一次資料を読む場合の心得として、夜、は常に智

態者の 「一休さん」の話を自分自身に言い聞か

せている。ある時、力持ちを自慢する大男とー

休さんが、もち米で糊を作る勝負をした。大男

は臼を持ち込んで力一杯ついた。しかし、すべ

ての米粒を潰すのには相当な時間がかかる。む

しろ、それは不可能である。しかし一休さんは、

へらを使って二三校づっ丁寧に潰していったの

である c 結局、上等な糊を早くつく ったのは、

一休きんであった。

この話は、一次資料の研究にも当てはまると

私は考えている。一次1食事|は丹念に、一つ一つ、

時間をかけてみることが必要である。もちろん、

さきの潮干狩りのように、獲物のあり そうな場

所を選択しなければならない。一 休さんの糊っ

くりで言えば、いいもち米を探すのが肝心で

ある c

多少、説教めいたことになったが、元教師の

放に致し方ない。

年のせいだろうが、私は歴史の重みを感じる
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ようになっている。例の少女暴行事件いらい、

沖縄側の主張が日米の政府で重視されているか

のような印象を与えている。i中総県立公文書こ館

に保管されている米国の一次資料を丹念に読む

と、米国民政府や米国務省、国防省、が沖縄住民

をいかに「操作Jしようとしたかがよく分かる。

そして日本政府がアメリカ政府と協力して、い

わゆる形式的な 「本土並み」返還を実現していっ

たかも、よく見えてくる。また、現在の沖縄を

めぐる政治(日本政府、アメリカ政府、そして

沖縄県、県民の行動)も、よく考えると、戦後

沖縄の歴史の延長で=あることがよく理解できるc

県立公文書館に保管されているアメリカ政府

の一次資料 に目を通して驚くのは、沖縄県民の

行動機式である。沖縄県民が日米両政府の「宥

和策」にどう対応したか。現在の稲嶺県知事の

行動を理解するためには、アメリカ統治下の行

政主席の行動をみたほうがよい。太田元知事の

行動は、屋良主席の行動と比較できょう。

同じように、日本政府の沖縄政策は、アメリ

カの統治政策と比較したほうが、分かり易い。

多少大胆に言えは¥返還後沖縄の政治は、アメ

リカと日本という主役が変わったというだけで、

日本、アメリカ、 沖縄の三者の関係にはほとん

ど変化がないとすら言えるように思えるのであ

る。もしそうならば、戦後i'l'総の歴史を研究す

ることは、現在の沖縄あるいは将来の沖縄の政

治を理解する上で、不可欠だと考える。

久しぶりに帰郷して、思いつくまま に書いて

みた。暴言は容赦願いたい。

(みやざと せいげん元法文学部教授)
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附属図書館は、図書館ホームペー ジ(http:/

/www.lib.u-ryukyu.ac.jp)を通して、無*'1で

利用できる電子ジャーナル(オンライン・ ジャー

ナル)のサーピスを 7月末より開始しま した。

電子ジャーナルの利点は、なんと言ってもそ

の速報性にあります。印刷体の学術雑誌を海外

から取り寄せる場合は、かなりの期間かかりま

すが、電子ジャーナルの場合は、発行されるま

えに、オンラインで提供されるので、論文記事

内容等をいち早く読むことが出来ます。また、

通常は検索機能を備えていますので、キーワー

ドや著者名を手がかりに、求める情報を簡単に

検索できます。

現在、利用できる電子ジャーナルは、琉球大

学で購読している外国雑誌のうち、版元が無料

でオンライン ジャーナルの提供サービスを行っ

ている下記のずイトルですが、他にも利用登録

手続き中のものが多数あり、今後増やす予定で

す。図書館ホームページで確認して、大いにご

利用ください。

American JournaJ of Respiratory ancJ Criti-

caJ Cat'e MecJicine (ALA) 

Applied Physics Letters (AIP) 

Biological Reviews of the Cambridge Philo 

sophical Society (CUP) 

Biometrika (OU1') 

Blood (Journal of the American Society of 

Hematology) (WBS) 

Brain (OUP) 

Brain Iミesearchinteractive (EIsevier) 

Bulletin of the London Mathematical Socie-

ty (CUP) 

Cambridge Journal of Economics (OUP) 

Combinatorics， Probability加 dComputing 

(CUP) 

Computer Physics Communication (Elsevierl 

Contemporary Economics 1'olicy (OU1') 

The Computer Jounlal (OUP) 

Descriptions of Fungi and Bacteria (CAB[) 

Discrete Appliecl Mathematics (Elsevierl 
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Discrete Malhematics (Elsevierl 

Economic !nq uiry (OU1') 

Ergodic Theory 即ld DynamicaJ Systems 

(CUP) 

European Journal of 1'hycology (CUP) 

FASEB JournaJ (FASEB) 

FEBS Letters (Elsevier) 

Forestry (OUP) 

Oene (EIsevier) 

Oenetics 

HelminthologicaJ Abstracts (CABJ) 

Human Reproduct】on(OUP) 

!T.1A Journal of NumericaJ AnaJysis (OUP) 

lnternationaJ Journal of Epidemiology 

(OUP) 

!nternational Journal of 1'lant Sciences (UCP) 

Joumal of Anatomy (CUP) 

JournaJ of Anlimicrobial Chemotherapy 

(OUP) 

Journal of Applied Physics (AJP) 

Journal of Crystal Oro""1.h (EIsevier) 

Journal of Endocrinology (BSO) 

Journal of Fluid Mechanics (CU1') 

JournaJ of Oeneral Virology (SGM) 

The Jour口alof Heredily (OUP) 

The Journal of Infectious Diseases (しJC1')

Journal of Linguistics (CUP) 

Journal of Lhe London MaLhematical 

Society (CU1') 

Journal of National Cancer Institute 

(OUIコ)

Journal of Petrology (OUP) 

The Journal of 1'hysiology (CUP) 

Journal of Plankton Research (OUP) 

Linear Algebra and its Applications 

(EIsevier) 

Mathematical Proceedings of the Cambridge 

PhilosophicaJ Society (CU1') 

Microbiology (SOM) 

Mind (OUP) 

Mycological Research (CU1') 
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Nucleic Acids Research (OUP) 

Oxford Economic Papers (OUP) 

Parasitology (CUP) 

Physic日 C:Superconductivity (Elsevier) 

Physica D : Nonlinear Phenomena (Elsevier) 

PhysicaJ Review A (AfP) 

Ph}唱 icaJReview B (AIP) 

Physical Review C (AIP) 

Physical Review D (AIP) 

Physical Review E (AIP) 

Physical Review L氾tters(AIP) 

。資料の配架場所が変わりま した

Vol. 32 NO.4 OCl. 19唱9

Physics Letters A (Elsevier) 

QJM: Monthly Journal of the Association 

of Physicians (OUP) 

The QuarterJy JournaJ of Mathematics 

(OUP) 

The Quarterly Journal of Mechanics and 

Applied Mathematics (OUP) 

The Review of Financial Studies (OUP) 

Solid State Communications (Elsevier) 

Tectonopbysics (Elsevier) 

Topology and its Applications (Elsevier) 

が今回変更した部分です。今回の配架場所の変更によって

2階は雑誌 (1975年以前は 1階)、 参考図書、 沖縄資料のフロア

3階は 般図書及び国際資料のフ ロアとなりました。

開 覧 室 書 庫

T G嚢 国際資料室 (UN.EU， OECD) 

一般図書 (000-299) 中311皆 平日図書(1989以前受入)

500-999 

3 1;'皆| 3A室 一般図書 (300-399)
医研仰おi

3C-3D室

3 B室 一般図書 (400-999) 安3' ~背 和図白F(1989以前受入)

文庫本 .~ 000-1199 

2E-2F室
2 G室 沖縄資料室 (開梨)

中2F>皆 洋雑誌(1976以降)

2A室 参考図書室
ι 大学紀要

2 階|

2 B ~笠 新着雑誌室
2C-2D室

和雑誌 (1976以降)
アジア資料等

法令集

1 D室

和洋雑誌 (1975以前)

階 | 階段踊り場 新聞コーナー P占

1 C室

洋図書(1989J;J、前受入)
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琉球大学附属図書館のあゆみ ーシリーズ⑦(完)一

1980年代③

05勇川清栄氏からの寄贈

ハワイ在住のl供出身の湧川治栄氏のご厚意に

より、 これまで当館が受入した中で、 個人から

の寄贈としては最大の約 1万6千lIftの膨大な図

書の寄贈を受けた。これらの図岱は当初Jから沖

純へ宥!!甘する目的で私財を投じて収集されたも

ので、 j中総に大学が設立された ら、その図茜こを

贈ろうということで、 i勇川氏がf:1:識的に集めて

こられた資料である。今では入手不能な資料も

多い。1没後はiiiQQ，で灰l盗に帰したiql純に大学の

設置を呼び掛け 、 実現させた~.;の功労者として

も知られるe琉大にJI，円れば結果的に沖縄の若い

人達や一般の人にも利用できるので、本学に寄

贈されることになった。本文Jijiの入手は湧川氏

と級交のある法政大学の外間守普教授(当時)

にj貨当ー寄贈の話が持ち掛けられ、外問教授が琉

大の耳~U工学長を通じて実現した o 寄贈の前年 11

fJに束江学長はハワイを訪問、正式に申込をし

た。湧川氏はi'J'利県今帰仁村出身で大正9年、

12，¥誌の時、兄の呼び寄せでハワ イに渡 り、ハワ

イ大学 同大学院へ進み、その附に ]年間Z巨大

へfH学したo その後、日布l時事UJl.布l庄タイム

ス)に新聞記者として入社した。戦前から、 i中

洲崎{人会の結成に|関わり 、戦後も沖縄県人史の

編集、わl'純の移民の父 「当"1久三1云」 を書い

たりして異l玉|で，Iy:郷円l'純のことを思い続けてき

た。ハワ fタイムス編集長を歴任、シカゴ、ハー

ノ〈ード大学等でも数削を取っている。 沖縄から

の海外制学生派3むをfffr進してきた「沖縄救済厚

生会」は1947年にスデ トLたが、その厚生会

の幹']1:をつとめたのが湧川氏であった。その間

ハワイの日本国総領事館顧問も務めた。

その資料の受取りに当たって、安富也忠信図

書館長 (当時)と松原受入係長が平成元年 4月

11 1:1にハワイの湧川氏宅を訪問して現物を調査、

その後、現地で関係者と輸送方法について細か

い打ち合わせを Lた。図書の発送作業は梱包作

業を含めて、多くのハワイ沖縄県人会会員がポ

~J:号、[i. iji}J 美

ランテイアとして協力した。9月5日にiql~Ill に

向けて船便で運送された。百1¥謝港で燥蒸処理を

行ない、 9月26日に本学に到器、 11月26日に受

入が終了した。 (iiNJU:$'イムスJ1989年 4月24

日新聞記事他参H草)

この湧川]哉書の削査費や図45の輸送費は琉大

後援財団国際交流奨励基金、りゅうぎん国際化

振興財団やオリオ ンビール等からの寄付金でl備

われた。琉大は湧川氏のご厚意に対して、湧川

氏夫~ーをハ ワイより招待して、平成元年12 月 5

日来県、 12月7EIに学長より感謝状が贈呈され

た。I車川氏の政投はその後、 Jfii大の他に本県北

部の名護市の名似大学にも寄贈された。

。 「沖縄風俗絵巻Jの発見

本学所蔵の沖縄関係資料のrlJfこ戦前のi'l'純の

風俗をJ苗いた珍しい絵画資料がある。資料名を

「沖純風俗絵巻Jといい、カラーの冊子体になっ

ている。昔の刈1kJll風俗を紹介したMト;に興味深

い絵巻物である。この絵巻は熊本大学附属図呈i

館にある原本を絞製したもので、 151本は巻取IJで

あるようである。本学への入手については、当

時の当館の橋本位一情報管理烈長 (3;見事l'戸大学

l!fJ属図書館事務部長)が、 1988flo10月に熊本大

学に出張 した折に、五市記念館のガラスケース

に展示しているのを発見したことによる。現物

には旧制第五高等学校の角朱印があり、その隣

に現在の熊本大学附属図書館の成占~[!が押され

ている。橋本氏の話では、五(i:jでの入手課税に

ついては不明であるという 。この 「戸1IR~1l風俗桧

巻」の内容については本学の池宮正治法文学部

教授が平成元年12月発行の琉球大学附属図15態

報「びぷりお」第22巻 4号に詳しく解説紹介し

ているc それによれば、この絵巻の作者、製作

年代とも不明で、明治初年から '1斗Jにかけての

ものであろうと思われ、作者は;'1'純の人とみら

れると記されている。面市は52区画に分けられ

ていて、最初に52のタイトルを~t-f11 し 、 その 中

から興味深いものを池宮教J受はいくつか選んで忠、
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コメントをつけている。

込jLjl/Jjj/
• J I a 

「沖縄風俗絵巻」所服「入れ墨」

。 「原稿展Jの開催

昭和59年 1月から文芸作品の原稿の寄贈を芥

川賞作家の大城立裕氏やその他の作家に呼びか

け、収集を図ってきたが、貴重な資料が数イ点

寄贈されたのを機会に11併:160年 1月初日 -2月

28日まで図書館玄関ロピーで 「原稿展」を開催

Lた。展示作品は原稿の他に刊行された図書も

展示、大城立裕氏の 「カクテル パーティ」や

中原晋(本名 山里勝巳氏本学法文学部教授)

の「銀のオー トパイ J(第 6回琉球新報短縮小

説賞受賞)等8名の受賞作品を展示した。守i:1!甘

された原稿類はJJI1:tこでも保管庫に保存しているc

(rひーぶり おJ18巻 l号、1985年 l月号参照)

。新聞資料展

首里キャ ンパスから移転してまもない11(1，fLI59 
ilo 1月18日から31円までの12日間、 学:r"J者は勿

論のこと学外者に対しでも新聞資料への附心を

i認めてmくため、小規模ながら「琉球弧のすli肝l
展」を開催したο区l占自由2階ロピ のガラスケー

スを利用して展子T~ L たが、内容は当鮪所J~告の県

内紙の数種類で'1在官ijの「琉球新報」、 ri't!1 ~:I[毎日

新|羽」、 「沖縄朝日新聞Jr沖j世タイムス」、 ritlt 

前日日報」、戦後は ri'i';Illl新報」、「う るま 者rWfU、

r ;tl'*也ヘラ jレドJ、ri'i哨日毎日新聞j、rf.ifi.f;j(円報」、

「魁 (さきがけ)新聞」等であり 、展示にあたっ

てはできるだけ多種類の新聞を閲覧できる意図

からずイトルペー ジ一面のみ複写陳列したr こ

の機会にその他の新聞と 併せて、年号をH記し

た新聞日銀を作成 した。

(rびぷ りおJI7巻1号1984年参!!~~\， ) 
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。沖縄関係貴重資料展示会開催

志喜屋記念図書館創立当初の頃、図書館所蔵

の沖地関係の古文書を外部の文化会館で公開展

示してきたが、首里キャンパスから現在の千原

キャパスに移転してからも、昭和58年に同年10

月24日から29日まで、読書週間にちなんで本館

所蔵沖縄関係資料の中からその一部を図書館玄

関ロビーの展示ケース棚に展示し、古文書等の

資料的価値を認識してもらうため資料展を開催

した。

展示内容は古文書の内、伊波普託k文庫からお

もろさうし等 5占、島袋源七文膝から浦添家本

伊勢物言晋 (;4'純県重要文化財)、宮良殿内文庫

からベルリー提督来鳥時の手形 八重山嶋江一

世流刑等 2夜、イqJ原、普忠文庫から久米島仲里旧

記、その他としてハジJレホ ル航海記2点、戦

後のGHQのマッ カーサ一指令官から本学問学

式典の|捺に寄せられた書簡、及び第二次世界大

戦後の米国itlJ制統治資料関係の戦後資本1なと 12

点で、各々に解説を付けて、展示した。(r年報

58年度」、「びぶりおJ16巻4号参照)

平成 6年度に新館が増築され、 その 11:皆に多

目的ホーJレが設置された。その為、施設の有効

活用を図るため、教官の協力 を得て、毎年、沖

縄関係資料の古文書等の資料展示会を行い、学

内外の教職員、学生や一般市民に公開して理解

を深めてきた n その他、多目的ホールでは現在、

展示会の他、議1商会、映画会等様々な行事を行っ

ているの

終わりにあたって

今日の図書館の発展は図書館職員の地道な努

力によ って もたらされた ものであるが、同時に

資料の収集、利用者への情報提供等について は

教官の協力なしでは十分な成果をあけ‘ること は

できない。また図書館運営委員会、その他の各

種委員会、資料展示会、最近では研究開発室の

発足等図書館活動に教官の協力は欠かせないも

のである 3

今回、この 「琉球大学附属図書館のあゆみ」

を連載するにあたって、当館に保存している文

書類をtl'心に記述してきましたが、補充する意

味も含めて以下の文献を参照しました。「琉球

大学ドH属図古館三卜周年llI'&ir:表」 、琉球大学附
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属図書館報「びぷりお」、「図主主館年報J、rf.it球
大学記念誌J、「琉大風土記J、「沖縄大百科事典」、

山田勉氏著書「沖縄の図書館と図書館人J及び

同氏が会長を兼ねている沖縄図書館史研究会著

r;中縄の図書館沿革小史j等関連文献。

さらに記載に当たって、退職された図笹館O

Bより、多々ご助言を頂きま した。 また、本学

の法文学部教授の垣花豊順氏、教育学部教授の

水野益継氏、名誉教授の安次富長昭氏、 i中総公

文書館前館長の宮城悦三郎氏、名桜大学副学長

の瀬名波築喜氏、名誉教授の大鶴正満氏、理学

部教授のよじ嘉辰雄氏、農学部助教授の新星孝和

氏等より、関連資料およびご助言等頂き心から

お礼申し上げます。

「疏球大学附属図書館のあゆみJについて 、

Vol. 32 No.4 Ocl. 1999 

草々矧からの図書館事情を出来るだけ年代版に

記述し、その問、資料収集その他の図書館活動

で深く関わった教官及び図書館OB諸氏のご苦

労を振り返りつつ、先人の足跡、を追ってみまし

た。又、本学の特色の一つで、戦後琉球大学が

いち早く取り組み、首里キャンパス時代Lり現

在まで、県内外より収集を図ってきた沖縄関係

資料についても一部ではありますが、その入手

経過について記載してきました。

これまでに記述しなければならない事項等で

漏れた点も多々ありますが、誌面の都合上、割

愛したことをお綻び申しよけ?ます。後日、機会

があれば補筆したいと存じます。

終わり

(とよひらともみ 図書館専門員)

5S5~目度目曲目白包括町四四回目師団園田園田園=扇町田園町田園田園圏直面目盟国国盟国'""'"湖沼Z既日日日間

平成11年lL月 8日(月)から19日(金)まで、

附属図書館 l階多目的ホールで、日曜日を除い

て、「原忠順文庫」の展示会を予定しています。

また、同期間中の13日(土)に、同多目的ホー

ルで午後 2時より本学法文学部教授金城正篤氏

による講演会も予定しています。

原忠順(天保5年~明治27fl三)は、明治12年

に沖純県カて設置され、初代沖縄県令として、赴

任した元肥前鹿島藩主の鍋島直彬公に随行した

書記官で、琉球処分後の混乱する;ql縄で、日常

不在の鍋島県令の代理として、在任期間の 2年

間、沖縄県の行政の賛任者として執政に当たっ

た人です。詩文にも優れ、文庫には漢詩類の{也、

琉球処分に関する生の資料が多量に含まれてお

り、当u寺の珍しい写真や絵はがき、巻物、日記

等120点近くあります。

;
;
 

。開館時間の延長

医学部分館では、平成11年度より、 9月と 2月の試験期に限り、 1時間延長 して、18時

閉館(ただし、授業期の土、日曜日について、閉館時間は17時)となりました。

なお、本館では、授業期は試験矧に限らず、土、日は20時閉館となっています。

-8ー



iJltr重大学附属図書館報 Vol. 32 No.4 OCl. 1999 

沖縄関係資料新 着案 内

1999年 5 月 ~1999年 7 月

0類総 記

1 . r台湾警察協会雑誌Jr台湾望書察時報』総

目録/中島利郎l 林原文子編 東京 緑蔭

笹房， 1998.8 f<051-TA 

2. i中純ニュースファイル 1998/沖縄タ イム

ス社編那覇 沖縄タイムス社， 1999.5 

f<071-0K 

3 宮良嘗壮全集， 3日本方言語誌編/宮良

富4士著東京第一書房， 1999.6 

K081-MJ 

4 歴代賓案 校訂本 P 第 8冊/i中縦県文化

振興会編 ;1:負下武志校言1 那覇。 沖縄県教

育委員会，1999.3 K093.2-RE 

1類哲 学

l 人聞は鉦限大/新J成定吉若 平良 新城

定吉，1999.3 K147-SI:'1 

2 ヴェーパーの日本近代化論と宗教 宗教

と政治の視座から/池田昭著東京岩田

主主唐山1999.3 K162.l-fK 

3 民間A者信仰の研究 宗教学の視点から

/池上良正著東京未来社， 1999.2 

史第 8巻K201-AR

6.石敢首/小玉正任著那覇琉球新報社，

1999.6 K201-KO 

7 . 14'縄近い昔の旅 t 非武の島の記録/森口

部著東京凱風社，1999.5 K201-MO 

8 古代日本と南島の交流/山里純一著 東

京吉川弘文館， 1999.7 K201.1 8-YA 

9. Japan's Battle of Okinawa， April-June 

1945.ノ/'oyTomas M.Huber Fort Leavenworth， 

Kansas : Combat Studies lnstitute， U. S. 

Army Command and General Staff 

College， cl990 (Leavenworth Papers， no.l8) 

K201.7-HU 

10 シマが基地になった臼!沖縄伊江島二度

日の戦争/真鍋和子著 東京 金の星社，

1999.4 (ノンフィクシヨン知られきる世界)

K219-MA 

11 伊江親方日々記/沖縄県文化振興会編

那覇 沖縄県教育委員会， 1999.2 (沖縄県

史，資料編 7近陸 1) K219.8-0K 

12 自由移民名簿 自1908(明治41)年至19

20 (大正 9)年 /沖縄県文化振興会編 那

f<163.9-11く 務付1純県教育委員会， 1999.2 (沖縄県史

資料;Jfa8近代 2) K219.9-0K 

史 13安村静日記 字天願から宮崎へ.一般疎2類歴

I .日本考古学協会 1998年度沖縄大会資料集

/日本考古学協会1998年度沖縄大会実行委

員会編集西原町(沖総県) 沖縄大会実

行委員会事務局， 1998.10 K200.2-NI 

2 沖縄近代文化年表/新城栄徳編東大阪

琉文庵， 1999.5 (琉文手帖 4号)

f<200.3-SH 

3 中山惇1言録/徐保光若 ，原田高雄訳注

宜野湾裕樹書林， 1999.5 K200.8-JO 

4 .沖縄毎日新聞見出集/沖縄文化振興会公

文書館管理部史料編集室編那覇 沖縄県

教育委員会， 1999.3 (沖縄県史研究叢響 6) 

K200.8-0K 

5.政治を民衆の手に 1997.7-1998/新附盛

陣著東京凱風社， 1999.6 (沖縄問時代

関/具志川市史編さん室編具志川 具志

川市教育委員会， 1998.3 (具志川市史編集

資料 11) K224-GU 

14.上勢頭誌，下巻長寿 ・人物編/上勢頭誌

編集委員会編 北谷町(沖縄県):旧字上

勢頭郷友会， 1998.9 K226-CH 

15戦時資料，下巻/糸満市史編集委員会編，

糸満 糸満市， 1998.11 (糸満市史資料編 7) 

K232-1T 

16 玉星島津家史料/鹿児島県歴史資料セン

ター繋明餓編 [鹿児島 ]。鹿児 島県，

1999.1 (鹿児島県史 8) K270-KA 

17 数育五十五年のあゆみ 遺稿/比嘉博著，

大城盛光，東盛永共編 北中城村(沖縄県)

よじ嘉I青久， 1999.8 K289-HJ 
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18 人間 ー普猷 思索の流れと主主蒙家の*'/

中被学著 那覇 沖縄タイムス社.1999.3 

K289-IH 

19 積乱雲 喜名盛夫追悼文集/喜名盛夫追

悼文集刊行委員系編 西原町(沖縄県)

喜名盛夫追悼文集刊行委員会.1999.6 

K289-KI 

20今残す若狭町古地図 うきしま大学/那

新市若狭公民館編 [那覇1: [那覇市若狭

町公民館J.1997.1 K290.38-NA 

21八重山ひ とり旅/たけざわまさのり著

東京明窓出版.1998.8 K290.9-TA 

3類 社会科 学

l 琉球弧の精神世界/安里英子著 東京

お茶の水書房.1999.4 K302-AS 

2.沖縄基地文学/石坂蔵之助著東京 新

日本文学会.1999.2 K302-IS 

3 沖縄文化研究， 25/法政大学沖縄文化研

究所編 東京 法政大学れl'縦文化研究所，

1999.3 K302-0K 

4 経済統制下の県民生活資料ー県民はどの

ように戦争への道に駆 り立てられたのか l

物官lIi編 貯蓄編/久手堅議俊 f 安仁屋政l昭

編著，南風原町(沖縄県) あけぼの出版，

1999.3 (ij生時資料第 1-2 t長 K302-0K

5. j市絵で見る Ilfl和初期の金氏/石田l者柱三皆

秋田宜野座通男.1998.12 K304-IS 

6 講話への準備過程/小倉裕児編 東京

丸善 1999.1(GI-1Q民政局資料「占領改革J

第11巻 l-く312-Gト1

7 琉球政府行政機構変遷図。 19524.1旬、 197

2.5.14/沖縄県公文書編 南風原町(沖縄

県) 沖縄県公文書館， 1998.2 K318-0 1~ 

8 与那国町勢要覧 よな ぐに日本最西端 ・

交響する島宇宙/与那国町企画室編 与割1;

国IIrf(沖縄県) 与那国町.1997.12 

[<318.2-YO 

9 沖縄県町村談会名鑑 平成 11年版/沖縄

県l町村議会議長会 [編] 司1;溺 沖縄県町

村議会議長会.1999.3 1<'318.4-01く

10 国境国家第三次疏球処分/川田洋著

東京 スペース303.[998.4 (沖縄文化講座)

K319-KA 
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11.国際政治のなかの沖縄/ 日本国際政治学

会編 国立 日本国際政治学会， 東京.有

斐陪J (発売).1999.2 (国際政治120)

K319-/，(γI 

12 本当に戦争がしたいの I?・新ガイドライ

ンの向こうに見える もの対談/新崎盛晦，

天野恵一著東京凱風社.1999.4 

K319.8-AR 

13沖縄のこれから。平和な島をめざして/

新崎盛』軍著 東京ー ポプラ社.1999.3 

K319.8-AR 

14基地と人権 沖縄の選択/福地瞭H百著

東京。同時代社.1999.4 K319.8-FU 

15私たちの願い、平和への勇気 おきなわ

発平和とらいあんぐるInながさき 州側

(沖縄県) 沖縄市役所， 1998.12 (沖縄市毅

子平和大使交流報告書第 8号)K319.8-0K 

16 世界を結ぶゆいまーる 国際協力 の心

[浦添J: [国際協力事業団沖純国際センター l.

c1999 K329.39-1<0 

17 日本移民発祥の地コ jレドパ 7)レゼンチ

ンコル ドパ 州日本人百十 年 史 /大城徹三

者: ブエノスアイレス らぷらた報知社，

1998.11 K334.4-0S 

18 アジア諸地域の社会変動 沖縄と東南ア

ジア/戸谷修著 東京 お著の水書房，

1999.2 K361.5-TO 

19. iNJli県住宅マスタープラン /沖縄県土木

建築部住宅諜編 那覇ー 沖縄県.1996.11 

Iく365.3-0K

20.米l主|統治下の沖縄労働法の特質 幸地j或

憲論文集/若夏社編集 那 覇 幸地成意先

生論文集刊行会. 1999.2 K366.1-KO 

21. ilJ'純県労働史，第4巻/沖純県商工労働古1¥

編那覇 i中 ~:Ill県. 1999.3 K366.6-0K 

22. i'll ~':lrrからの告発 うないとして人間とし

て/桑江テル子著 具志川ーゆい HJ1J仮，

1999.5 K367-I<U 

23 ヤマ ト嫁 糾I~.{~ に恋した女たち/吉江文

理子著東京 e 毎日 新聞fl:.1999.3 

K367.4-YO 

2'1教師の不祥事ほ防げるか 教師のための

不祥事マニュアル/破名城英介著 南風原

町那覇出版社.1999.1 K374.3-HA 
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25宮城真宏教授退官記念論文集/琉球大学

教育学部社会科教育学専修編編 西原町

(沖縄県) 琉球大学教育学部社会科教育学

専修.1999.3 K375.3一'¥ill
26城岳 写真が諮る 88年/二中那覇高校

創立88周年記念誌編集委員会[編1[那覇]

県立第二中学校・那覇高等学校章1)立88周年

事業期成会.1999.5 K376.6-JO 

27奄美与論島の相会組織/加藤正春著 束

京 第一拍房.1999.3 (南島文化叢書20)

K380.8-NA 
28南方文化の探究/河村只雄著 東京市4

談社.1999.3 (講談社学術文庫) K382-IくA
29久米島における東アジア諸文化の媒介事

象に関する総合研究/研究代表者横山俊

夫京都京都大学人文科学研究所.1999.3 

K382-KU 
30奄美の歴史とシマの民俗/先田光演者

中11戸 まろうど社 • 1999.5 K382-SA 
31日本の事11々 谷111健一著東京 岩波告

j苫.1999.6 (岩波新舎新赤版618)

K385.1-TA 
32 八重山芸能文化論/森田孫柴著 那覇

森田孫袋先生論文集刊行事業委員会，

1999.1 く385.7-MO
33 ゃんばるの祭りと 神歌/名護市史編さん

室編 名E襲 名護市教育委員会. 1997.3 
(名披市史抜書15) K385.8-N.A. 

34 沖縄の人生儀礼と墓/名嘉真宜勝者 那

覇 jljl純文化社， HJ99.6 K386.6-NA 

35 南島 探 訪 / 本国安次著東京鮒正社 l

1999.4 (本田安次著作集第18巻)

K386.8-HO 
36 沖縄奄美の説話と伝承/東喜望著 束

京おうふう， 1999.4 K388-AZ 
37 パキムン退治/知念仁志画 ，具志川市学

校図書館司書研究会文;具志川市史編 さん

室編 具志 川 具志 川市教育委員 会，

1999.3 (具志川の民話紙芝居 K388-Gじ
38 悶場大エデラー/fJt計光義国，具志川市

学校図書館司暫研究会文 ，具志川市史編さ

ん室編 具志川 具志川市教育委員会，

1999.3 (具志川の民話紙芝居 K388-GU
39.品版の 自由/古川純， 岡本篤尚訳東京

Vol. 32 1¥0.4 Ocl. 1999 

日本図書センタ ー.1999.3 (GHQ日本占領

史17) K391.4-GH 
40財閥解体/細谷正宏，水谷憲一訳東京.

日本図書センター. 1999.3 (GHQ日本占領

史28) K391.4-GH 
41 企業の財務的再編成/岡崎哲二解説・訳

東京 日本図書センヂー.1999.3 (GHQ日

本占領史40) K391.4-GB 
42林業/松下幸司， 回口襟訳 東京ー日本

図位センデー， 1999.3 (GHQ日本占領史43)

K391.4-GH 

43石炭/宮崎正康，雑貨夫佐子訳 東京.

日本図普センタ ー.1999.3 (GHQ日本占領

史45) K391.4-GH 
44重工業/長谷川信解説訳 東京。日本

図書センデー.1999.3 (GHQ日本占領史48)

K391.4-GH 
45通信/小菅敏夫解説 ・訳東京 日本図

書センク-.1999.3 (Gl-1Q日本占領史55)

K391.4-GH 
46名設市民燃ゆ 新たな基地はいらない

市民投票報告集/名護rli民投票報告集刊行

委員会編 名護 海上ヘリ基地建設反対

平和と名競市政民主化を求める協議会，

1999.5 K395.39-NA 

4類 自 然 科 学

l 比嘉照夫のすべて/サンマーク出版編集

部線東京 I サンマーク.1998.10 
iく465-t丑

2. EI本の渚 失われゆく海辺の自然、/加藤

真幸fi Jt!京!岩波書j苫，1999A (岩波文IT¥f

新赤本613) K468.8-KA 
3 . IJIL球弧野山の花 f rom AIvLA:v![太陽

の贈り物/片野田逸朗写真と文 鹿児島

南方新社.1999.6 K472.1-KA 

4 . i<I'純医学史 近世近代編/稲福盛輝著

型I\~請若夏社. 1998.12 K490.2-IN 
5. iqJt:世における社会環境と長寿に|期する縦

断的研究/主任研究崎原盛造 西原町(沖

純県): [ ~I奇原盛造 l. 1999.3 K498.38-0K 

5類技 術

l 航空機騒音による健康への影響に関する
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調査報告書/沖縄県文化環境部環境保全室

[繍]那覇 ;4'縄県， 1999.3 1<519.6-01< 

6類産 業

1 沖縄企業立地ガイド/沖縄県工業連合会

編 [那務] 沖縄総合事務局通商産業部，

199- K601-0K 

2 復帰後の沖縄農地制度資料/沖縄農地制

度資料集成編集委員会編集[那覇] 沖縄

県農林水産音11，1998.3 1<611.2-01< 

3 農薬なしで害虫とたたかう /伊藤嘉昭，

垣花!資幸若東京岩波書庖， 1998.12 (岩

波ジュニア新書311) K615.86-IT 

4 さつまいも/坂井健吉箸 東京 法政大

学出版局， 1999.2 (ものと人間の文化史90) 

1<616.8-3A 

5 沖縄の都市公園/沖縄広報センヂ 編

那覇 沖縄 県 土 木 建 築 部 都 市 計画課 1

1999.3 K629，3-0K 

6 珊瑚/鈴木克美著東京 法政大学出版

局， 1999，3 (ものと人聞の文化史9])

1<668，8-3U 

7 テーマパークの導入による観光産業振興

調査報告笹/国建[編] 那獄 図建，

1998，3 Tく689-I<U

8 沖縄県における観光客の行動等実態調査

報告書/三菱総合研究所[繍] 東京 三

菱総合研究所， 1998.3 K689.1-0K 

9 屋良悦子のおはようインタビュー ラジ

オは感動の共鳴箱 l 第 l巻/屋良悦子編集

西原町(i'i'総県) 丸正印刷1，1998.10 

1<699.3-TA 

7類芸 術

l 嘉手納町の文化財/嘉手納町教育委員会

編 嘉手納町 (;[1' 縄県 ) 嘉手納 11可中央公

民館， 1999，3 1<709-KA 

2 ていんさぐの花 時代人情劇/真喜志康

忠脚本，新里竪進庫1)画那覇琉球新報出

版部， 1999，6 (劇画真喜志康忠シリーズう

ちなー芝居名作劇場 3) K726-GE 

3 ミキと糸満の少年/キャサリン M クレ

メンテ文・桧 l 新垣洋子，ぐしともこ和訳

那覇 沖縄高速印刷1(印刷1)，cl996 

Vol. 32 No.4 Ocl. 1999 

K726，5-CL 

4 ミキとイリオモテヤマネコ/キャサリン

M，クレメンテ文 ・絵，パトンリアブラウ

ン英文編集，上里美智子[ほか]訳那覇

沖縄高速印刷(印刷11)，c1997 K726，5-CL 

5 ポン太とヒュ一子/野村ハツ子さ く 1 前

田勇憲絵 南風原町(沖縄県):沖縄高速

印刷出版部 ;1997，8 (!Iff村ハツ子シリーズ

1 ) 1<726，5-NO 

6 ガーナ森とオパー岩/野村ハツ子作，締

結i隆絵南風原町(沖縄県): ;[1' ki!l高速印
刷l出版部， 1997，8 (野村ノ、ッ子シリーズ 2) 

1<726，5-NO 

7 軽便鉄道アヒィ ー/野村ハツ子作，松崎

洋絵 南風原町(沖縄県) 沖縄高速印刷l

出版部， 1999.1 (野村ハツ子シリーズ 3) 

K726.5-NO 

8 烏からの贈り物 空、花、そして海/野

村弘子写真 l 鳥谷裕文那覇 ボーダーイ

ンク， 1999，5 K748-NO 

9 阿真和利ーオペラ[沖縄(i中総県)1 
[i中縄市教育委員会J.1997，3 1<766，I-AM 

10 残したい古典歌のしらベ 平成三年春/

親川光繁著那新 沖縄三越， 1991 

K767，51-0Y 

1 1わかりヤすい歌三線の世界 古典の魂

(こころl/勝連繁雄若 具志川 ゆい出版，

1999，6 K768，5-KA 

12 琉球響曲十四絃等工工四 歌・三線譜付

/山内秀吉著 [読谷村 (沖縄県)1 山内

秀吉琉楽研究会， 1999，2 K768，6-YA 

13 沖縄尚学「夢」の頂点へ 第71回選抜高

校野球優勝記念グラフ/沖縄ヂイムス社編

那覇 沖縄タイムス社， 1999.4 

K783，7-0K 

14 沖縄球児全国市j新 '99第71回選抜高校野

球大会 県勢初、沖尚栄光の記録/琉球

新報社編那務琉球主fi報社， 1999，4 

K783，7-RY 

15 唐手拳法全/陸奥瑞穂著 復事1I版宜野

湾裕樹書林， 1999，5 K789，2-M.U 

16， I<arate-do : hisLory and philosophy/[by 

Takaci Nakaval Carrollton， Tx JSS， 

cl986 1<789，2-NA 

-12ー



J.U，.k7附属['![.. ，fiii判;

8類語 学

l 多言語文化のディスク ーjレ 民衆文化と

社会と芸術/水之江有一 編 東 京 多賀出

版， 1999.2 K800-MI 

2 沖縄詩の文法/中松竹雄著新版那覇。

げんけん出版，1999.2 1<800-NA 

3 アメ リの TE80L留学 教師たちの大学院

物語/1.Li内巡編著那覇 沖縄l時事出版

那覇 i中純学版(発売)，1999.6 K830.7-YA 

4 伊江鳥のはなしことば シマグチで諮る

村の生活と 言いったえ/生塩l佳子著 伊江

村 (沖利県)ー 伊江村教育委員会，1997.3 

VoL 32 No..1 OCl. [999 

作東京岩波書庖， 1999.1 (木下順二戯

曲Ijii4 ) K920-K1 

7 黄色箪艦/長主英吉著東京新潮社，

1999.3 K930-NA 

B ムイアニl到来記/[崎山多美著 東京 砂

子屋筈房，1999.1 K930-8A 

9 夕映えのうた/長嶺春著[豊見域村(糾l

純県)J • [長嶺春J. 1998.1 0 K940-NA 

10 おきなわパンジャーイ l 凹00字の世

界から/上江凹I青実著 豊見城村(沖縄県)• 

i'I'純図書センタ -，1999.2 K940-UE 

11明るい旅情/池I宰夏樹著東京新潮社，

Iく881-08 1997.9 K950-JK 

1.2志乃/川|平和江著 那覇 新報 出版，

9類文 学 1999.6 K950-KA 

l ずロ〈ん とキジムナァのジルウ /船越義

l~;作，前 1:11男:世絵東京新日本教育図書1

1999.4 1<909-F'U 

2. ifJj.ゃか らドンドン/比嘉佑よ刷会と文 具

志ハ| ゆい山n反， 1999.1 K909-[-Jl 

3 熔術の歌人たち 裕樹短歌会三十周年を

記念して/義原ミヤ子編 鹿児島南方新

tl:， 1998.11 lく915-YO 

4 サンパギータ フィリピン詩篇/高良勉

議: 東京。思潮社。1999.2 K917 -TA 

5. i1J之口銭詩文集/山之口鎮[著] 東京

講談社，19995(講談社文芸文庫 K917-YA

6 子午線の耐 り・沖縄他一編/木 F順二

13. 1場炎ゆれて 精神病なんて怖くない/沖

[ 1.1真知子箸 那覇ニライ社 東京新日

本教育図書(発売上 1999.4 K950-0K 

14 石畳 /iql ;dUエッセイストクラブ編司[;鞠ー

;ql i屯エ y七イストクラブ， 1999.'1 (I'ドMllエッ

セイストクラブ作品集16) K950-0K 

15. NHKスペシヤ ル 「沖縄光島への道/奥

州白河 ・会津のみち J/NHK ['街道をゆく」

プロジェ クト著 東京 日本放送協会，

1999.3 (司馬遼太郎の風景 6) K950-8]-] 

16. 1長詩集，第 2巻/宜野座秀峰 [駄回 ]

[立!1fT-!主通男J，1998.10 K990-KA 

j王)各資料末尾の記号は請求記号です。

本学教官 著作寄贈図 書案内

1999年 5 月 ~1999年 7 月

IIJ単純ー (法文学部)

古代日本と南島の交流/111里純一者東京

吉川弘文館， 1999.7 く201.18-Y A 

小制liE弘(法学文部)

西洋近代思想史 十九世紀の思想のうごき f

上巻，下巻/G.H ミード著 ，旬、津郁夫，

小111!J正弘訳東京講談社， 1994 (講談干l

学術文庫 1 33“ ~ [E

G.Hミードの世界 ミー ドliJf究の最前線/

船 津術編東広 恒星紅厚生悶， 1997.3 

361.253-1"じ

水野益継(教育学部)

学問への洞察限と理解力 人間学fl(Jな科学

H 傑の探究/8 トウール ミン着 ，水野益

ll~訳 西原町 ( 沖縄県) 琉球大学.1999.3 

( Ryukyus郷学研究プ yクレ yト) 321.1.TO 

馬場繁幸(農学部)

7 ングロープ植林のための基礎知識 マン

グロープ林の再生のために/馬場繁幸『北

村昌三共編東京 国際緑化推進センずー，

1999.3 653.27-I3A 

注)各資料末尾の記号は請求記号です。
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= 利用者(i)τ量- -
F回

「資料の配架のみだれJI館|人lでのマナーJrクーラーに関する要望JI閲覧机 椅子の改善jな

どの要望が多く寄せられ、要望に応えられるものはその都度対応しています。ここでは、最近 1年

間の投書の中から、今後の図書館サービスの改善に生かせる内容のものを紹介します。

[資料の配架のみだれ]

Q 一年次です。図書館が好きでよく来ますが、はじめはここの書庫は冗談でこうやっているのか

と患いました。本がちっとも整理されていません。まったく驚きました。御願いですから他の作

業 (データベース、映画上映会)が遅延してでも図書館の基幹である書庫の整理だけどうにかし

て下さい。紹介パンフレットに (琉大の図書館は自慢とありました。見かけだおしと呼ばれない

ようにして下さい。 こんどの一年次に図書館とはこうゅうものなのかと思われないで下さい。

(これは重要。原因の大きな一つだと思う)。

いろいろと雑務もあって忙しいとは患いますが、せっかくのデータベースもボランテイアも建物

も開館時間もちっとも意味がなくなってしまいます。今日は整理だけで終わってしまいま した。

休館にしてでも流大生に書障の整理を分からせて下さい。特に一年次がまだ知らないうちに H

Q パソコンで探しでも、分類呑号の仰lに置かれていない本がたくさんあります。

月1回でも良いので本の整理をして欲しいです。

書庫と一般の本の区別もありません。

ボランティアでよければ参加したいです。

( 199956) 

(投書日不明)

A 利用者の方にはいつも申し訳ないなあと思っています。現在、図瞥館では毎週金曜日及び毎月

第4木限日の定例休館日に職員の手で館内の書架監理を行っており、ボランティアの協力も仰い

でいますが、砦架の乱れに追いつかないのが現状です。サービス課ではこのほか、貸し出された

図書を書架に配架する際なとにも適宜沓架の整理を行っています。

OPACで検索・ 確認されたデータ通りに図書が自己架されていることもまた大切なことです。

このために、公共図書館などではご存知のように蔵書点検のための時間 (半月間の休館)を取っ

ているのですが、 琉大図書館では図書館を利用できる時間を確保するために、定例休館日のほか

には現在の ところこのようなH寺間を取ってお り ません。 資料の確実な提供のためには、書当!i2~草理

だけでなく蔵書点検も考えていく必要があります。

書架の乱れをできるだけ最小限に事11えて、利用者の皆さんが快適に図書館を利用できるように

するためには、利用者の皆さんの協力も必要です。閲覧や複写なと館内で利用された図書はもと

の場所へ正確に返していただくこと、書架から図書を取り 出されたときは、隣の図書が倒れな い

ようにしていただくなど図沓の取微いについての配慮をお願いしたいところです。

[館内でのマナ =利用者の提言]

Q 図書の読書室内の雑談が非常に多く、本来の大学のそれからかけはなれている。

中には、ワープロまでパチパチ音をたてている始末だ。(3階の西側)

名実ともに三流らしく なって来ている o

参考まで、内地の国立大と比べて下さいa

14 
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Q 私は県外の大学にiHiっている者です。琉大の図書館を見て思ったことなのですが、設備(クー

ラ 、自習机の多さ、蔵書の数等)はとても護っているのに、それを利用する人のマナーが相当

悪いです。机の場所取りや携帯電話に関しては全国的に起こっているので、琉大だけに厳しくは

言えません。私の様な県外の学生もこのことについては反省しています。しかし、琉大での本に

対する扱い方は最低です。小学生よりも悪いです。並べられていない本を片づけていると 、こ の

本を扱っていた人迭の勉強している内容がわかります。本さえも満足に扱えないのに、法律 教

育 科学等の勉強をして伺が得られるのでしょうか つ 多分、この人達が得たいと考えているも

のは、単位、資格、お金を得るための職業なのでしょう。この様な人たちに本よ りも扱いが難し

く、有機的な生徒(子供)を教育できるのでしょうかつ 政治や経済環境等のグローパルな問

題に真剣に取り組めるのかつ 私は疑問です。毎週ボランティアの人達が片づけているからこそ、

今の状態が保てていることに感謝を して下さい。そして、もう一度自分自身の行動を考え直して

みて下さい。

私の学校には明治時代のものと恩われる本もありますが、この学校の本ほどボロポロではあり

ません。ここの方が新しい本なのですから、大切に扱って次の人に残していって下さい。

(国立大学学生 1999.7.8) 

f' 

I.! 
場 所琉路大学附属図書館

1階多目的ホール

a-
*B
L
円
吋

上映時間

食休業期 13 : 30-
通常期 ①15 : 00- ②18: 00-

【10月の予定1
10月6日 (水)制服の処女 IVlADCHEN IN UNIFORM (1931)ドイツ映画 部分

10月13日(水)ドイツ零年 GERMANLA ANNO ZERO (1947)イタリア映画 91分
10月20日(水)き け、わだつみの声 戦後50年記念作品(1995)東映=パンダイ 130分
10月27E1(水)否(ノン)を表現した学生たち-1950年代 「琉大文学jの軌跡~ 琉球大学法文

学部社会学斜広報学コース 「広報学笑習」テレビ市11作実習作品 (1995)56分
【11月の予定】

11月4日 (木)ガス燈 GASLlGHT (19'14)アメリカ映画 114分

1I月 10日 (水)アンナ ーカレニナ:A]¥応<ACARENINA (l948)イギリス映画 111分

1I月 17日(水)居酒屋 GERVAlSE (1956)フランス映画 115分

11月24日 (水)エマニエル夫人 ElvlMA.NUELLE (974)フランス映画 95分
【12月の予定】

12月l日 (水)明ばら DER SCHONSTE TAG MElNES LEBENS (1957)ドイツ映画 95分
12月8日(水)雨の朝パリに死す TI-lE LAST TIME 1 SA W P ARIS (1954)アメリカ映画 116分
12月l5日 (水)リ '}ー マルレーン LILI lv1ARLEEN (1981)ドイツ映画 120分

12月21日(火)第九交響楽 SCHLUSS AKKORD (1936)ドイツ映画 98分
(学外の一般の常連ファ ンからの リクエストによる再上映です。)

※ 映画会に関するお問い合わせ ・ご要望は、図書館資料サービス係まで Tel: (895) 8166 

-15-
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お 知 ら せ
。開館案内 1999年10-12月

10月 11月

1 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 土 [j 月 火

" 2 1 4 b 6 

4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 II 12 日 6 7 

10 1 I 12 13 14 15 J fi 11 15 16 17 18 19 2(1 12 13 14 

18 19 20 21 22 23 ~ I 22 2:i 24 'J~! 26 27 19 20 21 

:!4 25 26 27 ふ 29 :lfl 2~ 29 30 ";o 27 43 1 

-開館時開 通常期月~金[黒字 J8:30-22:00 土日 l緑字 ]13:00-20:00

休業期 月~金 [背下 18:30-17:00 土日 [赤字]休館

12月

水 木

1 2 

8 9 

15 16 

22 21 
'/CJ :w 

ただし 、医学部分館は秋季休業期間中 (9/23-10/3)は通常期開館です 0

・休 館 日 [亦字 ]土・日曜 (秋季休業 9/23-10/3、冬季休業 12/25-1/6) 

年末年始 (12/28-1/4) 流大祭 (11/13-11/14)

金

3 

10 

17 

24 

j¥ 

祝日 (10/10、11/3、11/23、12/23)、定例休館日(10/28、11/25、12/22)

※本館では当月、翌月の開館案内 (カレンダー)を入り 口及び掲示板に掲示しています。

ご留意ください。(年間の開館案内はホームペー ジをご覧ください)

。長期貸出開始

12月25日(土)-1月6日(木)は冬季休業のため、 12月10日から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。返却期限は、平成12年 1月17日 (月)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。

責誤植訂正

①前号(N123)の p.2の右側1)27行目の 1898年(尚混4年)は17 9 8年に訂正します。

4 

11 

l~ 

句

②前号(:'-1.123)の p.23の附属図書館運営委員の米須章助教授のお名前が彩になっていましたので

訂正します。

③前号(N.123)の p.23の附属図書館医学部分館運営委員の砂川洋子氏の職名は教授の誤り でした。

宵記載漏れ

①前号(N.l23)の p.22の人事異動で配置換区分の氏名安閑公子の異動先は琉球大学附属図書館情

報管理課総務係主任、現職は理学部数理科学科の記載漏れがありました。

②前号(N.123lの p.22の人事異動で転入区分の氏名江津ー絡の異動先に王任の記載漏れがありま

した。また現職の東京大学11ft属図番館は文部省の誤りでした。

。今回より、「図書館事情J等利用者に直接関係のない記事は消えることになりました。

琉球大学附属図書館報 ・び，3iりお"第32巻 第4号(通巻第124号)
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