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【奥付】

　2016（平成28）年5月、志喜屋記念図書館（本館）がリニューアルオープンしました。今

回、生まれ変わった『志喜屋記念図書館』の概要を紹介します。

　現在、附属図書館は本館と医学部分館の2館体制となっており、建学以来、本館を中核

として、図書館資料を一元的に管理運営する中央図書館制度を一貫してきました。その中

央図書館機能を担う本館は、1981（昭和56）年に首里キャンパスから現在地（千原キャン

パス）に移転竣工し、1994（平成6）年に増築されましたが、老朽化が進んだ施設・設備の

改修とともに、時代に相応した図書館機能の改善が大きな課題となっていました。

　2015（平成27）年度に本館の耐震補強を主とした改修が実現し、安心・安全な環境整

備、学修支援機能の増強、沖縄の貴重資料の保存環境強化等の図書館機能の大幅な改

善が図られました。

志喜屋記念図書館（本館）の
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那覇市松山公園連携施設クニンダテラス内情報端末 『沖縄志 一名琉球志 一』：「那覇及久米村図」、
「琉球人行列図錦絵」

中城村護佐丸歴史資料図書館での展示 『異本毛氏由来記』
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『おとな旅プレミアム・沖縄』 『おもろさうし十五～廿』

国立歴史民俗博物館総合誌『歴博』194号 『おもろさうし　十五～廿』、『琉球国中碑文記』

吉野作造講義録研究会編『吉野作造政治史講義』 『受講ノート：吉野学士　政治史一』

吉野作造講義録研究会編『吉野作造政治史講義』の
刊行についての記事 『受講ノート：吉野学士　政治史一』

浦添市文化部紀要『よのつぢ』12号 『琉球談』：天目茶碗図

中城村護佐丸歴史資料図書館内文化財情報
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科研費研究報告書「沖縄の文化表象にみるジュリ
（遊女）の諸相」

Bull文庫ガラス乾板写真「Professional Women 
Entertainers（プロの女性エンターテイナー）」

見　学　者訪　問　日
沖縄県立辺土名高等学校　１５人　図書館見学4月25日

岡山県立倉敷古城池高等学校　５５人　図書館見学6月15日

沖縄県立浦添商業高等学校　４２人　図書館見学7月5日

韓国高校生（日本語スピーチ大会参加者）　２１人　図書館見学7月21日

ドリームスクールらら　１９人　図書館見学7月29日

沖縄県立知念高等学校　８人　図書館見学8月12日

昭和薬科大学附属中学校　２１０人　　図書館見学8月15日

沖縄県大学図書館協会企画委員　１０人　図書館見学7月29日

◆図書館見学等（平成28年４月～９月）
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　沖縄唯一の国立大学として琉球・沖縄関係資料を収集することは本学の重要な役割の一つとして、図書館
では多くの貴重な資料を所蔵しています。将来にわたり貴重な資料を保存、提供することができるより良好な
貴重資料室とその閲覧スペースの整備を行いました。
　沖縄資料室（閉架）については、全体のスペースを拡充し狭隘化を解消するとともに、沖縄資料室（開架）
についても本学図書館の特色としてより地域色が際立つような空間創出をコンセプトとしました。

❷沖縄資料の保存及び閲覧環境の整備（2階）

　これまで図書館が担ってきた幅広い教養を身に着ける読書を誘発するもっとも基本的な資料群として、学
生の知的好奇心を刺激するようなさらに魅力ある書架とするために、全面的に刷新しました。
　あわせて、参考図書室と女性研究者活動支援のための「うない文庫」エリアの整備を行っています。

❸学生用資料のための開架書架（3階）

　近年、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換が
うたわれ、職員によるレファレンスサービスや大学院生がチューターとなり、レポート、論文等の添削や書き方
の指導を行うライティングサポート等の人的支援を含め、これらが大学図書館における必須の機能・設備とさ
れてきています。
　今回、館内設備の再編により不足しがちな学修環境を大幅に改善し、ラーニング・コモンズを中心とした
「アクティブ・ラーニング・エリア」を新設することで、学生のより自発的な学修や実践の場があらたに生まれま
した。

❶学修支援のためのラーニング・コモンズ（2階）

新設・拡充された機能・設備

ラーニング・コモンズ

沖縄資料カウンター（左側） 貴重資料室沖縄開架資料

ホール（うない文庫） 閲覧室図書参考図書室

　今後の資料増加への対応や適正な全館的資料再配置のため、集密書架を増設しました。書架を効率的に
設置するスペースを確保するために、沖縄関係新聞等の既存集密書架を移設するなど、新聞資料等の利用及
び環境改善も学内教員のデザイン協力のもと同時に図りました。

❺研究用資料のための集密書架（1階）

　学生の多様な学修形態に対応するため、館内におけるゾーニング計画として、相乗効果を考慮した「アクテ
ィブ・ラーニング・エリア」と対をなす、特に静謐な個別学修エリア「サイレント・エリア」であるサイレント・スタ
ディー・ルームや既存の閲覧机をリノベーションした閲覧用カウンター席を拡充整備しました。

❹多様な学修形態に対応する閲覧席（3階）

カウンター席 ホール窓際席サイレント・スタディー・ルーム

新聞棚 新着雑誌増設集密書架

　改修工事の影響により、本館は2015（平成27）年7月1日から2016（平成28）年5月11日まで
の間、部分開館となり一部資料の利用制限をせざるを得ず、利用者のみなさまにはご不便をお
かけいたしましたが、学内協力のもとリニューアルオープンの日を迎えることができました。

　今回、車いす等の移動のみならず
誰もが建物内の安全で円滑な移動
経路を確保できるようバリアフリー
化のためエレベーターを増設、館内
の安心・安全のために、あらたな入
退館ゲートを導入するなど、利用者に
とって安心できる環境が実現しまし
た。図書館に蓄積された社会全体の
共有財産である学術情報資料類を、
個人・グループ学修の場としてご活用
ください。玄関ホール

きじむん
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シーサー除幕式を開催平成28年度琉球大学附属図書館・琉球大学博物館（風樹館）
企画展を開催します

　琉球大学附属図書館及び琉球大学博物館（風樹館）は、資料の公開や地域貢献の一環として、企画展
「琉球大学資料にみる奄美群島の自然とくらし」を鹿児島県大島郡瀬戸内町の瀬戸内町立図書館・郷土館に
て11月15日から11月27日の日程で開催します。本展は平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業「地（知）の拠
点整備事業」の補助事業に採択された「ちゅら島の未来を創る知の津梁（かけ橋）」事業の一環として開催さ
れるものです。
　本展では、本学所蔵資料の中から、開催地である奄美群島に関わる資料を中心に附属図書館や博物館が
所蔵する原資料と1960年頃の奄美大島の様子を写した写真パネル等を展示します。さらに、関連イベントと
して、ギャラリートークや講演会を開催する予定です。
　多くの皆様のご来場をおまちしております。

　平成２８年６月２４日、志喜屋記念図書館（附属図
書館本館）の耐震補強を主とした改修工事の完了を
記念し制作した、オリジナルシーサーの除幕式を執り
行いました。
　式は、梅雨明けの照りつける日差しの下、本学学生
サークル法政エイサーによる歓迎の演舞で賑やかに始
まり、大城学長はじめ関係者による除幕が行われまし
た。その後、館内に新設したラーニング・コモンズへ移
動し、大城学長、仲座館長、シーサー制作者の西村氏による挨拶が述べられました。
　今回設置したシーサーは、図書館正面玄関の表札「学而不厭（がくじふえん）」と一体となる新たなシンボ
ルとして、彫刻家で本学名誉教授の西村貞雄先生に制作いただきました。この「学而不厭」は、日本人として
初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士が、昭和３８年に本学を訪れた際に揮毫されたもので、「学び、学

び、そして学ぶ。決してあきるということはない」とい
う意味があります。この言葉と一体となる「学び」を
象徴する新たなシンボル像として、先人の努力のも
とに今が成り立っていること、それらを学び続けるこ
との大切さを呼び起こし、親しまれるシーサー像と
なることを祈念しています。瀬戸内町立図書館・郷土館（鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋1283-17）

平成28年度琉球大学附属図書館・琉球大学博物館企画展
瀬戸内町町制施行60周年記念企画展
「琉球大学資料にみる奄美群島の自然とくらし」

※11月21日（月）は休館日

展 示 会 情 報

展示会名

場　　所

平成28年11月15日(火)～11月27日(日)期　　間

午前9時～午後6時（日曜・祝祭日は午後5時まで）時　　間

また、期間中下記のイベントも開催いたします。

ギャラリートーク

※会場：瀬戸内町立図書館・郷土館

11月20日（日）午後2時～午後3時
豊見山 和行（琉球大学法文学部教授）
佐々木 健志（琉球大学博物館）

講　演　会

※会場：清水公園総合体育館

①11月19日（土）午後1時30分～午後2時20分
講師：横田 昌嗣（琉球大学理学部教授）
題目：世界自然遺産と奄美諸島の植物

※会場：瀬戸内町立図書館・郷土館

－シマの宝を後世につたえるために－

②11月27日（日）午後1時30分～午後3時30分
講師：狩俣 繁久（琉球大学法文学部教授）
題目：地域の知的文化財としてのシマユムタを考える

講師：前田 達朗（琉球承継言語会副会長）
題目：瀬戸内のシマグチのために
　　 －「正しさ」について考える－

第１回サイエンスカフェを開催

　平成２８年６月２９日、附属図書館
と本学研究企画室（URA室）とのコラ
ボ企画として、第１回サイエンスカフェ
を開催しました。
「サイエンスカフェ」とは、科学と社会
のあり方を、研究者と市民の双方向の
コミュニケーションのなかで語り合う、
講演会でもシンポジウムでもない、新
しい対話の場です。
　記念すべき第１回目のスピーカー
は、工学部環境建設工学科の入江徹准教授でした。
　「TRANS × FORM ― 建築学が社会のカタチを変える ―」をテーマに、建築を選んだきっかけから、これ
までの研究・設計・教育活動、コム デ ギャルソン論など、建築に留まらない幅広い話題に、学部学生・院生・
教職員等４５名の参加者は約１時間の濃密な時間を過ごしました。
　会終了後には、入江先生がリノベーションの設計に携わった附属図書館１階ホール及び多目的ホールの見
学ツアーを行いました。また、研究者のオススメ本を紹介する「私の本棚」も同時開催しました。
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企画展を開催します

　琉球大学附属図書館及び琉球大学博物館（風樹館）は、資料の公開や地域貢献の一環として、企画展
「琉球大学資料にみる奄美群島の自然とくらし」を鹿児島県大島郡瀬戸内町の瀬戸内町立図書館・郷土館に
て11月15日から11月27日の日程で開催します。本展は平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業「地（知）の拠
点整備事業」の補助事業に採択された「ちゅら島の未来を創る知の津梁（かけ橋）」事業の一環として開催さ
れるものです。
　本展では、本学所蔵資料の中から、開催地である奄美群島に関わる資料を中心に附属図書館や博物館が
所蔵する原資料と1960年頃の奄美大島の様子を写した写真パネル等を展示します。さらに、関連イベントと
して、ギャラリートークや講演会を開催する予定です。
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との大切さを呼び起こし、親しまれるシーサー像と
なることを祈念しています。瀬戸内町立図書館・郷土館（鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋1283-17）

平成28年度琉球大学附属図書館・琉球大学博物館企画展
瀬戸内町町制施行60周年記念企画展
「琉球大学資料にみる奄美群島の自然とくらし」

※11月21日（月）は休館日

展 示 会 情 報

展示会名

場　　所

平成28年11月15日(火)～11月27日(日)期　　間

午前9時～午後6時（日曜・祝祭日は午後5時まで）時　　間

また、期間中下記のイベントも開催いたします。

ギャラリートーク

※会場：瀬戸内町立図書館・郷土館
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佐々木 健志（琉球大学博物館）

講　演　会

※会場：清水公園総合体育館

①11月19日（土）午後1時30分～午後2時20分
講師：横田 昌嗣（琉球大学理学部教授）
題目：世界自然遺産と奄美諸島の植物

※会場：瀬戸内町立図書館・郷土館

－シマの宝を後世につたえるために－

②11月27日（日）午後1時30分～午後3時30分
講師：狩俣 繁久（琉球大学法文学部教授）
題目：地域の知的文化財としてのシマユムタを考える

講師：前田 達朗（琉球承継言語会副会長）
題目：瀬戸内のシマグチのために
　　 －「正しさ」について考える－

第１回サイエンスカフェを開催

　平成２８年６月２９日、附属図書館
と本学研究企画室（URA室）とのコラ
ボ企画として、第１回サイエンスカフェ
を開催しました。
「サイエンスカフェ」とは、科学と社会
のあり方を、研究者と市民の双方向の
コミュニケーションのなかで語り合う、
講演会でもシンポジウムでもない、新
しい対話の場です。
　記念すべき第１回目のスピーカー
は、工学部環境建設工学科の入江徹准教授でした。
　「TRANS × FORM ― 建築学が社会のカタチを変える ―」をテーマに、建築を選んだきっかけから、これ
までの研究・設計・教育活動、コム デ ギャルソン論など、建築に留まらない幅広い話題に、学部学生・院生・
教職員等４５名の参加者は約１時間の濃密な時間を過ごしました。
　会終了後には、入江先生がリノベーションの設計に携わった附属図書館１階ホール及び多目的ホールの見
学ツアーを行いました。また、研究者のオススメ本を紹介する「私の本棚」も同時開催しました。
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新収蔵資料紹介

　複数の文書の内、一件が喜舎場親方からの文書となっている。宛先、年代は不明。「当地（琉球）」での勤め

が済み帰国するにあたって、国王からの餞別を進呈する旨記述されている。琉球での勤めを終えた薩摩の役人

が帰国する際に、国王より派遣された使者が国王からの進物（下賜品）を進呈するのが慣例であり、この文書

はその際のものと考えられる。なお、国王の使者の事を「国王使」と表現することはまれで、「上使」が一般的で

ある。古文書の原本に明確に「国王使」という表記がある資料はこれが初出と考えられる。

第10回琉球大学びぶりお文学賞記念講演会を開催

　平成19年度に創設された琉球大学びぶりお文学賞も、今年度で

第10回となる節目を迎えたことから、これを記念して、1996年に「豚

の報い」で、第114回芥川賞を受賞した又吉栄喜氏を招いて、9月30

日（金）の13時から14時30分まで、今年3月に新装なったばかりの

附属図書館2階ラーニングコモンズで講演会を開催しました。

　講演では、又吉氏が執筆したいくつかの作品を取り上げ、その背

景にあるものについて語っていただきました。

　会場には、学内外から55人が訪れ、又吉氏の話に熱心に聞き入っていました。また、活発な質疑応答もあり

ました。

「原風景に根付いた小説」又吉栄喜氏（芥川賞受賞作家）

EU資料展を開催

　EU資料センターの指定館である琉球大学附属図書館では、欧州連合（EU）関係の資料を収集し、研究者

や一般利用者向けに公開しています。5月9日は、ヨーロッパの統合を祝う「ヨーロッパデー」にあたることから、

附属図書館では、例年この時期に、駐日欧州委員会代表部が主催する日本と欧州連合の友好イベントである

「日・ＥＵフレンドシップウィーク」の一環として、欧州連合（ＥＵ）に関する理解を深めることを目的に「ＥＵ資

料展」を開催しています。　

　今年は、5月30日（月）から6月10日（金）までの約２週間、

本館２階国際資料室において、EU離脱問題で世界中に衝撃

を与えたイギリスにスポットを当てた「EU資料展 ～　イギリ

スってどんな国？」を開催しました。

　資料展では、イギリスを紹介するパネル、留学生からのメッ

セージ、イギリスに関する図書などを展示するとともにＥＵの

広報資料や観光資料を配布しました。

環境展を開催

　日本では、６月５日を「環境の日」と定め、環境庁の主唱により、６月の一ヶ月間を「環境月間」として全国で

様々な行事が行われており、本学でもエコロジカルキャンパス活動として様々な取り組みを進めています。

　その一環として、附属図書館でも、毎年、環境の保全についての関心と理解を深める目的で、所蔵する環境

関連図書の展示を行う企画展を開催しています。今年は、「環境展　～環境にやさしくなろう～」をテーマに、６

月２０日（月）から７月３１日（日）までの期間、関連図書を展示しました。

　また、環境保全の一環として、本のリユースを推進するため、不要となった本の提供を呼びかけたところ、２３

０冊の本が集まるなど、多くの方からのご支援がありました。

①琉球国使文書

②琉球人帰国一件帳

寛政3年　京都伏見奉行所写本 75丁

　寛政2(1790)年、徳川家斉の将軍襲職に

対する慶賀使として尚穆王より派遣された江

戸立の使者の帰国に関する資料。

③琉球人来府ニ付御触之趣

天保3年　写本　10丁

　天保3(1832)年、尚育王の国王就任につい

ての謝恩使が派遣された際に、行列の見物人

に対する触書。
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【奥付】

　2016（平成28）年5月、志喜屋記念図書館（本館）がリニューアルオープンしました。今

回、生まれ変わった『志喜屋記念図書館』の概要を紹介します。

　現在、附属図書館は本館と医学部分館の2館体制となっており、建学以来、本館を中核

として、図書館資料を一元的に管理運営する中央図書館制度を一貫してきました。その中

央図書館機能を担う本館は、1981（昭和56）年に首里キャンパスから現在地（千原キャン

パス）に移転竣工し、1994（平成6）年に増築されましたが、老朽化が進んだ施設・設備の

改修とともに、時代に相応した図書館機能の改善が大きな課題となっていました。

　2015（平成27）年度に本館の耐震補強を主とした改修が実現し、安心・安全な環境整

備、学修支援機能の増強、沖縄の貴重資料の保存環境強化等の図書館機能の大幅な改

善が図られました。

志喜屋記念図書館（本館）の
リニューアル

図書館所蔵資料が利用された報道・出版等
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首里キャンパス時代 改修前 改修後

番組・書名・展示会名 提供資料

仲嶺絵里奈著：沖縄タイムス芸能欄コラム 『琉球と為朝』

那覇市松山公園連携施設クニンダテラス内情報端末 『沖縄志 一名琉球志 一』：「那覇及久米村図」、
「琉球人行列図錦絵」

中城村護佐丸歴史資料図書館での展示 『異本毛氏由来記』

中城村内文化財についての調査報告書に掲載 『おもろさうし一、二、三』

『文化沖縄』復刻版 『文化沖縄』

『おとな旅プレミアム・沖縄』 『おもろさうし十五～廿』

国立歴史民俗博物館総合誌『歴博』194号 『おもろさうし　十五～廿』、『琉球国中碑文記』

吉野作造講義録研究会編『吉野作造政治史講義』 『受講ノート：吉野学士　政治史一』

吉野作造講義録研究会編『吉野作造政治史講義』の
刊行についての記事 『受講ノート：吉野学士　政治史一』

浦添市文化部紀要『よのつぢ』12号 『琉球談』：天目茶碗図

中城村護佐丸歴史資料図書館内文化財情報
システム「発見！なかぐすく」内 『おもろさうし一、二、三』

科研費研究報告書「沖縄の文化表象にみるジュリ
（遊女）の諸相」

Bull文庫ガラス乾板写真「Professional Women 
Entertainers（プロの女性エンターテイナー）」

見　学　者訪　問　日
沖縄県立辺土名高等学校　１５人　図書館見学4月25日

岡山県立倉敷古城池高等学校　５５人　図書館見学6月15日

沖縄県立浦添商業高等学校　４２人　図書館見学7月5日

韓国高校生（日本語スピーチ大会参加者）　２１人　図書館見学7月21日

ドリームスクールらら　１９人　図書館見学7月29日

沖縄県立知念高等学校　８人　図書館見学8月12日

昭和薬科大学附属中学校　２１０人　　図書館見学8月15日

沖縄県大学図書館協会企画委員　１０人　図書館見学7月29日

◆図書館見学等（平成28年４月～９月）


