
地域史関係文献一覧【大里エリア】

出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)

1982 『大里村史第1巻：通史編・資料編』 大里村史編集委員会(編) 大里村役場

【通史編】[第一編 総説]第一章 自然/第二章 歴史/[第二編 行政の変遷]第一章 地方

自治制度/第二章 交通・文化/第三章 民生/[第三編 教育]第一章 大里間切時代の教

育/第二章 沖縄戦後の教育/[第四編 産業]第一章 農業/第二章 農業団体/第三章 商工

業/[第五編 字誌]/[第六編 人物–村出身著名人–]/【資料編】[第一編 グスク時代資

料]一.稲福上御願遺跡発掘調査略報/[第二編 王朝時代資料]一. おもろさうし/二.

「琉球国高究帳」/三. 「琉球国由来記」/四. 「琉球国旧記」/五. 「御当国御高並諸

上納里積記」/六.「琉球一件帳」/七.「球陽」/八.「聞得大君加那志様御新下り日

記」/九.「大城グシク・大里グシク関係資料」/[第三編 明治以降の資料]/[第四編

大里関係新聞記事集成]/[第五編 大里関係「沖縄県史編纂資料」]/[第六編 大里村移

民関係資料]/[第七編 民俗調査資料]

1992
『大里村文化財調査報告書第1集：大里村の遺跡–詳細分布調査報

告書』
大里村教育委員会(編) 大里村教育委員会

第1章 調査の概要/第2章 大里村勢と近年における諸開発状況/第3章 大里村の地理

的・歴史的環境/第4章 遺跡の位置と概要/第5章 各遺跡の分布図と航空写真/第6章

調査の成果と今後の課題

2001 『大里村の文化財(第三版)』 大里村教育委員会社会教育課(編)
大里村教育委員会社会教

育課
文化財の保護について/文化財探訪コース案内/文化財の説明

2003 『大里村史第2巻：移民本編・資料編』 大里村史編集委員会(編) 大里村役場

【移民本編】第一章 沖縄県の移民の歴史と実態/第二章 大里村における海外移民の

歴史と実態/第三章 植民地・占領地への移住/第四章 戦争と引揚げ/第五章 大里村

出身者の海外移民体験記録/【資料編】Ⅰ.各種名簿/Ⅱ.移民統計表及び付図

2005 『大里村文化財調査報告書第7集：大里の民俗文化財』 大里村教育委員会(編) 大里村教育委員会
はじめに/西原/南風原/平良/嶺井/古堅/島袋/当間/仲程/高宮城/平川/稲嶺/湧稲国

/目取真/大城/稲福/真境名/図版/民俗文化財分布図

1985 『大南小PTA35周年記念誌』 期成会記念誌編集委員会(編)
大南小PTA35周年記念事

業期成会

第1章 写真で見る本校の歴史/第2章 本校PTA/第3章 過去の記念事業/第4章 本校の

概要/第5章 同窓会/第6章 回想録/附録

1991 『大里村 婦人会のあゆみ」 大里村婦人会40周年記念誌編集委員会(編) 大里村婦人会
発刊のことば/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/座談

会/婦人会の活動状況/歴代役職名簿/大里村婦人会のあゆみ/編集後記

1995 『創立90周年記念誌』 ―
大里村立大里南小学校創

立90周年記念事業期成会

一、式辞・祝辞・謝辞/二、創立九十周年記念事業概要/三、児童式典/四、学校沿

革/五、PTA活動/六、歴代校⾧・歴代PTA会⾧/七、寄付者名簿

1998 『創立50周年記念誌』 ―
大里村立大里中学校創立

50周年記念事業期成会

写真に見る思い出/第一章 記念式典/第二章 記念事業/第三章 歴代校⾧・PTA会⾧挨

拶/第四章 思い出の一筆/第五章 座談会/第六章 学校沿革/第七章 学校教育/第八章

PTA沿革/第九章 資料に見る大中五十年の足跡/第十章 寄付者名簿

2000 『創立120周年記念誌』 ― 大里村立大里北小学校

序章/第一章 記念式典/第二章 記念事業/第三章 随想/第四章 座談会/第五章 学校沿

革/第六章 学校の現況/第七章 PTA活動/第八章 資料に見る北小の足跡/第九章 寄付

者御芳名/第十章 創立七十五周年記念誌(抜粋掲載)

2004 『創立30周年記念誌』 ―
大里村立大里南幼稚園創

立30周年記念事業期成会

園舎と本園の教育目標/写真グラビア/式辞・祝辞・あいさつ/創立30周年に寄せて/

写真グラビア思い出深い10年(23期~32期)/幼稚園の頃の思い出/本園のあゆみ/30

周年記念事業期成会関連資料

2005 『創立100周年記念誌』 ―

大里村立大里南小学校創

立100周年記念事業期成

会

第一章 写真に見る思い出/第二章 百周年記念式典挨拶/第三章 創立百周年記念事業

概要/第四章 学校の概要 学校区地図/第五章 学校沿革/第六章 PTA沿革/第七章 座

談会/第八章 回想録/第九章 シマくとぅばで語る南小学校の思い出/第十章 同窓生

寄稿/第十一章 各期代表/第十二章 ぼく・わたしのゆめ/第十三章 明治・大正期資

料/第十四章 寄付者名簿
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地域史関係文献一覧【大里エリア】

出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)地域

2005
『在亜大里村人会創立四十五周年記念：大里村人会沿革史/大里

村人会家族表』
比嘉光雄(編）

在亜大里村人会記念誌編

集委員会

第1章 序章/第2章 戦前移民編/第3章 叙勲者/第4章 数少ない戦前移民/第5章 夫を支

えた明治・大正生まれの夫人達/第6章 人物編/第7章 展望/第8章 寄稿編/第9章 資

料編/第10章 戦後初期に来亜した人達/第11章 村費研修生の条件/第12章 創立三十

五周年記念資料/ 第13章 在亜大里村人系家族表/第14章/第15章 主な参考資料

2009 『創立60周年記念誌：10年の歩み』 創立60周年記念事業期成会(編) 南城市立大里中学校
60周年記念式典/式辞・挨拶・祝辞・謝辞・寄稿/在校生紹介/10年の軌跡/60周年

期成会

1990 『稲嶺構造改善センター落成記念誌』 ―
沖縄県大里村稲嶺用地利

用改善組合

1. 式辞/2. 祝辞/3. 謝辞/4. 建設経緯/5. 建設概要/6. 稲嶺構造改善センター建設委員

会/7. 稲嶺用地利用改善組合役員名簿/8. 農用地利用改善組合規約/9. 稲嶺構造改善

センター事業計画書/10. 班別住居配置図/11. 位置図/12. 稲嶺部落の人口の推移

/13. 稲嶺の発祥と沿革/14. 稲嶺区のあゆみ/15.老人クラブ会⾧/16. 村会議員/17.

歴代区⾧/18. 稲嶺歴代婦人会⾧一覧表/19. 稲嶺歴代青年会⾧一覧表/20. 農業委員

会委員/21. 大里村農業協同組合歴代役員/22. 稲嶺の年中行事/23. 稲嶺区門中等の

紹介/24. 拝所見取図/25. 大正初期の屋号/26. 平島医師稲嶺部落の発展に多大なる

貢献!/27. 昔のサーター屋の概要/28. 昔のサーターヤ―位置図/29. 戦前の稲嶺駅に

ついて/30. 稲嶺区地目別面積/31. 農畜産物生産実績/32. 移住について/33. 寄付者

名簿/34.稲嶺青年会活動の思い出

2003 『大里グリーンタウン自治会創立25周年記念誌：郷思い』 記念誌発行委員会(編)
大里グリーンタウン自治

会

二十五周年記念誌発行にあたって/自治会創立二十五周年記念式典・祝賀会/年間行

事スナップ集/式辞/祝辞/自治会資料/寄稿文/大里グリーンタウン汚水処理施設維

持管理の経緯/公民館建設基本構想(案)/自治会員名簿/自治会則第一章~第九章/老

人クラブ(緑寿会)会則/婦人会会則/大里南小PTAグリーンタウン支部規約/スイミー

子ども会会則/寄附者名簿/協賛広告欄/広告掲載(企業・個人)寄付者名簿/大里村文

化財保護資料第三集 大里の文化財/文化財探訪コース案内/文化財の説明/ちてーば

なし/祭りと年中行事

1984 『大城集落センター落成記念誌』 ― 大城農村振興会

区⾧あいさつ/式辞/祝辞/建設経過/建設概要/大城集落センター建設委員/大城農村

振興会役員名簿/大城農村振興会規約/大城集落センター事業計画書/集落センター

平面図/集落センター工程写真/集落センター内部写真/農村公園平面図/感謝状記念

品受賞者名簿/寄附者名簿/班別住居配置図/大里村における役場より各集落距離/普

天間先生勲五等授賞/大城区の概要/大城区人口の推移/大城部落の発祥/大城区のあ

ゆみ/大城区歴代区⾧一覧表/村議会議員選挙の沿革(戦後)/大城出身歴代議員一覧表

/大里村農業協同組合役員大城区出身者/大城区出身歴代農業委員一覧表/大城区老

人クラブ会⾧一覧表/大城区歴代婦人会⾧一覧表/大城区歴代青年会⾧一覧表/大城

地区団体営ほ場整備事業換地評価委員/大城地区ほ場整備事業計画平面図/大城ダム

の規模と耕地面積/大城自治会規約/大城集落センター管理規程/大城部落の旧家と

拝所、年中祭祀/綱曳き風景(今・昔)/昔をしのぶ写真集/各役員の写真集

1989 『銭又区五十年の歩み：字創立記念誌』 ―
五十周年記念誌編集委員

会

第一章 歴史沿革 冠婚葬祭 行事/第二章 生活状況/第三章 農業・産業関係/第四章 教

育 文化 スポーツ/第五章 大戦の状況/第六章 人物紹介・海外移住・各種役員
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地域史関係文献一覧【大里エリア】

出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)地域

2002 『平良公民館(大里村高齢者能力活用センター)落成記念誌』
平良区高齢者能力活用センター記念誌編集委

員会(編)

平良区高齢者能力活用セ

ンター建設委員会

大里村(平良区)高齢者能力活用センターの落成式・祝賀会/写真で見る大里村高齢者

能力活用センター祝賀会/各委員会紹介/センターへの期待、喜びのこえ/子どもた

ちのこえ/平良区の概要・公民館の足跡/頽落歴代役員/ふるさとを語る/写真で見る

各部会活動/先祖からひきつぐ行事/スポーツ/われら地球人(移民編)/戦場の哀りい

ちが忘りゆら/年中行事 古井戸・拝所/平良区内高齢者能力活用センター建設事業/

平良区内高齢者能力活用センター建設事業御寄付者御芳名

1997 『戦後50周年の歩み 戦前の様子』 ― 沖縄県大里村当間区
第一章 戦後五十年の動き/第二章 戦後五十年の年次別歩み/写真で見る区民の姿/当

間部落会 会則/昭和39年から平成7年までのサトウキビの生産量

1998 『南城市玉城 字當山誌』 當山誌編集委員会(編) 當山誌編集委員会
第一章 字當山の自然と考古/第二章 歴史/第三章 行政/第四章 産業/第五章 文化/第

六章 教育/第七章 人物/第八章 戦争体験記録/第九章 資料

2001 『城むらといやしの里づくり』 ―
南部農業改良普及セン

ター

1. 城むらといやしの里づくり活動/2. むらづくりビジョンに向けた活動/3. 地域資

源みんなの共有財産/【附録】西原の概況/西原活性化を考える会規約/「村落4号」

大里村西原部落調査報告書/地区推進協議会・くらしの創造委員・編集委員会名簿

2010 『食榮森：南風原地区集落地域整備統合事業完了記念誌』 南風原地区集落地域整備事業推進委員会(編) 南城市南風原区自治会

第1章 農村集落総合管理施設の落成式祝賀会(2003年8月3日)/第2章 農村公園 集落

道 河川 農道の整備事業/第3章 記念座談会「新旧公民館はどのようにして建設され

たか」/第4章 南風原区の概要/第5章 南風原区の文化財、生活遺構/第6章 南風原区

の年中行事・祭事・風習/第7章 海外移住/第8章 沖縄戦/第9章 各種団体のあゆみ、

昔の南風原(写真集)/第10章 資料編/第11章 管理施設建設寄付者名簿

1995 『福原コミュニティセンター落成記念誌』 記念誌編集委員会(編) 大里村福原区自治会

1 福原区コミュニティセンターの落成/2 写真でみるコミュニティセンター祝賀のよ

うす/3 福原区のあゆみ/4 企画座談会/5 子どもたちの夢がふくらむ/6 敬老会/7 婦

人会/8 追伸(回想録)/9 写真でみる各会活動のようす/10 福原区歴代役員/11 福原公

民館の足跡/12 むかしをしのぶ/13 福原区公民館建設事業/14 寄付者御芳名/15 ス

ポーツ/16 資料

1977 『たかんみ 創刊号』 古堅子供会役員(編) P.T.A古堅支部役員 巻頭言/論壇/古堅子供会の事業報告/PTA古堅支部事業報告/父兄及び学生名簿

1979 『わたしたちの古堅自治公民館』 大里村古堅自治公民館(編) 大里村古堅自治公民館

【地域自治と子供会の育成を目ざして】Ⅰはしがき/Ⅱ古堅自治公民館/Ⅲ古堅区の

民俗/Ⅳ古堅自治公民館運営組織図/Ⅴ昭和54年度古堅自治公民館活動経過報告/Ⅵ

昭和54年度古堅自治公民館決算報告書/Ⅶ公民館活動の総括/<PTAの現状>/<婦人

会の現状/<老人クラブの現状>/<古堅青年会の現状>

1980 『沖縄大里村字古堅誌』 与那堅亀(著) 私家版

はじめに/一. 字古堅の位置/二. 字古堅の地形/三. 部落発祥について/四. 昔からの百

姓の使命/五. 旧藩時代の役員の横暴/六.廃藩置県当時の役員の横暴/七.廃藩後の田

舎の模様/八. まじないと昔話/九. 大里村並びに古堅の実勢/十. 明法時代の産業/十

一. 甘蔗の伝来と其の製糖の由来/十二. ヤ―チュクイ(家造り)/十三. 衣について/十

四. 伝説・民話の色々/十五. 出産について/十六. 結婚/十七. 葬式/十八. 祭り/十九.

原山勝負と馬勝負/二十. 私達の日常生活あれこれ/二一. 学童時代/二二. 古堅出身者

の氏名、住所

2001 『古堅地区集落地域整備事業記念誌』 記念誌編集部会(編) 記念誌編集部会

Ⅰ. 古堅地区集落地域整備事業落成記念式典/Ⅱ.古堅地区集落地域整備事業/Ⅲ. 古

堅区位置図・住居図/Ⅳ. 古堅区出身歴代役職員/Ⅴ. 年中行事と拝所/Ⅵ.門中/Ⅶ.古

堅の民俗
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地域史関係文献一覧【大里エリア】

出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)地域

2000 『農村集落総合管理施設「記念誌」』 目取真区記念誌編集委員会(編)
目取真区集落地域整備事
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