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春の図書館ツアーを開催します！
編入生や大学院生を対象に、図書館ツアーを行います。ぜひご参加ください。
※学部新入生の皆さんはこのツアーとは別に教養教育の授業「スタートアップセミナー」で図書館ツアーに参加頂きます。
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予約不

要

図書館1階玄関ホール

予約不要です。上記の時間帯に参加できない方は調整の上、
ご希望の日時に受講できます。
参考調査カウンターまでお申し込みください。

国立国会図書館 歴史的音源の配信サービスを開始しました

Message

附属図書館長のメッセージ

国立国会図書館内限定の音源を三重大学附属図書館内の専用端末でお聴きいただけるようになりました。1900年初頭から1950年頃ま
でに国内で製造されたSP盤及び金属原盤等に収録された、音楽・演説等の音源をデジタル化したものが収録されています。ご利用は参考調査
カウンターでお申し込みください。

新入生の皆さん、
ご入学おめでとうございます。
ようこそ三重大学にいらっしゃいました。
これから皆さんはこの素晴らしいキ

図書館のホームページ

ャンパスで学ぶわけですが、皆さんが講義を受けるためには必ず予習や復習が必要で、三重大学図書館ではそのための環境
を提供しています。図書館はフロアによって利用方法が異なっており、1階は学生同士ディスカッションできる空間、2階は図書
や辞書・事典類、
パソコンがある空間で、小声での会話は可能、3階はサイレントエリアで会話やパソコンは禁止で静粛な空
間、
となっています。2階は隣接する環境・情報科学館と繋がっていて、
そこはグループ学習や研究会などに利用されています。
図書館は長期の休暇以外は朝8時45分からウイークデーは21時45分まで、土日は18時半まで開館しています。
学年が進み3年生から4年生になると、皆さんは研究室やゼミに所属することになると思います。私の研究室では生命科学
系の研究を行っていますが、学部生や院生の机の前にはいつも図書館で借りた専門書が沢山並んでいます。卒業論文や修
士論文、
そして博士論文を纏めるためには、
その分野の研究の総説など高度な専門書を読むことが必要で、
それらの書籍を
閲覧することが出来るのが大学の図書館です。本学の図書館は一般の公共図書館では見ることが難しい専門書や専門論文
を幅広い分野にわたって所蔵しており、本学にない資料を利用したい場合は、他の図書館から借りたり、
コピーを取り寄せた
りすることも可能です。
また、MIUSE（ミューズ）
という三重大学の学術機関リポジトリというものがあり、
これは本学の教職員

http://www.lib.mie-u.ac.jp/
から Check it out !!

ブックロウの

Pick up コーナー

写真部から１月展の報告です！

企画展示
「知る、行く、つながる。東北と熊本・大分」
「三重・東海の災害を知る」実施報告

私たち写真部は2019年1月21日から1月25日にかけて新人展を附
属図書館1階玄関ホールにて開催しました。新人展では写真はもち
ろんのこと、企画も新入生のみで行いました。今年はデジタル写真だ
けでなく、
フィルム写真も多くあり特徴のある写真が並びました。
ま
た、写真の撮影データをまとめた冊子を作るなど新しい取り組みをし
てくれました。
また次回の写真展もどうぞご期待ください。

三重県立図書館の連携展示キャンペーンに参加して、
ミニ企画展示
を行いました。来館いただきました皆さま、
ありがとうございました。
■期間：2018年9月25日〜10月31日
■場所：附属図書館2階入館ゲート横

秋の文献検索講習会実施報告

MEIPL出張サポートデスク

2018年10月22日から26日にかけて、講習会を実施しました。例年
実施している、Web of Science ＆ EndNote、SciFinder、国内・
海外文献検索の講習会に加えて、今回はMEIPLサポートデスクのス
タッフによるクラウドを活用した文献の収集・管理の講習会も開催し
ました。

通常MEIPL2階で開設されているMEIPLサポートデスクが、2019
年1月31日と2月1日の二日間、附属図書館の1階グループ学習エリ
アに、MEIPL出張サポートデスクとして設置されました。
大学院生（理系・文系）が、
レポート作成やパソコン関係の相談を受
け付けました。

や学生の学術論文や学会発表の資料などをアーカイブしたもので、一般にも公開されています。
さらに本学図書館が有する
重要な機能として、電子ジャーナルや各種データベースの利用があります。電子ジャーナルは紙媒体で発行されている世界中
の学術論文等を電子化し、
インターネットを介して閲覧するシステムで、皆さんが入学時に用意してもらったノートパソコンか
らでも十分にアクセス可能です。電子ジャーナルは種々の学術分野の最新の知見を簡単に得ることが出来、学術論文や学位
論文の作成には今や欠くことの出来ないもので、我々教員も毎日のように利用しています。
以上のように、三重大学図書館は種々のサービスを行うことにより、新入生の皆さんに優れた学習環境を提供しております
ので、
ぜひ積極的に利用していってください。
うめ かわ

附属図書館長

はや と

梅川 逸人

動物細胞の増殖における核小体タンパク質の役割や食品に含ま
れる機能性成分の解明に関する研究を行っています。最近では未
利用資源や食品廃棄物から健康の維持・増進に寄与する物質を
取り出して利用することに興味を持っています。

●発行：三重大学附属図書館 ●編集・連絡先：情報・図書館チーム利用者サービス担当（情報リテラシー）●電話：059-231-9089 ●E-mail：literacy@ab.mie-u.ac.jp

特集❶

図書館の、
お気に入りの場所を探してみよう！
8位

図書館は、様々な学習スタイルに合うよう、工夫された空間で
す。ぜひお気に入りの場所を見つけてくださいね。

投票数

2 リフレッシュコーナー

20

7 PCコーナー（1階） 6

3 展示棚

11

8 3階閲覧席

9

しないことになります。

EV

6 参考図書

4 グループ学習エリア

な状況に陥り、購読を断念する大学が少しずつでてきました。
このことは結果的には研究能力の低下を招き、科学の発展には寄与

8 3階閲覧席

26

7

このような学術情報流通の状況を打開するために、学術の自由な共有をめざしてオープンアクセス化等を進める方向転換が図ら

3階閲覧席

3F

5

9 カウンター（貸出・参考調査） 4

5 PCコーナー（2階） 7

図書館を取り巻く諸情勢がよくわからなかったのですが、
しばらくして電子ジャーナルによる学術情報流

寡占と購読価格の上昇が続いています。
このような状況のもとで大学や研究機関は電子ジャーナルを継続的に購読することが困難

印象に残った場所 投票結果
1 開架図書

図書館長を4年間担当した経験から知り得たことを紹介し、
ご挨拶とさせていただきます。着任当初は

現在、電子ジャーナルは学術情報流通の主要な手法であり、大手商業出版社による世界的規模での

しますので、参考にしてください！

場所

加納 哲

経て起こってきた状況であり、全世界的な課題として取り組まれていることがわかりました。

2018年8月のオープンキャンパスにお越しいただいた皆さん

投票数

前附属図書館長

通の有り方に課題があることがわかりました。
これは一つの大学の問題には留まらず、数百年の歴史を

に、印象に残った場所の投票企画をしました。その結果を紹介

場所

図書館長退任のご挨拶

3階は、サイレントエリアです。静
かに集中して学習することができ
ます。

2 リフレッシュコーナー

れています。大学図書館が担っている機関リポジトリはその方策のひとつとして取り組むべきものです。
関連して東京大学の吉見俊哉教授は16世紀に起きた印刷革命により大学に
依存しなくても学術情報にアクセスできるようになり、大学の存在意義が薄れたと
説いています。19世紀に入るとフンボルトは教育と研究を一致させた手法を大学
に導入し復権を果たすが、21世紀に再度、
インターネットによる情報爆発が起こ

1位

⬆ 環境・情報科学館への通路

開架図書
学生向けに作られている
図書のコレクションです。
13万冊ほどあります。
レポ
ートに、授 業の予習復習
に、ぜひご活用ください！
貸出は2週間、10冊（書庫
内図書とあわせて）
です。

アメニティコーナー

3 展示棚

中心的な役割を取り戻してゆくことは、大学の存在意義を高めることとなり、図書

環境・防災コーナー
文庫・新書

自動貸出機

6 参考図書

1 開架図書

4位

グループ学習
コーナー

館は中心的な役割を果たさねばならい立場にあると思う所存です。

2 リフレッシュコーナー

5 PCコーナー（2階）

EV

1 開架図書

2F

り同様の状況に陥っているとされています。大学が学術情報発信の担い手として

洋雑誌バックナンバー
（〜1983）

EV

書庫

From Students

研究個室

学 生 からの おすすめ本

新聞縮刷版

複写コーナー

奥村晴彦, 黒木裕介 著

可動式の机と椅子が並ん
でいます。人数に合わせて、
皆さん自身で学習環境をレ
イアウトできます。
ホワイト
ボードやプロジェクタもあ
ります。

9 カウンター（貸出・参考調査）

雑誌

大学紀要

政府刊行物

EV

4 グループ学習エリア

奥村先生は三重大学の教員ですね。Wordの数式ツールだと見た目がちょっと……という方、
LaTeXなら美しい文書がつくれます。卒論やレポート、
もっとキレイにつくりたくないですか？

新聞

7 PCコーナー
PCコーナー（1階）

『LaTeX2ε美文書作成入門. 改訂第7版』
技術評論社, 2017年1月 ［所在］図・開架・図書 ［請求記号］007.6/O55

2 リフレッシュコーナー
自動貸出機

OPAC

1F

視聴覚コーナー

EV

LaTeXを自分のパソコンに実装するところから丁寧に解説します。
書庫

（大学院生物資源学研究科

和雑誌バックナンバー
（〜1983）

博士後期課程3年）

村上春樹 著

『カンガルー日和』
2階新館側閲覧席

こんな場所
もあります！

3

パーテーションで区切
られているので、集中
して学習できます。
比較的静かです。

研究個室

各学部最終学年の方と、院
生の方に提供している研究
個室です。人気があって、試
験期は満室になることも！
利用手続きは1階貸出カウン
ターで手続きして下さい。

平凡社, 1983年9月 ［所在］図・開架・図書 ［請求記号］913.6/Mu43
村上春樹の小説に挑戦してみたい人必見！短編集の
『カンガルー日和』
をおススメしたいです。
新学期に是非読んでいただきたいのは
「四月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会

うことについて」。
こんな出会いがあったら素敵ですね。
「眠い」
という作品はみなさん授業中に体
験しているのでは……？

（人文学部

4年）
2

特集❷

図書館のお仕事 紹介～ 図書担当

図書、
電子ブックを
ぜひご利用
ください！

三重大学の中には、およそ95万冊の蔵書があります。たくさんの図書の 中から必要とするものを探すことができるのは、目録があるからです。
三重大学の図書館では、図書担当が図書の目録をとって います。そこで今回は、図書担当のお仕事を紹介します！
もし読みたい図書が三重大学に無かった場合でも購入を依 頼する方法も聞いてみました。ぜひ参考にしてください！

ン1
ミッショ

図書の購入（発注 ➡ 受入 ➡ 支払まで）

学生の皆さんから購入リクエストがあった図書、先生方が推薦してくだ
さった図書を中心に、新しく図書館にならべる図書を購入しています！
シラバスに掲載されている図書は積極的に購入します。

●購入リクエスト

ン3
ミッショ

図書館で所蔵していない図書は、図書館が
Web上で提供しているサービス「Webサー
ビス」でリクエストできます！電子ブックもリ
クエストできます。

●請求記号

ン4
ミッショ

図書の装備

図書IDをバーコード化したラベル
です。これを図書に貼ることで、図
書の貸出と返却の時の時間が短縮
できます。

●図書自動貸出機

●ブッカ―

附属図書館1階と2階には、自動貸出返却機があります。
皆さん自身で、図書の貸出と返却、更新ができます。

図書を破損から守るために貼る、コー
ティングフィルムです。

昨年度末に、念願が叶っ

て 新しい図書貸出
返却機 が設置されま

した！2階の機器とあわ
せ て 、ぜ ひ 活 用してく
ださい。
図書を貸出したり返却
をすると、レシートが発
行されます。レシートを
見て、必ず返却期限の
確認をしてください。

電子ブックの
利用は、
こちらから

学外からの
利用方法の確認は、
こちらから

95万冊、
とてもたくさんです！
積み上げると、富士山の
高さの7.5倍以上に！
※1冊3センチと
仮定した場合

著者記号

電子ブックの充実

電子ブック（eBook)は、インターネットを通
じて読むことができる図書です。三重大学で
も、およそ720タイトルの電子ブックを購入
しています。ぜひ学習や研究にお役立てくだ
さい！
同時にアクセスできる人数に制限があります
ので、ご注意ください。また、学外から利用す
る場合は、右記の操作が必要になります。

●バーコードラベル

28500メートル

分類番号

図書館資料の配架場所を表す記号です。三重大学の場合
は、分類番号と著者記号の組み合わせで作ります。
その図書に書かれている内容によって、NDC（日本十進分
類）を参考にして分類番号を付けます。図書は、この請求
記号順に並んでいます。

図書館のサービス利用申し込みがオンライ
ンでできる機能です。
図書購入リクエスト、貸出、予約、他の図書館
からの資料取り寄せの申し込みができます。

図書に背ラベルを貼って、図書を本棚に並べ
たり、探すことができる状態にします。バー
コードラベルを貼って、自動貸出機などでも
図書の貸出ができるようにします。また、ブッ
カー（カバー用のフィルム）を貼って傷むこ
とを防いだりします。フィルムを貼る時、気泡
が入らないように職人技を発揮しています！

5

図書の目録

ブックロウのチェックポイント！

●Webサービス（Myポータル）

ブックロウのチェックポイント！

MIE
UNIVERSITY

95万冊の蔵書を皆さんが探すことができるようにするため、所蔵する
資料の情報（図書の場合は、書名、著者名、出版地、出版者、出版年、ペ
ージ数など）をまとめて目録データを作ります。
あわせて図書の内容をもとに請求記号を付けて、その図書の配架場所
を決めます。
目録をWebで検索することによって、三重大学に求めている資料があ
るか、あった場合その資料はどこにあるのかを調べることができます。

ブックロウのチェックポイント！

Webサービス
（Myポータル）
の利用は、
こちらから

ン2
ミッショ

購入
リクエスト、
お待ちして
います！

ブックロウのチェックポイント！
●同時アクセス数
同時にどれだけのアクセスが認められているか取り決めがある場合
があります。三重大学が導入している電子ブックは、同時アクセスが1
です。

●学外からの利用
三重大学が購入して利用できる電子ブックなどは、学内のネットワー
クから利用することが原則ですが、認証サービス「学認」を使うと学
外から利用できるものもあります。現在購入している Maruzen
eBook Llibrary の電子ブックは、学認に対応しています。学認に対
応できるサービス、アクセス方法は左のリンクを参照してください。
一覧から選ぶほか、
キーワード検索して
図書を探すこともで
きます。見たい図書
の 書 名をクリックす
ると、詳 細 情 報がわ
かります 。本を実 際
読むときは、
「閲覧」
ボタンをクリック！

「印刷/保
存 」ボタン
からは 、指
定したペ
ージのダウ
ンロードや
印刷が可
能です。

4

電子ブック試読サービスアクセスランキング
Maruzen eBook Libraryの電子ブック約50,000点を閲覧出来る試読サービス（トライアル）を
2018年10月16日〜12月31日に実施しました。上位5位を発表します！利用の多かったタイトルは購入しました。
Maruzen eBook Libraryの利用方法は、5ページをご覧下さい。

1

情報サービス演習 改訂（現代図書館情報学シリーズ 7 ）

2

Happy!こどものみかた 2版

3

ロボット制御学ハンドブック Robot control handbook

4
5

電子ブックの学生リクエスト
は随時受け付けています。
Maruzen eBook Libraryのトップページの
リストには、三重大学では購入していない
タイトルも表示されています。

起きてから寝るまで英語表現1000 : 1日の「体の動き」
「心のつぶやき」を全部英語で言って会話力アップ!

学生リクエストはこちらから

https://opac.lib.mie-u.ac.jp/portal/user.php?plang=jpn

「購読契約タイトル一覧」を
クリックすると、電子ブックのリストが
表示され、全文が読めるものだけが
表示されます。

教 員 執 筆 寄 贈 図 書 リ スト （2017年1月〜12月受入分）
●山岡悦郎

名誉教授／『薩長盟約：立役者は誰だ』 山岡悦郎著. 敬文舎, 2018.1, 図・展示棚 [210.58/Y 42]

●宇京頼三

名誉教授／『ヨーロッパの内戦：炎と血の時代一九一四-一九四五年』

●宇京頼三

名誉教授／『左翼のメランコリー : 隠された伝統の力 : 一九世紀〜二一世紀』

か ら 広 げ よ う！！

各学部の先生からのオススメ本

人文学部

川地 啓介 先生

教育学部

奥野信宏、黒田昌義 著
『リニア新世紀名古屋の挑戦』
ディスカヴァー・
トゥエンティワン,
2017年7月

2027年にリニア中央新幹線が開業すると、東京と名
古屋がわずか40分で結ばれる。さらに、大阪へ延伸する
と、沿線圏域の人口が約7000万人に達し、人口および
経済規模で世界最大の広域都市圏が誕生し、私たちの生
活スタイルを根底から変える可能性がある。本書は、
リニ
ア中央新幹線がもたらす影響を、東京ではなく名古屋に
軸足を置いて考察しており、本学の学生にとって一読の
価値がある。

医学部

松本 昭彦 先生

若松英輔 著
『井筒俊彦 : 叡智の哲学』
慶應義塾大学出版会, 2011年5月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］519.8/O56

ネイティブならこう書くこう返すEメール英語表現 : ネット上のコミュ
ニティでやりとりされているリアルな表現が満載!（Beret books）

三重大学附属図書館 ➡ オンライン申し込み
➡ WEBサービス（Myポータル）へログイン

ここ

［所在］図・開架・図書
［請求記号］120/W21
言語哲学（哲学的意味論）
やイスラム学など幅広い分
野で活躍した井筒俊彦の思想、研究を、批評家・若松英
輔が紹介、解説した書。井筒は１９９３年に亡くなってい
るが、その仕事は、現代でも参照されるべきものである。
特に、井筒の言語観は、
「 表層意識において理性が作り
上げる言語哲学とは全然異質の、深層意識的言語哲学」
に根ざすものであり、文学を読む際には重要な手掛かり
となる。

成田 正明 先生

工学部

神田卓朗 著
『三重弁やん』

小林 正 先生

住野よる 著
『君の膵臓をたべたい』

エンツォ・
トラヴェルソ著 ; 宇京頼三訳. 未來社, 2018.7, 図・展示棚 [230.7/Tr 2]

エンツォ・
トラヴェルソ著 ; 宇京頼三訳. 法政大学出版局, 2018.1, 図・展示棚 [363/Tr 2]

●廣岡義隆

名誉教授／『蓬左文庫本出雲國風土記 : 影印・翻刻』 [神宅全太理撰] ; 廣岡義隆編. 塙書房, 2018.3, 図・展示棚 [291.73/H 91]

●山田雄司

人文学部教授／『そろそろ本当の忍者の話をしよう』 佐藤強志著. ギャンビット, 2018.9, 図・展示棚／図・開架・図書 [789.8/Sa 85]

●森正人

人文学部教授／『「親米」日本の誕生』 森正人著. KADOKAWA, 2018.1, 図・展示棚 [070.21/Mo 45]

●グットマン・ティエリー

人文学部教授／『L essor des nationalismes religieux』

sous la direction d'Olivier Da Lage. Demopolis, 2018, 人・仏語仏文学 [311.6/L 56]

●澤田治

人文学部准教授／『Pragmatic aspects of scalar modiﬁers : the semantics-pragmatics interface』

Osamu Sawada. OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2018, 図・展示棚 [801/Sa 93]

●藤田達生

教育学部教授／『織田信長 : 近代の胎動』 藤田達生著. 山川出版社, 2018.3, 図・展示棚／図・開架・図書 [289.1/O 17]

●平賀伸夫

教育学部教授 ／『自分ごととして考えるこれからのエネルギー教育 :「高レベル放射性廃棄物の処分」を題材として』

風媒社, 2018年1月

三重に来てから10数年、少しは三重弁に慣れてきた
が、系統だって学びたいと思っていた。そこへこの本。
「そ
んなん食べやんやん」
「いろいろ揃てるに」三重弁は奥が
深かった！三重弁を知れば三重をもっと好きになる！言葉
が語る三重県民の心の深さ！地元の学生も、地元ではな
い学生も必読の本。

平賀伸夫編著. 三重大学出版会, 2018.3, 図・展示棚 [533.9/H 63]

●岡野昇

［所在］図・開架・図書
［請求記号］913.6/Su63
膵臓の病気で余命いくばくもない女子高生の桜良と、
その秘密を偶然知ってしまったクラスメイトの春樹のお
話である。桜良の「死ぬ前にやりたいこと」に、春樹は付
き合うことになる。普通はそうするだろうと思うかもしれ
ないが、現実はそうはならない．
高校時代の仲間が肺癌
になり、
よく会いに行っていたが、他の仲間はあまり会い
に行かなかった。そのようなことも大学時代に考えて欲
しい。

教育学部教授／『関係論的アプローチによる体育学習の再検討』 岡野昇著. 風間書房, 2018.12, 図・展示棚 [375.49/O 45]

●松浦直己

教育学部教授／『教室でできる気になる子への認知行動療法 :「認知の歪み」から起こる行動を変える13の技法』

松浦直己著. 中央法規出版, 2018.10, 図・展示棚 [371.4/Ma 89]

●田畑務

医学部准教授／『子宮体癌・卵巣癌におけるStaging Laparotomy : en bloc骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術.改訂2版』

田畑務著. メディカ出版, 2018.6, 医・医学科図書室 [495.43/Ta 11]

●山田俊行

工学部講師／『はじめての数理論理学 : 証明を作りながら学ぶ記号論理の考え方』

山田俊行著. 森北出版, 2018.7, 図・展示棚 [410.1/Y 19]

●成岡市

生物資源学部教授／『測量実習ポケットブック』 岡島賢治[ほか]著. 電気書院, 2018.2, 図・展示棚 [512/So 32]

●木村清志

生物資源学部教授

水産実験所長／『Fishes of Ha Long Bay : the world natural heritage site in Northern Vietnam』

edited by Seishi Kimura. Fisheries research laboratory, Mie University, 2018, 図・展示棚 [487.52233/F 28]

●陳奕廷

教養教育院特任講師／『日本語語彙的複合動詞の意味と体系 : コンストラクション形態論とフレーム意味論』

陳奕廷,松本曜著. ひつじ書房, 2018.2, 図・展示棚 [815.4/C 46]

●六角英彰

地域人材教育開発機構特任教授／『「意思決定学習」の考え方・進め方』

●藤田昌志

地域人材教育開発機構准教授／『比較文化学 : 日本・中国・世界』 藤田昌志著. 朋友書店, 2018.7, 図・展示棚 [361.6/F 67]

●森本尚之

地域人材教育開発機構講師／『基礎からわかる情報リテラシー : コンピューター・インターネットと付き合う基礎知識. 改訂第3版ver.2』

六角英彰著. 中部日本教育文化会, 2015.2, 図・開架・図書 [375.3/R 63]

奥村晴彦,森本尚之著. 技術評論社, 2017.11, 図・開架図書 [007.6/O 55]

【見かた】 ●寄贈者 所属／『書名』著者名. 出版社（者）, 出版年月[請求記号]
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双葉社, 2015年6月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］818.56/Ka51

生物資源学部

舩原 大輔 先生

ウェンディ・ムーア著;矢野真千子 訳
『解剖医ジョン・ハンターの
数奇な生涯』
河出書房新社, 2007年4月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］289.3/Mo39
近代外科医学の父、
ジョン・ハンターの伝記。彼は人間
を解剖しまくった。死体泥棒のドンとしても有名。彼が手
掛けた解剖が各章のタイトルになっていて面白い。第5
章「教授の睾丸」
といった具合。観察して実験する科学的
手法を外科医学に取り入れた。そんな彼をとりまく当時
のイギリス医学界がひどい。いつの時代も権威は新しい
ものを拒むようだ。天才を感じたい人へお勧めの一冊。

教養教育院
「宝島」

真藤順丈 著

赤岩 隆 先生

真藤順丈 著
『宝島』
講談社, 2018年6月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］913.6/Sh62

直近の直木賞をとった作品です。エンタメふうの作品
でありながら、舞台はつねに問題含みの沖縄ということ
で、
「沖縄人にとっての沖縄とは？」、
「いわゆる本土の人
にとっての沖縄とは？」といった問いについて考えるの
に、絶好の一冊です。なんといっても、取り上げられてい
る時代が、
これまで触れられることの少なかったアメリカ
統治下の沖縄ということで、その点でも意義のある作品
となっています。頑張れ、沖縄。
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