
地域史関係文献一覧【佐敷エリア】

出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)

1964 『佐敷村誌』 佐敷村(編) 佐敷村
第一章 佐敷村のうつりかわり/第二章 現況/第三章 教育/第四章 文化/第五章 人物/

第六章 部落のありさま/第七章 その他
1975 『佐敷村文化財要覧：昭和五十年度版』 佐敷村文化財保存委員会(編) 佐敷村教育委員会 史跡・名勝・天然記念物/民俗芸能と舞踊

1977 『佐敷村文化財要覧：昭和五十二年度版』 佐敷村文化財保護委員会(編) 佐敷村教育委員会
第2回佐敷村文化まつり民俗資料・芸能発表会/陶器・民具資料展/史跡・名勝・天

然記念物/第3回佐敷村文化まつり民俗資料・芸能発表会/民俗資料の部/資料編

1984 『佐敷町史2：民俗』 佐敷町史編集委員会(編) 佐敷町役場

第一章 社会生活/第二章 生活知識/第三章 家族・親族/第四章 生業/第五章 衣食住/

第六章 交通・交易・運輸/第七章 人の一生/第八章 信仰/第九章 年中行事/第十章

民俗芸能、娯楽、童戯/第十一章 口頭伝承/第十二章 古老の半生

1986 『佐敷町文化財Ⅲ 佐敷町の文化財』 佐敷村文化財保護委員会(編) 佐敷村教育委員会
※旧佐敷町内の文化財50か所あまりを紹介。ほかに、文化財分布図や文化財保護委

員の名簿等も所収。

1989 『佐敷町史3：自然』 佐敷町史編集委員会(編) 佐敷町役場

佐敷町の自然概観/Ⅰ.佐敷町の地形・地質/Ⅱ.佐敷町の陸上植物/Ⅲ.佐敷町の陸棲動

物/Ⅳ.佐敷町の水棲生物/自然調査日誌/(以下別冊)佐敷町の自然/Ⅰ.佐敷町の地形と

地質/Ⅱ.自然観察の手引き/Ⅲ.佐敷町の地学生物散歩/Ⅳ.小谷の植物散歩道/Ⅴ.佐敷

町内に自生するラン科植物

1989 『佐敷町文化財Ⅳ 沖縄・佐敷町の昔話』 立命館大学説話文学研究会(編) 佐敷町教育委員会 解説/神話/伝説/本格昔話/史譚/因縁・化物話/笑話/鳥獣草木譚/世間話/対訳資料

1996 『佐敷町文化財Ⅳ 第一尚氏関連写真集』 佐敷町文化財保護委員会(編) 佐敷町教育委員会 ※第一尚氏にゆかりのある、旧佐敷町の文化財を紹介した資料。

1999 『佐敷町史4：戦争』 佐敷町史編集委員会(編) 佐敷町役場

【第一部 総説】1.十五年戦争の始まり/2.太平洋戦争/3.沖縄戦/4.敗戦と引揚げ/5.

戦時下の佐敷/【第二部 証言記録】男たちの証言/女たちの証言/学童疎開/【第三部

被災状況】

2000 『佐敷町文化財調査報告書第2集：佐敷町の文化財』 佐敷町教育委員会(編) 佐敷町教育委員会
第1章 調査の概要/第2章 地理的・歴史的環境/第3章 遺跡の分布/第4章 試掘調査/

第5章 調査の成果と今後の課題

2004 『佐敷町史5：移民』 佐敷町史編集委員会(編) 佐敷町役場

【第一部 論考】第一章 沖縄県の海外移民/第二章 沖縄県の植民地への移住/第三章

佐敷町の海外移民/第四章 植民地の概要と佐敷の人たち/第五章 佐敷町と南北大東

島/第六章 移民と戦争/【第二部 証言】ハワイ/ブラジル/ペルー/フィリピン/南洋

群島/南大東/紡績/留守家族/本土への集団就職/【第三部 資料】1.雑資料/2.写真資

料/3. 海外旅券下付表

2005 『佐敷町文化財Ⅵ さしちくとぅばありくり』 「さしち くとぅば ありくり」編集委員会(編) 佐敷町教育委員会 ※旧佐敷町の方言を五十音順に整理した資料。

1969 『佐敷村の教育：佐敷中学校20周年記念・佐敷中学校移転記念』 記念誌編纂委員会(編)
佐敷中学校移転促進期成

会

祝辞/教育愛の結実/二十周年を祝す/画期的な大事業をたたえて/教育への再認識を

/人間開発に全力を/教育の進展に感無量/学校と地域結ぶ/追憶/校⾧時代の回想/二

十周年を祝う/思い出/学力向上への道/目標に向かって進め/創立当時の追憶/在布

哇知念佐敷同志会/人材輩出を念願/地主のまごころ/佐敷の"教育ビジョン"直面する

課題を考える/教育の尊さ/故小波津正美さんのこと/式辞/新校舎の窓辺/モビール

とコンセット/卒業生のことば/在学生の作品/佐敷中学校の沿革/旧職員名簿/現職

員氏名/歴代PTA会⾧/歴代佐敷教育区教育委員会委員/佐敷中学校移転促進期成会

役員/移転促進期成会事業経過報告/本校各学年度卒業生数/本校卒業生の最近の進

路状況/中学校移転寄付者名簿/感謝状を受ける方々

1983 『佐敷小学校百周年記念誌』 記念誌編集委員会(編)
佐敷小学校創立百周年記

念事業期成会
第一章 昔をしのぶ/第二章 佐小百年のあゆみ/第三章 思い出/第四章 学校の現況
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地域史関係文献一覧【佐敷エリア】

出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)地域

1984 『佐敷町老人クラブ連合会創立20周年記念誌』
佐敷町老人クラブ連合会創立20周年記念事業

準備委員会(編)
佐敷町老人クラブ連合会

会旗、老人クラブの目的及び基本方針、目ざす老人の姿/老人クラブの歌(全国・沖

縄)/20周年記念式典・式次第/式辞/祝辞/町老連の概況/会則規定/20周年記念によ

せて/各字老人クラブの概況/協賛広告

1987 『議会のあゆみ：沖縄県佐敷町議会』
沖縄県島尻郡佐敷町議会「議会のあゆみ」編

集委員会(編)
沖縄県島尻郡佐敷町議会

第一章 佐敷町の沿革/第二章 提出議案処理状況/第三章 要請議決集/第四章 議会関

係法規集/第五章 表彰/第六章 歴代議⾧・副議⾧・議員/第七章 思い出集/第八章 写

真集

1990 『婦人会のあゆみ：佐敷町婦人会』 佐敷町婦人会のあゆみ編集委員会(編) 佐敷町婦人会

発刊にあたって/発刊によせて/祝辞/歴代会⾧/写真で見る婦人会のあゆみ/歴代会

⾧の思い出/婦人会とともに/婦人の主張中央大会出場者原稿/歴代役員及び社会教

育主事名簿/佐敷町婦人会のあゆみ(年表)/各支部婦人会歴代役員名簿/佐敷町婦人会

会則/編集後記

1991 『商工会のあゆみ：設立15周年記念誌・佐敷町商工名鑑』 ― 佐敷町商工会

発刊のことば/祝辞/佐敷町の概要/佐敷町商工会の概要/商工会青年部の概要/商工

会婦人部の概要/佐敷町建設会紹介/佐敷町商工会会員名簿(地域別)/佐敷町商工会会

員名簿(業種別)/商工会の事業/中小企業の共済制度/中小企業の融資制度/労働保険

のあらまし/佐敷町商工会定款/佐敷町商工会運営規約/佐敷町商工業振興条例/佐敷

町商工業振興審議会規則/佐敷町内の各種団体の事業に関する補助金交付規定

1990 『翔る：佐敷中学校創立四十周年記念誌』 記念誌編集委員会(編)
佐敷中学校創立四十周年

記念事業期成会

第一章 ふりかえるあの日、あの時/第二章 座談会/第三章 私たちの学び舎/第四章

躍る心、からだ(文化祭)/第五章 時の流れ、うつろい/第六章 写真集/第七章 資料編

1992 『佐敷町立佐敷小学校創立110周年記念誌』 佐敷小学校記念誌編集委員会(編) 佐敷町立佐敷小学校
写真で見る佐敷小学校/式辞・祝辞/百十周年によせて・児童の作品/百十年目の子

どもたちの将来の夢/のびゆく佐敷っこ/学校の沿革/学校の概況/感謝状受賞者御芳

1992 『佐敷町立馬天小学校創立10周年記念誌』 馬天小学校記念誌編集委員会(編) 佐敷町立馬天小学校
写真集/式辞・祝辞/回想・回顧録/十周年によせて/資料・十年の歩み/創立十周年

記念事業の概要

1998 『佐敷中学校創立五十周年記念誌』 ―
佐敷町立佐敷中学校創立

五十周年記念事業期成会

第1章 記念式典・祝賀会/第2章 私たちの学び舎(生徒作品)/第3章 随想・回想(同窓

生・旧職員、PTA)/第4章 時の流れ/第5章 佐敷中学校の現状/第6章 PTA活動

2003 『佐敷小学校創立百二十周年記念誌：やればできる』 記念誌編集委員会(編)
佐敷小学校創立百二十周

年記念事業期成会

【第一編 佐敷小学校のこの十年】第一章 佐敷小っ子の夢/第二章 卒業生と教職員/

第三章 創立百二十周年記念式典と期成会/第四章 学校の沿革と教育計画概要/【第

二編 佐敷小学校の百二十年】第一章 佐敷小学校百二十年のあゆみ/第二章 佐敷が

育てた生きる力/【第三編 波多江小学校との交流四十年】第一章 姉妹校提携–相互

交流の実現–/第二章 昭和四十年代の交流/第三章 昭和五十年代の交流/第四章 昭和

六十年代と平成の交流/第五章 佐敷小学校百二十周年記念式典に参加して/第六章

交流の継続と発展のために/資料編/【第四編 佐敷小学校PTAの五十年】序章 PTA

発足の背景と歩み/第一章 教育の充実発展を願って/第二章 私たちのPTA活動/終章

特色ある学校づくり/資料編 PTA五十年のあゆみ

2005 『佐敷町体育協会史』 佐敷町体育協会史編集委員会(編) 佐敷町体育協会

第一章 礎を築いた人々/第二章 新しい体育・スポーツ/第三章 佐敷村体育協会の創

設と活動/第四章 知念地区体育協会と島尻郡体育協会/第五章 青年会活動とスポー

ツ大会/第六章 各支部の歩み/第七章 寄稿・スポーツと私/第八章 座談会/第九章 資

料編
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出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)地域

2010 『さしき健走会』 記念誌編集部(編) さしき健走会

1章 祝辞・足跡/2章 記念式典・イベント/3章 寄稿文/4章 アルバム集：行事等/5章

アルバム集：各種マラソン大会/6章 新聞で見る「さしき健走会」/7章 マラソン大

会記録一覧表/8章 協賛広告

2012 『南城市立馬天小学校創立30周年記念誌』 創立30周年記念誌編集委員会(編)
馬天小学校創立30周年期

成会
第1章 式辞・祝辞/第2章 回顧録、ぼくの夢・わたしの夢、馬天っ子の乗馬体験/第3

章 学校沿革、PTA沿革/第4章(資料)創立30周年期成会

1989 『兼久構造改善センター落成記念』 ― 佐敷町字兼久

式次第/式辞/兼久構造改善センター建設経過報告/祝辞/お礼のことば/兼久構造改

善センター事業概要/兼久構造改善センター平面図/兼久構造改善センター建設委員

会/組合負担金算定基準/組合負担金名簿/字兼久在住寄付者御芳名/字外在住寄付者

御芳名/県外在住寄付者御芳名/企業寄付御芳名/物品寄贈者御芳名/お礼状/兼久複

合生産組合規約/兼久構造改善センター管理規定/写真集/兼久功労者

2003 『公民館建設記念誌：ふるさと佐敷のあゆみ』 字佐敷公民館建設委員会(編) 字佐敷公民館建設委員会

1. 字佐敷の由来/2. 字佐敷の門中と屋号/3. おじいさん・おばあさんが語る字佐敷

の生活史/4. 戦争の実相/5. 字佐敷の年中行事/6. 字佐敷に伝わる民俗芸能/7. 尚巴

志と字佐敷/8. 字佐敷の拝所、史跡/9. 区民の志気を高めたスポーツ競技/10. 歴代

村⾧・議員・区⾧

2008 『新開のあゆみ：新開自治会30周年記念誌』 新開自治会30周年記念誌発刊委員会(編) 南城市佐敷新開自治会

記念誌発刊にあたり/記念誌発刊によせて/記念誌発刊を祝して/意欲と情熱を高め

る道標に/歴代自治会⾧/空から見た新開/新開の施設あれこれ/新開の誕生/新開の

人物/「新開の年譜]アラカルト/新開の年譜/住民意識を高めたスポーツ競技/新開

の自然/先駆者5人委員が語る新開/歴代自治会⾧が語る新開/住民が語る新開の生活

–PTA関係/新開婦人会のあゆみ/住民が語る字新開の生活–老人クラブの場合/寄稿–

新開の暮らし/新聞・広報誌に見る新開

1990 『うまりじま新里：体育館兼公民館落成記念』 ― 佐敷町字新里
1. 自然/2. 集落/3. 産業/4. 教育/5. 各種団体活動/6. 歴代区⾧・議員/7. 人物紹介/8.

門中/9. 拝所の名称と祭神、所在地/10. 年中行事/11. 伝統文化/12. 戦争関係

2000 『字誌新里』 字誌編集委員会(編) 佐敷町字新里

第一章 自然/第二章 ムラの歴史と生活/第三章 産業/第四章 衣食住/第五章 交通、

通信、交易、運輸/第六章 教育/第七章 信仰/第八章 婚姻、出産、生年祝、葬制/第

九章 家族・親族・門中・年中行事/第十章 文化、スポーツ/第十一章 戦争体験と学

童疎開・一般疎開/第十二章 海外移民と出稼ぎ及び郷友会/第十三章 方言/第十四章

人物紹介

1991 『冨祖崎地区学習等供用施設落成記念誌』 ― 佐敷町冨祖崎

式次第/式辞/祝辞/謝辞/落成までの経過/建設資金区民負担一覧/寄附者ご芳名(区

内)/寄附者ご芳名(区外)/寄附者ご芳名(企業)/物品寄贈者ご芳名/冨祖崎区民年齢別

統計表/歓びの声–児童生徒から老人まで/写真集–公民館が出来るまで/新興集落–冨

祖崎の生い立ち/資料/編集後記

1987 『私達の公民館 津波古公民館』 ―
津波古公民館/佐敷町教

育委員会

大会要項/式次第/歓迎のことば/佐敷町地形図/津波古公民館の変遷/津波古公民館

活動実績/字津波古の組織図/年中祭事表/津波古区自治会規約/津波古公民館管理規

定/津波古区選挙規定/昭和60年度一般会計予算書/昭和61年度一般会計予算書/歴代

区⾧/津波古の人口の推移/津波古公民館使用申込書/字津波古きび生産高推移及び

基盤整備事業/津波古出身町議会議員名簿/各団体研究テーマ及び活動発表/津波古

今昔あれこれ/なつかしい津波古の風景

2012 『津波古字誌』 津波古字誌編集委員会(編) 字津波古自治会

第1章 歴史と自然/第2章 字行政と組織/第3章 地理と地名/第4章 産業と職業/第5章

交通と運輸/第6章 衣食住/第7章 教育文化/第8章 年中行事/第9章 門中/第10章 戦争

/第11章 人の一生/第12章 信仰/第13章 民話・歌謡・伝説/第14章 移民/第15章 人

物

新開

新里

冨祖崎

津波古

佐敷

兼久



地域史関係文献一覧【佐敷エリア】

出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)地域

1986 『ふるさと屋比久』 字屋比久誌編集員会(編) 屋比久公民館建設委員会

発刊のことば/屋比久のあらまし/歴代区⾧/歴代町議会議員(屋比久出身)/人物/叙勲

及び功労賞授与者/屋比久の先達/屋比久の拝所/屋比久の門中/屋比久の年中行事

(旧暦)/屋比久の伝統芸能/伝統芸能継承者/むらに伝わる歌謡/村内法/屋比久の戦後

の主な建設/戦没者名簿/ふるさとアルバム/屋比久(民俗地図)

1986 『佐敷町字屋比久農業構造改善センター落成記念誌』 ― 沖縄県佐敷町字屋比久

昭和61年3月竣工 屋比久農業構造改善センター/式次第/式辞/祝辞/お礼のことば/

屋比久農業構造改善センター建設経過報告/屋比久農業構造改善センター建設工事

概要/区民負担金名簿/字外在住寄付者御芳名/県外在住寄付者御芳名/字屋比久在住

篤志家寄付者御芳名/企業寄付者御芳名/物品寄付者御芳名/屋比久農業構造改善セ

ンター建設委員会/屋比久農村振興会規約/屋比久農業構造改善センター管理規定/

資料集/写真集/あとがき/屋比久ハンジョウ節

屋比久


