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                      Ⅻ 沖縄県文化財等関係刊行物一覧 
 

１．沖縄県教育委員会刊行物一覧（昭和48年度以降） 

 (１)沖縄県文化財調査報告書 
    第 1 集   糸満の民俗（糸満漁業民俗資料緊急調査）  (S49.3) 

第 2 集   仲泊遺跡発掘調査概報Ⅰ  (S50.3) 

      第 3 集  波照間の方言（琉球方言緊急調査第2集）  (S50.3) 

      第 4 集  八重山石垣島平得仲本御嶽遺跡発掘調査報告書  (S51.3) 

      第 5 集  古文書等緊急調査報告書  (S51.3) 

      第 6 集   津堅島地割調査報告書  (S52.3) 

      第 7 集  沖縄県石垣島吹通川河口遺跡の調査概要  (S52.3) 

      第 8 集  仲尾次政隆関係遺品調査報告書  (S52.3) 

      第 9 集  沖縄県民俗分布図（民俗文化財緊急調査報告書）  (S52.3) 

      第10集  沖縄県の遺跡分布図  (S52.3) 

      第11集   県内絵画遺品調査報告書  (S53.3) 

      第12集  多良間島の方言（琉球方言緊急調査第3集）  (S53.3) 

      第13集  竿若東遺跡緊急発掘調査報告書  (S53.3) 

      第14集  伊江島ナガラ原貝塚出土の土器  (S53.3) 

      第15集  石城山緊急発掘調査概報  (S53.3) 

      第16集  知花遺跡群発掘調査報告書  (S53.3) 

      第17集  津堅島キガ浜貝塚発掘調査報告書  (S53.3) 

      第18集  辞令書等古文書調査報告書  (S54.3) 

      第19集  イザイホー調査報告（久高島イザイホー民俗文化財特定調査）  (S54.3) 

      第20集  八重山の民俗芸能（1）（沖縄県民俗芸能悉皆調査第1集）  (S54.3) 

      第21集  多良間島の民話  話柄・話者別一覧（沖縄県民話緊急調査第1集）  (S54.3) 

      第22集  石垣島の遺跡 －詳細分布調査報告書－  (S54.3) 

      第23集  熱田貝塚発掘調査報告書  (S54.3) 

      第24集  ナガタ原貝塚・船越貝塚（発掘調査報告書）  (S54.3) 

      第25集  神田貝塚・大田原貝塚発掘調査報告書  (S54.3) 

      第26集  県内漆器・陶器遺品調査報告書  (S55.3) 

      第27集  多良間島の民話梗概（沖縄県民話緊急調査第2集）  (S55.3) 

      第28集  八重山の民俗芸能（2）（沖縄県民俗芸能悉皆調査第2集）  (S55.3) 

      第29集   竹富町・与那国町の遺跡 －詳細分布調査報告書－  (S55.3) 

      第30集  大田原・神田貝塚発掘調査報告書  (S55.3) 

      第31集  沖縄自動車道埋蔵文化財分布調査報告書  (S55.3) 

      第32集  大原貝塚発掘調査報告書  (S55.3) 

      第33集  仲宗根貝塚 第一・第二次発掘調査報告概報  (S55.3) 

      第34集  三味線に使われる蛇皮の資源量調査報告書  (S55.3) 

      第35集  八重山諸島を中心とした古文書調査報告書  (S56.3) 

      第36集  八重山の民俗芸能（3）（沖縄県民俗芸能悉皆調査第3集）  (S56.3) 

      第37集  名蔵貝塚群発掘調査報告書  (S56.3) 

      第38集  百名第二貝塚の試掘調査  (S56.3) 

      第39集  住屋遺跡緊急調査報告書  (S56.3) 

      第40集  古座間味貝塚 －第1次範囲確認調査概報－  (S56.3) 

      第41集  伊計島の遺跡 －神山遺跡・仲原遺跡確認調査概報－  (S56.3) 

      第42集  伊江島阿良貝塚発掘調査報告  (S57.3) 
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      第43集  古座間味貝塚 －範囲確認調査報告書－  (S57.3) 

      第44集  扁額・聯等遺品調査報告書  (S58.3) 

      第45集  宮古の民俗芸能  (S58.3) 

      第46集  宮古・八重山諸島の成女儀礼  (S58.3) 

      第47集  沖縄の民謡  (S58.3) 

   第48集  伊江島阿良貝塚発掘調査報告書  (S58.3) 

      第49集  カンドウ原貝塚発掘調査報告書  (S58.3) 

      第50集  稲福遺跡発掘調査報告書  (S58.3) 

      第51集  伊武部貝塚発掘調査報告書  (S58.3) 

      第52集  野国貝塚発掘調査報告書  (S58.3) 

      第53集  グスク跡分布調査報告書  (S58.3) 

      第54集  宮古の遺跡詳細分布調査報告書  (S58.3) 

      第55集  中城湾港（新港地区開発に伴う遺跡分布調査報告書）  (S58.3) 

      第56集  長間底遺跡発掘調査報告書  (S59.3) 

      第57集  野国 －野国貝塚群Ｂ地点発掘調査報告書－  (S59.3) 

      第58集  カンドウ原遺跡発掘調査報告書  (S59.3) 

      第59集  御嶽 －御嶽信仰習俗分布調査（Ⅰ）－  (S59.3) 

      第60集   沖縄諸島の民俗芸能 －沖縄諸島の民俗芸能伝承活動資料作成（Ⅰ）－  (S59.3) 

      第61集  伊江島具志原貝塚の概要  (S60.2) 

      第62集  沖縄県石垣市 アラスク村跡遺跡・ウイヌスズ遺跡発掘調査報告書  (S60.3) 

      第63集  名護貝塚 －県道116号線側溝改修工事に伴う緊急発掘調査報告－  (S60.3) 

      第64集  名蔵貝塚群発掘調査報告書 －県道改良工事に伴う緊急発掘調査－  (S60.3) 

      第65集  牧港貝塚・真久原遺跡 －県道153号線バイパス工事に伴う発掘調査報告書－(S60.3) 

    第66集  与那国島トゥグル浜遺跡 －与那国空港整備工事に伴う緊急発掘調査報告－(S60.3) 

     第67集   シヌグ堂遺跡 －第1・2・3次発掘調査報告－  (S60.3) 

      第68集   ピンザアブ －ピンザアブ洞穴発掘調査報告－  (S60.3) 

     第69集   金石文 －歴史資料調査報告書Ⅴ－  (S60.3) 

      第70集   御嶽（御嶽信仰習俗分布調査Ⅱ） －宮古諸島及び八重山諸島－  (S60.3) 

      第71集  沖縄諸島(中部・北部）の民俗芸能 －沖縄諸島の民俗芸能伝承活動資料作成Ⅱ－(60.3) 

第72集  沖縄の組踊（Ⅰ）  (S61.3)                                                     

第73集   伊原遺跡  (S61.3) 

      第74集   下田原貝塚・大泊浜貝塚  (S61.3) 

      第75集   地荒原遺跡  (S61.3) 

      第76集   松田遺跡  (S61.3) 

      第77集   知花遺跡  (S61.3) 

      第78集   竹下遺跡  (S61.3) 

      第79集   イシグスク内古墓群  (S61.3) 

      第80集   石嶺坂石敷道  (S61.3) 

      第81集   北谷町砂辺サーク原遺跡  (S62.3) 

      第82集   沖縄の組踊（Ⅱ）  (S62.3) 

      第83集   拝山遺跡  (S62.9) 

      第84集   古我地原貝塚  (S62.12) 

      第85集   古我地原内古墓  (S62.12) 

      第86集   沖縄の神歌（Ⅰ）宮古諸島  (S63.3) 

      第87集   沖縄県の諸職  (S63.3) 

      第88集   首里城跡（歓会門、久慶門内側地域の復元整備事業にかかる遺構調査）  (S63.3) 

      第89集   北谷町北谷長老山遺物散布地の調査概要  (H元.2) 



- 143 -

     第 90 集   沖縄の家譜 (H元.3) 

     第 91 集   沖縄の神歌（Ⅱ） (H元.3) 

     第 92 集   宮城島遺跡詳細分布調査  (H元.3) 

    第 93 集   宇佐浜遺跡詳細分布調査  (H元.3) 

     第 94 集   グスク分布調査報告書（Ⅱ）－宮古諸島－  (H2.3) 

     第 95 集   沖縄の神歌（Ⅲ）  (H2.3) 

     第 96 集   阿波根古島遺跡  (H2.3) 

     第 97 集   新里村遺跡  (H2.3) 

     第 98 集   上村遺跡 －重要遺跡確認調査報告－  (H3.3) 

     第 99 集   北部リゾート地区遺跡分布調査報告  (H3.3) 

     第100集   野国貝塚Ｂ地点発掘調査報告書（Ⅱ） (H3.3) 

     第101集   船浦スラ所跡  (H3.3) 

     第102集   首里サービスエリア発掘調査報告書 (H3.3) 

    第103集   沖縄の神歌（Ⅳ）－沖縄本島・周辺諸島－  (H3.3) 

     第104集   沖縄の信仰に関する建造物  (H3.3) 

   第105集   安仁屋トゥンヤマ遺跡  (H4.3) 

     第106集   新空港・空港拡張建設計画予定地内の遺跡  (H4.3) 

     第107集   首里城正殿  (H4.3) 

     第108集   久良波貝塚  (H4.3) 

     第109集   神歌  (H4.3) 

     第110集   沖縄の三線〔歴史資料調査報告書Ⅶ〕  (H5.3) 

     第111集   湧田古窯跡（Ⅰ）－県庁舎行政棟建設に係る発掘調査－  (H5.3) 

     第112集   沖縄県の民俗芸能緊急調査報告書  (H6.3) 

     第113集   グスク分布調査報告書（Ⅲ）  (H6.3) 

     第114集   喜如嘉貝塚  (H6.3) 

    第115集   カイジ浜貝塚  (H6.3) 

    第116集   久良波貝塚  (H6.3) 

     第117集  空手道・古武道の基本調査報告書（Ⅱ） (H7.3) 

     第118集  東御廻り等関連拝所総合調査（Ⅰ）  (H7.3) 

     第119集   生産遺跡分布調査（Ⅰ）県内生産遺跡分布調査報告書  (H7.3) 

     第120集  首里城跡 南殿・北殿跡の遺構調査報告書  (H7.3) 

     第121集  湧田古窯跡（Ⅱ）－県庁舎議会棟建設に係る発調査－  (H7.3) 

     第122集  龍潭・ハンタン山 県営公園整備計画に係る発掘調査  (H7.3) 

     第123集  北原貝塚発掘調査報告書  (H7.3) 

     第124集  在米国沖縄関連文化財調査報告書  (H8.3) 

     第125集  平敷屋トウバル遺跡発掘調査報告書  (H8.3) 

     第126集  沖縄の染織 Ⅰ・Ⅱ (H9.3) 

     第127集  沖縄の祭り行事 (H9.3) 

     第128集  東御廻り等関連拝所総合調査（Ⅱ）(H9.3) 

     第129集  湧田古窯跡（Ⅲ）－県庁舎警察棟建設に係る発掘調査－ (H9.3) 

     第130集  伊江島・具志原貝塚発掘調査報告 (H9.3) 

     第131集  慶来慶田城遺跡発掘調査報告 (H9.3) 

     第132集  首里城跡 －京の内跡発掘調査報告書（Ⅰ）－ (H10.3) 

   第133集  首里城跡 －御庭跡・奉神門跡の遺構調査報告－ (H10.3) 

     第134集   喜友名貝塚・喜友名グスク －宜野湾北中城線(伊佐～普天間)道路改築事業に伴う 

                緊急発掘調査報告書(Ⅰ)－ (H11.3) 

     第135集  真玉橋発掘調査報告書 (H11.3) 
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     第136集  湧田古窯跡(Ⅳ) －県民広場の地下駐車場建設に係る緊急発掘調査報告－ (H11.3) 

   第137集  喜友名泉石畳道・喜友名山川原丘陵古墓群・伊佐前原古墓群 －宜野湾北中城線                  

（伊佐～普天間)道路改築事業に伴う緊急発掘調査報告書(Ⅱ)－ (H12.3) 

   第138集  空港整備予定地周辺の遺跡 －与那国空港・新多良間空港・波照間空港整備予定地周辺

における遺跡詳細分布調査報告書－ (H12.3) 

   第139集  在外沖縄関連文化財調査報告書 欧州編（内部資料） (H12.3) 

    第140集  旧円覚寺美術工芸関係資料調査報告書 (H12.3) 

    第141集  沖縄県近代和風建築総合調査報告書 (H14.3) 

     第142集  沖縄の陶器類関係調査報告書 (H15.3) 

   第143集  沖縄の綱引き習俗調査報告書  (H16.3) 

     第144集  沖縄県近代化遺産（建造物等）総合調査報告書 (H16.3) 

     第145集  宮古のクイチャー調査報告書 (H18.3) 

     第146集  沖縄の金工品関係資料調査報告書 (H20.3) 

     第147集  北京故宮博物院沖縄関連文化財調査報告書 (H20.3) 

     第148集  操り獅子調査報告書 (H21.3) 

     第149集  沖縄のガラス・玉等製品関係資料調査報告書(H23.3) 

     第150集  沖縄の葬制に関する総合調査報告書（H24.3） 

 

(２)沖縄県天然記念物調査シリーズ  

      第 1 集   ノグチゲラ実態調査速報（Ⅰ）  (S50.3) 

      第 2 集   塩川動態調査報告 予報Ⅰ  (S50.3) 

     第 3 集   与那覇岳周辺のイタジイ林について  (S50.3) 

      第 4 集   指定候補糸満市荒崎の岩礁海岸植物群落  (S50.3) 

      第 5 集   ノグチゲラ実態調査速報（Ⅱ）  (S51.3) 

      第 6 集   塩川動態調査報告Ⅱ  (S51.3) 

      第 7 集   慶佐次湾のヒルギ林緊急調査報告  (S51.3) 

      第 8 集   ノグチゲラ実態調査報告（Ⅲ）  (S52.3) 

      第 9 集   塩川動態調査報告Ⅲ  (S52.3) 

      第10集   慶佐次湾のヒルギ林緊急報告Ⅱ  (S52.3) 

      第11集   ケラマジカ実態調査報告Ⅱ  (S52.3) 

    第12集   ケラマジカ実態調査報告Ⅲ  (S53.3) 

      第13集   アサヒナキマダラセセリ調査報告  (S53.3) 

      第14集   沖縄県洞穴実態調査報告Ⅰ  (S53.3) 

    第15集  沖縄県社寺・御嶽林調査報告Ⅰ (S53.3) 

      第16集  沖縄県洞穴実態調査報告Ⅱ  (S54.3) 

     第17集  ケラマジカ実態調査報告Ⅳ  (S54.3)                        

第18集  沖縄県社寺・御嶽林調査報告Ⅱ (S54.3) 

      第19集   沖縄県洞穴実態調査報告Ⅲ  (S55.3) 

      第20集   沖縄県社寺・御嶽林調査報告Ⅲ (S55.3) 

      第21集   沖縄県社寺・御嶽林調査報告Ⅳ (S56.3) 

      第22集   ケナガネズミ実態調査報告書  (S56.3) 

      第23集   西表島天然記念物調査報告Ⅰ  (S58.3) 

      第24集   西表島天然記念物緊急調査報告書Ⅱ植物  (S60.3) 

      第25集   西表島天然記念物緊急調査報告書Ⅲ動物  (S60.3) 

      第26集   西表島等天然記念物緊急調査Ⅳヤンバルテナガコガネ実態調査報告Ⅰ  (S60.3) 

      第27集   国頭郡天然記念物緊急調査Ⅰヤンバルテナガコガネ実態調査報告Ⅱ  (S61.3) 

      第28集   国頭郡天然記念物緊急調査Ⅱ国頭地域の貴重動物・国頭地域の現存植生図  (S62.3) 
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      第29集   オカヤドカリ生息実態調査報告あまん  (S63.3) 

      第30集   国頭郡天然記念物緊急調査Ⅲ  (S63.3) 

      第31集   ダイトウオオコウモリ保護対策緊急調査報告書  (H4.3) 

      第32集   沖縄県在来畜養動物実態緊急調査報告書Ⅰ  (H4.3) 

     第33集   キクザトサワヘビ生息実態調査報告書  (H5.3) 

      第34集   沖縄県在来畜養動物実態緊急調査報告書Ⅱ  (H6.3) 

      第35集  ケラマジカ保護対策緊急実態調査報告書（H8.3) 

      第36集   ウミガメ類生息実態調査報告書（H8.3) 

      第37集  クメジマボタル生息実態緊急調査報告書（H9.3) 

      第38集  ウミガメ類生息実態調査報告書Ⅱ（H10.3) 

    第39集  沖縄県地質鉱物緊急実態調査報告書 －沖縄県の地形と地質－ (H12.3)  

    第40集  ウミガメ類生息実態調査報告書Ⅲ (H13.3)            

      第41集  リュウキュウヤマガメ・セマルハコガメ生息実態調査報告書 (H15.3) 

      第42集   アマミヤマシギ生息実態調査報告書  (H17.3)  

      第43集   オカヤドカリ生息実態調査報告書Ⅱ (H18.3) 

      第44集   イボイモリ生息実態調査報告書(H20.3) 

      第45集   天然記念物緊急調査報告書(サンゴ礁) (H21.3) 

      第46集  キシノウエトカゲ生息実態調査報告書 (H25.3)  

 

(３)文化行政要覧 
 《復帰後 教育庁文化課》 

       ※昭和47・48年度未発刊  

      昭和49年度文化財要覧 (S49.3)                                             

  〔昭和47・48年度文化財指定含む〕                 

       ※昭和50～53年度未発刊 

      昭和54年度文化行政要覧 (S55.3) 

  〔昭和50～53年度 文化財指定含む〕                

      昭和55年度文化行政要覧 (S56.3) 

      昭和56年度文化行政要覧 (S57.3)  

      昭和57年度文化行政要覧 (S58.3)  

      昭和58年度文化行政要覧 (S59.12)  

      昭和59年度文化行政要覧 (S60.11)  

      昭和60年度文化行政要覧 (S61.9) 

      昭和61年度文化行政要覧 (S62.12) 

     昭和62年度文化行政要覧 (S63.9)  

      昭和63年度文化行政要覧 (H元.9) 

      平成元年度文化行政要覧 (H2.9) 

      平成２年度文化行政要覧 (H3.11) 

      平成４年度版文化行政要覧  (H5.1) 

      平成５年度版文化行政要覧  (H6.1) 

      平成６年度版文化行政要覧  (H7.2)  

      平成７年度版文化行政要覧  (H8.3)  

      平成８年度版文化行政要覧  (H8.11) 

      平成９年度版文化行政要覧  (H9.10) 

    平成10年度版文化行政要覧 (H10.11) 

    平成11年度版文化行政要覧 (H11.9) 

      平成12年度版文化行政要覧 （H12.9） 

《復帰前 文化財保護員会》 

1956年版 文化財要覧 

1957年版 文化財要覧   

1958年版 文化財要覧 

1959年版 文化財要覧 

1960年版 文化財要覧 

1961年版 文化財要覧 

※1963・64年版未発刊 

1965年版 文化財要覧 

1966年版 文化財要覧   

1967年版 文化財要覧 

1968年版 文化財要覧 

1969年版 文化財要覧 

1970年版 文化財要覧 

1971年版 文化財要覧  

※1972年版未発刊  
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      平成13年度版文化行政要覧 （H13.8） 

   平成14年度版文化行政要覧  (H14.11) 

      平成15年度版文化行政要覧  (H15.9) 

      平成16年度版文化行政要覧 （H16.9) 

      平成17年度版文化行政要覧 (H17.9) 

   平成18年度版文化行政要覧 (H18.11) 

   平成19年度版文化行政要覧 (H19.12) 

   平成20年度版文化行政要覧 (H21.3) 

   平成21年度版文化行政要覧 （H22.3) 

      平成22年度版文化行政要覧 (H23.3) 

      平成23年度版文化行政要覧 (H23.12) 

      平成24年度版文化財課要覧  (H24.12) 

   平成25年度版文化財課要覧 （H25.12） 

 

 (４)文化課紀要 
      文化課紀要 第 1号 (S59.3) 

      文化課紀要 第 2 号 (S60.3) 

      文化課紀要 第 3 号 (S61.3) 

      文化課紀要 第 4 号 (S62.3) 

      文化課紀要 第 5 号 (S63.3) 

      文化課紀要 第 6 号 (H2.3) 

      文化課紀要 第 7 号 (H3.3) 

      文化課紀要 第 8 号 (H4.3) 

      文化課紀要 第 9 号 (H5.3) 

      文化課紀要 第10号 (H6.3) 

      文化課紀要 第11号 (H7.3) 

      文化課紀要 第12号 (H8.3) 

      文化課紀要 第13号 (H9.3) 

      文化課紀要 第14号 (H10.3) 

    文化課紀要 第15号 (H11.3) 

    文化課紀要 第16号 (H12.3) 

      文化課紀要 第17号（H13.3） 

      文化課紀要 第18号（H14.3） 

      文化課紀要 第19号（H15.3) 

      文化課紀要 第20号 (H16.3) 

      文化課紀要 第21号（H17.3) 

  

 (５)その他の刊行物 
      沖縄の文化財（英文も含む）  (S50.3) 

      沖縄の文化財  (S59.3)  

      沖縄の文化財  (S62.10) 

      沖縄の文化財Ⅰ（天然記念物編）  (H5.3) 

      沖縄の文化財Ⅱ（史跡・名勝編）  (H6.3)  

      沖縄の文化財Ⅲ（有形文化財編）  (H7.4) 

      沖縄の文化財Ⅳ（無形・民俗文化財編） (H8.3) 

      沖縄の文化財Ⅴ（埋蔵文化財編） (H8.3) 
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   文化財に見る 沖縄の自然・歴史・文化  (H4.3) 

      文化財に見る 沖縄の自然・歴史・文化－中学生用－  (H6.3) 

      文化財に見る 沖縄の自然・歴史・文化－高校生用－ (H8.3) 

    沖縄の文化  (H4.5) 

      首里城 －その歴史への誘い－  (H4.10) 

      沖縄の歴史と文化 (H12.3) 

      沖縄県文化財保護の手引き (S52.3)  

      文化財保護指導の手引き (S62.3) 

      沖縄県文化財保護の手引き  (H5.3) 

      沖縄県文化財保護の手引き ～改訂版～（H10.3) 

      国・県指定文化財一覧及び国・県指定文化財件数一覧  (S48.8)～(S55.3) 

      沖縄県国・県指定文化財一覧及び市町村指定文化財一覧  (S56.5)～(S61.9) 

      国・県指定文化財一覧及び国・県指定文化財件数一覧  (S62.12) 

      国・県指定文化財一覧及び市町村指定文化財件数一覧  (S63.9)  

      国・県及び市町村指定文化財一覧  (H元.9) 

      国・県及び市町村指定文化財一覧  (H2.9)  

      国・県及び市町村指定文化財一覧  (H3.11) 

      国・県及び市町村指定文化財一覧  (H5.1) 

      国・県及び市町村指定文化財一覧  (H6.1) 

 

      沖縄県歴史の道調査報告書Ⅰ －真珠道・末吉宮参詣道－  (S59.3) 

      沖縄県歴史の道調査報告書Ⅱ －国頭・中頭方西海道（Ⅰ）・弁ヶ嶽参詣道－ (S60.3) 

      沖縄県歴史の道調査報告書Ⅲ －国頭－中頭方西海道（Ⅱ） (S61.3) 

      沖縄県歴史の道調査報告書Ⅳ －島尻地方諸道－  (S62.3) 

      沖縄県歴史の道調査報告書Ⅴ －中頭方東海道－ (S63.3) 

      沖縄県歴史の道調査報告書Ⅵ －国頭方東海道－  (H元.3) 

      沖縄県歴史の道調査報告書Ⅶ －八重山諸島の道－  (H2.3) 

      沖縄県歴史の道調査報告書Ⅷ －宮古諸島の道－  (H3.3) 

      沖縄県歴史の道調査報告書Ⅸ －久米島及び周辺諸島の道－  (H4.3) 

 

     那覇方言資料  (S48.3) 

      蔡鐸本 中山世譜  (S48.3)  

      沖縄の織物〈無形文化財の記録〉  (S49.3) 

      尚家本 おもろさうし  (S50.10) 

      国・県指定文化財美術工芸展図録  (S54.10) 

      与世山親方宮古島規模帳  (S55.3)  

      翁長親方八重山嶋規模帳  (S55.3)  

      国・県指定文化財天然記念物展図録  (S55.7) 

      四本堂家礼 上  (S56.3) 

      四本堂家礼  下  (S57.3) 

      中山世鑑  (S58.3) 

    混効験集 坤乾  (S60.3) 

      蔡温本 中山世譜 正巻  (S61.2) 

      蔡温本 中山世譜 附巻  (S62.2) 

      屋嘉比朝寄工工四  (H元.3)  

      琉球国絵図史料集第一集 －正保国絵図及び関連史料－  (H4.3)  

      琉球国絵図史料集第二集 －元禄国絵図及び関連史料－  (H5.3)  
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      琉球国絵図史料集第三集 －天保国絵図及び関連史料－  (H6.3) 

    沖縄県北部のウンガミ映像記録作成関連資料  (H6.3)  

      空手道・古武道基本調査報告書  (H6.3)    

 

   企画展 工芸王国～きらめく手わざの世界を沖縄から～ (H12.2)  

      企画展 工芸王国－人・技・心－ (H13.3)   

   企画展 工芸王国－風土にいきる技－ (H14.3) 

      企画展 工芸王国－技を育む (H15.2) 

      企画展 工芸王国－手わざの今・そして未来へ－(H16.3) 

      昭和58年度指定文化財管理事業報告書（沖縄県文化財保護指導委員巡視報告書のまとめ)(S59.3) 

    昭和59年度指定文化財管理事業報告書（沖縄県文化財保護指導委員巡視報告書のまとめ)(S60.3) 

     昭和60年度指定文化財管理事業報告書（沖縄県文化財保護指導委員巡視報告書のまとめ)(S61.3) 

      昭和47～58年度 沖縄県芸術祭 古典芸能公演  (S59.3)  

    昭和48～59年度  沖縄県芸術祭 美術展覧会  (S60.2)  

    沖縄伝統芸能案内 （H10.3) 

    組踊入門 （H10.3） 

    指導資料組踊「執心鐘入」 (H12.3) 

 

      県立総合文化センターの建設について（中間答申）  (S53.1) 

      総合文化センター資料Ⅰ    (S54.3) 

      総合文化センター答申  (S54.8)  

      総合文化センター基本計画  (S56.3)  

      総合文化センター資料Ⅱ    (S57.3)  

 

      首里城歓会門復元工事報告書  (S50.2) 

      久慶門遺構発掘調査報告書  (S51.11)  

      カンドウ原遺跡緊急発掘調査ニュース  (S53.3)  

      恩納村熱田原貝塚発掘調査ニュース (S53.3) 

      恩納村熱田第2貝塚発掘調査報告書 (S54.3) 

    沖縄県玉城村百名第2貝塚出土の資料  (S55.3)  

      伊武部貝塚発掘調査報告  (S56.3)  

      沖縄考古展  掘り出された沖縄の歴史 －発掘調査10年の成果－ 図録  (S57.2) 

      シヌグ堂遺跡発掘調査概報 (S59.3)  

    牧港貝塚・真久原遺跡調査概報  (S59.3) 

      古我地原貝塚発掘調査速報 (S59.3)  

    概報与那国島トゥグル浜遺跡の発掘調査  (S59.3) 

     旧首里城正殿跡位置確認調査報告書  (S61.3)  

      史跡首里城跡整備基本構想 (S63.3) 

      基地内文化財Ⅰ （H10.3） 

      埋蔵文化財広域発掘手法検討調査業務概要（Ⅰ） －物理探査及び遺跡測量の調査検討－ （H14.3) 

   観察ガイドブック アマミヤマシギのはなし （H14.3) 

      世界遺産の保存・整備・活用に関する基本指針 (H14.3) 

   みんなの宝 世界遺産 よみがえる琉球の記憶 小学生高学年用 世界遺産副読本 （H14.3) 

   もっと知りたい！世界遺産 中学生用副読本 （H14.3) 

   世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」 高校生用副読本 （H14.3) 

      埋蔵文化財広域発掘手法検討調査業務概要（Ⅱ） －物理探査及び遺跡測量の調査検討－ （H15.3) 

   埋蔵文化財広域発掘手法検討調査業務概要（Ⅲ）  
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－物理探査の検証発掘と遺跡測量の調査検討成果－ (H16.3) 

   物理探査を利用した埋蔵文化財広域発掘手法 －物理探査実施マニュアルおよび解説－ (H16.3) 

      円覚寺跡基本計画策定事業委託業務報告書 (H17.3) 

      はじめての組踊 －ユネスコ無形文化遺産代表一覧表記載記念事業「組踊への招待」 (H23.8) 

 

(６)史料編集班刊行物一覧 

  ①新沖縄県史関係刊行物 

      沖縄県史 各論編２ 考古  (H12.12) 

      沖縄県史 各論編３ 古琉球 (H22.2) 

      沖縄県史 各論編４ 近世  (H17.2)  

      沖縄県史 各論編５ 近代  (H23.2)  

       

      沖縄県史  図説編 県土のすがた (H18.3)  

       

      沖縄県史 資料編 １ 民事ハンドブック（沖縄戦１）（原文編、和訳編） (H7.3) 

      沖縄県史 資料編 ２ 琉球列島の沖縄人・他（沖縄戦２)（原文編、和訳編） (H8.3) 

      沖縄県史 資料編 ３ 米国新聞にみる沖縄戦報道(沖縄戦３)(原文編、和訳編) (H9.3) 

      沖縄県史 資料編 ４  10th Army Operation Iceberg（沖縄戦４）（原文編）(H9.3) 

      沖縄県史 資料編 ５ 染織関係近代新聞資料（技術１）  (H9.3)  

      沖縄県史 資料編 ６  移民会社取扱移民名簿 自一九一二至一九一八(近代１)(H10.3) 

      沖縄県史 資料編 ７ 伊江親方日々記（近世１）  (H11.2)  

      沖縄県史 資料編 ８ 自由移民名簿 自一九〇八至一九二〇（近代２） (H11.2)  

      沖縄県史 資料編 ９ Military Government Activites Reports(現代１)(原文編)(H12.1) 

      沖縄県史 資料編10 遺跡総覧（先史時代）（考古１）自一九一九至一九二六(H12.3) 

      沖縄県史 資料編11 移民会社取扱移民名簿（1919～1926）（近代３） (H12.12)  

      沖縄県史 資料編12 アイスバーグ作戦（沖縄戦５）（和訳編） (H13.2)  

      沖縄県史 資料編13 硫黄鳥島（自然環境１） (H14.3)  

      沖縄県史 資料編14 琉球列島の軍政 1945～1950（現代２）（和訳編） (H14.2) 

      沖縄県史 資料編15 旧南洋群島関係写真資料（上）（下）（近代４） (H14.3)  

      沖縄県史 資料編16 女性史新聞資料 明治編（上）（下）（女性史１） (H15.3)  

      沖縄県史 資料編17 旧南洋群島関係資料 （近代５） (H15.3)  

      沖縄県史 資料編18 キャンプススッペ（和訳編）（現代３） (H16.3)  

      沖縄県史 資料編19 自由移民名簿  自一九二一年至一九二五年（近代６）(H17.3) 

      沖縄県史 資料編20 軍政活動報告（和訳編）（現代４） (H17.3)  

      沖縄県史 資料編21 The journal and Official Correspondence of Bernard Jean 

   Bettelheim 1845-54 PartⅠ（1845-51）（近世２） (H17.3) 

      沖縄県史 資料編22 The journal and Official Correspondence of Bernard Jean 

   Bettelheim 1845-54 PartⅡ（1852-54）（近世３） (H24.3)  

      沖縄県史 資料編23 沖縄戦日本軍史料 （沖縄戦６） (H24.3)  

      沖縄県史 資料編24 自然環境2 自然環境新聞資料 

       

      沖縄県史 研究叢書１ 奄美のノロ遺品調査報告書 (H8.3)  

      沖縄県史 研究叢書２ 沖縄歴史関係主要論文総目録－暫定－ (H8.3) 

      沖縄県史 研究叢書３ 琉球史料語注集成 (H9.3)  

      沖縄県史 研究叢書４ 神山文庫目録 (H11.3)  

      沖縄県史 研究叢書５ 沖縄毎日新聞見出集（上） (H11.2)  

      沖縄県史 研究叢書６ 沖縄毎日新聞見出集（中） (H11.3)  
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      沖縄県史 研究叢書７ 真境名安興著 沖縄県土木史 (H11.3)  

      沖縄県史 研究叢書８ 沖縄毎日新聞見出集（下） (H12.3)  

      沖縄県史 研究叢書９ 沖縄考古関係文献目録（暫定） (H12.3)  

      沖縄県史 研究叢書10 南洋廳施政十年史（影印本）（上）（下） (H13.3) 

      沖縄県史 研究叢書11 沖縄県史料 昭和18年知事事務引継書類（影印本）1､2 (H13.3) 

      沖縄県史 研究叢書12 沖縄県史料 沖縄諮詢会記録（影印本） (H13.3)  

      沖縄県史 研究叢書13 南洋開拓拾年誌（影印本） (H14.2)  

      沖縄県史 研究叢書14 沖縄県史料 沖縄民政府記録１（影印本） (H15.2)  

      沖縄県史 研究叢書15 CAMP SUSUPE（影印本 (H16.3)  

      沖縄県史 研究叢書16 琉球列島の占領に関する報告書（原文・和訳） (H18.3)  

      沖縄県史 研究叢書17 植物標本より得られた近代沖縄の新聞 (H19.3) 

       

      沖縄県史 ビジュアル版１ 戦後① 銃剣とブルドーザー (H10.3)  

      沖縄県史 ビジュアル版２ 考古① 港川人と旧石器時代の沖縄 (H10.3)  

      沖縄県史 ビジュアル版３ 戦後② 青空教室からの出発 (H10.1) 

      沖縄県史 ビジュアル版４ 近世① ペリーがやってきた (H10.3)  

      沖縄県史 ビジュアル版５ 沖縄戦① 空から見た沖縄戦 (H12.1) 

      沖縄県史 ビジュアル版６ 近代① 沖縄と台湾 (H12.3)  

      沖縄県史 ビジュアル版７ 考古② 貝の道-先史琉球列島の貝交易 (H13.3)  

      沖縄県史 ビジュアル版８ 近世② 江戸上り－琉球使節の江戸参府－ (H13.3) 

      沖縄県史 ビジュアル版９ 近代② 旧南洋群島と沖縄県人－テニアン－ (H14.2)  

      沖縄県史 ビジュアル版10 近代③ 空からみた昔の沖縄 (H14.2)  

      沖縄県史 ビジュアル版11 近代④ 空から見た昔の沖縄Ⅱ (H15.3)  

      沖縄県史 ビジュアル版12 古琉球① 古地図に見る琉球 (H15.3) 

      沖縄県史 ビジュアル版13 近代⑤ 空から見た昔の沖縄Ⅲ (H16.3)   

       

      沖縄県史 「奄美大島の先史時代 奄美－自然と文化論文編」（復刻） (H8.3) 

      沖縄県史  明治24年那覇港湾図 (H10.11)  

      沖縄県史  琉球・中国・日本・朝鮮年代対照表（Ｂ５版/Ａ６版） (H9.3/H12.3) 

      概説 沖縄県の歴史と文化 (H12.3) 

      沖縄県史研究紀要・創刊号 (H7.3)   

      沖縄県史研究紀要・第２号 (H8.3)   

      沖縄県史研究紀要・第３号 (H9.3)   

      沖縄県史研究紀要・第４号 (H10.3)  

      沖縄女性史研究17 (H9.3)  

      沖縄女性史研究２ (H10.9)  

      沖縄戦研究 Ⅰ (H10.10)  

      沖縄戦研究 Ⅱ (H11.2)  

       

  ②歴代宝案関係刊行物 

      歴代宝案 校訂本 第 １冊   (第１集巻1～22)       (H4.1) 

      歴代宝案 校訂本 第 ２冊   (第１集巻23～43)       (H4.3) 

      歴代宝案 校訂本 第 ３冊   (第２集目録・巻1～14)    (H5.1) 

      歴代宝案 校訂本 第 ４冊   (第２集巻15～30)      (H5.3) 

      歴代宝案 校訂本 第 ５冊   (第２集巻31～49)     (H8.3) 

      歴代宝案 校訂本 第 ６冊   (第２集巻50～74)     (H18.9) 

      歴代宝案 校訂本 第 ７冊   (第２集巻75～89)     (H6.2) 



- 151 -

      歴代宝案 校訂本 第 ８冊   (第２集巻90～104)     (H11.3) 

      歴代宝案 校訂本 第 ９冊   (第２集巻105～122)    (H15.9) 

      歴代宝案 校訂本 第10冊   (第2集巻123～145）      (H26.1) 

歴代宝案 校訂本 第11冊   (第２集巻146～160)    (H7.3) 

      歴代宝案 校訂本 第12冊   (第２集巻161～173)      (H12.7) 

      歴代宝案 校訂本 第13冊   (第２集巻174～189)      (H8.3) 

      歴代宝案 校訂本 第14冊   (第２集巻190～200)     （H24.10） 

 

      歴代宝案 訳注本 第 １冊   (第１集巻1～22)          (H6.3) 

      歴代宝案 訳注本 第 ２冊   (第１集巻23～43)         (H9.3) 

      歴代宝案 訳注本 第 ３冊   (第２集目録・巻1～14)    (H10.3) 

歴代宝案 訳注本 第 ５冊   (第２集巻31～49)     (H25.3） 

歴代宝案 訳注本 第 ７冊   (第２集巻75～89）        (H21.3)  

歴代宝案 訳注本 第11冊   (第２集巻146～160）     (H17.3)  

歴代宝案 訳注本 第13冊   (第２集巻174～189）     (H14.3)  

 

      歴代宝案 編集参考資料１ 『歴代宝案』訳注本第１・２冊語注一覧表 (H11.3)  

      歴代宝案 編集参考資料２  清代福建省地方官年表 (H11.3)  

      歴代宝案 編集参考資料３ 『明清档案』琉球関係史料 (H11.3)  

      歴代宝案 編集参考資料４ 『歴代宝案』訳注本第３冊語注一覧表 (H12.3)  

      歴代宝案 編集参考資料５ 『明実録』の琉球史料（一） (H13.3) 

      歴代宝案 編集参考資料６ 『歴代宝案』訳注本第13冊語注一覧表 (H14.3)  

      歴代宝案 編集参考資料７ 『明実録』の琉球史料（二） (H15.3)  

      歴代宝案 編集参考資料８  琉球関係档案史料紹介-中国第一歴史档案館参考人報告から-(H16.3)                    

      歴代宝案 編集参考資料９ 『歴代宝案』訳注本第11冊語注一覧表 (H17.3) 

      歴代宝案 編集参考資料10 『明実録』の琉球史料（三） (H18.3)  

      歴代宝案 編集参考資料11 『歴代宝案』訳注本第７冊語注一覧表 (H21.3)  

      歴代宝案 編集参考資料12 『歴代宝案』訳注本第5冊 語注一覧表  (H25.3) 

      歴代宝案 編集参考資料13  清代福建省地方官年表（新訂・増補版） (H26.3) 

歴代宝案の栞（中国語版〔簡体字版・繁体字版〕）  (H25.3) 

 第１回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 (H5.3) 

      第２回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 (H7.3)  

      第３回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 (H8.9) 

      第４回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 (H11.3)  

      第５回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 (H11.10)  

      沖縄県教育委員会/中国第一歴史档案館 歴代宝案に関する交流10周年記念誌(H12.1) 

      第６回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 (H14.10)  

      第７回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 (H16.10)  

      第８回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 (H19.12)  

      第９回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 (H23.2)  

     第10回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 (H26.2) 

       

      中琉歴史関係档案 順治朝・康煕朝・雍正朝（上・下）／乾隆朝（一） (H18.2)  

      中琉歴史関係档案 乾隆朝（二）（三）（四） (H19.3)  

      中琉歴史関係档案 乾隆朝（五）（六）（七） (H20.3)  

      中琉歴史関係档案 乾隆朝（八）（九）（十） (H21.3)   

      中琉歴史関係档案 乾隆朝（十一）（十二）（十三） (H22.3)  
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      中琉歴史関係档案 乾隆朝（十四）（十五）（十六） (H23.3)  

      中琉歴史関係档案 乾隆朝（十七）／嘉慶朝（一）（二） (H24.3)  

   中琉歴史関係档案 嘉慶朝（三）（四）（五） (H25.3)  

      中琉歴史関係档案 嘉慶朝（六） (H25.12) 

      中琉歴史関係档案 嘉慶朝（七） (H25.12) 

      中琉歴史関係档案 嘉慶朝（八） (H25.12) 

 

      歴代宝案研究 創刊号 (H2.3) 

      歴代宝案研究 第２号 (H3.3)  

      歴代宝案研究 第３・４合併号 (H5.3)  

      歴代宝案研究 第５号 (H6.3) 

      歴代宝案研究 第６・７合併号 (H8.3)  

      歴代宝案研究 第８号 (H9.3) 

      歴代宝案研究 第９号 (H10.3) 

      歴代宝案研究 第10号 (H11.3)  

       

  ③紀要その他 

      沖縄史料編集所紀要 創刊号 (S51.3)  

      沖縄史料編集所紀要 第２号 (S52.3)  

      沖縄史料編集所紀要 第３号 (S53.3)  

      沖縄史料編集所紀要 第４号 (S54.3) 

      沖縄史料編集所紀要 第５号 (S55.3)  

      沖縄史料編集所紀要 第６号 (S56.3)  

      沖縄史料編集所紀要 第７号 (S57.3)  

      沖縄史料編集所紀要 第８号 (S58.3)  

      沖縄史料編集所紀要 第９号 (S59.3)  

      沖縄史料編集所紀要 第10号 (S60.3)  

      沖縄史料編集所紀要 第11号 (S61.3)  

      史料編集室紀要 第12号 (S62.3)  

      史料編集室紀要 第13号 (S63.3)  

      史料編集室紀要 第14号 (H1.3)  

      史料編集室紀要 第15号 (H2.3)   

      史料編集室紀要 第16号 (H3.3)   

      史料編集室紀要 第17号 (H4.3)  

      史料編集室紀要 第18号 (H5.3)  

      史料編集室紀要 第19号 (H6.3)  

      史料編集室紀要 第20号 (H7.3)  

      史料編集室紀要 第21号 (H8.3)  

      史料編集室紀要 第22号 (H9.3)  

      史料編集室紀要 第23号 (H10.3)  

      史料編集室紀要 第24号 (H11.3)  

      史料編集室紀要 第25号 (H12.3) 

      史料編集室紀要 第26号 (H13.3)  

      史料編集室紀要 第27号 (H14.3)  

      史料編集室紀要 第28号 (H15.3)  

      史料編集室紀要 第29号 (H16.3)  

      史料編集室紀要 第30号 (H17.3)  
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      史料編集室紀要 第31号 (H18.3)  

      史料編集室紀要 第32号 (H19.3)  

      史料編集室紀要 第33号 (H20.3)  

      史料編集室紀要 第34号 (H23.3)  

      沖縄史料編集紀要 第35号 (H24.3) 

   沖縄史料編集紀要 第36号 (H25.3) 

      沖縄史料編集紀要 第37号 (H26.3) 
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２．市町村教育委員会刊行物一覧（平成25年度） 
 

【名護市】 

名護市の文化財第５集 名護市の文化財 （H26.3） 

名護市嘉陽層の褶曲ハンドブック  (H26.3) 

    名護市史研究資料・97  名護・やんばる地方史料所在目録 (26.3) 

    名護博物館年報  「ぶりでぃ」29号  (H26.3) 

    名護博物館紀要  「あじまぁ」18号  (H26.3) 

    ぶりでぃ子ども博物館27号  (H26.3) 

    手のひら紙芝居  「おじいとたぬき」  (H26.3) 

    手のひら紙芝居  「タコとミーバイ」  (H26.3)   

名護博物館30年のあゆみ  (H26.2) 

名護親方程順則生誕350年記念展  (H25.10) 

【恩納村】 

恩納村博物館紀要 第8号 （H26.3）     

【宜野座村】 

宜野座村立博物館 館報 第20号（H26.3） 

宜野座村立博物館 紀要 第20号 ガラマン20（H26.3） 

宜野座村乃文化財25集 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 宜野座の八月あしび  

 ‐記選 宜野座の八月あしび  民俗文化財調査（祭り・行事を含む）報告書‐  （H26.3） 

【うるま市】 

うるま市文化財調査報告書 第19集 南風原村文書修復報告書 （H26.3） 

うるま市文化財調査報告書 第20集  普及版 屋敷坪高帳 （H26.3）  

うるま市文化財調査報告書 第21集  普及版 勝連間切南風原村文書地積図  （H26.3） 

うるま市文化財調査報告書 第22集  平敷屋トウバル遺跡   (H26.3) 

ビジュアル版 受け継がれるシマの宝と技  (H26.3) 

蔡大鼎関連資料集 １  (H26.3) 

蔡大鼎関連資料集 ２  (H26.3) 

蔡大鼎関連資料集 ３上・下  (H26.3) 

   「伊計村遊草」 訳注解説   (H26.3)  

【沖縄市】 

沖縄市立郷土博物館年報 No.27  年報 （H25.8） 

沖縄市立郷土博物館紀要第22号 あやみや （H26.3） 

平成25年度 こども博物館集録 （H26.3） 

【読谷村】 

読谷村立歴史民俗資料館 紀要 第38号 （H26.3） 

読谷村立歴史民俗資料館 年報  第38号  (H25.11) 

【北谷町】  

北谷町文化財報告書 第35集  『伊礼原D遺跡』（H25.8） 

【北中城村】  

北中城村の文化財  3版（H26.3） 

【中城村】  

中城村の文化財 第15集  中城城跡 －史跡整備に伴う発掘調査報告Ⅳ  （H25.8） 

中城村の文化財 第16集  古道ハンタ道 －歴史の道環境整備事業報告書 （H26.3） 

中城村戦前の集落 series1  泊 (H26.3) 
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【西原町】 

西原間切我謝邑廻い （H25.12） 

西原町国指定史跡内間御殿保存管理計画書 （H26.2）     

【宜野湾市】 

宜野湾市文化財保護資料 第70集  瑞慶覧基地内埋蔵文化財発掘調査概報 （H25.6） 

宜野湾市文化財保護資料 第71集 宜野湾市の文化財情報図〔平成26年3月現在〕（H26.3）  

宜野湾市文化財保護資料 第72集  宜野湾市 文化財情報図〔平成25年度版〕  (H26.3) 

平成25年度文化財市民活用事業 企画展示会（Ⅱ）   

大昔の“遺跡”を掘る！～喜友名東原ヌバタキ遺跡の発掘調査～  (H26.3) 

【浦添市】 

浦添市文化部紀要 第10号  よのつぢ   (H26.3) 

浦添市文化財調査報告書   前田・経塚近世墓群５  経塚南小島原A丘陵               

－浦添南第一土地区画整理事業に伴う緊急発掘調査報告書－  (H26.3) 

浦添市文化財調査報告書    仲間稲マタ原近世墓群Ⅱ   

－浦添カルチャーパーク整備事業及びてだこホール建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－ (H26.3) 

【那覇市】 

那覇市文化財調査報告書第97集  首里崎山古墳群  (H26.2) 

那覇市文化財調査報告書第98集  小禄村跡  (H26.2) 

那覇市文化財調査報告書第98集  東村跡  (H26.3) 

那覇市文化財調査報告書第100集  真嘉比・古島古墳群  (H26.3) 

【豊見城市】 

豊見城市文化財調査報告書第11集  名嘉地の住民避難壕群  (H26.3) 

【八重瀬町】 

2013（平成25）年度 年報 （H26.3） 

【南城市】 

南城市文化財調査報告書第16集 島添大里グスク南遺跡 （H25.9） 

【与那原町】 

与那原歴史の道 （H25.8） 

【南風原町】 

第19回南風原町子ども平和学習交流事業報告書  時代をつなぐ （H26.3） 

【久米島町】 

久米島博物館紀要第14号 （H26.3） 

具志川城跡発掘調査報告書Ⅲ （H26.3） 

【石垣市】 

石垣市文化財調査報告書第34号  

平得宇部御嶽遺跡 －石垣3・5・18号街路改良工事に伴う緊急発掘調査－ (H26.2) 

    石垣市の文化財 (H26.3) 

    「石垣市史叢書」20  球陽 八重山関係記事集（下巻）  (H26.3) 

    平成25年度八重山博物館企画展（海と船の企画展） 

「海に沈んだ歴史～タイムカプセルを探してみよう～」  (H25.10) 

石垣市立八重山博物館 館報 第30号  (H26.3) 

 

３．字・区及び保存会等の文化関係刊行物一覧（平成25年度） 

 

【名護市・中山字誌編纂委員会】 

  中山誌 （H25.12.20） 

【与那原町文化協会】 

  与那原町文化協会創立10周年記念誌 （H25.6） 


