
地域史関係文献一覧【知念エリア】

出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)

1981 『知念村文化財第1集：知念村の文化財』 知念村教育委員会(編) 知念村教育委員会

1.知念村の文化財(御嶽、殿、火の神)/2.天然記念物(知念村在)/3.国指定文化財(知念

村在)/4.知念村指定文化財/5.知念村の文化財(写真説明)/6.知念村の貝塚分布/7.知念

村グスク分布図/8.知念村文化財保護のあゆみ(昭和55年度)/9.知念村文化財保護審

議委員
1984 『知念村の遺跡：グスク』 新垣源勇(編) 知念村教育委員会 Ⅰ.知念村の国指定史跡/Ⅱ.知念村のグスク

1985 『知念村の年中行事』 知念村教育委員会(編) 知念村教育委員会

正月の行事/二月の行事/三月の行事/四月の行事/五月の行事/六月の行事/七月の行

事/八月の行事/九月の行事/十月の行事/十一月の行事/十二月の行事/資料：久高島

年中行事一覧表

1986
『知念村文化財調査報告書第4集：知念村の遺跡–詳細分布調査報

告書』
知念村教育委員会(編) 知念村教育委員会

第1章 調査に至るまでの経緯/第2章 調査の概要と調査体制/第3章 知念村の概況/第

4章 知念村における考古学的調査のあゆみと先史・古代の概要/第5章 村内における

開発状況/第6章 各遺跡の概要/第7章 具志堅ウージ洞穴遺跡の発掘調査/第8章 調査

の成果と今後の課題/第9章 知念村の考古学に関する文献一覧/第10章 さくいん

1991 『知念村の文化財：斎場御嶽・知念城跡の資料』 知念村教育委員会(編) 知念村教育委員会 知念村の位置図/知念村文化財分布図/文化財指定の区分/斎場御嶽/知念城跡

2003 『斎場御嶽と自然：世界遺産普及図書』 知念教育委員会(編) 知念教育員会

【歴史編】琉球随一の聖地/お新下り/もっと詳しく知りたい人のために/世界遺産

とは/【自然編】斎場御嶽ってどんなとこ？/斎場御嶽の位置/斎場御嶽の地形/斎場

御嶽の森/森に暮らすムシたち/陸貝(カタツムリ)/両生類と爬虫類/森に暮らす鳥た

ち/鳥類・哺乳類・その他

1983 『知念村史第一巻資料編1： 知念の文献資料』 知念村史編集委員会(編) 知念村役場

【Ⅰ考古関係資料】一.考古関係調査報告資料/【Ⅱ近世期資料】一.琉球開闢の事/

二.知念間切関係の古代歌謡/三.知念間切と聞得大君/四.聞得大君と御新下/五.村(ム

ラ)の発達/六.知念間切に関係ある諸士系譜/七.名所旧跡/八.『球陽』にある知念関

係資料/九.飛船・水梢・帆船航海・漂流等関係資料/十.異国船来航関係記録/十一.仕

明地関係資料/十二.租税関係資料/十三.雑件資料/【Ⅲ知念関係新聞資料】/【Ⅳ大

正年代後期の知念村要覧資料】大正年代後期以降の知念村勢要覧資料解題/一.知念

村・村治一斑(大正十年)/二.知念村勢時報第一号(大正十四年)/三.知念村勢時報第二

号(大正十五年)

1989 『知念村史第二巻資料編2： 知念の文献資料』 知念村史編集委員会(編) 知念村役場

一.知念村の自然/二.近代資料/三.地方巡察日誌資料/四.久高島資料/五.地方制度資料

/六.東汀随筆・琉球見聞録/七.知念村の日露戦死者、帰郷軍人/八.教育関係資料/九.

産業関係資料/十.海外移民/十一.交通・通信・医療資料

1994 『知念村史第三巻： 戦争体験記』 知念村史編集委員会(編) 知念村役場

一.戦時体制下の知念村/二.中城湾臨時要塞の建設/三.知念村配備の沖縄守備部隊/

四.知念村の防衛隊と義勇隊/五.沖縄守備部隊への初年兵の入隊/六.戦争体験記/七.

戦争体験(聞き取り)/八.南方戦線戦没者/九.知念村住民の避難壕/十.知念村各字の慰

霊塔/十一.沖縄戦の戦後体験/十二.知念市誌/十三.沖縄戦史年表

1934 『創立50周年記念誌』 ― 知念尋常高等小学校
發刊の辞/⾧官告辞/村⾧式辞/校⾧式辞/祝辞/謝辞/祝電集/當校概覧/記念式に就い

て/我村の歴史/回想録/児童作品集

1977 『斎場：那覇在住知念村人会創立40周年記念誌』 前城常光(編) 那覇在住知念村郷友会

1985 『知念小学校百周年記念誌』
知念小学校創立百周年記念事業期成会記念誌

編集委員会(編)

知念小学校創立百周年記

念事業期成会

一、百周年記念行事及び事業/二、昔を偲ぶ写真/三、廃藩置県前後の写真/四、知

念小学校百年の歩み/五、知念小学校を語る(座談会)/六、知念小学校を語る(随想)/

七、学校の現況/八、PTAの現況/九、具志堅初等学校の思い出/十、五十周年以後の

卒業生名簿/十一、幼稚園の現況/十二、資料/十三、寄付者御芳名/十四、創立五十

周年記念誌/十五、編集後記

1992 『知念村の水利(その1)』 ― 知念村文化協会 水処・知念村/知念間切各村内法/知念村の水利
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地域史関係文献一覧【知念エリア】

出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)地域

1997 『愛汗大志：知念村立知念中学校創立50周年記念誌』 ― 知念村立知念中学校

第一章 五十周年記念式典/第二章 昔を偲ぶ写真/第三章 知念中学校五十年の歩み/第

四章 座談会/第五章 随想文/第六章 学校の現況/第七章 PTA活動/第八章 資料/第九

章 寄付者名簿

1997 『創立90周年記念誌：知念村立久高小学校』 ―
久高小学校創立90周年記

念事業期成会

<式典>1. 式辞・祝辞・児童挨拶/<記念碑除幕式>2. 式辞・祝辞・生徒挨拶/3. 歴代

校⾧・歴代PTA会⾧/4. 写真でみる90周年記念 /5. 写真でみる久高小学校の様子/6.

写真でみる移り変わり/7. 栄光の数々/8. 思い出を語る(随想)/9. 学校の歩み/10. 学

校の現状(現在の学校)/11. 児童・生徒作品集/12. PTAの様子/13. 幼稚園の教育/14.

創立90周年記念事業/15. 資料/16. 寄付者名簿

2006 『知念村の御嶽と殿と御願行事 知念村文化協会学術部(編) 南城市知念文化協会
序章/第1章 志喜屋/第2章 山里/第3章 具志堅/第4章 知念/第5章 吉富/第6章 久手堅

/第7章 安座真/第8章 知名/第9章 海野/第10章 久原/第11章 久高

2007 『南城市立知念中学校創立60周年記念誌』 知念中学校創立60周年記念事業期成会(編) 南城市立知念中学校
1.学校の概要/2. 式典式次第/3. 祝賀会プログラム/4. 記念事業経過報告/5. 沿革の概

要/6. 式辞/7. 祝辞/資料

2004 『知念小学校創立120周年・知念幼稚園創立30周年記念誌』 記念誌編集委員会(編)
知念村立知念小学校・知

念幼稚園

【小学校の部】1. 校歌/2知念小学校創立120周年・知念幼稚園創立30周年記念式典

式次第/3. 祝賀会プログラム/4. 創立120周年記念事業経過/5. 学校沿革/6. 歴代校

⾧・教頭氏名/7. 歴代学校後援会⾧及びPTA会⾧、副会⾧氏名/8. 式辞/9. 祝辞/10.

よろこびのことば(児童代表)/11. 記念事業の概要(対話コンサート)/12. 学校職員

/13. 児童のよせがき/14. 教職員・児童数/【幼稚園の部】1. 園歌/2. 式辞/3. 本園の

概要/4. 歴代園⾧・教頭氏名/5. 歴代PTA会⾧・副会⾧/6. ぼくのゆめ・わたしのゆ

め/7. 歴代PTA会⾧の思い出/8. 卒園児の思い出/9. 教職員・幼児数

2009
『南城市立知念小学校創立125周年・知念幼稚園創立35周年記念

誌』
記念事業期成会/記念誌編集委員会(編)

南城市立知念小学校・知

念幼稚園

【知念小学校創立125周年】ご挨拶/旧校舎から新校舎へ/5年間をふりかえって/学

年親子レク/PTA活動/記念式典・子供式典/記念式典・祝賀会/ぼくの夢・私の夢/平

成20年度職員/翔け!知念っ子/式辞/祝辞/ご挨拶/児童式辞/お祝いの言葉(在校生)/

おめでとう125周年(中学生)/【幼稚園創立35周年】祝辞/夢・笑顔 元気いっぱいの

知念っ子/ぼくのゆめ・わたしのゆめ/親子食育教室/幼稚園の思い出/記念事業趣意

書/式典プログラム/記念事業購入費一覧/寄附者名簿/編集後記

2013
『知名ヌーバレーの歩み：豊年と平和を願い悠久の歴史を育むふ

るさとづくり』

知名区⾧ 屋我明・知名ヌーバレー保存会会⾧

仲宗根正和
―

1. 発刊にあたって/2. 知名ヌーバレーの思い出/3. 知名ヌーバレー当日の日程/4. 知

名ヌーバレーの変遷/5. 知名ヌーバレーの年度別実施状況(平成3年度～平成25年

度)/6. 知名ヌーバレーの年度別、演目別、出演者の状況(平成3年度～平成25年

度)/7. 知名ヌーバレーの実施主体。歴代区⾧・ヌーバレー保存会⾧、各種団体の⾧

の表記/8. 沖縄の伝統芸能(県のホームページから)/9. 知名区自治会規則/10. 知名区

評議委員会、総会写真/11. 知名ヌーバレー保存会規程/12. 知名区評議委員会及び代

議員名簿/13. 知名ヌーバレー写真集(平成3年度～平成25年度)/14. 旗頭の新調/15.

新聞でみる知名ヌーバレー/16. おわりに・・

2005 『知念の大綱曳き』
知念区大綱曳き実行委員会・知念村教育委員

会(編)
―

【写真編】歴史/継承/躍動/【資料編】知念村の年中行事/知念大綱の構造と歴史/

各地の綱曳き

知念

知名


