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「大学所蔵資料と歴史学j

itt見山 手日行

1 歴史学とコ ンピューヲー

カピくさい古文

~ ~ゃ古記録を一枚

一枚、 鉛畿で筆写

し、さら に大哉の

史料 をカ ドに分

均Q.雄理する。そ

れらの史料を元に

論文を仕上げる。

ほんの 10年ほど前

までの、私のよう I&< 

な古い時代 (前近

代史)を研究する

文献史学研究者の

基本的な研究λタ

イルは、 そのよう

なものであった。

「制!とハサ ミのl並

史学」 と PI' ~耐さ れ

た、ローテクに よ

る研究スタイルが

泣年、様変わりし

つつある。

'1 ~ 

叫

「宮良殿内文庫資料集J文庫資料番号273 (仮)墓地風水図(11ちふう すいす)

年代不明。19世紀頃か。56.7X70.0cmo 1枚目

本絵図は、石垣島における風水思想や歴史地理情報を得る上でも貴重な史料である。
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「大学所蔵史料。と 歴史学j

・・ ・・・0豊見山手[J行 l 

本館l階に貴重図書室を設置・ 0 ・・・・・ . 3 

Web of Scienceを体験しよう ー ー-・・ ・・・ .. 4 

-・圃l 附属図書館のホームページ htt:/ /www.Jib叩11m仰Il もご覧下さい。 I 



琉球大学附属図作間1制

そのキーワードは史料のデジタ Jレ化、流行の用語で

言えば IT化である。およそハイテクとは縁がない

と思われていた股史研究の領域にもデジタ jレ化の波は、

急速に押し寄せている。

デジタ Jレ化は、イ ンター ネットの爆発的な拡大と

ともに史料を所ぬする機関(公文也館、大学l耳l番館

空事)のあり方をも変えつつある。 i史料の保仔:と利

用 公開」 という 倒反する役割を同H寺に妊!わされて

いる史料所蔵機関において、寅1立度の正Jjい史料ほど

|日来その閲覧のガードは堅かった。 *J~rなどでの学

会や研究会への出張の|祭、ついでに史料調1r:を行う

こともよくある。lIefl日録から予想外の史料を見つ

けだし、その閲覧を急きょ申請すると、所j故機関に

よっては「館長i-JO主が必要」とすげない返事をもら

うこともあった。そのたびに、 1君主史料を飛び込み

で閲覧申請することの「非常識さ」を 自党しつつも、

原本史料へのアクセスをもっと容易に災現できる方

法はないものかと倣自した。

そのような状況を史料のデジタ Jレ化が変えつつある。

版本史料の附報発信について、その取り組みがImい

機関もまだまだ多い。しかし、デジタ Jレ化の波はも

はや押し止めることはできない情勢になってきた3

文献史料をあっかうものにとって、児科目録は原

本史料へアクセλする|怒の第一歩である。そのため

各種の史料目録をf耐えておく必要があるが、印刷物

主体の旧来の目録!lJlは一度、印刷 刊行さ hるとめ

ったに増刷されることはないe また、史料U録は少

音1¥数しか発行しないため、その入手も簡単ではない。

そのため所政機関に赴き、そこでようやく目録をめ

くって探索する場合が多かった。このスタイルも変

化 しつつある。旧来の印刷物を媒体とした回線から

デジタ jレ化によ って、パソコンで検索することが可

能になってきたからだ。 i死んだ情報」に等しい印

刷物の史料目録をデジタル化し、インターネ y ト上

で公開すれば、f!!:事tq:lから検索することも理論上は

可能となった。

2 原本史料のデジヲル化と史料のネ ットワーク

近年、各所峨機関が目録や古文容、典務等を圃f象

やテキストデ-9として各館のホームページから情

報発信するスタ イJレが一般化しつつある。例えば、

台湾大学凶作飴の「台湾研究資源」

(ht tp:j Iwww.lib.nlll.edll.tw/spe/ta i wal1ft a i ¥Van. h 1 m 1)、

東京大学史料品'纂所 図像解析センずーの 「入来院

文舎の釈文、画像、解説J (hllp:llwww.hi.u-

Yol. 34 No.3 July. 2~日 l

lok yo.ac.j p/i ndex -j. h (1111)、そして琉球大学附属図命

館の「宮良殿内文庫資料集J (hltp:llww¥V.lib.lI 

ry uk yu. ac.j p/academ icjmd I/i ndex. ht ml)などは、その

はんの一端にすぎない。

原本に近い状態のii!iif訟をパソコンで利用できる利

点は大きい。第ーに、:i:t霊史料や揖1みのある原本文

舎そのものを頻繁に閲覧させる必要がなくなる。ひ

とたび阿像処理すれば、パソコンの端末で検索し、

デ fスプレイやプリン トアウトで済ますことができる。

パソコン図像での不明な点を調査 確認したい、と

いう場合なと寸に限って原本の閲覧を制限すれば、 「町、

木を保有しつつ公開するJとし寸所蔵機関の悩みを

j~~ijとすることにもなる。

第;に、断究室に居ながらにして版本!と料を隊認

することが可能となった利点も大き L、。文献史研究

では、占文'Jr等を活字で印刷 Lた様々 な観現j史料集

を利川することの方が多し、。しかし、それらの印刷

物には誤柏 誤読がつきものである。そのため、疑

問l箇所を原史料と照合する必要があっても、|日来、

その確認作業は容易ではなかった。研究対象の原本

史料(コピー等含む)をすべて手疋ゃあるいは手近

に確保することなど不可能に近いからだ。

原本史料をデジタ lレ化されたl'自l像で純認して、ょ

うやく史料の意味を確定した体験がある。琉大附属

医It与郎は、大訟の富良殿内文舎をすべて画像処理IIし

て公 Ur~ しているが、その中の史料のひとつに「進貢

船。接貴船、唐人通船朝鮮人乗船 日本他領人乗船，

各漂芯井破損之時，J¥重LlI烏在番役々勤職帳jとい

う長いタイト Jレを持つ古文瞥がある。とある活字史

料集がそれを全文細刻しているが、疑問の箇所があ

った。それは、キリスト教徒(キリシタン)を摘発

するために、キリンタンらが所持する道JH置のひと

つとして、 「十め此ほねにても木にても作l院で持也」

と翻J(IJきれた箇所の「イーめjという部分がそれである。

そこで、パソコンで宮良殿内文書のl京本へアクセス

して確認すると 、それは「十朗11叱、ほねにても

木 ー J (53 r目)であった。「 卜如此J (卜、

此のごとく)と読むべきところを「卜め」と誤読し

たために全く意味のとれない文言となっていたので

ある(iめjと「如」の部容体は紛らわしいが)。

ちなみに前述の部分を現代認にすると、キリシテ

ンらは「十の ようなもの (十字架のこと)を骨や木

で作って所持している。 」とλγ キリ榔釈できた。

Nfiljiに郎本と照合できる利点は、 このように大きい。

ttlliな古文容類の画像史料 を悩 ~IJの機関が、 それ
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ぞれのホームベージから発信するだけの段附を脱却

しようとする新たなiUJきも見られる。そのひとつ均 、

東京大守史料創るXI~rによる「前近代トl 本の史料地産

プロジェクトJである" r電子情調i化された史料述

。i'i(大量;の史料の11111像情報、全文情報、ポリ|十161械な

ど) 1に闘する版作中!のデ タベース ii.-HJI?H ょう

とする.壮大な情屯lである n 各地の史利所I{:者1斑!日Jを
リノ?する不 y トワーク JT!のずータベ スの情築には、

各大γ図書館のデジデ Jレ化の充実化がr.f111'欠である

Vul. J4 No.J July.2帥 i

ギいにもj北大附属図書舶は、 k;，lの琉球 .I中側関

係資史料を I~r峰している。それらのデジタル化をよ

り 肘允ヲごさせる ことによ勺て、不 Jトワーク担の

琉球 沖純|対l，f，'lt¥1:料の発信拠，1¥となることをWJ待

した¥，.\)そ Lて‘その~JJ1のための人的 資金A'Jt.:

J霊助が午|人'J (r~に 1* られることを b 前世したu、

lとAやま かずゆき 放If"'jf:IlI)助教授)

本館1階に貴重図書室を設置
f司書館では本J!liJ IWo'に 「貴重図君子釜Jをぷけ}J.I.丘、 (10) I j'rifY?J主l'図書コレツション

訓TE作業を行っています。同室は、空調設備を耐え ( 191止紀刊行の洋凶占)

た本法の削減で、資料保官室と貴一重資料l則此コ ーす ( 1 1 )その他のitirC資料

ーから jまっており、 i'i'純資料室等から修助した次の

Yt料を{忠告ーすることにな っています。

利!日にあたっては、 r f;:重資料利I!J刷」が必要で

すので.ご明治くたさい内

( 1 ) IJ' i世ffi1弘文filI 161.q， 
(2) Jみ袋i'h~ 七文咋 115点

( 3)富良殿内.icFli. 350古

I ~ ) fill原義忠文"1(( 部) 50点

(5) Bull文庫 560点

(6)宝令文庫 56占

( 7) J)，l.~.1111i文l!\i 39}主

(8 )矢内高〔止~Jil文ト I( 111 点

(9) {II'宗恨政書? 1 1 ' ~~~)i1tftfl 

32りHIJ

-伊波茸lJi来高音るデシタノバと

流大図省館では、~:見山助教授の笥1品)(ーにある「富良殿内文庫j に続いて「伊W. ill，'猷文庫j

(URL: htrp:/Iwww.lib，u-ryukyu.ac.jp/iha/)をデジタル化してホームページからアクセスできるよう

にしております ! 引き続き r1rjl~H民政搾;有li資料 J のデジす ル化もすすめています。

3 
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一ー-~eb den町三制高験車長争一一

Web of Science は自然科学、社会科学、人文科学のあらゆる分野の学術誌をカバーしているデ一

宇ベースで、これまでCD-ROMで提供していたScienccCil剖ionIndex (自然科学)、Socia.l Science 

Cilalion Index (社会科学)、Ans& I-lllmanities Citation Index (人文科学)を統合してWebサイトから

検索できるシステムになっています。琉球大字の学内LANに抜続していてイン亨ーネソトが使

える端末なら、どこからでもいつでも時間の制限なしに無料でf街単に使うことができます。閥

単に操作方法などを紹介します。ぜひ活用してくださl'o

琉球大学でWEBで利刷できるデータは 1996年以降

のものです。それ以前のものはCD-ROM検索システ

ムでの利用となります。Science Citation lndex 

Expandedは5‘600誌以上，を収録。初週16.000レコード

を追加ちSocialScience Citalion Inciex は1.700誌以上を

収録。毎週2.800レコードを追加。Arls&トlumanities

Citation lndexは1，100r..ttJ.Jこを収録。釘:週2，200レコー

ドを追加しています。

O.図書館のホームページからWebof Scienceのホームページへ

図書館ホームページの「資料 情報を探オ:雑誌論文 記事」ー「デーすベース検事長システムj

• iWeb of ScienceJ→ Web of Sc ience のホームページ(http ://、.vos.is i global net~ .com/)

， • Web of Scienceには 2つの検索モー ドが用意されています。

いずれも、分野を選択して限定したり、複数分野にまたがった検索が可能ですc また、 AND

検索 OR検索、検索語の前方一致などが利用できます 2

(L)Easy SearchはTopic=主題、Author=著者名、 Place=地名のいずれかをキーワ ー ドとし、 DB

全体を対象とした検索で、検索結呆は最大100(<牛まで表示されます。

(2) Flll1 Se~u'chにはGcner叫 Search (特定主題の検索)、CitedReference Search (被引同文献の検索)

があります。データ年を指定することもでき、検索項目問のAND検索が可能で、検索結果は通

常最大5001'1:まで表示できます。

τコ了て'"伊 ~ ヨ 且 . d  ( 利用上の注意)検索が;í'，~わ ったら必ずLogo l'fをします。
一 τ ，~ ，:.，01 .. { .A 三t~ ""

高咽諸国…山 ~込山 忘れなし、ょうにしてくださいo

~占戸孟:u

'--一白一-. 
、司4 ・.._，，_..... 

~ -"ーE 同.吻ー

. - 幅四民胡 一 一ー

_ c岡田・ _ c‘ー，

一一一一一ー…一一.._.......←
r一一ーー主主J~旦.."，

ヨ迫

1・1.Easy Search 

Topic(主題)、 Aut.hor(薪者名)、Place(著者が所属する機

関や地名)のポすンを選択して、検索(Search)しますD 年

代を絞ったり、 Topic.Author， Placeを組み合わせた検索は

できません。

1-2. GENERAL SEARCH :特定の主題についての情報を検索

検索フィール ド(SEARCI-lFIELDS)の検索語を入力、フィールド問のAND検索が可能です。

-4-
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1) TOPIC=主題:論文タイ トル、抄録、キーワードから検索

2) AlITl-lOR =著者名 著者の姓+スペース+名のイニ γ ヤJレによる検索

引SOURCETITLE=収録託、タイトル :雑誌のフルタイトルによる検索

(1 i引をケリ ックするとジャーナJレリス トが見られます)

4)ADD阻 SS二著者アドレス/機関名.機関名、1l1¥市名、国名、郵便番号などによる検索

1-3. CITED REFERENCE SEARCH :特定の文献が何に引用されているかを調べる

倹索フィ ルド(LOOKUPFLELDS)に検索諮を入力、フィールド聞のAND検索が可能です。

1) CITED AUTHOR=被引用著者 引!II文献の第一著者の姓十スペース十名イニシヤ jレによる検索

(姓は15文字まで)共著者がある引用文献であれば複数の著者名を並べても構いません。

2)α百 DWO限 =被引用出版物 .雑誌は附路、書籍はタイト Jレ'1"の重要語の最初の何文字か

(最大20文字まで)、特許は特ii'i'Noーによる検索

3) CITED YEAR=出版年:引用文献の刊行年がはョきりとわかっている場合

19Y40R 1995 OR 1996のように、 il&算子ORを使って刊行年を特定する こともできます。

このLook-Upでは、できるだけ少ない情報を入力する方がよいでしょう a関連のありそうな

多くの引用文献がヒγ トします。引用文献には同じ記事・論文であるにもかかわらず表記がさ

まざまなものがあるので、このLOOK凹で併記できます。

LOOKUPボタンで条件を満たす引用文献 1) ス 卜 を表示 したのち、検~するヲ|用文献を選択して、

SEARCHポずンをクリックして検索を笑行します。

2.検索結果からのリンク

Web o[ S口巴Ilceでは検索結果からCiled RefereoceリンクとTil11esCiled linkリンクが利用できるの

が特徴です。

Cil.ed Referenceリンクでは、その論文の引用文献の脅誌怖朝i.(著者抄録含む)へリンクできま

す。Tim回 Citedリンクでは、その論文を引用 問.._1.. ...- 山 &一一一一一~

しているCi凶呂 Pap町原著論文の書誌情報(著

者抄録含む)へリンクできます。また、電子

ジャーナルのフルテキス卜にリ ンクしている

ものもありますq

一品」一一一一よな.~.:;-:t・-・町制品・同一ι』一一目~日町一一件

世話器戸空旦盟主出に..・

F且且旦旦旦旦-'.2-.--...，.，叩叩

~竺“一

3. Related RecordsとKeywordsPlus 円止出~~…一一一

Related Recordsとは、 2つのレコードにつ | 畠~ごゴ:ニ
1 ・幅川叩ー一一 " 

いて、それぞれが lつ以上同じ文献を引)1'1し l 

ているレコードのことです。共有する引用文献が多いものから順に表示されます。これは従来

の主題検索や著者名検索では得られないような|刻述文献をすばやく効率的につきとめる方法の

ひとつです。

Keywords Plusは、引用文献のタイ トルから所定のアルゴリズムによって抽出して付与してい

るキーワードです。検索語をさらに広げたり、アクセスポイントを婚やす効果があります。

7マニュアルとヘルプ機能

操作方法などについてのマニ斗アルは、図書館ホームページのデータベ ス検索のページに

ありますロ検索フィーjレドのルール一般 (SEARCHFffiLD RULES)等詳細については、 HELPを

参照してください。

-5-



fk球kr'附属問、'[師Ull Vo1. 34 Nり可 July.2伽I1

文献 紹介:幕末の異国船来琉記と当時の琉球の状況ー① ー

一琉球人ー学科I属1'<1.11節目;所蹴i'i'科目|基l係資料か らー

~Ií fiiiの所蔵資料の特色の一つに、 i'l'純|員j係

資料資料があるが、その中にIBul1文1'1，:Jャ

IKcn文庫jのような外国人の収集による;'1'純
附係のコレクションがある。大部分がJU丹の
文献である。プール文庫の寄贈者のブル師Uhe

Rev. Eari Ranlon BlIlI;1876-1974)は米|重|のメソ

ジス ト枇督教会から派遣され、明治44年(1911) 

から大iFJVJの|問、 主にi中純で布教所勤した立

教附である。ブ ル師は幕末に来琉 した百数

(:iliベ yテルハイムの研究家でも知られ、|司コ

レクションにはプ ル自!日手-21ーさの写しによる

ベ γテルハイム LI記・書簡の(也、パジルホーJレ、

ペリー提督、宣教師チャールズ ・ギユ Yラフ

sinその他の外国人の航海記など約560点の多

数に 1-る。ベッテルハ イム日記については、

間文市以外に、ベ γテルハイムのi帯花 1-1誌と

占，:1l1i抑制ミ等のZt重な自筆原稿が当館にある。

入手の経緯は、InJ資料は これまでベッテルハ

イムの子孫によって大事 に保存されてきたが、

白係にあたる R.Jハンプ トン夫人からJl大で

研究に役立て欲 しいと い う ~~ I向が、問夫人と

うどiA[のあったmt屋善彦教育学部助教授(当H寺)

へ伝えられ、同氏を通じて本学へ寄附 された。

16111:紀頃からアジアや日本及ひ:'Jf，E球について、

i1lji下人による多数の航海記が告かれているが、

その背景のーっとして、西洋諸国の人々がア

ジア苅|主|、 円本や琉球に進出してきたことが

とげられる。 15世紀に凶洋諸国による新航路

発見と科学技術の発展にともなって、スペイ

ンやポルトガル人が東洋に進出、その後、イ

ギリスも 171世紀初頭に進出、オランダやフラ

ンスもこれにfえいた。 18 1t!:;j:~ にイギ リ スに~i'f

業革命がおこり、 19世紀には産業革命はヨ ー

ロッパおよび米国にも波及した。 西洋の先進

諸|託|はllil料供給と附品販売rli場をlJ1;大するため、

激しい州民地鎚得競争を展開 した。 1 7 'llI: k~以

降のfJ'l問状態のトl本にも西洋諸国の人々が、

キリス ト教の布教や貿易を求めて来航してきた。

航海記や来rr:-e記はそういうもとで見聞した114

洋人が【互いたものである o

ブール文庫の内容は当館のホームページで

ホ
AU

 
平山

M

も政J干の 官1¥を紹介しているが、今!日|はプー

ル文)，1<の巾からノ〈ジル ホールの市ItiflT ，記を '1'

心に、それに記載されている当時の琉球の状

況を紹介したい。

外同船来琉記の文献については、{i'l勝利

私:のrn匡l船オ是正末記J(1昭和49{jo9JJ発行)やilt

近では山口栄鉄編著のI外国人来f.ili記J(2000

47JlfE行)等で資料名とそのl内科を詐制IJにが{

介している 。 またその他のW(，~互については山

r 1栄鉄編著『琉球・;¥，Hrs典Jffとうと宇1JゃrJlH1i1と
JifJ，RJ等がある。パジル ーホ ル来琉記及び

ホ ルのすポレオン会見倣肴τに|刻する訳文に

ついては、戦前では伊j皮月城W}波普猷の'k古川、

'1'村治二、志賀重昂、神山政良氏等が新聞に

寄稿しており 、須藤利一氏は『大琉球尚航海記』

の初'JI仮U:琉球島探検航海記jをU(i和 151fにij'L

11本として出している， ii¥H走は大熊良一司tEf 
のナポレオン会見録』こ関する『セント ，ヘレ

すのナポレオンJの和訳本が1位行本としてtB
ている。

ホールの初j版は1818年にロンドンから !I'.1:1，1( 

され、'*同でも 同年 7イデルフイアからln版

されているカペフイデルフイア1:抵はロンドン

版にJtベ、サイズも小さく 、一文字も小さい。

ブイデルフィア版は琉球島の|立lと本文のみで、

本文に|現しては両喜一ともいl符は|司じだが、ロ

ンドンl阪は当時の琉球の風俗を表したカラ ー

のやF絵が多数収録されている他、巻末にライ

ラ号に釆船していたホ ールの友人、クリフォ

ー ドが採集した琉球語と英認をjヒE段対照した

1，000詰近い琉球語会と 118例の文例がある。

この琉球諸説の収録については、 ホールの者

占の'1'で、クリフォ ドが琉球人(兵栄τ1<}}，eUlj、

位以比忠次良等)から琉球誌を保集していく

j)W/'が拙かれている。巻末の流EKJf742は、づE

11をアルフアベッ トで襟記している。その点

6Gもかならずしも 正確ではない所が多いよう

である c 例えばIPigJ(豚)のことをIBoo'laJと

PJ(記(琉球詩で「ゥワ J)したり、 IsirdJW) 
を H o' l oo (鳩)と ll~ り違えているところである。

このクリアォードの「琉球語公」によ って、琉
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Ejt誌の見本が初めて外国に紹介された。

1!I'Ii台11寺代に、ホ ルの外孫、英国の言諸学

者パジル ホール チャンノてレンが来日した

のはこのホ ルの著替が縁になっているとい

われているo チェンパレンは1893(明治26)年に、

i'i'純でlカ月間滞在して、言語、民族調査を

したが、その後明治28年にチェンパレンは「硫

球詩文典並びに辞典に関する試案」を出版して、

琉球認を 11本語の姉妹語である と断定したほ

初jの外図人といわれている。 (伊波普猷全集

約日巻等参11!1) 

7リフォ ドはj点球からの帰JiL後、J琉球で

の布教活動を試みて、英国海軍JiiけJ則云導協会

の設立に奔走する。1843年に同協会が結成 さ

れたことにより 、ベ yテJレハイムが宣教師liと

して派必ーされることになった。ベッテルハイ

ムは 1845王1'.9J'Jに家族とともに英国を山発、

途中、 f存Fもを経11:1して 1846年4月30日)JI¥窃に

到着した Q 1854年7月に、 ペ リ 艦隊ともに

那覇を去るまでの8年間沖縄に滞在したが、

モJHの役人の監視による住民との接触を妨答

されたことで、布教は成功しなかったが、 Jfrt

言r~~史書の 1.1'， 1阪など業績を銭している。

山11栄欽編著I外国人来琉記jによると、医

間lマク レオド箸の『アルセス 卜号朝鮮大JA!.J)j(

向和II:7'句協検記jはパジル・ホ ルの初版より l

tド早い1817年にロンドンからげl版されていて、

同当には英国出発からの全行程を記載、 rA球
のことについてはゴ ピルが要約した"，図の

!IIr封使(斗l国皇帝の琉球への使者)徐穣光のまま

書『中山伝信録J( 1711年)が引用されていると

-・0・u，..， ........，“i 

左・硫黄島

パジルホール著

『朝鮮西部沿岸及び大琉球島

航海探杉:記J 1818年ロンドン版収録

Vo1. 34 No.3 July.2叩 l

紹介している。 山口氏は|司昔のパジル ・ホ

ルの来航の「大琉球島賛歌」と題した概説で、

琉球がまれに見るほどの高度の徳義感あふれ

る人たちの国であり 、西洋の物質文明、商業

主義、重荷主義の発達で急速に失われつつあ

った人道性を、この国が持ちつづけているこ

とに西洋の人自身が驚きの目を向け、そのZF
を遠洋からの訪問者たちは母国のはらから(!可

JJ包)に書きつづけた。琉球人の平和的で友情

厚き民と讃歌したその琉球の民の存在を、:jA

|主|はもとよりヨ ロッパ全土にあまねく知ら

せるi止をmった。グ司監ライラ号鰍長ノ可ジル・

ホ ルの流3)J(1，惑は ロマン主義者の幻氾!として、

f去に批判を受けることになる。

大正元年(1912)9月7日から 11)'113日まで61

1"1にわたって「沖縄毎日新聞」に連載された伊

波J-J械の『ベージルホ ル琉球探検記1(第 Ji官

の朝鮮関係を除く )から 当時の琉球の状況を

かいまみることが出来る。昭和15年に出された、

須藤利一氏の『大琉球島探検航海記jも同じく

告す21言と第3章の全訳となっている。戦後の1J百

平113MIニに出版された同氏の『大琉球航海記jは

第 li;iの朝鮮が新たに含まれており、!事立:で

ryj I坂の内容の不十分を補足して、訳文も平易

にしたと著者は述べている。 m成の訳文は廃

部Iifi:県後間もない大正初期に新聞というメデ

ィアを通して、バジjレ・ホ ルの航海記を広

〈紛介、大正問の沖縄で失意と貧凶にあえぐ

県民に勇気を与えた意義は大きいと忠われるロ

(つづく)

(とよひ ら ともみ 図書館専門貝)

一-
Z_~~ どー... 

r-r t= 

右同il:i収録の琉球語義

ー
_.宅

~ 
L~-
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。開館案内 200 1年7~9月

?月

11 月 火 水 木 金 土

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 L2 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 3J 

日

弓

12 

19 

26 

お知らせ

8月 9月

月 火 オt 木 金 土 n 月 火 7)( 

2 3 4 

6 7 s り 10 11 2 3 4 ヨ

13 14 15 l抗 17 18 9 10 11 12 

20 21 22 23 24 ヨ5 16 17 18 19 

27 28 29 30 JI 23 2~ 25 26 

30 

開館時開 通常期:月 九金 [黒字J 8:30-22:00 土・日・祝 I緑字1 13:00-20・00

休業期:月~金 11')'字1 8:30-17:00 土・日 ー祝 lホ宇|休館

ー休館日 土 日曜(夏季休業:8/6-9/30)、振替休日 (9β4)、

定例休館日 (7/26、8(23、9(27)

木

6 

13 

20 

27 

※ 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)

00  

1:rは休業期 (上映13・30-)
その他は通常期{上映①15:00-)

(上服@lB:OO-)
上映場所:琉球大学附属図書館

11暗多目的ホール

金

7 

14 

21 

28 

又は 1階AV視聴宣(共同学習室)

[ 7月の予定1
7月4日 (水)メトロポリ A : METROPOLlS/I927/ドイ ツ映画94分

7月11日 (水)ジキル博士とハイド氏 :DR.JEKYLL AND MR.HYDE/l932/アメリカ映画 98分

7月18日 (水)キング ・コ ングKlJ可GKONG/19331アメリカ映画 100分

7月25日 (水)7ランケ ンシュアイン:FRANKENST主IN/l931!アメリカ映岡 69分

[ 8月の予定]

土

8 

15 

'22 

29 

B月1日 (水)仮面の米国 1AM A FUGITIVE FROM A CHAlN GANG/I927/アメリカ!決蘭 91分

食 8月8日 (水)大地の子第l部~父二人/1996/N干区放送70周年記念香組，日中共同制作ドラ'789分

同時上|決 迎春花/1942/松竹=市ijlU具合作映画 74分

会 8月15日(水)大地の子第2都~流刑、第3音1¥-再会/1996/日中共同制作ドラ? 89分

*8月22日(水)大地の子第4在日~黒災(へイツァイ)、第5部~長城/1996/日中共同制作ドラ? 89分

台8月29日(水)大地の子第6音1¥-日本、第7部~兄弟(1996/日中共同制作ドラ? 89分

[ 9月の予定l
*9月5EI (水)大地の子第時1¥-密告、第9部~父と子11996/日中共同制作ドラ'7 89分

会 9月12日(水)大地の子第1.0部~菟罪、第Jl部~長江/1996/日中共岡市1)作ドラマ 89分

台 9月19日 (水)風と共に去りぬ:GONE WITH THE WIND/19391アメリカ映画 232分

*9月26日 (水)ゴγ ドファーザー THEGODFA丁目R/I927/アメリカ映画 175分
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