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今朝掌上明珠」

一文 淵閣凹庫全蓄電子版についてー

「昔日汗牛充棟

博志

とともに、ふつう漢籍と総称される中国の図書の分

鎖方法として現在なお多くの図害館で用いられて

いる。 r経jはいわゆる儒教のパイプルである阿

智五経とその研究書、 「史Jはl'I史。地迎関係の害、

「子Jは各種思想家や科学技術関係の舎、「柴Jは

詩文;や奏議等を含む文集 額瞥等をいい、哲学

!と学 文学のみならず、自然科学 技術の分野を合

明，

石崎法文学部

品
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文i!出閣凶lill全書電子版がこのたび我が附属図替

館に導入された。これは、文淵閤I!!J庫全舎という

中国古典籍の一大コレクションの全ページを画像デ

タとテキストデ-01として l80枚あまりのCDIこ収

録したものであるが、この場を借りてこの困問Jn~ 

な資料を紹介させて頂こうと思う。

まずは、電子・版の元となった文淵閣[生IITll令世に

|犯してであるが、これは凡

そ中国に携わっている者で、

四国E会嘗を知らない者はい

ないと思われるほど有名な

叢書である。 しか L、念の

ため概略的な説明を加えて

おこう 。この凹庫金書は、

清の乾隆帝の救命により、

紀H却が総編纂官となり、二

百三十人の学者の手によヮ

て一七八一年に完成した包

いわば中図文化史上の至宝

ともいうべき中国古典籍の

一大コレクションである。

分類 は 経 史 子集の四

部からなる。この凹部分類

は、さらに40類の下位分類
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杭.~R*^;' I制時図書館紺

む伝統中岡の学術全般の図舎 を分類繋四!する最も

効率的な分類Mtとして活用 されている 。山JI1Lií~ 

」}に収めている書籍は、 『永集大典』に収める市、

'f.o; IIJの磁『iF、地方で発見された書、献 1:された内、

JJ:HlJにi/'(イl'している寄等あらゆる 昔物の r!-，から旦

質なものを選び出したものである 。それらを松定

して'号本を作り上げ‘それを間部に分如 しJl4つの

gW'二分けて保一存 Lた。凹庫 という名はこれに法

づく 。そ Lて、約一十年の年月をかけて3462.f<[(，

79582をのJ?を写して完成した。三ヨ:4くは全部でーじ古1¥

wられ、山H主ITJとして宮城内の文i1j:!1制‘ イ手天の I

iifJJ 1制、 F九河避暑山庄内の文1'1'1湖、刷l列IlII1λlの丈出1

I ~I に、 1立問に揚州大観堂内の文限|倒、銀江全111

... 1ï: 1人!の文宗 |湖、抗州~因守内の文 ìl制削にそれぞれ

収めりれたa ヒI制中、文陸ー文宗のつ|品lは太子夫附

の札で、文iI~!閣は~布]凶の古Lで焼失 L 、l也のも の

も引き続く戦乱によ り移動を余儀なくされたυ 且i

(Eでは.文淵|閣のものは北京故宮博物院に、文樹i

|時lのも のは遼寧省図沓錆に、丈津閣の bのは|仁J;(

凶-2i:fifiに、文ilt.JI剖のものは所iC闘書官nにそれぞれ

1~~~~- されている 。

19世紀以降に刊行された悶牲を別にすれば、 f文
iJ::11出|且脱会む』は"1"凶の古代から乾|後j山までに l刊

行され、当時まで現存した殆と 全ての ~I I~:: を集め

ているので、凹Iilf.全舎に収録されていない1"'1万は

約どないとい って よいほどの内容を誇品。袈する

に凹1i¥1全占を所蔵しておれば、乾|を以前の|時代の

'1 >[1.1研究に|測しては学術の全分野において必要な
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文献をj!i'j.与 したことになるのである。苫符版の『文

淵 |副凶hI1全省 』 は、 全 1.5 001111-(洋~2・ B5判 、 1 IJIf平均

800頁)1;1、全部で3.457極‘ 36.000余部、巻数にして

79∞o余巻の舎物を収める 部数の多さだけでなく、

このl(，容の作成から刊行に至るまでの舵!との重み

においても、 jlt界中のあらゆる叢沓を11:倒している。

この四国E全書の書籍版は大変なよ::j(i日iであ ったの

で(発充当初は一千万円の他が付いていたと Jわれ

る}、本学が購入するとすれば大型コ レクンヨンJ泣
いで勝人しなければならなかったじしかし、「大明

コレクンヨン」のP.iYl入には山J，tl.jがあり、 Jレ1+1Jili 1"の

1:1<1立大.}のなかに lセァトでもそのコ レクションが

rir脱されていれば、同地|互に属する大q:ではfHJじ

ものを脱入するこを許きれない。九州地rzとはい

え地峨的に九州と隔絶している本学もその制約の

ため納入できず、書籍版の帥人はどうしても滅的

る他なかったのである。

LかL、モノがCD-ROMになると訴は別である a

大型コレクンヨンの鱗入の制約を受けることはなし」

また、価絡も購入時には200万円となっており、、lF

m版とJtべると非常に安価になっていたことにより、

図，'Fftfiで購入することが実現した3

四庫全曹のテキス ト化

この『凹庫全量tJ電子化の プロジJ.7 卜は、

lり96Jloにはじまったり 81.0:'1にi主する腕木な j，'i械

をOCRと人手でテ キス トデ-j1化するため、M:椛
JUJに113600人のスデッ 7が動員された。中1"1でこ

の問団B全世"'[lrl慌が初めて先

行されたとき には1;'，'11什'1二光
棟今朝i掌上IYJJ車」と点されたの

つまり 、t%1J:rひっぱっては'1

馬が汁4 をかき、!l'tみ上げては

家の仰木にまでMlくく勺いの

政書量」であったが、今 11では

「掌中の美しいj車」となったと

いう吉1:1味で、この ii柴のなか

には }jJiliのiil物が下の'1'に収

まってしま うぐら いにな った

ことへの筋きが'恥l!(に火山 さ
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れている。

この膨大なコレ?シヨンが

テキスト化されるなl~，は拘1め

て大きし、。何よ りも 、八億'(

あまりのテキストの全文検索

itJ 
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ができるため、そこか句人物の

伝記やその情報を目11mに取り出

すことができる。例えば、詩文

の読解に|剥 しては、詩文の 1=1='で

1'1!われる詐同《とのような典拠を

持っているのかをIY]らかにしな

けれ1;(、その詩を型I1W(.すること

はでき ない。 そのため、 ~~J拠 し

らベは詩文読解にはi誌も必1虻的

な作業となっている。しかし、

これは同時に最も1I~~11lJ を貨やす

作業とな っている。従来、特に

索引のない書籍に|均しては官頭

から末尾まで全てに 日をjillLて

典拠を突き止めなければならな

かった。しかし、全文テキスト

lほの笠場によってその作業一時間

が大中日に短縮され、その分、多くの文献にあたる

ことができる ようになる。また、言語研究のjニでは.

JffのJFIf9IJの変i些や文語、の変化を見るためのデータ

づく りが、たちどこ ろにできてしまうという メ1)") 

トがある。

m子l仮四庫全容には、{!f名、著者、キーワード

など多彩な検索機能が1~li わ っており、 目的の.Ji 絡

がrJ'国の書籍分m法である凹部分類のどこに分釘l

されているか知らずとも、容易に捺すことができ

る{もちろん、 rl ' 凶学の自主礎知識として日 当てのl~t

絡が四部分類のどれに入 っているかに通暁してい

ることは必要である)。また、原文のコ ピーや、該

当個所の印刷も可能である。そして、't'I:L-f1仮はl川

[1¥(全性の本文のみならず、電子僻舎や他利なγ-

Jレも備えている。昨典 僻書類では、古林大 e}~IU

版11:( f担庫大附j}1~)や上海人民出版社の {小情占

拠諮字典} (附耳l字幾音系統)、また、 干支を困層

に変換する「古今紀年換算Jr干支/公元年換幻」な ど

も含まれている。

四庫全書 を使用する際の若干の注意事項

このように、この凶席全省電子版は極めて街JIIで、

中国関係の蔵舎が乏しい本学の悩みを一気に解決

するものとなる。 しかしながら、この全文検索版

四庫全省を使用するときには、若干のil'tJ:が必要

である。笑は、 l出JIl1金舎の画像デ-7は凶h11会む

をそのままイメージとして取り 込んだものであるが、

テキスト版は上記の ~II <、人海戦術によ って入力

VoU5 No.' Jan 2002 

されたものである 。そのため、若干の入力ミスな

どがある ことが伝えられている(例えば、 r~1\J を 「熱J

に5呉るなど、い古、にも OCRソフトカ叶日J.i畠いそうな

ミスもある)。書籍がテキスト化されること内体は

福音であるが、それに錯誤があ るようでは意味が

ない。 賢明なる学生諸氏においては、 ~ib子版の書

籍を論文やレポー ト、レ ジュメにf士mする際、必

ず画(~(データとテキストデ一世を 1 ，lijJJ 参!恨の 仁 、

引用してほしい。便利なものには川心が必安であ

ることを，忘t'lてはならな ¥;>0

また、キーワードの入力は、I}'凶11tで行わなけ

ればな らない。 ロー 7 字持音による術体字、注音

符号による繁体字、苦1I首の分'i.¥'iなど、ある程度中

|副部に習熟している必~がある 。 また、元となっ

た四郎会)~i'そのものは淡絡のコレクションとしては、

比較的新 しい)坂本を使fflLているので、泊朝の学

者古匂 IJfl している書物でも四iilï全1~1:の版本とは異な っ

ているケーλも少なくない。そういった意味では、

四li!l全舎に収められる文献も多 く流布していた版

本の一つでしかなく、その使mに|測してはこれま

でと 問機の注訟を要することは言うまでもない。

どれだけ1T重な ものでも使わなければ宝の持ち

腐れである。中国学を志す者だけでなく、それ以

外の専攻の方々にも、是非とも l到底全容を使うこ

とをおi問めする。そして四iili全世に収められてい

る文献を過して、中国文化の奥深きを体験して欲

しいと悶lう次第である。

(いしざき ひろし 法〕ど学部助教授)
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琉球大学附属闘命館報

附属図型jニ館では 2月6日(水)から 11日まで、

JJ~NJíのパレットくもじリウポウホ-)レで所蔵批重

生辰 「文献で見る沖縄の歴史と風土jをImi佳しま

す。附属図性鉛は1950年の開館以来、 )'1'純関係資

料をひとつの絞として文献資料の収集に努めてき

ました。沖納関係資料には、伊i主普猷文庫、 十l'原
普忠文庫、 1'1'宗根政善文庫、新しいと ころでは昨

年寄贈を受けた附原貢文庫な ど、先人たちが逃し

たf.i:重な倒人蔵前が含まれ、今日の)'I'N'地学研究に

欠かせない資料となっています。

これらの資事|を公開する目的で、これまで図也

熊本館において毎年 l回計8回にわたって、所蔵

資料の展示会を行ってきました。今回の展覧会で

は、それらの経験を踏まえ、沖縄の歴史と風土を

広く一般に紹介する目的で、伊I止普餅;文1mやや1'1.点

普忠文lilIの「おもろさうし」、さまざまな江戸上

り図、ホールやペリーの航海記など、代表的な計l'

純関係資料を取り上げて展示します。また附属図

書館の近年の成果である文献の電子化資料も併せ

て展示し、パソコンをとおし公開します。

学外での展示は今回が初めてになりますが、こ

れを機に、できるだけ多くのみなさんに、Jife球大

学のJt重i!iに親しんでいただければ幸いです。

会期 .

2002年2月6日(水)-J 1日(月)

10:30-20:00 (1 1日は18:00まで)

場所 :

リウボウホーJレ (パレットくもじ 71精)

Vol.35 No.1 Jan 2以)2

1Il:書展

入場料:無料

展示品:約100.<2.

内容:

1. おもろ さうし

「おもろさうしJ(仲吉本、田島本、1'1'原本)、
「滋効験集jほか

2 近世の琉球国

rtf.安日記j、「女官おさ うしj、「問得大君

加jJ~志鎌御新下日記」、「琉球諸島海路|主|

巻Jほか

3.江戸上旬

「琉球人行列図錦絵琉球国来l博記j、

「琉球慶賀使略」ほか

4. 来琉外国人

ホー Jレ「大琉球航海探検記J、「ペリー提

督日本遠征記」ほか

5.明治政府と琉球処分

「原忠順日記J、松田道之「奉使琉球始末tt
J向」ほか

6.大正時代の風俗

E.R.BullIEI政ガラス写真より

7.海外移民事情

「布l庄の日本人よ」、 「南洋諸島国語読

本J、 「パラオ支庁勢要覧Jほか

8.八霊山の地方文沓

「入霊山島諸座御規模帳」、 「頭ilt1止(111
(.1"1炭以来日記」、 il.U林真秘」ほか

-4-
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変貌する図書館

江戸時代では、村の長老が亡くなるとその村

の「図書館」がなくなったと例えられた。

すなわち、村の長老は単に年長であるばかりは

でなく、博学であったことから、芯聞に「図主i

館」と呼ばれた所以である。今までは大学の図

ill館は、学生の教育のための資料、教官などの

教育研究に不可欠な印刷資料を保管管理し、情

報を提供する場であった。情報を符るためには

わざわぎその坊に足を迷ばざるを得なかった。

ところが、今ではコンピュ ターの機能がパー

ジョンアップし、かつインターネットイヒするこ

とにより、教育研究に必要な情報を側人のコン

ピューターで、自由な時間に、新しい情寺世を迅

迷に得る ζ とができるようになった。言い換え

ると、情報は、印刷された冊子から非印.¥ilIH却

(paperless)のl時代へと移行しつつある。紙およ

び紙の資源が不必要になり、自然の破峻の防止

9.沖縄の芸能と工芸

「屋嘉比工工凶」、 「琉歌百控」、

「組踊集」、 iJJiE球漆器考」ほか

医学部分館長武藤良弘

や一般廃薬物の減少に繋がる。したがって、現

存する暫絡等が無くなり 、その瞥籍等を保管管

理する場所も自ずと不必要となる。そこで、図

書館の役割lは情報資源を生産し、保管管理ーする

会社(出版社)と個人との中継場所となる。

危倶される点は、個人で符る情報が興味ある

J互に偏り、 一般社会人としての必要な常識

的知|織の修得と社会的集団生活が疎かになる可

能性が秘められている。江戸時代の博学な長老

から必裟な情報を直接得ることは、個人のコン

ピューターで情報提供会社より情報を得るのに

良〈類似している。図哲館の役割の「先祖帰り」

とも脅えるが、コンピューターでの情報は相手

の劇が見えないが、長老から情報を得るときは

race to faceの相互の関係が保たれ、 一般人とし

ての社会生活に不可欠な常識も得られる。未来

もこのような情報化社会を希裟する。

10インターネヅトと沖縄関係電子化資料

「琉球話音声データベースj、

i f1fi.止普猷文庫画像データベースjほか

-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③ー
一琉球大学附j扇図書館所蔵沖利関係資料からー

ホー Jレの空H!J1 826iJ三発行の第3版『琉球その他

の)¥I海航海記jにはfit，なすポレオン会見録が収

録されている。その別l仮1840ilo版の 『ジャワ、寸1

園、大琉球航海記J(注1)には会見録の他にアンソ

ンの世界航海記(1740-1744)やウィルキンスの伝記

もl収録さt1..ている古久担IjJ坂のロンドン!仮にあった

多数の仰絵が省l附されている。ナポ レオン会見録

によると、ホールはl)fe球訪11111後、英国へ帰国の途

中、イ タリアのセン トへレナ均に幽閉されている

ナポレオンを訪問する為に岡山に立ち待った。そ

こでホールはナポレオンに、①:51[球には武器がな

いこと、②戦争をしたことがないこと等琉球につ

いての報告をして、ナポレオンを篤かしている。

さらに③琉球の住民は通貨の使斤lを知らない民で、

物を与えても代償をとらないこと(注2)、@琉球で

は僧侶のj也f立が低いこと等も報告している。

ホ Jレの琉球についての報符は、その後の外国

人来琉記等でも取りょげられている。たとえばペ

リー挺併の『日本逮liE記jの"1'に、「琉成人は攻

撃用武器に就いて無知:を装うている。そ して彼等

はこのような物を公然と示すことはない(中略)。ベ句ノ

テJレハイム防士は、彼等の了rr布している火熔を見

たことがあるといっている。mし、彼等はその火

総を外来者に努めて隠そうとしているとのことで

ある 。 彼等は天間 、 τIZ手IIn~人民であることは疑い

ない。貨幣についていえば彼等は金銀の日li値を大

府よく知っている。そして彼等は'-1'図銭で取引し

ているJ<ijコ)と言己iIi~している。

琉球の仰イgの地位については、ホールは[僧侶

は社会において部敬されていない。彼等は妻帯す

ることも禁じられ、肉食することも許されていな

い。彼等と交際する住民は少ない。子供すらも彼

等を朗笑するのである。 J(注4)と述べているが、 「ベ

ルリー1:1fiGJでは「僧侶は文郎の乞食J;/j主みたよ

うななりはしているけれど、 他の東洋諸国におい

てよりも多大の尊敬を持って待遇されている。 J(注

5)とホ ルとJ到すのことを述べている。

1 827:if.英国船プロッサムー号で来琉したピーチ続

長の航海記に、r:5l，げまにおいては、僧侶は中国に

おけると同じようにあらゆる階胞の人々のために

神託の相談を受けるのにかかわらず、非常に無視

立lτI~ i初美

され、見下げられているJ(注6)と記されている。

また、同省にもJiiE球で'i'1蛮の銅銭が流通している

ことが触れられている。

須藤利ーはその訳若『災図船来1正記Jの'1'で、

「宣教師1ベッテルハイムはキリス ト救然教令下の

琉球で、布教活動等を行なっていたことにより、

たえず」ミ府の役人のI昨机を受け、住民からも迫害

を受けていたこと等でホーJレの琉J;R1oJ.に刈して、
否定的な見方をも っていた。幕末の.!ttn :iR:悶大使

オールコ ァクの若告『日本部在の3{lojの中に記

載されているその時々の政治によ って影響を受け

ることの強い日本人の傾向を強〈非開iしているオー

ルコ ァクの言業を引用 して、ホーJレとペァテルハ

イム滞留l時の島民の態度の廷は(中間的このぬ民の

性情と態度を変えた政治的状勢の変化に対する認

識がベァテJレハイムに欠けていたこと等J(i主7)を

述べている。又、同管で、須藤利ーは「ホールの

貨幣及び武器に|刻する報告はある在j交歴史的事実

であって(中日旬、当時の王府の役人が、jj[球の税

状を隠してホー Jレ側に{云えたことによる事も事実

である 。 また、 }~民の礼儀正しさや、親切なこと

に関する記述も、誇張でもなければ、微かれたが;

果でもない。たまたまホーJレが良い時j!}Jに琉球を

訪問し、ある程度自由に防民と接触でき、島氏の

真情に触れることができたさ:~JlliのJ!品物であって

(中略)、ホーJレの琉球記は、当11寺のl)fi球のありの

ままの姿を、かなり正雌にしかも許しく、初めて

欧米人に紹介したWJl:かっ興味深い文献であるJ(注

8)とも述べている。

ペリー提督の日本泣征I;l:ホールの来琉から40年

近く絞ってから行なわれた。ペリーは日本を附図

し、 日米条約を締結するために、日本訪問に先立

ち、日本と程遠くない位世にある琉球を般隊の根

拠地とする必'il!を認め、書Eノk6i1ニ(1853)"r'5月26日、

上海より、ミシシッピ 号等4~主で、琉球那覇港

へ寄港した。 同年7月江戸湾に入り 、徳川3t-府と

交渉したが、剖U!J"を極めて、担11紛へ引返した。

1 854年2月、再び江戸を訪問し、同~1:3月 31 目、遂

に日米和親条約締結に成功した。Jjf[球訪問以来那

覇に入港すること51日に及んだ。そのWJ、那;Wli自

での石炭貯蔵pfrのも，(u保、i'l'制本烏周辺の水路調査、

6-
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ものに、大正15{r": I.LIJ仮の判'LU消L1jl訳昔の 「ベJレ↑j

t t特 fJiu'~訪問古川、 昭和37年出!肢の外 H}J政章訳若

r ).J訳ベリ 提'I't; 'IJ純訂~ttlj ~cj 等がある 。 外間試

老一本は英文と布l文の対訳になっている。吏に、同

古はH: ~èでやl'利1'01特の地:れや役職名等』こ説明がな

されており、日'iefl'に一層のJ1l1鮮ができるようになっ

ている。

(とよひらともみ |認|占結専門貝)

N~I1Ta ii ve 01' a voyage to Java. Chilltt and the 

O1'e'lI Loo Choo Isl<1lld、町<1nclof an inlerview wilh 

注

f瓜

NCipoleolll s<1sil 1-1，，11. LOllcloll. 1840 (K290.99IHA) 

i主2 鎖国令下のJJ!e球で外国人に対 して交易の口

'んを与えない琉球王Iltのif士策が:iJ'iえる 、

(J \f:~)，~善彦執吋d 十九世紀Jilt球の風俗」参加

f1i史子J1 3 -14' ï~i JI;Z) 

1王3 外開lit文章訳者一「対訳ペリー徒菅川I純訪問記」

(K290.99IPE)参W¥op.47 

注40'波片減執筆「ベジJレホー jレ琉球探倹記j大正

ie'lclln61二li'Hitl毎日有[llfI記宇(マイクロフィルムj

a5 j)1 波月J成事Il1'iHベjレ1)-11記」大正以下6月16日

;'1'制毎日新聞記事(マイクロフィルム)

rよ6 大熊良一訳者 『ブロ y サム号来Jm:記j

(K290.991055)参照。p.95

i17 刻藤平IJ 訳者 I呉岡市L~~流記1 (K290.99ISuI4) 

の併説参p.0. ~ p.439 

as 須藤利一訳者 「異国市川、琉記j解説参11柱。p.440

ii:9 外|悶政税制勾『ペリ - 1)~仔の琉球速征記j

(1 ~il:J 史論nj'JIわ参照。 200.4爪98

i上 10 外|古川宜主~!訳著「対訳ベ 1 ) --tll-脅irJ'tlIWiro1記」

(K290.99/PE)れi干名白ry参nn。

拠地保険等を行なっている O

ベ リ 一行は 1853年6JJ (1日と 18S4ilミ2J131ニlに2

度向型j成を訪問し、北殿に Ji~' ¥、て歓迎式を受けた

が、べり はがJ少の図T尚泰に謁見す ることはで

きなかった。Jitc球王11，1は県政宅と柄、して中城]'，7
í&11 殿 ( 国王 1" 子邸宅で現山一立首.w. 1 '，~，!j 等学校跡)で

ベリ ー引を供応した。ペリーは 1854>[e7 fj 11日

に琉]ま王「仔と JAE米修交条約を百1¥初公館(天イヨヨfOで

利び、所JUIの目的をj圭して、香港を経111して米I}'I

に帰還 Lt~ o その際にLftItii王府からペリ ー提督へ

l見詰のあった英国宣教師ベァテ lレハイムを巡れか

えり 、同仰を香1巷てn降ろしている c (ii:9) rベリ

"Nt督日本3訂正記』 は米|主|合衆向ペリー提督指j1j[の

もとに、 1852年から 1854年に亘って行なわれた米

海軍の東洋泣iiEを収めた本で、 3巻で構成 されて

いる。 同舎にはハイネやプラウンによる興味深い

沖縄の風景州、人物画等多数収録されている。総

l巻l止、訪|目lした|主|々 の人物、 j民lt由lzt記した一般

的な遠征記鈷である。 的2巻は遠征|味上官の~JhJff. 

に恭づく寄泌した国々の~i1Jfiii，物、気候、風俗習慣、

j足業、地質、地医!などの制告が収録されているの

第3巻はミシシ y ピ一号牧師ジョウンズ氏による

天文学 仁の観測記録である。ペリー遠征記はベリ

1'1身の日記をもとに、遠征に加わった多くの人々

の記録をf庄の友人、 フランンス ホークス氏によ っ

て編纂されているt注目))。その他、 ベ リー直属の

1'.1町通訳官サムエJレウィ リアムズドil七の円記 rA

J0l1l11<11 01' Ihe Pc1'1'y Expeclilioll 10 Jap<1I1J (1853-1854) 

も1910年に1止の子息によ って編纂されている。こ

の 11 記について 、 i向京5Jt~J~若 『ベ ，)一日本法lJi:EリI

lJ記jの和訳がある。「ベ リ←捻tt11本遠征記」の

和訳について、7111*唱にl叫するものだけを収録した

j市 JV，三五L附属 I~I N向HIi

えそi::， ... r~~cç . 
.，正!i; il 三寸~::t:": 
f:':::7! n H i，_?・日

一士 。 ご ". 
:='-:...， ~、 ぞい : 

一 "‘コ --. 
-'"';.:;'" 

三~l・5手lH¥i

苦手正 U l1 H税理 ~g~
言おお;密主;
2f-" :::::;号ム 日
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右琉米修交条約(当館所蔵の写し)
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左首里城内(北殿)で交歓するペリー一行

『ペリー提督日本遠征記J1856年
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。開館案内 2002年 1- 3月

1月

11 月 火 水 木 金 」

2 白伊、、 5 

6 7 8 9 10 11 12 

14 15 16 17 18 lり

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

11 

九

10 

17 

2-1 

お 知らせ

2月 3月

月 火 水 木 金 上 円 月 火 7l<. 
2 

4 5 6 7 8 9 3 4 5 白

11 12 13 14 15 16 10 11 IJ 13 

18 lり 20 21 、ーラー 23 17 18 19 20 

25 26 27 28 24 2ミ 2凸 27 

31 

|苅館時間通常NJ:月~金 [黒字1 8:30-22:00 土日祝 I ~q~字 I [3:00-20:00 

休業J別・月~金 I百字I 8:30-17:00 土・日・祝 l.Jr，下l休館

ー休館日土 日曜 (冬季休業 12/25-1刷、年末年始 (12β8-1/4)、

センタ ー 琉大入試(1/19-20.2/25-26)、定例休館日 (1/18，3/22) 

木

7 

1-1 

21 

~S 

※ 本館では当月、~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)

会は休業期 (上映13:30-)
その他は通常期(上映①15:00-)

(上映②18:00-)
上映場所 :琉球大学附属図書館

11鴇多目的ホール

車'¥ 

前

15 

ヲーヲー

29 

立は 1階AV視聴室{共同学習室)

い月の予定]

食1月 9日(水)ロ γキ-; Rocky /~~督。J .0.7 ヴイルドセノ/ 1 976/ア メリカ l映画 1 20分
1月16日(水)鉄路の白番議 LAROUE/監督 :Aガンス/1922/フランス映薗 196分

l月23日(水)夜の大捜査機 INTHE HEAT OF THE N10HT/監督Nジュイソン/1967/アメリカ映画 105分

今ー

9 

16 

23 

.11J 

l月30日(水)真夜中のカ ウボーイ MIDNIOHT COWBOY /段督Jシュレシンジャー/1969/7メリカ映画 164分

[ 2月の予定1
2月 6日(J)qドイア零年 OERMANJA ANNO ZERO /監督 Rロツセリーニ/1947/イタリ 7映画 91分
2月13日(水)戦火のかなた PAISA/監管 R.ロッセリーニハ946/イ判7映臨 127分

合2月20日(水)革命前夜 PrimaDeUa Rivoluzione/~i督 :B ベルト Jレ ッ 子/ 1 964/イタ，) 7映画 112分

食 2月27日(水)愛と哀しみの果て :OUT OF AFRJCA/監督:s.ポラ yク/1985/アメリカ映画 161分

[ 3月の予定1
*3月 6日(水)スパルタカス:SPARTACUS/監督 :sキュープ')ック/1960/アメリカ映画 197分
カ3月13日(水)イワン雷帝 I'IBAI-I r"P03卜1bl 日/監督 Cエイゼンシュテイン/1933/ソ述映画 209分

食3月20日(水)アラビアのロレンス LAWRENCEOF ARABIA /監督:D.リーン/1962/アメリカ映画 226分
合3月27日(水)7イフェアレディ・ MyFair Lady /監督 Gキューカー/1964/アメリカ映画 173分
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