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「学而不厭」

ー図書館玄関表札の制作にあたってー

安次富長昭

学聞が科学といっ冒業におきかえられて研究 教育がなきれて〈ると 元来。学聞の意味の中にあ

る芸術や哲学などの側蘭がややもすると学問とは無!関係のように思われるよヲである。特に昨今内

科学がl 細分化された状況で僻究教育が進められてくると ただそれぞれ町専門技術のみが霊視さ

れ 学聞の本質や目的など学問そのものの意味が見失われる危険性がある.

倒えば。大学を卒業した名iが折々犯Lて!その悔いをただ身内町者だけに申し分けないと思ってい

るだけで 社会に対する責任や随分が受けてきた学問に対するプライドなど 少しも意磁Lてない場

面をユュ スでみるときそれを感じる.また，高等教育を畳けてきて，ある専門領域についてはかな

り慣れた技術をもち地世もありながら 字は惑鎌(乱暴)で その上.絵は子供向ときからダメだと

平気で口にする人はい〈らでもいるが!子供のときから算数や国語がダメだったといヲ人は始んどい

ない。

どヲも 日本町一般社会的風潮の中では 算数や国語など いわゆる知織だけが大切で 道徳や纂

術などはどうでもよいと思っている町ではないかといワ疑問が起こる.算数や国聞がダメでは高い地

位に上がれないが。字や絵がダメでもその地位には上がれるので恥にはならないと思っているのだろ

う.ところが国全体がそ町ような意識で判学技術を仰ばL生産性を上げ.経済大国と屑を並べてみ

たところで!外国カら 「うきぎ小臣Jに住む日本といわれれば すぐそうかと官、いこみ自信を失って
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Lまう。生産性や経済性だけではほんとの自信は持ち押ないことを認識Lていないのである。も0.

小泉λ雲が「目本士化の真髄」町中で指摘しているように. rうささ小屋jのような建築織式でも。

そ町間取りをヲまく活用 0.数少ない生活用具でもって欧米に決Lて劣らない文化生活をいとなむこ

とのできる技術 そしてその上に 慣れた答術を持っている固であることを自覚して必れば何もくじ

けることはないはずである.

大学は学聞をするところと怠は常日頃思っている.方法論として同研究教育を考えることも大切

なことだがl 冊故 学聞をするのか!或いは.学問とは伺か.を常に問うことがより大切なような気

がする.そLて。大学的図書野舘はその中心と Lて町場になって欲しいと闘っている.ところが私は

大学に勤めて二十余年になるが，図書館に行ったのは敏える程しかない. lヵも，ぶらりと行って守

何か新Lい刺戟や新しい尭見はないだろヲかと無目的町目的で入ったことは一度もなく すべてが当

面する課題の資料を探すため円単一目的のためであった.だから。その目的が満たされれば(或いは

満たされなければ)さっさと帰ってきた.何故。図書館にはそれ以上町魅力がないのだろヲか.街の本

屋でさえ。始めから買いたい本があって入るわけではないが そこに並んでいる本の表紙の文字やデ

ザインを見るだけでも現代的息吹きを感じる l.気軽に新刊g与をとり出してめくるだけでも制銭を与

えられることがある.ましてや自分ではなかなか買えない豪掌な画集などもとりとHlて見られる本屋

などは大変有錐い.こうなると 本屋はただ本を禿買するだけの後能だけではなく ひとつ町文化的

コミュニケ ンヨン町場と Lて町蝿能をもったところとも考えられるのである.

きて 図容館は図舎や学術資料を保存し利用させるだけではな〈 大学的学問的中心と Lて 現代

的文化的コミニLニケ ンヨンや学際的交流町場と Lての世針はできないものかと考えていたところへ

七月頃、園舎館長から主開表札内製作依開を受けた.

訟は まず表札には学聞を集徴する曾1憶を拘げるのが第ーだと考ι ぞれを探すことから始めた.

九六三年 月に湯川秀樹博士が来学され。その折に揮奈された「学而不服」の臨額が図書館に保存

されていたのでその雷楽的意味を調べてみた。これは，論語町中の「子目。黙而織之。学而不厭.I毎

人不低何有鈴我制(子日〈、訴して之を詰す.学びて厳わず.人に詰えて生まず.附噌れにあ

らんや.)町一節で つまり「学而不厭」は 「学び学び そLて学ぶ.決してあきるといヲことは

ない.これがわたL向日常だJ (中国古典名曾事典より)ということだカら図省館にふきわしい脅棄

ではなドかと思い肩級を借用Lて研究室でひと月ほど眺めていたら なんとまた 渇川先生町Sきが

あきることのない味わいがあるではないか.掛川秀樹といえば何も私が説明するまでもなく 理論物

理学の他械で日本人として始めて町ノ へル貨畳賞者である.それがどヲ Lて字もこのようにすばら

しいのか.段四に述べたよヲに、学問は学警を修めること つまり真善美を続休と Lて追求すること

であり.真向学者は知識と同時に留学や芸術も倫わっているということであろ h

• .. ~ fJÞ、~曹三局面 ' ・"""
b .-za-J、!'" ':.・~ "'iI . • 

私は。この繍奈が図轡館の表札として最上町も円で

あることを館長に上申し製作にとりかかった.表札を

掲げる控築空間的条例に合わせて 爾額の文字をー

三倍に位大l.文字と文字の間隅を綱盟主しながらレイ

アウト Lた.石材除 以内産綾上町石である久米仏仲

里村尚尻町環石音山告を使用し 婦豪町精神と著書術性

を失わないように留意Lながら彫刻を依頼した.

九月二日，完成Lた表札の前で 学民，館長および

聡貝が~IJf街 L 彫刻を担当された沖縄大患石社長石嶺

逼晴樹u.1ili'-ii面画暗部町長 多Vri氏町司式のもとに除幕式が刊行なわれた.私は。
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図書館が学術研究資料のみならず。芸術資料も地やLて環境金銭備し 今後更に文化的 学際的交流

的場と Lて充実していくことを.L、ひそかに期待している.

(あLとみ ちょヲ Lょヲ 教育学部教授偶成)

!プラウジングコーナー |

マ チボー (綱巻棒)

大きな亜ぃ石柱を運ぶ際に，大きさや。置さによって。 4人とか 6人. 8人で!かつくのだが。

6人以上になった犠合は習の酷い者が中に入ると凋がとどかず 楽をする L 商い者が中に入ると

他町者より余計に荷量がかかることになる.又背円高さの順序にならぷと位い方へ荷量が多くかかる

結果を招(.そのような不公平をな〈するために あらかじめ大きな修にロープを巻きつけ その俸

と石柱をしばりつけて 三人一組内俸をまきつけたロ プ町通当な所にきし買いて， 6人文は 8人で

カついだ町が，?チポ (マチプ)である.ロ プがすべりやすいように械に豚摘などをぬったりし

ていた.しかしマチポーの鴻合でも かけ声もろともかつぎ上げる町だが 立ちおくれたものは腹が

まがったままで 苦 Lい思いをしなければならなかった.余位体力に差がなければ ょういに腰をの

ばすことはできなかった.l たがってマチポ で石を選ぶときは。威勢よ〈やっているように，Iiた

のものには見えただろうが 担(，当人たち'"死にも円〈るいであった.Jl.坂を畳る場合は綱をつけて

前から引っぱる世目的人もいたという .昔は亀甲纂町慕石を運ぶ場合は 村中総出で 50，60人以上

司男たちが担いだそフだが。そ町前を女たちが景気づけに. パーランクー (小敵)をたたいて フた

い踊りながら 男たちをはげまし 運ひ'進ん だ ということである参考調釜係 T， Y，) 

D 異 間

1 Dといえば， 10カ ド (!dentification Ca吋)のことを。地元出身で!米既に勤めたことのある

人なら思いだすことと忠われる.

現在でもそフだと思すが米軍基地に入る鴻合はすべてゲートで身分旺明書を求められる.

経済活動が発達し より正確さと迅速性が求められるようになり キャ yシュカー ドやタレジ yト

カ ドなるものも呈場してきた.

琉大図書館では臼常業務内電算化町一昂と Lて 最初に閲覧業務の電算化を開始したことは周知的

通りである.貸出 ・返却業務を電算化するには利用する人と、利用される図書をそれぞれ他のものカ

ら徽別 (コード化)する必要がある.そ町ため去勺た9月1白から 18日までのml利用者 10町板り

つけ作業を実施Lたが!館内町偽示はもとより 各学部描示 館報的 ・ぴぷりお命、 ホ学報'など，

十分には読まなかったことがヲかがわれた。

学生のなかには、日〈 鴫1C'をちょうだいとか ・抑印. lてくれとか!というものが必リ ま

た教駿貝のなかにはこれまで身分証明欝を求め句れたことがなかったため聡貝証町存在をしらず教

据職員舎の組合目証を提出する先生もおら払克に 10町ンールを張るため輯員証を求めると何を今夏

といったような醐をされたりして窓口では囲ったも町である.

欧米社会は文轡主義町田といわれているが我国ではそれほどでもないので，そのせいもあろうかと

思われるが拍示や.文瞥を百発む習慣があまりないようにみヲけられる.

今日は情綴也社会といわれ 毎日印刷物の山にかこまれて住んでいるが必要な情報をうるすべは身

につけたいものである閲覧係 H. A.) 

3 
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感情的 i由虫 宣言

子l尿キャ〆パスへ通いつけてどの〈らいになったろうカ .この無機的な牧舎の鮮れる所一回一日

は精神病院的平桔不司院のうちに過ぎて"'(。ときおり お年玉だか釘目玉どか「可Jとか「不可jとか

省かれた紙片が固されてくる。マタアナタノ無差別でろノ輯食ダ. サン サン サン .出席

簿ヲ斜線て哩〆テイクト 。アル点デどカんトイク.ハイ ，一人沈没.アナタハ私ヲ知ラナイ.毎回講

義ニ出席ンテ堂々 ト単位ヲモラ yテイ クi車中ト同ジ学生ナノニーアア.

四年間を食い検L.やり過ごすだけでいい.何も期待せず 教室に座っていればいい.それカ途中

の教えに通ったことでもあるのだ。センセイハ何故ワタンノ曲ヲ見ナイノカナ.理由は判っている.

あなたは単に何も期待していないカらだ.物理的に安定Lた講義ノ トと，物理的に存在が確起でき

る黒厳にどけ目 を向けていれば こ町楠薄な学生的意酷.

三人ずっきちんと並べられた目に見えない腐乱死体標ヲ空虚きから逃れられると思っているからだ.

4誌だってきっと閉じように銀舞ヲだろう 訟が臆病者で自分町身体だけを案ずる卑怯者になった時には.

いや，そもそもの初めから.私もあなた方問機臆荊者だった円だ.でなければ大学などといヲ場所

に逃げ込んだりはしなかったに違いない.---1奨等ハ審ワレテキタ その通り 。私達は一切省われ，

なにも身につけずにここへ来た。奮われたものが何だった町か。それすら忘れてしまった.

きあ句ここで最後円仕上げt.!0 ~、いかね . J'とか希望とカ，そヲいったことを考えて以ならない.

現実を見つめるんだ.現実 '貌笑 l現実 1

出席目数の現実 ?ダンス パ ティ刊現実『サ クル共用室内視笑 I!駐車祭止。立入り祭止.そう

した現実で幾重にも聞い込むがいい.腐敗した鮒仲町幻想を逃きないために.鉄筋コ J クリートのピ

ル円周りいっぱいに。制を張り巡らすがいい.もはや誰も反逆を試みよフとはLないだろっ .怠途は

ただ眺めているだけだ.ナ/トコッケイナ'かつて私むこの隊壁を組えようと眠みた bのど.だが突

破したその先に何があったろう .

高尚な?役立たずの脳味噌がたんとつまった冷蔵庫だ.続けてくれ.鍵をかけ 蛸を張り 我々に

賞金町宝物庫内幼忽を抱かせ続けてくれ一一 '

ワタンハスッカリ混乱ンテンマッタ.ワタンノ世代ハ傍イヲ失ッテンマッタ.fiif飲だろフ.この直

線で構築された迷宮町中で何故私は立ち止まっているのだろう 。私は疾走する奴ら的姿を見ない.J某
氏のi主べた もうごとく 私は子鎗ての苦しみを知らない世代 祭り町熱狂乱舞を知らない〈そったれ

世代町-J.I t.!.そいつら全且が血肉を吸い上げられ 骨抜きにされて幽霊みたいにキャンパスの中を

往き来する様は まさに目を依フばかりだ.

何故だろう 私はあなた方向線開聞に浮透する知性と教養次化け物であり!こ町まま千原キャ〆パ

スで腐れていく精神1':。だが日んのちょっとだけ そう.ほんのわずか、私は実体を取り毘したい

と思っただけなのt.!0 

ソレダケノ進イサ。ナノニl ココデ私タチトアナタタチハ訣別ンナケレハナラナインダネ.そら，

卑怯者の中にも目を聞こフと Lた奴らがいる.目を聞いて国聞を発見L.自分を発且したのだ.

笑体を一一一コンクリート向1羅雄と 迷闘のようなドプ町中ではいずり回るゴキブリでLかない自分

を 取り贋した奴らがいるのだ.この札拘:らずなi品、血どもが。笑に我々の失体なのだ.

肥大化した知性向権化達よ 何故理解Lない円だろう.私もあなた方もただのゴキブリな的だ.そ

してこの小さな虫，ー切の高尚な精神とか知緩から遠ざけられた奴円内にこそ 真に高貴な魂が宿っ

ているのだ。

甚'Jlの主遣よ もLあなた方が望ま由のならそれでもし向、だろう .テメエラ腐レルナラ腐レテンマエl

学問的意義とか学生の熱情とか!そヲいった古い呪文と共に崩れ去る方を選ぶなら。奴ら生き残りた

いi豊中だけが。乞食やゴキプリのよヲに俳佃するキャンパスで.空気より更に希薄な存在となり や

がて無に等Lくなるまで濃い続けるがいL、理学部二年)佐藤玲子

- 4 -
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仁豆0"-tt 電算機の始動式

vol.15 No.S 1即

長年内懸案だった閲覧業務的畦算化始動式が。去った10月22日{企)円午前 9時四分からiO時まで

の間 学長を始め?図毛書館長!計算セ μ タ 長、各学部長.図轡館運営委目守本部事務局関係者 富

士通職員。計算センター輯貝及び図~~館職員参加のもとに峰大に行なわれた.

式典は館長の係修に始り 学長悦待日1通側内候拶カ<1，り ソフトウェア一式目計算センタ 長

より館長への議後四位学長守館長.及びセンター長 3人によるテ プカ y トが行なわれた.そして

ひきつづき 貸出L 返却 利用者問合せなど円デモンストレーンヨンが実飽きれた.

また沖縄資料閲覧コ ナ には。コンピュ タ で打ちだされたず:J8万冊分円分鰍別冊子目晶や

学生名簿。業務日報 官11(-覧統計表 そ町他の桜梨矧が展示され 出席者はあらためてコンビュ

電算機の線動により 昨年9月 1日

町新館附館に続~. Jjll大図書館はまた

臨史的ーページがめ〈られたが今後予

;t!.!される質量ともに地大する利用者円

安求に!よりすぐれたサ ビスが求め

られる.

また図申告官ではlelこ多くの轡誌情報

を入力し 利用者へのよりよい学術情

報の健似をはかるとともに将来は全国

ネットにのせることも考えている。

(閲覧係)

貸出業務の変更について

屯算化に伴い，まった 10月22日の後学期から下記町通り貸出業務を変更しましたのでおLらせします.

一一一一一- 1， -一一一ーー

1 貸出時間 平日 9 : 30-20 : 30 似L土叫Hは9:30-16:00) 

休暇小 9 :30-16 :30 山 U'.H~ 日は 9 : 30-12: 00) 

注 nlll円締め切りはb‘づれも電算機の後処尽のため守閉館30分前に打ち切りますので師注意

下さ L、.
2 更新手続

i!新1;1冊で期限内にやらないとでき主〈なりますので鼠をつけて下さい.

3 貸出禁止

従来通り. 1冊でも1-l:1¥期限切れ町国併があると l''f.'t¥できませんので御注意下さい.

4 貸出冊数忍ひv期間

町tl¥冊数&U'捌]1¥]が下表の通り蛮iliLまLた.

なお，電算化Lたた的手11m者 10円ないずi(~Jf. 略。'"花笠で ID未作成者を~ ( )は 鍛図

- 5 
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容I 楠周囲谷 (教官へ町研究開!雑誌 参考 祭帯図書を除<)の貸出Lができなくなります

ので必らず 10をもらって下さい. (学生証及ぴ職員証のない7ちは早めに再交付Lてもらい図

書館カウノターで 10を蝦らして下さいJ
5 その他田被能

貸出返却更新 (延長)処理のほかに 利用者問合せ図轡問合せ及び予約処理等が可能て'

ある.

イ 和l問者間合せーこれは ~11lI者向貸出状 ìR..及ぴ予約状îRがただちに わかる .

ロ 図書問合せ 利用したい固轡円貸出状況を Lりたい場合はそ町図轡 10番号(分頬別冊子呂

録からLらべる )でその回瞥の貸出!予約状況カわかるよヲになっている.

ハ 図S警の予約 これは図替問合せによ0 返却月日等がわかるのでそ何回嘗について予約者が

いなければ予約することができる.
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〔本学教官著書寄贈コーナー〕

今回は 昭初57年 8月8日よワ昭和57年H月20日まで御華客贈T氏きました分を働総数します.敬林略

東江成治(心理 r乳幼児の生活指導j 東江J康治他嗣北大路轡田 1979 

古川 博恭(地学 r九州沖縄内地下水」 九州大学出版会 1981

藤原 幸男(教育 r子どもをどうとらえるか 小学校低学年一」 藤原幸男他著明治図替 198】

「学級づくりの年間計画事間集ーイ学 1. 2年編」 藤原幸男他著 円剖

「集団思考町成立とは何カ j 蔵原拳男他著 明治図書 1975 

池宮正治{文学 r近世坤純的肖{象一文学者 芸能者列伝上下」 ひるぎ社. 1982 

北纂陸夫 (短大)

津波配意(社会)

王城政光(教育)

「沖縄答能文学諭j 光文堂. 1982 

「沖縄民俗学的方法一民間的祭ゆと村落繊造 」 新泉社. 1982 

I沖縄国顕町村落上下」 新星図書

「行動工学同基礎浬翁 伝統的心理学への批判一J B.F.Skinner著

玉織政光監訳佑学社 1976 

一一投 書 箱より一一

新しい冊土資料目揖を作って下さい.

回答新婚の資料はコンビューター編集による図録が目時車に出されています.古い資料は既刊の

回帥をご利用下さい.

2 郷土食料閣覧コ ナが崎〈て 又務稽いて利用できません.

図書 沖縄問係資料は貴重資料扱いを Lている関係上 管理的商からカウム/タ一円前に並置LまL

た。照明についてはこれまでのIOOWをI50Wに取り嘗えてあります.

3. rすばらしい本にふと出会うニとの少い蝿土資料」について考慮Lて下さい.

回答 欄土資料の管壊についてはいろいろの方法が試行されま Lたが現在は補充不可能な資終は

間集:式として。補充可能な資料は l部づっ開架にしてあワます.嘗誌煩やカード目品等を利

j材Lて、様々な資料と出会ヲ楽しみを味わ勺て下さい.

4. r図轡陽入受付簿」町図轡...入に際Lては規雄がありますか 一人で何十冊注文してもよいので

しょうか。

回答 椛滞大学附属図書館「勝入図啓選択器撤」の第 3条で、「学生が陽入を希望する図世で 大学

教育上好まい、と肥料される専門図由教義図瞥はできる限り蛾入する」とヲたわれていて

予算の貯す範囲で、できる限り購入Lていますが‘従来は学生一人当り 2-3冊の住文が普

通です， 一人的学生が大量的特殊専門書を希望する際は 蔵書構成のパランス上削輔される

ことがあります.

5 閲覧室が騒々 Lいので織かにさせてほLい。他4件(再出)

回苔 貼紙などでも効梨カないよヲです町で、極力戦且が注意するようにします.学生鰭君もおE

に留意して下さい。

6 一人用閲覧仇がi止〈て 尚子にすわると足が札の下に入りません 位〈めの締子と取り待えて下

きい.

四谷 11月8自に改馨しました.

- 7 
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= 
= 
三

= 
三

= 
= 
= 
三

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
z 
z 
= 

〈絵画作品の寄贈〉

fm大学で美術を偲当され.迫官なさ った先生方の作品 (絵画)を務贈

= 
三

= 
= 
= 
= 
= 
= 
三

して加舎.安次官長明教授の術噂で図書館2崎ロピ 及び閲覧盆に炭示し
至
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

まLた.

御響聞くださ った先生方的御健機をお祈り L.厚くお礼申し上げます.

互依人となられた先生方向御遭銭円ご'1i志に対しまして攻，レより感

謝数します.

8 

敬林略

五e十脊嗣

「琉球の民家」

< F'60号1954年作〉

安次倣金正

琉球大学高輯

1954年 4月-1982年 3月

『塔の群れj

〈聖型120号1963年作〉

安谷昆正義 (散人)

琉時大学者主輯

1953年 4月-1967年 7月
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「熔樹の森の噺」

<Fl凹号 1971年作〉

大城陪也 (故人)

"，球大学在職

1950年4月-1952年 3月

「祭の終点」

< F50号 1974年作〉

宮城健盛

琉球大学在職

1957年 4月一1981年 3月

「季節風j

<F40号 1971年作〉

山本恵 一(故人)

琉球大学在職

1952年 3月-1977年11月
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出現する.物ポスト ブックレピュ

一 倉本四郎警車京冬樹社

国 l 醐 p. 20cm 

新着図書案内

0l9-Ku-53 E:臨む 秩問実著東京大""広

1981， 202p. 2伐m

精持分続鹿本大..秀夫警東京サ

頭の倣歩務付~脊東京.，，，能率 049.1-Mo56 イエ〆ス社 1981， 254p. 190冒(人

大学11'.腹部， 1981， 223p. 19<:rn 文社会復轡 7) 

146-028 

夢漢・2義3 枕括審梅原郁 訳 注 東

京!平凡社，1981， 295.4Ip. 18cm 

(東洋文/1.403) 

049.2-Sh57 入金の大学に率集はない ビジネスマ 159-N37 

ンの行制指針ω 中村竹夫著I 東京，

廃業能司巨大学出版部，1981， 185p 

070-161 190:潤毎週E酪入門 ニュスの世界伊大知

昭嗣響!東京，数育資斜出版会! 世廓の量制民 17. =-a義社'"版研究所制 lω8-Se22 

1981. 262p. 21cm (芸術教宵憲容}

ルポライター入門 殿"の仕方から谷

き方まで禽絶縁編著 日本ンヤ

ナリスト尊門学院出版sI¥. 1980 

291p. 19cm (ンャ ナリスト双奮1)

日本マス コミ zニケーγョン5管場繍

山本文緯緬事警 東京 東海大学iIl阪

会 1981.392p. 22倒

S瞬間同犯した椴争責eを ある糠中派包

者の笹曾 地図之草野，東京銀波

往来社， 1981， 297p. 20cm 

臼本の嶋聞報道"憎じうれない駐日特

派員がa本の街聞を告発 李健附帯

東京エル出版社!】981，I82p

l'αE 

070.16-A51 

東京， ~"H土 1981， 151p. 33an 

17 マヤの重量峻 江上波夫。大賞良

夫箸

縛儒縛と人との襲宴 岩井宏司毎 日

柄l佑倒防事時 京傭.[i買刷会出版。1981

070.21-Y31: 2ωp. 27訓写実山純終浄

目1111人の歩まれた遁 その金運と足

織をたずねて市川昭康欝， ¥1(京、

070.21-132 ホm:m.1981， 237p. 19cm 

070.4-R 32 

沼仰と被育と .，ン モール修道会

東京百年の歩み 渋川久子!島問笹

子共著 東京停泊社 1981，352臥

20叩

歴史と名将戦史に見るリーダーγッ

プの条件 111製勝之造符 東京毎

心なき妃. ，青木英夫著，¥1(京!山手 070.4-$h49; 1:!f1i聞社， 198]， 380p. 20叩

176.5-193 

188.92-114 

198.2-Sh21 

2ωY35 

書房 l'岨 221p. 20= 古支.負荷鰻周姐$奥 地III正一郎響。 R-210.02-132

現代新聞紙掌 殿岡昭郎著町悶!玉 070.4-T。砧 新人物往来社， l'喝1.473p. 20.潤

川大学出版部 1979，186p. 19-側 人物史でまなぷ日本の座'" 縄羽滑降 210.1-Ku72 

(玉川選視野 110) 脊i 東京。地歴社，】980，3∞p. 19 

日本人にとっての東浄と酉浮 谷川磁 104-T.・88: 011 

三 福凶定良者 東京法政大学m 写実集原爆をみつめる 1例"手広島・ 210.75-127 

隊問。 1981.299p. 22m 長舗 飯島宗一。制服秀次様。東京。

人生の考察 アレキンス カレル符 113-C22 省様待広， 1錯し 235p，28伺

渡部舛 -IR 東京三 笠脅房 1981 中国史の倣鏡北京から教鍾への遁 野 222-N9S 

288p. 2阪m

線中と戦後備樽 鈴木正答 J/oX 勤

'"脊甥， 1981. 243p. 20酬

4技量畠脊 東京 日急電出版社。 l'喝1.

121.9-Su96 34Op. 22cm 

岩手$綿織 日本を働かした趨手県人 281.22-Sh25 

哲学を学詩人へ rフ方イヱルバッハ齢J 134.633-A35 七X"1奪三警東京新人物往来位。

一叩ー
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印刷 227J，. 22αm 鐘滑"事に強〈なる本鍵解だった経

ある女性政治家の半生 川雄ンゾエ脊 289.I-K.86 清面がスラスラ醗める 1981年版

京節， PHP研究所， 1981， 223p.20 

釧

秋山留絹I 東京エル'"版社

}鈎1.197p. 18cm 

330.4-A38 

自由民慢の先駆者奥富健之の数奇な

会主謹 糸庖寿燈脊i 東京，大同舎宿 i

289.1-055 樹. 大凶胤房子大内三千代務東 335.92-081 

1981， 233p. 20an 

ホメイ二- "いたちとイラμ革命

M ヌスパウマ哲 アンア呪代史

研究所訳。東京祉会忠惣位。 1981

京取得経済"報社 1981，246p 

1'= (私の奉仕)

289.2-Kh ; ft字で見る臼本のあゆみ(1銅1)

PHP6/f究所編。京節. PHPPJf究所。 1981，

533p. 19cm 

351-P 

245p. 20.潤

山を腕む司院興 徳欠量泰雄編 "百r.JI( R -290.33ーτ036

日本人と際人 中徹子校[はか]脊 361.4-N38

東京 日羽生YMCA司盟出版部 1981

京宣出版。 1981，380p， 19crn 247p， 20crn 

これからの日本ー四つの鴎盟 中111太 302. ¥ -N45 間違いのない住宅えらぴ石Hり笠失符I お5.3-176

節制修..忠夫共編サイマル出版会 愛隆堂 1981，206p， I決河

1981. 297p， 19佃 .例でわかる労働法の知峰 佐々木カ 3E附 1-$.75

観のない園世界の知峰人がみた日本 302.I-Ka74 省東京中央経涜社， 1981， 2{J5p 

加減英附{響。山手祷初。 19喝1，228p 

I叡m

国際感覚と日本人 ある函際ビジネス

マノの学生 園地利失事守 ~o;r，新

泉社 1981. 229p， 19crn 

「常厳」の研究 山本七平脊東京

日本綾鴻新附i社 1981. 218p， 19畑

復力の構造現代を支配するもの 秋

元伸郎著，東京，有髪畑， 19喝1，

239p. 19湘 {有斐別選書)

時価

ifと感動と性絡の教育 騰原正e交響
304-T.Il 東京高法制作品 1981，343p 

304-Y31 

21師

道徳縄場と敏郎の姿.. 倒梅原悠ー脊

東京均1m図待出版， 1981. 148p 

19佃

311-A35 世界の数料.・腹史 ほるぷ出版

ポーラノド r自由Jへの検健尾崎恒 312.349-096 

1981. 24cm トルコ N アクント者

，kl目線三[他}緬釈中国入院教

育出版社中小学校通111敏"艇長1編写

縦脊野煽問郎斎藤秋男緬侠エ

ジプト P.Aリドワン E. R ハ

ヅラ ーズ併I 池田修駅}フラ νス

手年。京保。 PHP研究所 1981.227仏

19<0 

ミッテラノ破格 その秘密と栂遺 御

本清志警合員l出版 1981， 246p 

1叡澗

312.35-U71 

Lペルネ R プラノン ヨ〆 M パ

天皇制を聞いつづげる わだつみ会編 313.6-WI2 

レスト Jマンエ ヅクス欝弁よ幸

治絹"" ポルトプゲル A. H デオ'}

ヴ L イラ マルケス持金ヒ紀男緬東京I 筑摩轡111，1978， 281 p. 20cm 

日本人に感謝したい アメリカの対日 319.153-A79 駅

磁時成>!JO)秘密 マイケルアーム

ストロノグ脊日崎正弘駅東京

日紙fl1ls，1981. 22活p 凶~

やさしい途令の見方..方 十島拘!

失符"家公務畷11研修協会

1981， 393p 出澗

リーターンップ 7'メリカ海軍士宮候

繍生続本 アメリカ梅車協会{編}

武lHX!}j，ff'l'侃次郎共駅 東京

320-Ko39 11*生施性本部， 1981， 276p. 20an 

化学を学ぶ人のための自然科学慨箇

111辺，.箸東京東海大学出版会
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370.4-F68 

371.6-$a31 

375.932-$e22 

397.1-A44 

401-Ta83 
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1981， 206p. 19明 セノサ工雪解 大様鰻明脊I 東京，テタ

現代を知る科学判官館現~ 50参事点500 R -4ω3-Y84 ノ 1981. 329p.22側

"'..臨 万晶夫編 '"京ごま符所 生きざまの明学 r科学的な金き方」こ

1錫 1.312p. 19m 

..'"贋の織しみ ハスソレゲーム冨麓

の温ぴ・tc. tf~H{EU.持政京"

410.79-N98 

そ 「悟り」への返週 中山正剥11¥'，

東京 虐匁舵羽巨大学出版師。1981，

出 p.l9cm

5QI.2Z-063 

507-N45 

他社 1981，2沼4p.20.ョ 衡の再開発近代的衡づ〈りのすすめ SI9.8-T.76 

現代絢思象者の生と哲学マッハから

アイ;，.-."ユタイン 本.修鋼管 11< 

"，来朱位。 1981，3∞p. 220・

制遣の化当F 現状と発展のあと 休求

郎併，"京，l<穆房 19刷 222p

22<m 

420.2-H84 玉附;;Ls，.* 布安則 1981おぬ

"訓
浮思住宅Itlt図.ttti~i旬蒋東京 R-S27-M・"

430-H48 11'上得院 1錨1. 143 p. 26an 

高鍋冨腸マシ〆の実繍 箱崎自信也，山

本凸弘神 時'"廃鉱山版 1981 

535.5-HI8 

巨大な耳 宇宙のささやきを欄〈 ν “1.6-Kr2 174 p. 22細

ヨシ タラウス脊I 泊巣巳之助""

東京 CQ，'1¥駈 1981. Z77p. 21岡

エレクトロニクス軍命 日本のマイク

ロ鎗術"世界U<容するか ミカエ

549伺ー071

....図解;;・興 D.Fグラ ゾトイ神小 R-457.8-G53 

“，.，佐""東京I 司陸地符館。同81，

ル オーム 押高地高司""， '"京

日本能刷岳会。問削 お8p.20an 

222p. 26.:ョ 民3.8 M・68
環境"遺伝にどう".するか HI.Q体 467-TB26 

アモルファス合金 その絢佳と応周

嶋本館。海道割問l綱 東京 7グキ

"郎符，.，寄!， ダイヤ司"ド枇 1981. 352p. 22an 

1981. 230p. 190冒 "と粧の不思舗 ..繍鎌衝を支える鶴 571.2-Mi68 

入門応用組物解剖掌 D. F ヵトラー 471.3-C98 怖の科学 三錨茂雌4市東京 グイ

9ぞ!溜山l，lt:. <<京。共立出版。， ヤ~/ド社 1981. 199p. 190冒

1981， ZIOp. Zz..:. 新現代衣料，奥 川刊 '7パレルヲァ Rー鑓6.03-A59

海の野生動物 オーデュポJ ソザイエ R-‘創 12-L63 1ンヨ" 編 強o;r アパレル7，

ティブック レス ライン。ジ，-

ジ レイガ一組事昭雄'"正伺飲 ol( 

)jC， HF.文社 1981. 240p. 320附

からだと載のつソのよう伝ホントの踊

大館陽太郎符 バンヲイカ 1981 

四.l!i<m 

人聞を決めるもの遺伝か珊唄か オ

リバー ギリー符被辺慨。 志村鈴

子イ~iX， <<京'"伊国M伶箇 1981 

262p. zo.:. 
対人恐怖人づきあいが苦手'cl)qた

に 飯111奥[ほか]編。'"京. Ii~ 

l制 1981.305p. 19cm 

健リ康百隠 健康管浬・健康食品なんで

も... 川畑tit~礎持 政収弘支出

版 1981. 1俊樹

げ 5ヨ〆 1甥1.411 P. 22a. 

病気に傘ら傘い新しい食率主主 守宅川芳 596-K.17 

子宇年，，"民協会 1982. 2]0院 190・

490.4-055 日本の資環 21世紀への隈題と対鍍 602.91-KaI6 

持学伎術1，出資源以貸会編 (l/(京}資

"'焔会 ]9BI， 214 P. 21cm 

49J..69-C45 斬しい鍵村 81 昭和55年度朝日.."

賞 細川新聞社編，ol(京.'m術開

性 1981.Z70p. 19慣

611.1S-A82 

世界のスパイス百翰 トム ストパ R-619.9-St7 

493.76-126 ト符守小野村正敏!<，'"京縁台芹

}房 1銅 1.2481'. 26crn 

世界のチ ズ百科 T.A レイト〆併 R-648.18-L44 

498.3-KB92 京収。鎌~汗rn ， 1981. 222p. 26cm 

広纂樹将とその結拠 点京。大 11本IJI 653.7-Ko97 

休会 l錦1.262p. 22c.. 
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669-Ta87 こぴあん書房 1981， 2281'， 20cm 温いのち，.海から 谷克彦事時東京

マルジニz位 IS8L 2931'. 19.:潤 実騒を・掘って世界慨を変えよ 減辺恒 関7-W46

気分の時代 これからのライフ スタ

イルとほ ヲもうひとつの価値観とは

675-W46 蔵省I 点京、禁流ll.1981. 2751' 

? 渡辺得厳響I 東京白球文堂新光

社 1981.2881'. I決m

航ヨ，..・者への温 住111正ニ緬 1高官r 687-$，，65 

"" 点京成山1t，件前 1981

1971'. 19cm 

世界のラジオとテレビンヨ〆 (1981) 69ゆ 2-N77

日本歓送凶会総合放送"化研究所緬

"'，東京 日本歓送出版悔会 1981

3"臥 260.

魂の実見 ンュタイナー掌綬の芸街教 707-Ko97 

育 子安美知子涛東京音燦之友社

1981， 2日 p. 19cm (台猿選符)

'"加
知的表現力中川昌彦脊東京産業

催事，入学:/'，Fiij都 1981. 2221' 内側

目怠路表記迭の観姐試:'l¥lbl:明手電 車

ホニ慣盆 1981，.4961'. 22cm 

中国隠のニュアノス まちがえやすい

頬儀幡同線崎 司医師州予時 点京

東方件応。 ¥981，3201'. 19<澗

実関踊源ものしゅ辞典 尚弁忠夫狩

大尉111\~ ， ¥981， 2∞p 陥佃

ヴヲVカーリスタ〆ダード英和大様典

。reSle' Vacc・，.，符ヴ7カ 'J!Ii 

学餅究祈 1967. 23191'. 30cm 

紛 9-N32

8!1.56-Ta58 

8Z4-R32 

R-832-Y76 

R-833-V12 

美術教育学への遭 山本正射押町111 707.7-Y31 葵筒釜本働関爵典 小内i;!.{し偏，，"究 R-835.7-Ko75 

玉川大学出川医師 1981. 2181'， 1ge畑 仕出版， 1981， 1862p. 22伺

・と人間鐸求 河内宮崎併東京。 728.02-Ka91 天声人隠 英文).j"!!((可H5悠(1981~が

本主本社 1981. 2:お71'， 20cm ~互の対)制U術開通説益 11釜編 制

ビデオの畿しみ方 fflH-flf¥梓 水 附

待出 1981. 212p. 21側

名歯の生まれたとき 武川貨i修司存東京

共同通信社 印刷 2431'内側

レコード百科鹿史から鍾貧まで'，';f

本英世帯!被成 誠文堂"光社。

746.1-N92 11イプニシグニュ ス位If{. JIlJjf 

h長呼防 1981， 241 p. 1%同

762-Ta62 英字新聞"..法 テリー ヲレデ'1

169-Mi17 

クゾノポールウ~ヂル汗傍HI

イプニ ν グニュース社訳編，~京!

制11イプニノグニュ ス社 1981 

1981， 2:澗p. 1gem 2781'. 19cm 

83I.5-A82 

837.5-F46 

..後日本映画小史 瓜生忠夫J作 成);c 178.21-lJ89 似た英単匝の使いわ吋 ト、 納松符 837.8-ToS9 

法政大学.'!¥1:fi川， 1981， 3861'. 20cm 玉川太学.'l¥版得。 1981.2331'. 19cm 

デイリーズトレッチ体像 安川組。1. 781.4-YG2 小脱とは何か 英米作意を中心に マ 901.3-86ロ

小梨進也"の:鉱符緬杯大修館 一 γ ョリ ー ポラルト ν~ 川澗'x

，'~!;Ii. 1982， 1451'. 24cm 此別今井定腿駅東京兆五社

合気温のこころ 気と穆.和する合気

の温 hU在者?手丸押 東!jC ，1~i剖 t

19s1. 2081'. 20ar 

死活妙鎗 4ド l!;!)}j秀;'iI1~JI! 川"研究

会制集 "京山t毎食 1981

789.2-U47 

7円95-H84

1981. 2851>. 2ucm 

歓送作家入門 ドラマ作溶かb生活自

・まで 11，ド微送作家協会緬 [点

以) ライフ..，..~ .z.〆スイ〆ウォメ

Y ヨ/， 1980. 27up. 19伺

912.7-N77 

"語と心理聞くこと 脂すことのメ

カニズム H.Hタラ ク。 E.V ク

ラーク搾胤"俊一監訳 iUj( 銅

版 呼応 1981 

801側一C74 盲腸に聞く 竹内定i'>帝京4 満濃 9!4.6-Ta64 

賓館文化の境界 漁網i父f.r.:. i'i ，点以 郎 4-A32
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位。 1981. 197p. 2仇m

声，聴き処に'官官を聞く r文化大革命」

f畿の中国文学 向島俊リ1'1.'.場!~f.

lI.j.出版 1981. 223p. 19伽
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現代ユダヤ系?メリカ文学 中西勝之

fF. ~反政原ff J;r;， 1981， 240p. 20 

側

劇作I!..J.M シング研究生存条件と

..，安志向との聞の無視と鯛和 初図

Q-祷.剤使束。朝日出品栓 "01 

316p， 21伺

教われた喬iIlる脅奮の物碕 エリア

7. . 1J ~ト ゾ テ< (符]。岩岡行-11<.

vol.15 NO.5 1982 

930.2-N38 東京法政大掌出版刷 1981. 434p 

回開

テz ホフの生涯 住職iFt!IB響 競.. 9ω28-5.85 

932-Ma66 轡甥 19肝 464p.230泊

ぽ〈のポーランド文.， ，連絡」の革 989.8-K" 17 

舎を生み出す織"について踊る 工

..毒劇隆司官。東京I 現代企画室.1981， 

940.28-C 時期)p. 19舗

年末年始の閲覧業務

12月24日(金)-27日(月 ).........17時間館， 也し25日 (土)は12時30分間館.

12月四日(火) 御用納めのため閉館

12月四日 (水I-1 J1 3日 (月} 年来年始特別休暇のため閉館

1月48 (火I..................................................................j却用飴めのため閉館

1月58 (水).................................................................................17時閉館

11168 (木) 平常どおり

な必 今年度から冬休みも長期貸出Lを行ないます.則聞は 12月18日 (土)から

1月10臼 (月)までです.

一一図書館事情

〔鱗1・1回国.舘運営委員会要蹄]

日時昭和57年 9月18日{土) 日開-14 叩

場所 図書館会謹呈

盟題

① 後期定冊目について

② 貸出し業務の電算化に伴う貸出冊1'<及び日量生について.

③ 1983年度新鈍陽置雑低&LF中止につい1

線告.m
① i且官教官の絵画寄聞について

② 回嘗官正面玄関表札について

③ 図@賛同要求について

④ 映画会について

⑤ 月間被話会について

⑥交通対策について

- 14ー
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脱線大学附属図書館線

〔鱗142回国・館理営委員会要録〕

日時昭和57年II丹15日(月 13: 00-14 : 00 

場所図書館会副室

璃踏

① 琉球大学附属図書館スライド作成機使用内鋭について

② 月帆醜面会について

報告事項

① 月間核儀会について

② 医学部分館の訟計について

〈オリエンテーシ当ン〉

(場所図瞥舘視聴覚室)

人員 教育学部社会科襖習の学生20名

日時昭相57年 5月31日(月 15:20-17: 00 

人員法文学部英文科の学生15名

日時昭和57年10月21日(木 14 同-15 冊

人且教育学部理科教育向学生9名

日時昭和57年II月2日 (火 10:30-11: 30 

人員教育学部理科教育向学生9名

日時昭和57年II月叩日 (水} 叩 30-11:30

〈図・館見学〉

人民東風平中学校同生徒25名

B 時昭和57年7月31日 (土) 】1: 00-12 : 00 

人 民 統谷高等学校町図書委貝町生徒と先生連 23名

目時昭和57年iO月 12日(火 10:00-12: 00 

人且沖縄市図書館職員 2名

日時昭拠隠7年iO月 19日 (火 10:00-12 凶

〈来館者〉

vol.15 No.5 1982 

昭相57年 9月20日 (月) ア〆リカ町大学出版協会会長 M r. KoHler夫妻アメリカ研究委貝会

内委貝と態様 14: 00-16: 00 

昭和57年II月9日 (火) 国際文化会館寄貝司書 M iss Arm 8aker Ward アメリカ研究委貝会の

委員と慰綴 10: 30-12 回

〈報告〉

報告者伊佐真一 「帰米報告アメリア図瞥総事情J
日時昭戦157年9月17日 (金 15:00-17; 00 

〈出張〉

9月8日 (水) 山凶姐参考調査係長 友利彦一総務係長 昭和応7年度九州地区国立大学図書館協

E集会笑務者連絡会議出席のため腐児局大学へiO日まで

iO月25日 (水) 友利彦一総務係長 昭和応7年度九州地区国立学校等係長研修出席のため福岡へ29

日まで

15 
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10月31日 (8 ) 伊佐真一閲覧係員。図谷館員のため町アメリカ研究ワークンヨ γプ参加町ため東

京へ11月3日まで

11月8日(月) 金減真理子機能係J1昭和57年度大学図禽館職員議制会受講のため東京へ138まで

〈月倒映画よ映〉

叩月22日(金 23日(土 r震のコリ グ」 大島清盟主管 入偽名461人

11月19日 (金 20日 (土 rキッド」チャ ルズチャプ 1);..-監管入場者264人

〈上映予定〉

12月178 (金 18日(土) 映画研究会或は沖縄町アマチュアグループが製作Lた映画

1月148 (金) rペーパー ムーン」 ピ タ ボクタノヴィチ監轡

2 f118日 (金)19日(土) 暁画研究会費量は沖縄町アマチュアグループが製作した映画

〈月例殿儀会開催予定〉

日 時四月 11日(土 13:30-16: 30 

2袋眠者石防笑(気象学) 教綬(理学博士)

酷 「台風向酷」

日時 l月四日 (土 13: 30-16 : 30 

挨酷者我都政男{思忽史} 教綬

酷 「学術情究資科の蒐集と保存について

日時 2月5日 (土) 13 却 -16:30 

E袋酷省国吉正之 {化学)教授 {理学博士)

酷 「高分子化合物町将来」

日時 3.4 12日(土 13:30-16: 30 

1失眠者比郵政夫(人組学) 教授

酷 「沖縄と東南アジア」

"蛾大学附属国種事館鰍 MtF.J: ')お時 第 15~ "'5-1す 【通巻郷，"昔〕

昭和57年 12月 1日

発行人平l~ !Y.仁川l例県中織村午前上f~858

1It酷(凹889)5~ 2221 内線(2143)
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