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２０１８年発行沖縄関係文献
我如古朋美・棚原

実敏・當間

望美

沖縄史料編集紀要第 42 号に引き続き、2018 年に発刊された論文などのなかから沖縄関
係文献を収集した。当史料編集班に新たに収蔵されたものを中心に、沖縄県立図書館など
で調査した情報をまとめたが、短期間の作業で未収録の文献が多く、暫定の域をでること
はない。また紙幅の都合により歴史・文化関係を主とせざるを得なかったが、県史および
市町村史の編纂や調査・研究等の参考になれば幸いである。

凡例
１

2018 年１月から 12 月までの間に刊行された沖縄関係の文献を主な対象とした。

２

琉球列島を中心にその周辺の地域（九州や台湾・中国・東南アジアなど）を対象とした。

３

紀要や学会誌などの論文を中心に、学術的な内容の文献を優先的に取り扱ったが、その他の沖
縄関係文献も可能な限り入れた。

４

文献は単行本と論文に分け、それぞれ日文、中文、欧文の順に整理して掲載した。

５

単行本は、編著者［発行年］書名 * シリーズ名等含む．発行所 . とした。

６

論文は、編著者［発行年］標題．書名（巻号）．発行所．とした。

７

発行年の項目は可能な限り発行月も付し、「年」「月」の表記は省略した（例：2018 年３月発行
→［2018.3］）。

８

逐次刊行物の巻号の号、および号に相当するものは（ ）で表した。また巻号と通巻号とが併記
されている場合は原則として巻号を採用した。
（例：第８巻第３号→ 8（3），No．3 →（3），第３号→（3）など）

９

掲載順は、①編著者（日文：五十音順、中文：ピンインローマ字順、欧文：アルファベット順）、
②発行年とした。

GANEKO Tomomi, TANAHARA Misato and TOMA Nozomi: A Tentative List of Literature on Okinawa, 2018
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単行本
＜日文＞
東資子 [2018.6] 治癒と物語－南西諸島の民俗医療．森話社．
新しい提案実行委員会（編）[2018.5] 沖縄発新しい提案

辺野古新基地を止める民主主義の実践．ボー

ダーインク．
新城俊昭 [2018.4] ジュニア版

琉球・沖縄史

新城俊昭 [2018.11] 謎解きジンブン塾

沖縄をよく知るための歴史教科書．東洋企画．

琉球・沖縄の世界

安斎育郎（監修）[2018.12] シリーズ戦争

上巻．東洋企画．

語りつごう沖縄 1

池宮城陽子 [2018.2] 沖縄米軍基地と日米安保

沖縄県の自然と文化．新日本出版社．

基地固定化の起源 1945-1953．東京大学出版会．

池谷望子・内田晶子（訳注）[2018.3] 沖縄研究資料 31

楚南家文書「呈稟文集」 続篇／全訳注．

法政大学沖縄文化研究所．
伊佐尚記・大城徹郎 [2018.2] 焦土に咲いた花

戦争と沖縄芸能．琉球新報社．

石垣市教育委員会市史編集課（編）[2018.2] 石垣市史研究資料 7

白保の民話 1．石垣市教育委員会．

石垣市教育委員会市史編集課（編）[2018.3] 石垣市史研究資料 8

白保の民話２．石垣市教育委員会．

石垣市立八重山博物館（編）[2018.3] 喜舎場永珣資料調査報告書．石垣市教育委員会．
石上英一（編）[2018.11] 奄美諸島編年史料

古琉球期編下．吉川弘文館．

一色哲 [2018.5] 南島キリスト教史入門－奄美・沖縄・宮古・八重山の近代と福音主義信仰の交流と
越境．新教出版社．
稲福政斉 [2018.1] 御願の道具と供えもの事典．ボーダーインク．
上里賢一 [2018.3] クニンダ人物誌 3

久米村と漢詩

上・下．久米崇聖会．

上里隆史 [2018.3] 海の王国・琉球 「海域アジア」大交易時代の実像．ボーダーインク．
上原兼善 [2018.1] 幕藩制形成期の琉球支配．吉川弘文館．
上間篤 [2018.5] 中世の今帰仁とその勢力の風貌－元朝に仕えたアラン人と攀安知．ボーダーインク．
浦添市西原字誌編集委員会（編）[2018.2] 浦添市西原字誌

上・下．浦添市字西原自治会．

大宜味村史編纂委員会民俗専門部会（編）[2018.3] 大宜味村史
大沢啓徳 [2018.2] 人と文化の探究 15
大島隆之 [2018.8] 特攻の真実

民俗編．大宜味村教育委員会．

柳宗悦と民藝の哲学 「美の思想家」の軌跡．ミネルヴァ書房．

なぜ、誰も止められなかったのか．幻冬舎．

田中正文・広島経済大学岡本ゼミナール（編）
・岡本貞雄（監修）[2018.6] いのちをみつめる叢書特
別編３

学生が聞いた一中鉄血勤皇隊

沖縄の男子学徒たち．ノンブル社．

沖縄キリスト教短期大学（編）[2018.1] 沖縄キリスト教短期大学紀要（47）．沖縄キリスト教短期大学．
沖縄阮氏我華会（編）[2018.4] 阮國公生誕 450 年記念誌

阮氏《門中会・我華会》の歩み．沖縄阮

氏我華会．
沖縄県教育庁文化財課史料編集班（編）[2018.3] 沖縄史料編集紀要（41）．沖縄県教育委員会．
沖縄県教育庁文化財課史料編集班（編）[2018.3] 沖縄県史研究叢書 18

沖縄の民俗資料

上・下．

沖縄県教育委員会．
沖縄県教育庁文化財課史料編集班（編）[2018.3] 沖縄県史研究叢書 19
沖縄の新聞Ⅱ．沖縄県教育委員会．
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沖縄県教育庁文化財課史料編集班（編）[2018.3] 歴代宝案

訳注本

第 14 冊．沖縄県教育委員会．

沖縄県教育庁文化財課史料編集班（編）[2018.3] 歴代宝案編集参考資料 18 『歴代宝案』訳注本
第 14 冊

語注一覧表．沖縄県教育委員会．

沖縄県教育庁文化財課史料編集班（編）[2018.3] 歴代宝案編集参考資料 19

琉球王国の外交文書－

歴代宝案への誘い 『歴代宝案』校訂本全 15 冊刊行記念シンポジウム報告集．沖縄県教育
委員会．
沖縄県教育庁文化財課史料編集班（編）[2018.3] 歴代宝案の栞．沖縄県教育委員会．
沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団 , ひめゆり平和祈念資料館（編）[2018.6] 沖縄県女師・
一高女ひめゆり同窓会・ひめゆり平和祈念資料館年報（29）．沖縄県女師・一高女ひめゆり
平和祈念財団．
沖縄県地域史協議会 ( 編 )［2018.5］沖縄県地域史協議会会誌（41）．沖縄県地域史協議会．
沖縄県文化環境部自然保護課（編）[2018.3] 改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（菌類編・
植物編）－レッドデータおきなわ－．沖縄県文化環境部自然保護課．
沖縄県平和祈念資料館（編）[2018.6] 沖縄県平和祈念資料館年報（18）．沖縄県平和祈念資料館．
沖縄県平和祈念資料館（編）[2018.10] 沖縄県民の戦争被害と次代への継承．沖縄県平和祈念資料館．
沖縄県立芸術大学（編）[2018.3] 沖縄県立芸術大学紀要（26）．沖縄県立芸術大学．
沖縄県立芸術大学附属研究所（編）[2018.3] 沖縄芸術の科学（30）．沖縄県立芸術大学附属研究所．
沖縄県立博物館・美術館（編）[2018.3] 沖縄県南城市サキタリ洞遺跡発掘調査報告書（1）．沖縄県
立博物館・美術館．
沖縄県立博物館・美術館（編）[2018.3] 沖縄県立博物館・美術館 美術館教育普及報告書 平成 29 年度．
沖縄県立博物館・美術館．
沖縄県立博物館・美術館（編）[2018.3] 沖縄県立博物館・美術館 美術館収蔵品目録

[2007-2017]．

沖縄県立博物館・美術館．
沖縄県立博物館・美術館（編）[2018.3] 沖縄県立博物館・美術館

博物館紀要（11）．沖縄県立博物館・

美術館．
沖縄県立博物館・美術館（編）[2018.3] 沖縄県立博物館・美術館年報（10）．沖縄県立博物館・美術館．
沖縄県立博物館・美術館（編）[2018.3] 博物館収蔵資料 100 選

開館 10 周年記念．沖縄県立博物館・

美術館．
沖縄県立博物館・美術館（編）[2018.3] 博物館

収蔵品目録（2001 ～ 2016 年度）．沖縄県立博物館・

美術館．
沖縄県立博物館・美術館（編）[2018.5] 博物館企画展「新収蔵品展－平成 29 年度収蔵資料－」．沖
縄県立博物館・美術館．
沖縄県立博物館・美術館（編）[2018.11] 平成 30 年度博物館特別展

縄文と沖縄－火焔型土器のシ

ンボリズムとヒスイの道－．沖縄県立博物館・美術館．
沖縄県立博物館・美術館（編）[2018.12] 平成 29 年度実績報告

沖縄県立博物館・美術館年報（11）．

沖縄県立博物館・美術館．
沖縄県立博物館・美術館博物館教育普及 , 沖縄美ら島財団（編）[2018.3] 平成 29 年度
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開館 10 周年記念

特別編．沖縄県立博物館・美術館．

沖縄県立埋蔵文化財センター（編）[2018.3] 沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書 94
化財 8 －平成 27・28 年度

キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区

基地内文

試掘・確認調査－．沖縄県

立埋蔵文化財センター．
沖縄県立埋蔵文化財センター調査班（編）[2018.3] 沖縄県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書 95
中城御殿跡－県営首里城公園中城御殿跡発掘調査報告書（6）－．沖縄県立埋蔵文化財セ
ンター．
沖縄県立埋蔵文化財センター（編）[2018.3] 沖縄県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書 96
城跡－京の内跡発掘調査報告書（Ⅶ）－

首里

平成 6 年度調査の遺物編（4）．沖縄県立埋蔵文

化財センター．
沖縄県立埋蔵文化財センター（編）[2018.3] 沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書 97

首里城跡

－継世門北地区発掘調査報告書－．沖縄県立埋蔵文化財センタ－．
沖縄県立埋蔵文化財センター（編）[2018.3] 沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書 98

首里城跡

－東のアザナ北地区発掘調査報告書－．沖縄県立埋蔵文化財センター．
沖縄県立埋蔵文化財センター（編）[2018.6] 沖縄県立埋蔵文化財センター・浦添市教育委員会
成 30 年度

沖縄県の戦争遺跡

平

前田高地から首里まで．沖縄県立埋蔵文化財センター．

沖縄工業高等専門学校（編）[2018.3] 沖縄工業高等専門学校紀要（12）．沖縄工業高等専門学校．
沖縄考古学会（編）[2018.7] 沖縄考古学会研究発表会資料集．沖縄考古学会．
沖縄考古学会（編著）[2018.4] 南島考古入門

掘り出された沖縄の歴史・文化．ボーダーインク．

沖縄国際大学外国語学会（編）[2018.3] 沖縄国際大学外国語研究 21（2）．沖縄国際大学外国語学会．
沖縄国際大学国語教育学研究室（編）[2018.3] 沖縄国際大学国語教育学研究（2）
．沖縄国際大学国
語教育学研究室．
沖縄国際大学総合学術学会（編）[2018.3] 沖縄国際大学総合学術研究紀要 20（2）．沖縄国際大学総
合学術学会．
沖縄国際大学総合研究機構産業総合研究所［2018.3］産業総合研究（26）．沖縄国際大学総合研究機
構産業総合研究所．
沖縄国際大学南島文化研究所（編）[2018.3] 沖縄国際大学南島文化研究所紀要

南島文化（40）．沖

縄国際大学南島文化研究所．
沖縄市総務部総務課

市史編集担当（編）[2018.3] KOZA BUNKA BOX（14）．沖縄市役所．

沖縄女子短期大学紀要編集委員会（編）[2018.3] 沖縄女子短期大学紀要（31）．沖縄女子短期大学．
沖縄美ら島財団首里城公園管理部 [2018.1] 首里城公園企画展

御後絵～鮮やかに蘇る尚灝王の肖像

画～．沖縄美ら島財団首里城公園管理部．
沖縄美ら島財団首里城公園管理部 [2018.3] 平成 29 年度

首里城公園企画展

写真集

琉球王国の

もよう～王国の技～．沖縄美ら島財団首里城公園管理部．
沖縄美ら島財団首里城公園管理部（編）[2018.3] 首里城物語

首里城が楽しく学べる．沖縄美ら島

財団首里城公園管理部．
沖縄美ら島財団首里城公園管理部（編）[2018.4] 首里城公園企画展
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提重・湯庫～．沖縄美ら島財団首里城公園管理部．
沖縄美ら島財団首里城公園管理部（編）[2018.4] 首里城公園企画展

写真集

王家の秘宝．沖縄美

ら島財団首里城公園管理部．
沖縄民俗学会（編）[2018.4] 沖縄民俗研究（35）．沖縄民俗学会．
越智郁乃 [2018.2] 動く墓

沖縄の都市移住者と祖先祭祀．森話社．

恩納村教育委員会社会教育課 [2018.3] 恩納村文化財調査報告 15

恩納村内遺跡発掘調査報告書

恩

納村内開発予定地内の文化財予備調査報告．恩納村教育委員会社会教育課．
恩納村博物館（編）[2018.3] 恩納村博物館紀要（10）．恩納村博物館．
「開学 30 周年記念論集」編集委員会（編）[2018.3] 芸術論の現在 沖縄からの発信

沖縄県立芸術大

学 開学 30 周年記念論集．沖縄県立芸術大学．
鹿児島県歴史資料センター黎明館（編）[2018.3] 鹿児島県史料

名越時敏史料八．鹿児島県．

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団（編）[2018.3]< 再発見 > 鹿島の明治維新

鹿島市明治維新

百五十年記念事業．鹿島市．
鹿島市民立生涯学習・文化振興財団（編）[2018.11] 鍋島直彬と鹿島の蔵書文化

鹿島市明治維新

百五十年記念事業．鹿島市．
鹿島市民立生涯学習・文化振興財団（編）[2018.12] 史料が語る初代沖縄県令鍋島直彬

鹿島市明治

維新百五十年記念事業．鹿島市．
加藤俊平 [2018.1] 双脚輪状文の伝播と古代氏族．同成社．
門田岳久・鍋倉咲希（編）[2018.1] 沖縄県南城市のエスノグラフィー（5） 暮らしを語る , 文化を継ぐ．
立教大学観光学部門田ゼミ．
神奈川大学日本常民文化研究所（編）[2018.3] 歴史と民俗（34） 神奈川大学日本常民文化研究所論
集 34．平凡社．
鹿野政直 [2018.7] 沖縄の戦後思想を考える．岩波書店．
鹿野政直 [2018.8] 沖縄の淵

伊波普猷とその時代．岩波書店．

蒲豊彦（編著）・浦島悦子（著）[2018.9] 三竃島事件
鎌田慧 [2018.8] 言論の飛礫

日中戦争下の虐殺と沖縄移民．現代書館．

不屈のコラム．同時代社．

川満彰 [2018.5] 歴史文化ライブラリー（466） 陸軍中野学校と沖縄戦

知られざる少年兵「護郷隊」．

吉川弘文館．
喜如嘉の芭蕉布保存会（編）[2018.3] 芭蕉布の今昔．喜如嘉の芭蕉布保存会．
北中城村教育委員会 [2018.3] 目で読む島袋のろ殿内資料．北中城村教育委員会．
宜野座村教育委員会（編）[2018.3] ガラマン（24） 宜野座村立博物館紀要．宜野座村教育委員会．
宜野座村教育委員会（編）[2018.3] 宜野座村乃文化財

宜野座村内文化財分布調査報告書

平成

24-26 年度．宜野座村教育委員会．
宜野座村立博物館（編）[2018.3] 宜野座村立博物館館報（24）．宜野座村立博物館．
宜野湾市立博物館（編）[2018.1] 宜野湾市立博物館

地域との連携企画展「ぎのわんの“字”展」

野嵩平成 29 年度～あしび華やぐ伝統の野嵩ムラ～．宜野湾市立博物館．
京都府立大学文学部歴史学科文化遺産学コース（上杉研究室）
（編）[2018.2]2017 年度地理学実習現
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南風原町．京都府立大学文学部歴史学科文化遺産学コース．

清田政信 [2018.8] 渚に立つ

沖縄・私領域からの衝迫．共和国．

久米国鼎会（編）[2018.3] 公開文化講座シンポジウム論文集

久米村出身の人物と琉球王国．久米

国鼎会．
国立劇場おきなわ調査養成課（編）[2018.7] 国立劇場おきなわ上演資料集（44） 自主公演

平敷屋

朝敏～哀・愛しゃ～．公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団．
国立劇場おきなわ調査養成課（編）[2018.11] 国立劇場おきなわ上演資料集（45） 自主公演

運天

の若按司敵討．公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団．
小西誠 [2018.9] 自衛隊の南西シフト－戦慄の対中国・日米共同作戦の実態．社会批評社．
在沖宮良郷友会 [2018.12] 在沖宮良郷友会結成 50 周年記念誌～肝ぴぃてぃず結びようり
てぃず結びようら．在沖宮良郷友会結成 50 周年記念事業実行委員会委員長

仲ぴぃ

山城直吉．

斎藤貴男 [2018.7] 勇気を失うな心に太陽を持て．同時代社．
佐古忠彦 [2018.1]「米軍（アメリカ）が恐れた不屈の男」瀬長亀次郎の生涯．講談社．
佐藤幹夫 [2018.3] 評伝島成郎

ブントから沖縄へ、心病む人びとのなかへ．筑摩書房．

首里城研究会（編）[2018.3] 首里城研究（20）．首里城公園友の会．
ジョン・ミッチェル／阿部小涼（訳）[2018.5] 追跡

日米地位協定と基地公害－「太平洋のゴミ捨て場」

と呼ばれて．岩波書店．
新沖縄フォーラム刊行会議（編）[2018.1] 新沖縄フォーラム「けーし風」（97）．新沖縄フォーラム
刊行会議．
新沖縄フォーラム刊行会議（編）[2018.4] 新沖縄フォーラム「けーし風」（98）．新沖縄フォーラム
刊行会議．
新沖縄フォーラム刊行会議（編）[2018.7] 新沖縄フォーラム「けーし風」（99）．新沖縄フォーラム
刊行会議．
新沖縄フォーラム刊行会議（編）[2018.10] 新沖縄フォーラム「けーし風」（100）．新沖縄フォーラ
ム刊行会議．
新里亮人 [2018.1] 琉球国成立前夜の考古学．同成社．
新城郁夫 [2018.1] 沖縄に連なる

思想と運動が出会うところ．岩波書店．

新城和博 [2018.11] ボーダー新書 16
杉原達 ( 編著 )[2018.11] 日本学叢書 5

ぼくの沖縄 < 復帰後 > 史プラス．ボーダーインク．
戦後日本の < 帝国 > 経験

断裂し重なり合う歴史と対峙する．

青弓社．
鈴木耕太・麻生伸一・波照間永吉 ( 編 )[2018.3] ハワイ大学等交流事業

平成 29 年度

しまくとぅ

ば実践教育プログラム開発事業 島嶼学学術交流事業 事業報告書．沖縄県立芸術大学附属
研究所．
関礼子・高木恒一 ( 編 )[2018.3] 多層性とダイナミズム－沖縄・石垣島の社会学．東信堂．
小塚 由博（編）・瀬戸口律子・上里賢一（監修）[2018.2] 訳注 琉球入学見聞録．榕樹書林．
尖閣諸島関係資料調査研究委員会 [2018.3] 平成 29 年度内閣官房委託調査
調査報告書．ストリームグラフ．

- 106 -

尖閣諸島に関する資料

沖縄史料編集紀要

第 43 号（2020）

全国竹富島文化協会（編）[2018.5] 星砂の島（18）．全国竹富島文化協会．
徐京植・高橋哲哉 [2018.9] 責任について

日本を問う 20 年の対話．高文研．

高橋そよ [2018.3] 沖縄・素潜り漁師の社会誌．コモンズ．
高橋哲哉・前田朗 [2018.5] 思想はいまなにを語るべきか
高橋康夫（研究代表）[2018.3] 科学研究費補助金
度

福島・沖縄・憲法．三一書房．

基礎研究（B） 研究成果報告書 ,2015 ～ 2017 年

京都・平泉・首里 - 都市と宗教・信仰．ユーラシアのなかの日本中世都市研究会．

高宮広土（編）[2018.3] 奄美・沖縄諸島先史学の最前線．南方新社．
たからしげる・堀切リエ [2018.7] 非暴力の人物伝 1

マハトマ・ガンディー / 阿波根昌鴻．大月書店．

竹富町史編集委員会（編）[2018.3] 竹富町史（7） 波照間島．竹富町役場．
知念正行（編）[2018.8] 伊江島の基地と大戦の記録

沖縄タイムス記事と写真で見る．私家版．

知花字誌編集委員会（編）[2018.5] 知花字誌．知花自治会．
北谷町教育委員会（編）[2018.3] 北谷町文化財調査報告書 42

千原遺跡－沖縄西海岸道路北谷拡幅

建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査事業（平成 25 年度）－．北谷町教育委員会．
北谷町教育委員会（編）[2018.9] 北谷町文化財調査報告書 43

平安山原 A 遺跡－桑江伊平地区現状

回復事業に伴う発掘調査事業（平成 22 年度）－．北谷町教育委員会．
北谷町教育委員会（編）[2018] 平成 30 年度企画展

北谷の縄文～交流の軌跡～．北谷町教育委員会．

中国第一歴史檔案館（編）[2018.3] 中琉歴史關係檔案

道光朝（9）．國家圖書館出版社．

中国第一歴史檔案館（編）[2018.3] 中琉歴史關係檔案

道光朝（10）．國家圖書館出版社．

中国第一歴史檔案館（編）[2018.3] 中琉歴史關係檔案

道光朝（11）．國家圖書館出版社．

ボリア , ディミトリー（撮影）/ 杉田米行（編著）[2018.7] 戦後日本の復興の記録下巻

GHQ カメラ

マン ボリアが撮った日本の風景．大学教育出版．
照屋寛之・萩野寛雄・中野晃一（編著）[2018.5] 危機の時代と「知」の挑戦（上）．論創社．
豊見山和行 [2018.1] 琉球王国の外交と王権．吉川弘文館．
トラウトマン , フレデリック / 座本勝之（訳）[2018.7] ペリーとともに

画家ハイネがみた幕末と

日本人．三一書房．
仲程昌徳 [2018.10] 沖縄文学の一〇〇年．ボーダーインク．
中村春菜・松田良孝・本村育恵（著）赤嶺守（編）[2018.3]「沖縄籍民」の台湾引揚げ証言・資料集．
琉球大学法文学部．
仲本盛浩 [2018.7] サキタリ洞とその隣人たち

港川人はサキタリ洞に来たのか．新星出版株式会社．

今帰仁村文化協会 しまくとぅばで遊ぼう会（編）[2018.3] 平良新助物語

移民の基礎を築き、ひみ

やかち節を詠んだ．沖縄県しまくとぅば普及センター．
名護市史編さん委員会（編）[2018.3] 名護市史本編 3

名護・やんばるの沖縄戦

資料編 2 －沖縄

戦時下における名護・やんばるの疎開と関係資料－．名護市役所．
名護博物館（編）[2018.3] ぶりでぃ 名護博物館年報（32）．名護博物館．
那覇市市民文化部文化財課（歴史博物館）
（編）[2018.1] 御絵図～琉球の織物デザイン～．那覇市市
民文化部文化財課（歴史博物館）．
那覇市市民文化部文化財課 ( 編 )[2018.2] 那覇市文化財調査報告書 106
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－御茶屋御殿跡－．那覇市．

那覇市市民文化部文化財課（編）[2018.3] 那覇市文化財調査報告書 107

那覇市大嶺海岸の石切場

等跡－那覇空港滑走路増設事業に伴う緊急発掘調査報告－．那覇市．
那覇市立壺屋焼物博物館（編）[2018.2] 壺屋焼物博物館紀要（19）．那覇市立壺屋焼物博物館．
なはナビ友の会（編）[2018] 親子で学べる那覇まち物語

那覇のむかしと今が地図・イラスト・写

真でわかる物語．沖縄時事出版．
南島研究会（編）[2018.11] 南島研究（59）．南島研究会．
新名一仁（編）・日本史史料研究会（監修）[2018.8] 歴史新書 y 78

中世島津氏研究の最前線

こ

こまでわかった「名門大名」の実像．洋泉社．
波田野直樹 [2018.2] 多良間島幻視行．連合出版．
林博史 [2018.6] 歴史文化ライブラリー 468

沖縄からの本土爆撃

武姓九世宗賀系統系譜作成委員会（編）[2018.8] 江洲按司

米軍出撃基地の誕生．吉川弘文館．

尚武の末裔たち

武姓九世富濱親方宗

賀系統門中誌．武姓九世宗賀系統系譜作成委員会．
布施克彦 [2018.5] 海の古代史

幻の古代交易者を追って．彩流社．

古家信平（編）[2018.3] 現代民俗学のフィールド．吉川弘文館．
古堅宗久（編）[2018.10] 梵字碑

ふるさと沖縄のふしぎな形の文字．私家版．

法政大学沖縄文化研究所（編）[2018.3] 沖縄文化研究（45）．法政大学沖縄文化研究所．
法政大学沖縄文化研究所（編）[2018.3] 琉球の方言（42）．法政大学沖縄文化研究所．
真嘉比クリステル [2018.7] 沖縄の先祖とイスラエル

おきなわ不思議発見．球陽出版．

又吉盛清 [2018.1] 大日本帝国植民地下の琉球沖縄と台湾

これからの東アジアを平和的に生きる道．

同時代社．
宮城能彦 [2018.2] 沖縄大学地域共創叢書（2）奥むらの戦世（いくさゆー）の記録．榕樹書林．
宮古島市教育委員会（編）[2018.3] 宮古島市文化財調査報告書 12

国仲元島遺跡

国仲美里の壕

仲地副貯水池整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査．宮古島市教育委員会．
宮古島市教育委員会（編）[2018.3] 宮古島市文化財調査報告書 14
田カギモリ原の壕

千代田カギモリ原の古墳 千代

陸自宮古島（29）文化財調査業務委託（宮古島市）に伴う発掘調査報

告書．宮古島市教育委員会．
宮古島市教育委員会（編）[2018.3] 宮古島市文化財調査報告書 15

アラフ遺跡

新城海岸トイレ施

設整備工事に伴う発掘調査報告書．宮古島市教育委員会．
宮古島市史編さん委員会（編）[2018.3] 宮古島市史（2）祭祀編．宮古島市教育委員会．
宮古島市総合博物館（編）[2018.3] 宮古島市総合博物館収蔵資料目録－美術工芸資料編－．宮古島
市総合博物館．
宮古島市総合博物館（編）[2018.3] 宮古島市総合博物館紀要（22）．宮古島市総合博物館．
宮古の自然と文化を考える会（編）[2018.3] 宮古の自然と文化 4

天・地・人の調和．宮古の自然

と文化を考える会．
宮本常一 [2018.6] 辺境を歩いた人々．河出書房新社．
三 輪 大 介・ 三 輪 智 子（ 編 ）[2018.3] 琉 球 弧 ア ダ ン サ ミ ッ ト 報 告 書
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2017．NPO 法人いけま福祉支援センター．

ムサ , ハシム／カマルディン , ロハイダ（著）ザイド , ムハマド・ズィン／新井卓治（訳）[2018.2]
マラッカ王国の英雄

ハントゥア

室田元美 [2018.11] ルポ土地の記憶

琉球に残る交流の歴史．日本マレーシア協会．

戦争の傷痕は語り続ける．社会評論社．

名桜大学（編）[2018.3] 名桜大学紀要（23）．名桜大学．
銘苅新都心自治会（編）[2018.12] 銘苅新都心自治会 15 年の歩み

はごろも伝説と組踊「銘苅子」の郷．

銘苅新都心自治会．
桃原邑子 [2018.11] 地中海叢書 912

歌集

沖縄

新装版．六花書林．

八重瀬町教育委員会生涯学習文化課（編）[2018.3] 年報

平成 29 年度．八重瀬町教育委員会生涯学

習文化課．
『八重山を学ぶ』刊行委員会（編著）[2018.5] 八重山を学ぶ

八重山の自然・歴史・文化．沖縄時事出版．

山里純一（編）[2018.12] 琉球大学八重山芸能研究会創立五十周年記念誌 「八重芸」五十年．琉球
大学八重山芸能研究会．
横山學 [2018.10] 琉球国使節渡来の研究．吉川弘文館．
吉田朝啓 [2018.1] 琉球衛研物語

知られざる戦後沖縄のリアルな裏面史．新星出版．

吉成直樹 [2018.1] 琉球王権と太陽の王．七月社．
与並岳生 [2018.3] 新釈宮古島旧記．新星出版株式会社．
琉球大学教育学部図書紀要委員会（編）[2018.2] 琉球大学教育学部紀要（92）．琉球大学教育学部．
琉球大学教育学部図書紀要委員会（編）[2018.9] 琉球大学教育学部紀要（93）．琉球大学教育学部．
琉球大学国際沖縄研究所（編）[2018.3] 国際琉球沖縄論集（7）．琉球大学国際沖縄研究所．
琉球大学史学会事務局（編）[2018.9] 琉大史学（20）．琉球大学史学会．
琉球大学地域連携推進機構生涯学習推進部門（編）[2018.3]「知のふるさと納税」報告書

平成 29

年度．琉球大学地域連携推進機構生涯学習推進部門．
琉球大学法文学部（編）[2018.3] 琉球大学法文学部人間科学科紀要 人間科学（38）．琉球大学法文学部．
琉球大学法文学部国際言語文化学科（欧米系）（編）[2018.3] 琉球大学欧米文化論集（62）．琉球大
学法文学部国際言語文化学科（欧米系）．
琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻（編）[2018.3] 琉球大学法文学部紀要

琉

球アジア文化論集（4）．琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻．

＜中文＞
高良倉吉（著）蘆荻（訳）[2018.4] 琉球的時代

偉大歷史的圖像（歴史大講堂

なる歴史像を求めて）．聯經出版．
朱徳蘭（主編）[2018.3] 琉球沖縄的光和影－海域亞洲的視野．五南圖書出版．
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論文
＜日文＞
青山奈緒 [2018.3] 中城御殿跡出土位牌の保存処理．首里城研究（20）．首里城公園友の会．
赤嶺政信 [2018.3]「をなり神の島」の男性神役．琉球大学法文学部紀要

琉球アジア文化論集（4）．

琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻．
赤嶺守 [2018.3] 歴代宝案の校訂と檔案史料－国立故宮博物院収蔵檔案史料との校合を中心に．琉球
大学法文学部紀要

琉球アジア文化論集（4）．琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球ア

ジア文化専攻．
阿部暁之 [2018.3] 明治期沖縄県における「報道」から見る空手の諸相－『琉球新報』の分析を中心
に－．沖縄文化研究（45）．法政大学沖縄文化研究所．
石井龍太 [2018.9]「近世琉球」の考古学－窯業史研究を通じ時代理解の枠組みを探る－．琉大史学
（20）．琉球大学史学会．
石崎博志 [2018.3] 翻刻資料

程氏本『六諭衍義』．琉球大学法文学部紀要

琉球アジア文化論集（4）．

琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻．
板谷徹 [2018.3] 女立ちの成立－御冠船踊りの近代化と琉球舞踊－．沖縄文化研究（45）．法政大学
沖縄文化研究所．
稲村務 [2018.9]「時代区分」について文化人類学ができること－琉球・沖縄奄美と柳田国男の民俗
学－．琉大史学（20）．琉球大学史学会．
上原兼善 [2018.2] 鹿児島城下の琉球館．日本近世生活絵引

南九州編．神奈川大学日本常民文化研

究所非文字資料研究センター．
上原康助 [2018.3] 沖縄国際大学創立 40 周年記念事業 / 沖縄法政研究所

第 33 回講演会「復帰 40 年」

失望と挫折を乗り越えて－全軍労闘争から国政へ－．沖縄法政研究（20）．沖縄国際大学沖
縄法政研究所．
上野善道 [2018.3] 徳之島浅間方言のアクセント資料（6）．琉球の方言（42）．法政大学沖縄文化研究所．
大胡太郎 [2018.3] 仲宗根政善「浄魂を抱いて」の内容構成と、補助教材による授業構成の試み．琉
球大学法文学部紀要

琉球アジア文化論集（4）．琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球

アジア文化専攻．
大城貞俊 [2018.3]「沖縄文学」の特異性と可能性．沖縄文化研究（45）．法政大学沖縄文化研究所．
大城學 [2018.3] 盆の芸能～エイサー、シチグヮチ舞（モーイ）とアンガマとの比較研究～．琉球大
学法文学部紀要

琉球アジア文化論集（4）．琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジ

ア文化専攻．
大城學 [2018.3] 沖縄芸能 : 沖縄の芸能「組踊」の現状．藝能（24）．藝能学会．
岡本直美 [2018.3] 占領期沖縄における土地接収と生活補償をめぐる折衝過程－伊江島の陳情者の座
り込みまで－．沖縄文化研究（45）．法政大学沖縄文化研究所．
小熊誠 [2018.3] 揺れる沖縄．歴史と民俗（34） 神奈川大学日本常民文化研究所論集 34．平凡社．
加治工真市 [2018.3] 沖縄県名護市屋部方言動詞の活用形と文例．琉球の方言（42）．法政大学沖縄
文化研究所．
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占領直後の住民生活．歴史と民俗（34） 神奈川大学日本常民文化研究所

論集 34．平凡社．
我部大和 [2018.3]《演戯故事》について．藝能（24）．藝能学会．
かりまたしげひさ [2018.3] 音韻変化の体系性－音韻変化と音韻体系の再編．琉球大学法文学部紀要
琉球アジア文化論集（4）．琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻．
軽部謙介 [2018.3] 日銀から見た沖縄返還と通貨交換－自衛隊利用、中央省庁の対応など中心に．歴
史と民俗（34） 神奈川大学日本常民文化研究所論集 34．平凡社．
橘川俊忠・津田良樹・小玉嘉裕 [2018.3] 災害と歴史的建造物－中村半二郎家住宅調査を中心に－．
歴史と民俗（34） 神奈川大学日本常民文化研究所論集 34．平凡社．
金城ひろみ [2018.3] 沖縄県内における中国語表記の現状と課題．琉球大学法文学部紀要

琉球アジ

ア文化論集（4）．琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻．
金城善 [2018.4] 地方における位牌創設の時期について－沖縄本島南部の事例から－．沖縄民俗研究
（35）．沖縄民俗学会．
久田千春 [2018.11] 国立劇場おきなわ上演資料集 45
る一考察．自主公演

組踊「本部大腹」
（運天の若按司敵討）に関す

運天の若按司敵討．公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団．

栗野慎一郎 [2018.11] 異国船は来航したか．琉球アジア文化研究（21）．琉球アジア社会文化研究会．
小西潤子 [2018.3] ≪てぃんさぐぬ花≫のアレンジと沖縄らしさに関する調査－音楽科における「郷
土の音楽」指導のために－．教職課程年報（3）2017 年度．沖縄県立芸術大学．
崎浜靖 [2018.3] ローカルレポート

ゲート通りの形成と住民のまなざし－復帰前の状況を中心に－．

KOZA BUNKA BOX（14）．沖縄市役所．
里井洋一 [2018.9] 深く学び合うことと時代区分－琉球・沖縄史研究が「地域（国家・自治体）
」を
つくりだす主権者育成に貢献するために－．琉大史学（20）．琉球大学史学会．
後田多敦 [2018.3] 沖縄の国政参政権の「剝奪」「付与」の近現代史－新領土の沖縄、権利なき臣民・
国民としての沖縄人．歴史と民俗（34） 神奈川大学日本常民文化研究所論集 34．平凡社．
重野裕美・白田理人 [2018.3] 北琉球奄美大島笠利町佐仁方言の尊敬動詞について．琉球の方言（42）．
法政大学沖縄文化研究所．
島村幸一 [2018.3]『おもろさうし』第十三の排列．立正大学人文科学研究所年報（55）．立正大学人
文科学研究所．
島村幸一 [2018.3] 琉球政府の雨乞い儀礼－尚家文書「雨乞日記」「雨乞御代参日記」と雨乞いのオ
モロにふれて－．沖縄文化研究（45）．法政大学沖縄文化研究所．
島村幸一 [2018.3]「おもろさうし」選詳解Ⅴ．立正大学文学部研究紀要（34）．立正大学文学部．
志村三代子・名嘉山リサ [2018.3] 仲地清氏に聴く－『戦場よ永遠に』（1960）に出演して－．都留
文科大学研究紀要．都留文科大学．
下岡絵里奈 [2018.3] 一九世紀中葉の琉球における宣教様相とキリシタン禁制－フランス人宣教師を
中心に－．沖縄文化研究（45）．法政大学沖縄文化研究所．
新城郁夫 [2018.3] 想起と忘却のなかのアメリカ－上間正雄『ぺルリの船』論．琉球大学法文学部紀
要

琉球アジア文化論集（4）．琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻．
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杉山章子 [2018.3] 占領初期沖縄の保健医療システム－群島別の形成過程－．沖縄文化研究（45）．
法政大学沖縄文化研究所．
ストラニ , ヴィシュヌ [2018.3] 基地の街・コザの産業－テーラー（仕立屋）－．KOZA BUNKA BOX（14）．
沖縄市役所．
泉水英計 [2018.3] コザにおける住民と米兵の多重性－ロバーソン報告のコメントにかえて．歴史と
民俗（34） 神奈川大学日本常民文化研究所論集 34．平凡社．
高宮廣衞・上原靜 [2018.3] 熱田原貝塚の骨製品・貝製品．沖縄国際大学総合学術研究紀要 20（2）．
沖縄国際大学総合学術学会．
高良倉吉 [2018.3] 尚泰王末期の風水動向の一端．琉球大学法文学部紀要

琉球アジア文化論集（4）．

琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻．
田中英機 [2018.3] 琉球舞踊の動向．藝能（24）．藝能学会．
ティネッロ , マルコ [2018.3] イタリアの歴史から明治維新をみる－サンマリノの事例を中心に－．
法政大学国際日本学研究所

研究成果報告集『国際日本学』
（15）．法政大学国際日本学研究所．

富川盛武［2018.3］沖縄の米軍基地の経済効果．産業総合研究（26）．沖縄国際大学総合研究機構産
業総合研究所．
豊見山和美 [2018.3] 土地と移民－琉球政府ボリビア計画移民の端緒．歴史と民俗（34） 神奈川大
学日本常民文化研究所論集 34．平凡社．
豊見山和行 [2018.3] 琉球国の外交と日本・明清中国．琉球大学法文学部紀要

琉球アジア文化論集

（4）．琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻．
豊見山和行 [2018.9] 琉球史における時代区分論－時代名称・歴史概念の再検討－．琉大史学（20）．
琉球大学史学会．
仲地清［2018.3］沖縄におけるソフト・パワーの特質とアジア太平洋センター (APC) 構想案．産業
総合研究（26）．沖縄国際大学総合研究機構産業総合研究所．
仲程昌徳 [2018.3] 日系「二世」たちと沖縄戦－古処誠二『接近』をめぐって．琉球大学法文学部紀
要

琉球アジア文化論集（4）．琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻．

中山寛子 [2018.3] 第二次世界大戦後における沖縄からのボリビア移住に関する一考察－読谷村の集
団移住を中心に－．沖縄文化研究（45）．法政大学沖縄文化研究所．
名嘉山リサ [2018.3] 海兵隊協力映画、米日琉合作映画、宣伝映画としての『戦場よ永遠に』
（一九六〇
年）．沖縄文化研究（45）．法政大学沖縄文化研究所．
名護朝和 [2018.3] 沖縄の伝統的工芸技法に関する制作研究－藍染（エーガタ）による染色表現－．
教職課程年報（3）2017 年度．沖縄県立芸術大学．
野添文彬 [2018.3] サンフランシスコ講和における沖縄問題と日本外交－「残存主権」の内実をめぐっ
て－．沖縄法学（46）．沖縄国際大学法学会．
萩原真美 [2018.3] 占領初期沖縄群島における六・三・三制の導入と教科書事情．沖縄文化研究（45）．
法政大学沖縄文化研究所．
波照間陽 [2018.3] 米軍基地の影響を受けた街

－韓国・ピョンテク市－．KOZA BUNKA BOX（14）．

沖縄市役所．
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早坂優子 [2018.4] 移住者による墓の新設と故郷の墓－沖縄県本島中南部への移住者の事例から－．
沖縄民俗研究（35）．沖縄民俗学会．
比嘉聰 [2018.3] その他

沖縄伝統太鼓．沖縄県立芸術大学紀要（26）．沖縄県立芸術大学．

比嘉豊光 [2018.3]「島クトゥバで語る戦世」の二〇年．歴史と民俗（34） 神奈川大学日本常民文化
研究所論集 34．平凡社．
平川信幸 [2018.3] 御後絵の図様的特徴について－東アジア諸国の帝王像との比較より－．首里城研
究（20）．首里城公園友の会．
平川信幸 [2018.3] 御後絵に描かれた家臣団について．首里城研究（20）．首里城公園友の会．
藤澤健一 [2018.3] 近代沖縄における学務担当者の変容過程－一九〇〇年前後から一九四〇年代はじ
めまでの人的構成－．沖縄文化研究（45）．法政大学沖縄文化研究所．
星野岳義 [2018.4]「竜潭の由来」と風水思想－補説

那覇市真和志地区の口承文芸－．沖縄民俗研

究（35）．沖縄民俗学会．
前城淳子 [2018.3] トゥバラーマに歌われた < 花 > について．琉球大学法文学部紀要

琉球アジア文

化論集（4）．琉球大学法文学部国際言語文化学科琉球アジア文化専攻．
前田勇樹 [2018.3] 一八七〇年代前半の琉球（藩）における官公調査－鹿児島県管轄期と外務省管轄
期を中心に－．沖縄文化研究（45）．法政大学沖縄文化研究所．
前村佳幸 [2018.9]18 世紀の宮古島―地方役人の“履歴書”－「染地氏六世勤書」の料紙と様式－．
琉球大学教育学部紀要（93）．琉球大学教育学部．
又吉光邦 [2018.3] 古文書「ラミー（Ramie）及苧麻」と「簡易絹糸精練染色法」の翻刻．産業情報論集（14）
第 1・2 号合併号

2018 年 3 月．沖縄国際大学産業情報学部．

松本由香・佐野敏行 [2018.9] 沖縄の染織と暮らしの持続性に関する研究－経済性の探求にともなう
生産性とツーリズムの問題、および経済性再考の視点からの教材化－．琉球大学教育学部
紀要（93）．琉球大学教育学部．
三島わかな [2018.3] 基地の街に生まれた楽器店．KOZA BUNKA BOX（14）．沖縄市役所．
宮城弘樹 [2018.9] グスク時代の枠組みと時期区分の課題．琉大史学（20）．琉球大学史学会．
宮城良市・濱元朝仁 [2018.3] 基地の街・コザの産業－一番街とサンシティの誕生秘話－．KOZA
BUNKA BOX（14）．沖縄市役所．
三宅孝之 [2018.3] 沖縄法政研究所第 38 回講演会「貧困」を考える－子どもの成長発達と沖縄の明
日－．沖縄法政研究（20）．沖縄国際大学沖縄法政研究所．
宮平盛晃 [2018.4] 沖縄本島北部の牛焼き儀礼に関する一考察－供犠牲及び稲作儀礼との関連性の検
討を中心に－．沖縄民俗研究（35）．沖縄民俗学会．
森啓輔 [2018.3] 米施政権下における北部訓練場の軍事的土地利用はいかになされたか．沖縄文化研
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