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青年期の読書 tutulの湖|から

大学 2年生の頃、伎のf討を;;r昔日女 f大の友人と

広いていた。 r伐の視は 、ち っとも {業をj'IU;午Lて

くれないんだJ rう~ん、私たちの年齢になれば、

むう、親の方を理解してあげる立場じゃないかし

らワj 僕はめまいを感じた。感性の'1'でk.動汎

が地動説に取って伴わった。 r今ま でu分を '1'心

に考えていたんだ止の ，l'が白分を Ijl'L、に1111って

いると思っていたんだ !J それまでリ]f-!x:人と
いろんな話をしてきたが、これほとの愉吸を受け

たことはなかった。悦点や立場の全く見なる人の

な見に'L、を液ませ、 l陪きとることの重t!tl，1:1似険

した。

「自分は甘やか されて育って 、lは1'1になった」

という反省とも怨念ともつかぬ気持ちから IJltL 、

税自身1'1やかされてTJった人生であることに気づき、

L 、たわりの気持ちが#'1'.えてきた。そのf畳、家族

のあり方と 桐人の|同係、 fl共の精神li"I点民という

ことに関心が移り、その系統の書籍を読みあさった。

さらに、自分のl仰IがTiった文化圏のあり }jと外|司

の文化のありん 比 l版文 I~J 論めよう な b の、特 に

親のあり方、教育のあり方に興味が移り、 T当た

り次第に本をあさったお

結局、興味は判'7:や宗救の領域に』えんで今も進

行中である 。 勿論、'"業ではなく趣味の域を IJI~ し

1=1 

青年期の読書 忠い1:1:¥の必lから

… 111本将彦

Topic 医学部分館自動貸出装置を導入 ぃ 2

基本図書100選について ・・・…ー …'.3 

工'千frl¥111木哲彦

ていな l¥ ~， 人 II\J としてまともな止さ }j をしたい

そんな希世がここまで自分を組んできた。その問、

多くの知織を説.~干から与えられた u

ひとりの人IIlJが体験してlttnする l情報は高が知

れている u その体験不足は他人の体験を受人れる

ことで補充するしかないc r人の知的I!jMをもら

える !Jこれほとありがたいことはない。ある意

味で、 ~a!11I11 に J捉えられな，>，人と Lて産れて、自

分のIi!:W以外のことまで知:)、さまざまな原埋や

法則 |刈以関係に気づいていけるのは、人間存Gー

そのものの，U味であるときえ思う D

「討し1
1t:1J:、1'，:I'i'とのJJ話であるjと日われるが、

読析にと っては ω 均的に著者ーからのu、j主である。

これが.xは市安ではなかろうか とにかく、著者

の!JJ~I を誤解しないで終わりまで fl':慢して読むG

この151ι的 中古川的な活動は ，，;.(1' WIに必要な作業

であると 'L~' じる。文字を読み取り d耳:に変換し 、

思想ゃ'L、迎1. ~'N i写、そしてl乱設やj-J;出に変換する ' L、的 ー

知的作業は人 Irljが獲得した高度な能}Jであり 、死

ぬまでに |分裂 Lみ活問しないとも ったいない。

大学院，+:!lS:代、ある時期二週間近く、身体作業

ばかりを続けた1時間があったc 久しぶりに本を開

， .て丈字を jllったとき、乾いた慨に汗f水を注がれ

るような t出:jt-i J:l. t)た気分を味わった。子干葉は人の
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あり方を決める 。言葉は人の頭の Ij_1にあって、人

の行動 。判断ー感情を律する。そういう芯味で「始

めに言葉ありき、ア?議は神なりきJなのかも却lれ

ない。言葉のつながりは思想でもあり、説。!?で培

われ、磨かれ、人的生活の仕方 。あり )jとなる。

良さ言葉を鎚得したいものである。

読書嫌いな人l立、 1師1'1そうな本を読む乙とから

始めればよい。，I)!，い/1¥の殺害ーは「詐川英治. 二同志」

だった。大ザ li';;'1・H引に、分冊になった分以い本を

思い切って到った υ 少しづっ読むつもりだったω

夜中に読み始めたら 匝11内くてやめられない 1 読み

つかれて本を閉じ、しばりく 1-211)'I:rt'f'Iるのだが、

気になって日が州め、また読み続ける。そんなこ

とで、予想外に問IVlli¥]で読了した o lH1証の読書の

経験には股~である それ以後、パルパヅ?の「大

地」も読んだ。ー度、長編小説を読むと、それが

内信とな って、 i也の長編にも手を出しやすくなるo

読書ではないが小説の延長としてj江い映何も人

的を彩る。アメ リカ I~，阿に多いホラ ーやパイ 叶レ

ンス もの、 CGのH術を売り物にす る作品は感 L'

しないa ただ刺激的なだけだ。良い脚本によ って

ほ意深〈作成されたものは鑑賞にイIf(する ，}:生時代、

f~ は自分の犯した:巴 ι11 のようなもののl'tf.Eに苛ま

れていた。自分のエゴζ よる醜いr'I分に !'i己胤恋

Lていた。そのH手|赤いテント」という lりl耐を見た。

気球による陸地探検を試み、I!f落、迎級。アラザ
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ンのJIIlで7-:";卜を亦〈染めて政援隊への目印とするe

j!!(山されるとき隊只を伐して q'<，身帰還 Lたため 111

のjjt'I' IJ を受ける隊長ノピレ j"~:"11の内'L'を描いたも

のだった ，この1'1:，lu'，を餓て、 {也にも似た刊しみをnっ

ている人均九 hること、前されることもあることを知っ

て111;(1)'1'のlよさに思い宅ることがあり、精神的に

淳、にな った。

l決 I'hj ゃ立学の ~~T1itにある人 減ずる人も人間で

あ1)，悩みながら生きている t，!J:.際司ードリ f へ y

パノがl映州評論家小森のおばらゃんに語ったこと

をおばちゃんはある制比Eに'liXせていた。 r'抗kは

たしい人ですね |と言うと「広は 1'1分をた人とは

.¥'iわなL、。ただ、長い品しみ(二満ちた人生の巾で、

円分の人 '1，は 白分しか j~f圭を取る者がいないこと

に気づいた そういう心の修業 繋里IIをしたら、

心カ吋年くなり、それがひょっと Lたら布、の魅力になっ

ているのかも知lれな い (要約) .1とニコニコしな

がら件えたという a 縦 ~I~ を経験したオードリイは

地面U);llのIj'で II)}、を以点とする限付'~ ，納を，n保した

のかも知れな L、。夫編、家族、友人そして担会 ン

ステムの巾で、確闘と LたOiJ(を降立したのだろう

そんなことも説舎で知った

;克J:は人生を些かにする c Jl ~ rは、そして良い

l決阿は人 '1 のH'í j: 1 を与えてくれる。 JJ 、jjcな!~~惣だが、

1'(11:.1時代lょJυ、占符をたくさん読んでおきたいc

(() (やまもと てつひこ 工学部;救綬)

_IE宇部分Itli!l書S身貸出装置導λ

医学部分館では本年4月25円より、スリーエム社の[;(1，1:， n動貸出装置が稼働しました。貸出は

鮪使で、処里F も '1 ' いので、カウン 7 ー業務の省 )J化につながり、 ~JJ !:l~が IH ていますロ この装置

は医学部分館の2411主開館へ向けての 一環として導入されました。

今後の課題として、 図書全1111のバーコードの演替、教J[ilk民間の{i!.l気式貸IIHカードの作成など

が残 っています。JJ!イEは大学生以び大学院生だけの干IJJIJとな っています。
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基本図書100選について

附属凶書館では、 1)占本図書 IUO選Jを企|刊してい

ます。'1'央教育'Ii!f;i話会は2000年12刈の丈庁1>)，1:;μ

汁寸る符rl1[fJiししもlh)'代における教徒教育の (10り

}jについてjのなかで、この「歴史的な似J民間j

変 革j切における igj~ J を乗り越え、我カ' 1 "1のトl会

>>..び個人が「より r.11かな存立基性を J-Iち立てjる

ための原動力と L て「技J't J の意義を á~己 主 .人:'7

において「教妥教育の{;i:;}主を再認J此」することの

必:ltt'tを説いています。本学においては将米日1Plij 

のなかで 「教廷に12み|可ド活性豊かな人材 fi1北Jを

メイ / テーマのひとつにtlJげ、全，'l-:をあ 11'てこ

のIt4J題に取り組んでいますコ

図書館は白学日仰の場として、読書をとお L学

生の幅広し、教養を 7 ，1ローア ップする n(I()で、こ

れまでも教義図古のずじxを図るとともに、教'1¥の

~ It 脱|叉|奮を「前山案内 l として、ホームページで

約介するなどしてきま Lたが.充分にその成以が

J主せられたとはいいがた い現状で司 。先の件 1[1に

基 本図書100選 コーナー

，、

おいても、山等教育段階で r'，~i. (.IIJ分野にとらわれ

ず帖'dよい分肝の 1Ii今東凶のす，-片に1J!しむjことの

霊安刊がうたわれているところです。

本企州は、，iA.;~t. によって，y:~L:.の校長を向的、 J}l.

ftの干l-itにふさわしい人!日j↑生をj長くことを目的とし、

教自の協 }Jのもとに沖縄・環境。、l'府l 凶際化を

はじめ とする Illj，¥1よい分野から、 J，';1'II'，な教養に資す

る1"1出1UO/}を選び、図書館本的 2附ラウンジ及び

医'宇部分向 i の t占リ 11 コーナー に設 Wr~ L、広く周知に

努め、その干I[川を促進するものですの

耳I(E、本金州は、名う'利iをとおし教官に推薦岡

市の{貞利をiIっていると乙ろで 1[-，IOn本に各学

部からの I'H与をまとめ、本有 1['には)，~4' I'XI書とし

てIOIl}止 を選定 L、公表する予定です。 10日選の内

科については本誌でも紹介することになっごいま

すのでご!UI1J'ください。

戸、

、、
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**古 図書を探す 女史食

'1'央図書館所械の問書は、 主組に比.じて 11本 卜jj!5Hl'i il: ( N OC新言T8 J加により分類され、

分]g!蒋号 11阪に佐んでいます。閃~I i は約;)<:記号から捺すため 、借りたい図{~rのれぷ記号を硝付、め

れば、直桜11卦奇i!へ行って探すことがtlll米ます。

|苅容の検索には次のことおりあります。

1. 蔵書oP A C =Online PlIblic Ac回 目 Cala10g(hlt 1.:/lwww.1ib.1I-ryukyu.ac.jp) 

2 カード日銀 (古い図書で、 OPACにデータを始ど移し終えていますが、 ，';l、発行図書を

検索する場介は、念のため利用してトーさし、)

巨王玉:gで閃15を検索すると、下のような所雌情報画1mが表示されます。214際の本の背には、

:{i下のラベルが貼つであり、請求記号のJllr!に書架に並んでいます。

918.6 1 一分類番号

一所蔵表示困問の仰J-
(例 1)所蔵情報一

巻IIlr次・
|亘lilHO・0020000096301

訴求記号 780.19::AB 

所イE:本館閲覧室liRli!.: 
貸出:IRi.比貸出可

(例 3)所蔵情報ー

巻↑IIr次
IliElflD : 0020000038857 

請求記号 K596.1::mく

(官IJ2 )所蔵情報

制己記号 I Sil15 

5 

巻IIlr次
図75二ID・0000820376602

請求記号 918.6::Sh 15::5 

所在本館図書占J~f

t'fll¥状況 ・貸出司

(例 4)所蔵情報ー

巻jllr次 ・[正]

図書10:0000990143797 

rin求記号・ K369.26::0K::1 

ー著者記号

一巻数

所在本館(沖iOi lJ' ;j，I~山梨 |亙|鉛
i-'fW状況 。貸出可

所在 ・本館f(刊I，.:ti)i' l' ;¥dU:m・+<閉梨)。

t'f ，'1'，状況禁帯I:fj

。 教官と院当以外は沖縄問梨室に入室lJll来ない為、 j'llt{li陶製室所蔵の図書を開覧したい場合

は、カウンタ一世間え十lけの「館内閲覧利JlJ票(郷土資料)Jに必要事項を記入し提出すれば係員

がH'，納 します。

区三回盟 ーカー ド目録の例ー

請求34サ

141.93 の2i梨上の

Ki68の所にあ るこ

とを表しています。

一4

北村 IImVJ
人間形成の心理

J七府]11]mi J1tl手口46(1971) 

2461'. 22cIl1 

O 
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一資料の配置案内一

4・ ー-------------・--------ー・.ーーーー.0. E ・ーーーー・ーーー・・ーーー‘----ー----司・・ a ・----・.0'司

閲覧室 書 庫

(31'窓)平日凶書600-999

[図書のフロア] 与 ilj学資料・文庫( ・ I~良.矢内原)
・ーーーー・------・..一一・-------------・4ト圃』晶一ー・ーーーー
(3E室)布l図栂400・、599

1/ 31' 
文}Ili(~!}j川西脇 Kerr，jfl'原，1士113.奥旦宮里)

(3B室)栴!洋図書400-999 文Inlコーナー (3D室)，[11図書

:/ 210.6-366 

げIJ，~留室(而k弘沿学)L和生孟洋一コト制-lz←l脅)F円0|0本品泊0~I丈b而耐耐耐2化一旨L耐h両dが品耐“99二斗み与紹}討而19'介図一l凶羽際芭資料

ー唱------ー----ーーーーーーー，守..-合一宇・ーーー・・・p・ーー.--ト..・干守一宇一-.・

(3C"言内l図書

1/ 000、210.6，366-399 

(2F主主)洋雑誌

[雑誌・参考図書のフロア] ー・ーー・.ー・・・・・ーー+一一..・・ 4 ・ー・-----------晶骨骨----圃

2F: 
(2E主Ii羊雑誌 他大学紀~

1/ 

但rリlf3ヲ宗ロ{Y2ウ)ABン沖ンS賓E縄ア〉ジ帰参閥開}着考新係米河関纏岡番筈誌制ア望書密コメ ナ H録カ ト

: / (2D室)手U WF:ft.t~
リカ研究l:gl存
------守-------ー・ー.ー------- -------------ーーー・ー--------・.・----ー四国.---------------

コーナー 肯歪iNl (2C本)，[日雑誌 1/ 指定図古

[マルチメディアのフロア]

ー..・-------・.------・dド-------一守ーー・・・・・ーーー・・.----

悩報検索室

'1' 31' 
(5間)

31' 
(4層)

'1' 21' 
(3屑)

21' 
(2層)

11' 
( I層)

一般図訟は 3階に配架されますo r閲覧室の出|笹」は 1990年以降受入れの図書ですが、和洋

混配です。 r替wの図書jは1.989年以前の受入れで、 31惜は和図書、 lil皆に洋図書と別々に配

架さ れています。

年|間約 2万1m以上の図書が入荷します。装備されると図誌 は先ず「新着図書コ ーナー(2階ラウ

ンジ)Jに1-2週間展示された後、閲覧室に配梨されますが、「新若liil書コーナー」からも貸出

します。

-5ー
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文献紹介 :幕末の異国船来琉記と当時の琉球の状況ー②一
一琉球大学附属図?f. in~所蔵州側関係資料から

須藤氏司訳tの 「大T琉)1i点1U上球，j(ふ村トR，I向|

l戸同工可l品船(白}来E琉荒，j込ιj f所珂 リ収又わ)の j榊~:f午説によ jれLば、 ホ Jルレ{航1監i 
長、 マックスウエル隊長等がヰ九、るラ イラサ、

アJレセスト号が英国を 出町しして、中悶へ航海

した 目的は表IIlIきはアマ ス ト仰を首mとす

る"1"国毅持のための派遣であった。

広東(カントン)におけるシナの地方官75が

行易品に主税を ~mそうとした全 |丑| があり、そ

のために莫大な損失を蒙むる広東の商館と収

I:P度会制が、その対策を本国政1ftに請願した。

英国政府は北京政府との交渉にあたり 、アマ

ース 卜卿 を全権大使に任じた。大使一千lは

1816年2rJ511、巡洋自信;アルセス卜号て、英l厄|を
Itj !I発した。途中でホ ル艦長の不いるライラ

りと落ら合い、3隻の脈|琢でlよ以にl旬かった。

アマ スト即"大使一行は広東で降り、 8)j卜一旬、

隊i陥北京に向かった。そのrlrJに、アルセスト

庁、ライラサ同紙は朝鮮、及びJJlc球列烏jjn国

の、ほ とんと欧州人に知|られていなかった海

洋の探検に利用されることになったのである。

刺鮮 を<<f111して、 9)j13日、 'f'iiij'1' に J~U;Rの
けルファ アイランド(注1)をi!!lj品、 1411昼

g'ーは沖総本島に接近し、南 Fした。15Rには

本島最l布引Mの島尻の存屋武;rl'に仮泊、 翌 日、

16 LI (注2)にふたたび北ヒ して、 '1後2111頃、

;(1付洋面に到着したo 以後、 10))271二lまで、

琉球に滞tdしている。その問、来組員の一部

はiCIの京税寺に滞在した。 ホ ル一行は、JiI[

J;R国王との謁見を試みたが、来たせなかった。

海洋及ひ'i1¥岸の測量が主目的であったため、

ホー ルif!1)は謁見を強裂することもなく、あっ

きり 断念したという 。それにより琉球側 も安

諸したようである。アマース ト州大使ーf]の

北京政府との親替は失敗に終わった。 北京で

制貴国の使|立扱いにさ れて、 lぷに傾をjl]Jしつ

ける「九拝」の礼を強~されたが、それを拒ん
だためといわれている。

呉国船とは、欧米国籍のli(}で、南蛮tli¥、府j

附陀国船主字国洋船を総称 し、f}，fj;Rでの汎称は

「うらんだあ船」 である。 「うらんだあ」とは

当11寺のjrlゆlliでは西洋人に対する総称の意11:1<で

6 

{I.!):ミ|王朝l美

111:っている。In)訳文ーには随所に流J判qllの記録

として『球|場』及び n'll主|日記11fIt球側の

11記が号 1111されており、 11英双方の意向及び

I)"JIを知ることができるo 以 |ご「大琉球舟航

海叫」から yl~1主|人 に ~，)する烏 1>;';の好奇心、や‘ " ，

11.¥'の琉球の風俗等を記述している例IYTを何点

かJ友粋する。

r9)116円、 ライラ号 <rl'略〉、アJレセスト

号は11司から半マイル離れて、それぞれ投錨 L

た。たちまち、島民を t前;1&したたくさんのカ

ヌー(1土3)で取 り閉まれた。彼等は (-!!¥までi!li

hて、ぞろぞろ船になって きた。<'"田島〉船

と・|ι行している海岸は、おひび、ただしい見物人

てで、ある。 色とりとど司りのlリ川服H山IA'袋のため、 はなやか

な光封、を呈していた。」

「彼等(注4)の服装は市災にも典 ~jÉなもので

あった。ひろい袖を持っただぶついたゆるや

かな4ト衣に阿ひろの涙イ((な1i'i-~取 り 納の荷を

締めている。此色い 11')筒形の帽子をかぶり、

木綿できの鋭靴というより、靴下と必の草履(iI， 
5)をはいているの三人とも 扇子を川一参してい

て、1史わない11;¥は帝に挟んでいた。帯には小

さいパイプと燥革入れをぶらさげている o J 
「今Uやってきた 人々の、色 とりとり、 柄 さ

まさまの服装での見物であった。大部分lよ染

色した木綿だが、中にはミ「描き抄LIftのものを

ずlたのもいたく 中略 〉。 般的には青のおfが

立:配的であった。 子供は慨 して大人よ り派手

である。婦人はまだ一人も会はないので(1主6)、

とんな服装をしているのか、述べることがで

きない。 J
「艦尾甲板(汗 7)に備えた望遠鏡でホールI!!IJが

見た僑(1白高紅)の光景、は次のようなものである。

1I1舎の方から米る箆を lij~ 1'.にのせた久会たちは、

上清 l i 、 ~j物 と 違って、 iiÍj があいてお り、 '出

を締めていな L、。前のUflかない下25をつけて

いる。一人のkは、イ ン ドでも 見るように子

供を尻の上に背負って、子供のiffij干は母親の

肩に 、母親の腕は子供の11要を抱いている。良

夫が臼で米をついている o 石橋のかかってい

る両岸では、 衣1Mの洗棋をしている。それは、



琉球k干附脳同i!~~lÏ帯i

インドJ!l¥¥のi先犯で、ノkに浸けでは、 6の上で

たたくのである。」

「役人はたいがい、 l、2人の也了ーを引き具し

ているのが7ifであった。息子たちはいつも親

のすくそばに侍していて、何か珍しいものが

あると、その布1II広前へ111111'， される。このよう

な;!Ji去で息 lにたちは、あらゆるヨエ物に利しむ

ように育てられるのであるが、彼らほと礼儀

も正しく、愛 li'jの深いものはなUυ」

「チ{共の者一物は、派手に花が染められている

ことが多し、 IH天または寒い天気には、役人

li一的の外資を着ける。これは!弔い特色の羅

紗で仕¥r.てたもので、飽の上に:rrて、前でポ

7ンを締めるo 中:1援はすべての階級を通じて

まったく同様である c 流の人々は内木綿の

)~袋をはく 。 J

fl皮等の髪の毛は真黒で、純物の業から絞っ

たけをつけ、いつも艶々と光らせている o 笑

の結し、ブJ(I主8)は一線である。2自のまわりから

毛を欠き扱きあげ、 l買で|司い結びを作り、弟1)

ってある頭の)i'iきをちょうどおおいかくすよ

うにする。結び二巨には日本の金属製のピンを

挿すc J 
「儀礼的な場合、上級の人はみなハチマキと

呼ばれるーやFのタ ーパンをかぶる。これはIVJ

らかに円筒に帆広の帯びを巻きつけて作った

もので、 引 IJ111骨) I、i祉の人々 は時にはIiJ1のま

わりに色染めの布又は手巾を巻く 。これは I'}-

左琉球の士族の必需品等と万円羽の橋

Vol.J-I Nv.-I (λlober 2001 

ジと呼ばれているωJJIし若はう 1いノド約の示

物である。"Hは肉体に l立桜装飾をつけない‘

鯨(I19)もしない。腕に.f.i，'，笑姶のマー?をつけ

たd(lj、をみたことはあるが、一般的に行なわ

れていないん (つづく)

tとよひら ともみ図古館専門D.¥)

(11)硫抗島

(U，2)11-I1岱7月251'1

(1.工3)小さし叶白のこと

(714)1立人たち

(I上5)JJitrtの人々は雨天には広い帽了(クパttか)

を使JIJし、 lvI)視の株わりに下!駄をはく 。

雨にぬれないようにI，Hii揮を使用する。(山

LJ栄鉄編新『外同人来琉記j所li:x.参JI日)。

01:6)見物に婦人が見あたらないことは琉球制IJ

のH百己(~~1凶 LI 記)の f.!<共附蘭陀人え不

比様例敷締 h 百]巾波 f~J の通り、王 1ft は

J;lêJ~の女性を外同人の Ij からきびしく速

さけていたからである。 (r J~凶船司王琉

記jの訳注参照)

(ij:7)停泊中のライラ4J

(l土8)プ'J7カシラとよばれる当時の琉球の射性

の髪12
(往9)いjl ずみn 当 H守は l!~J件者を意味オるもの

として琉球の仰人が手の庁I}，こハジチと 11千

ばれる人墨をぬし亡いた。

問、ふ 「い
p

t=一"一-
y -・・"

右漁師の入墨

左右共パジJレ・ホーJレ著

『朝鮮西海岸及び大琉球烏探検航海記J18181下ロ ンドン版収録
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。開館案内 2001年 10-12月

10月

II 月 火 水 木 金 士

2 3 4 5 6 

7 自 9 10 11 12 13 

14 15 26 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

11 

4 

11 

18 

25 

お知らせ

11月 12月

月 火 水 木 金 土 11 月 火 水

2 3 

5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 

12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 

19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 

26 27 28 29 30 23 24 25 26 

30 31 

ー閉鎖|時間通常期:R-金 [黒字] 8:30九 22:00 土 ・|二| 祝 |総字J 13:00-20ω 

休業期 :月下金 I青字J 8・30-17:00 土 ー日 祝|赤字l休館

。休館日土， [:111程(冬季休業 ・12/25、 1/白)、年末年始 (12/28-1州、

定例休館日 (10/25，11/12) 

木

6 

13 

20 

27 

※ 本館lでは当月、翌月の開館案内(カ レンダー)を入り lー|及び判示仮に掲示していますG

ご留意くださ U、。(年間の開館案内はホームページをご覧くださL、)

図書離畑孝ぎ
。00'0あの思い出の映画をも うー度 。00。

食は休業期 (上映13:30-)
その他は通常期(上映<(;15:00-) 

(上納②1自00-)
土映場所琉球大学附属図書館

l階多目的ホール

金

7 

14 

21 

28 

立は 1階AV視聴室(共同学習室}

[10月の予定1
10月 3日 (水)伊豆の踊り下 (Et骨五所平之助)11933/松竹部国映画 93分

10月10円 (水)拝啓、検察'1当閣下殿。 THEINSPECTOR GENERAL/1949/アメリカ映画 102分

10月17円 (水) きけ、わだつみのJli: LaSl Fre i e l1 ds/ 1 99~/府吹映阿 1 29分
101J 24n 水)処女の泉・ .Ju l1gfru kae ll a l1/ 1 960/スウェーデン I~毎回 90分
10J'131日 (水)革命前夜:Prima Oella Rivoluzione/1964/イデリ ア映画 112分

[ 11月の予定]

11月7日 (水)シェーン:S ~lAN E/ 1953/アメリカl央阿 Ilg分

1 1月14日 (;J()第十七捕虜収容所 STAL-AG1 7ハ 953/アメリカ I~凶1 119分

11月21円 (水)裁かる、ジャンヌ LA PASS10N DE JEANNE D'ARC/I928/フランス映画 80分

11月初日 (水)ハスラー Tl-1EHUSTLER/196 1/アメリカ映画 135分

[12月の予定1
12月 5日 (水)地上(ここ1より永遠(とわ)に Prol11Iーlere10 Elernity/1953/アメリカ映画 118分

12月 12日 (水)生まれてはみたけれど (小津安二日11作品)/1932パ公竹蒲凹映画 91分

12月19日 (水)砕衆 MEETJOHN DOE/1941/アメリカ映画 123分

食 12月26EI(水)第九交響楽 SCHしUSSAKKOR0/1936/ドイツI決闘 98分
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