
１．沖縄県文化財保護審議会委員及び専門委員（任期：平成30年8月1日～令和2年7月31日）

氏名 所属 専門分野 氏名 専門分野

比嘉　悦子 那覇看護専門学校非常勤講師 無形文化財 伊澤　雅子 動物学

津波　高志 琉球大学名誉教授　 民俗文化財 田吹　亮一 地質学

宮里　正子 浦添市美術館長 工芸技術 佐々木　健志 動物学

豊見山　和行 琉球大学教授 古文書 久保田　康裕
群集生態学・

保全生物地理学

田名　真之 沖縄県立博物館・美術館長 歴史学 谷口　真吾 森林学

上原　靜 沖縄国際大学教授 考古学 前門　晃 地形学

宮城　邦治 沖縄国際大学名誉教授 動物学

横田　昌嗣 琉球大学理学部教授 植物学

金城　純子 元県工芸指導所長 無形文化財 氏名 専門分野

本永　清 元県立高等学校校長 民俗学 柳　悦州 工芸技術

糸数　政次 工芸技術

氏名 所属 専門分野 上地　和夫 琉球芸能

上江洲　安亨 沖縄美ら島財団首里城事業課副参事 工芸技術 川前　和香子 工芸技術

麻生　伸一 沖縄県立芸術大学准教授 歴史学 金城　厚 琉球芸能

平良　啓 沖縄県建築士会会員 建造物

小林　純子 沖縄県立芸術大学教授 美術史

湊　信幸 元東京国立博物館副館長 絵画 氏名 専門分野

清水　肇 琉球大学工学部教授 建造物 萩原　左人 民俗学

久万田　晋 民族音楽学

氏名 所属 専門分野 波平　エリ子 民俗学

池田　榮史 琉球大学教授　 考古学 赤嶺　政信 民俗学

波多野　想 琉球大学教授 文化的景観 波照間　永吉 民俗文化学

里井　洋一 琉球大学教育学部教授 歴史学 稲福　みき子 民俗学

外間　政明 那覇市歴史博物館学芸員 歴史学

宮城　弘樹 沖縄国際大学講師 考古学

土肥　直美　 元琉球大学准教授 形質人類学

２．新沖縄県史編集委員会委員（任期：平成30年6月1日～令和2年5月31日）

氏名 氏名

赤嶺　政信 豊見山　和行

新垣　安子　 鳥山　淳

大城　學 元琉球大学教授 波照間　永吉

狩俣　繁久 比嘉　悦子

近藤　健一郎 前泊　博盛

里井　洋一 ○宮城　晴美

高良　倉吉 ◎吉浜　忍 

田名　真之

ⅩⅢ　各種委員会名簿

沖縄県立博物館・美術館長

琉球大学博物館学芸員助教

琉球大学教授

元県工芸技術支援センター室長

沖縄県立芸術大学名誉教授　

沖縄女子短期大学准教授

琉球大学名誉教授

所属

琉球大学教授

○第1専門部会(有形文化財)

○審議会

○第4専門部会(無形文化財)

○第2専門部会(史跡・名勝・埋蔵文化財) 沖縄県立芸術大学教授

○第3専門部会(天然記念物)

琉球大学教授

○第5専門部会(民俗文化財)

女性史・移民史研究者

所属

沖縄国際大学教授

琉球大学名誉教授

◎印は会長、○印は副会長を示す

所属

琉球大学理学部長

沖縄県立芸術大学名誉教授

沖縄県立芸術大学教授

琉球大学名誉教授

琉球大学教授

琉球大学名誉教授

所属

所属

琉球大学名誉教授

沖縄県立芸術大学名誉教授

沖縄国際大学名誉教授

北海道大学大学院准教授

琉球大学教授

糸満市文化振興委員会

琉球大学教授

沖縄県立芸術大学名誉教授

沖縄県文化財保護審議会長琉球大学教授

元沖縄国際大学教授

沖縄大学・琉球大学・沖縄国際大学非常勤講師



３．新沖縄県史　専門部会委員（任期：平成30年6月1日～令和２年5月31日、

民俗・現代部会は平成29年12月1日～令和元年11月30日、

（1）刊行計画検討専門部会 言語部会は平成30年8月10日～令和2年8月9日）

氏名

里井　洋一

高良　倉吉

豊見山 和行

○宮城　晴美

◎吉浜　忍 

※新沖縄県史編集小委員会の名称を平成23年度から刊行計画検討専門部会に改称

（2）図説編前近代専門部会 （3）各論編　民俗部会　　　　　　　

氏名 氏名

粟国　恭子　 ◎赤嶺　政信

安里　進 ○稲福　みき子

麻生 伸一 波平　エリ子

◎里井　洋一 萩原　左人

○豊見山 和行 本永　清

（4）各論編　現代部会 （5）各論編　言語部会

氏名 氏名

◎前泊 博盛 ◎狩俣　繁久

○鳥 山    淳 下地  理則

照屋　寛之 下地　賀代子

仲本 和彦 當山　奈那

宮城  晴美 ○仲原　穣

４．歴代宝案編集委員会委員及び作業部会委員(任期：平成29年10月1日～令和元年9月30日)

（1）歴代宝案編集委員会委員 （2）歴代宝案編集委員会（作業部会）委員

氏名 氏名

赤嶺  守 ○赤嶺　守

生田　滋 井上　秀雄 沖縄県立芸術大学名誉教授

井上　秀雄 沖縄県立芸術大学名誉教授 上里　賢一

上里　賢一 琉球大学名誉教授 金城　正篤

◎金城　正篤 琉球大学名誉教授 高良　倉吉

高良　倉吉 琉球大学名誉教授 ◎田名　真之

田名　真之 沖縄県立博物館・美術館長 豊見山　和行

都築　晶子 龍谷大学名誉教授 西里　喜行

豊見山　和行 琉球大学教授

西里　喜行 琉球大学名誉教授 ◎印は部会長、○印は副部会長を示す

○濱下　武志 東洋文庫研究部長

夫馬　　進 京都大学名誉教授

渡辺　美季　

◎印は委員長、○印は副委員長を示す

所属

沖縄大学・琉球大学・沖縄国際大学非常勤講師

元沖縄国際大学教授

琉球大学教授

所属

琉球大学教授

琉球大学名誉教授

所属

沖縄県立芸術大学・沖縄国際大学非常勤講師 琉球大学名誉教授

元沖縄県立博物館・美術館長 沖縄国際大学名誉教授

沖縄県立芸術大学准教授 沖縄女子短期大学准教授

琉球大学教授 琉球大学教授

琉球大学教授 沖縄県文化財保護審議会委員

所属 所属

沖縄国際大学教授 琉球大学教授

琉球大学教授 九州大学大学院准教授 

沖縄国際大学教授 沖縄国際大学准教授

（公財）沖縄県文化振興会公文書管理課資料公開班長 琉球大学准教授

沖縄大学・琉球大学・沖縄国際大学非常勤講師 琉球大学・名桜大学・沖縄国際大学等非常勤講師

琉球大学名誉教授

東京大学大学院准教授

琉球大学名誉教授

琉球大学名誉教授

沖縄県立博物館・美術館長

琉球大学教授

琉球大学名誉教授

所属 所属

名桜大学特任教授 名桜大学特任教授

大東文化大学名誉教授


