
地域史関係文献一覧【玉城エリア】

出版年 タイトル 編著者 発行所 内容(目次)

1977 『玉城村誌』 金城繁正(編) 玉城村役場

第一章 村の自然/第二章 玉城村の先史時代/第三章 玉城村の開闢/第四章

行政の変遷/第五章 産業/第六章 教育/第七章 文化/第八章 警察/第九章 交

通・通信/第十章 薬餌と医療/第十一章 保健と衛生/第十二章 各種団体/第

十三章 戦時中と戦後のあゆみ/第十四章 部落のあらまし/第十五章 人物/

1986 『玉城村の文化財概要』 沖縄県玉城村教育委員会(編)
沖縄県玉城村教育委

員会

1.貝塚/2.城跡/3.拝所/4.歴史的人物の墓/5.村の名勝/6.その他の文化財及

び民俗資料等

1995 『玉城村文化財調査報告書第2集：玉城村の遺跡』 玉城村史編集委員会(編) 玉城村教育委員会

第Ⅰ章 調査の概要/第Ⅱ章 調査地域の自然・人文環境及び開発状況/第Ⅲ

章 玉城村における考古学研究小史/第Ⅳ章 遺跡の概要/第Ⅴ章 発掘調査報

告/第Ⅵ章 調査成果と今後の課題
1995 『玉城村における戦争犠牲の記録：戦没者名簿等』 戦没者名簿編集員会(編) 沖縄県玉城村 1.沖縄戦までの概要/2.戦没者名簿/参考資料
2002 『たまぐすくの民話』 遠藤庄治(編) 玉城村教育委員会 村の伝説/人物伝/怪異譚/広域伝説/本格昔話/字別話者別掲載話一覧
2003 『玉城村の文化財』 玉城村教育委員会(編) 玉城村教育委員会 1.城跡/2.拝所/3.歴史的人物の墓/4.村の名勝/5.その他の文化財

2004 『玉城村史第六巻：戦時記録編』 玉城村史編集委員会(編) 玉城村役場

【第一部 概説の部】第一章 戦争への道のり/第二章 戦時体制への移行/第

三章 沖縄戦への道/第四章 戦場となった村/第五章 収容所からの再出発 /

【第二部 住民の戦争体験の部】第一章 玉城村民の戦時体験/第二章 学童

疎開/第三章 特別寄稿/付録

2005 『玉城村史第七巻：移民編』 玉城村史編集委員会(編) 玉城村役場
第一章 沖縄県の移民/第二章 玉城村移民の歴史/第三章 各国の移民受入概

要と移民体験記/資料

2006 『玉城村史第八巻： (上)文献資料編/(下)新聞資料集成編』玉城村史編集委員会(編) 南城市役所

【(上)文献資料編】第一章 古琉球時代/第二章 近世琉球時代/第三章 近世

沖縄・玉城村/第四章 地方(じかた)資料/【(下)新聞資料集成編】掲載新聞

の解題/明治期概説/大正期概説/昭和期概説

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

年記念事業期成会

式辞・あいさつ・祝辞/一.昔を偲ぶ写真/二.廃藩置県前後の庶民教育/三.

玉城小学校百年の歩み/四.玉城小学校を語る(座談会)/五.玉城小学校を語

る(随想)/六.学校の現況/七.PTAの現況/八.幼稚園の現況/九.百周年記念行

事及び事業概要/十.資料

1995 『船越幼稚園創立20周年記念誌』 ―
船越幼稚園創立20周

年記念事業期成会

写真グラビア(二十周年記念式典・祝賀会)/式辞・祝辞・謝辞/延⾧時代の

思い出/創立二十周年に寄せて/歴代PTA会⾧/歴代卒園生/本園に勤務して

/沿革の様子/資料

1996 『創立50周年記念誌』 大城慶榮(編) 玉城村農業協同組合
第一章 JA玉城村の現状/第二章 JA玉城村の沿革/第三章 農協事業の進展/

第四章 農協協力組織と部会/第五章 今後の農業と農協/第六章 資料編

1996 『玉城村立百名小学校創立50周年記念誌』 50周年記念誌編集委員会(編)

玉城村立百名小学校

50周年記念事業期成

会

第一編 記念式典の内容と様子/第二編 昔をしのぶ写真/第三編 歴代学校

⾧・PTA会⾧挨拶/第四編 学校の沿革/第五編 PTA沿革/第六編 五十年の

おもいで/第七編 座談会/第八編 学校教育/第九編 卒業者名簿/第十編 資

料/第十一編 五十周年記念事業期成会名簿/第十二編 高額寄付者名簿

1997 『創立50周年記念誌』 ―

玉城村立船越小学校

創立50周年記念事業

期成会

一、式辞・祝辞・謝辞/二、記念事業写真集/三、歴代校⾧、歴代PTA会

⾧/四、なつかしい恩師写真集/五、思い出の五十年写真集/六、思い出の

五〇年/七、座談会/八、学校沿革/九、PTA活動/十、創立五十周年記念事

業期成会/十一、創立三十五周年記念/十二、寄付者名簿/十三、編集後記
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1998 『設立20周年記念誌：グスクと水の里たまぐすく』 玉城村商工会(編) 玉城村商工会 設立20周年記念事業/玉城村商工会のあゆみ/青年部・婦人部のあゆみ/資

1999 『玉城村立玉城中学校創立50周年記念誌』 記念誌編集委員会(編) 50周年記念事業期成会

第1章 50周年を祝して/第2章 学校教育の概要/第3章 思い出の写真/第4章

回想録/第5章 創立50周年記念座談会/第6章 思い出の一筆/第7章 PTA活

動/第8章 創立50周年記念事業の概要/第9章 資料編

2000

(1997)
『玉城村グスクとカー(湧水・泉)』 玉城村役場企画財政室(編) 玉城村役場企画財政室

沖縄県における玉城村の文化的位置/湧水・泉とは/ぐすく(城)とは/集落

のグスクとカー(湧水・泉)/資料集落のグスクとカーの由来について

2003 『玉城村郷友同窓会設立20周年記念誌』 設立20周年記念誌事業実行委員会(編)
設立20周年記念誌事

業実行委員会

第一章 設立二十周年を祝して/第二章 設立二十周年を語る/第三章(大城

眞順物語・嶺井百合子回想録・知念松盛 沖縄県営鉄道について)/第四

章 玉城村郷友同志会二十年の歩み/第五章 思い出の写真集/第六章 座談会

/第七章(役員名簿、会員名簿等)

2005 『玉城村議会史』 玉城村議会事務局(編) 沖縄県玉城村議会 第一章 村勢の概要/第二章 村議会のあゆみ/第三章 村議会の現況/第四章 資料編

2010
『びんぎ』 記念誌『びんぎ』編集員会(編) 実行委員⾧小波津満

第一章 恩師のおことば/第二章 思い出の一筆・あの日あの時/第三章 玉

小・船小の友より寄稿/第四章 随筆/第五章 作品集/第六章 作品集

2007 『南城市玉城愛地誌』 南城市玉城愛地誌編集委員会(編) 愛地構造改善センター
第一章 沿革と歴史/第二章 区行政/第三章 産業/第四章 教育/第五章 文化/

第六章 海外移民/第七章 戦争と区民/第八章 人物

2012 『糸数字誌』 糸数字誌編集委員会(編) 糸数公民館
第一章 自然/第二章 歴史/第三章 行政/第四章 産業/第五章 教育/第六章

文化/第七章 人物/第八章 戦災

2011 『奥武島誌』 字誌編集委員会(編) 奥武区自治会

奥武島のシンボルマーク/我した島「奥武島」/写真で綴る奥武島/『奥武

島誌』発刊によせて(奥武区⾧)/発刊にあたって(編集委員⾧)/⾧い歴史と

伝統、シマの誇りと美風を次世代へ(南城市⾧)/第1章 自然と歴史/第2章

行政/第3章 産業と経済/第4章 教育とスポーツ/第5章 文化/第6章 人物/第

7章 戦争体験記録/第8章 資料編

2018 『奥武方言』 奥武方言編集委員会(編) 奥武区自治会

第1章 概説/第2章 語彙(7885語)/第3章 ことわざ・慣用句(419句)/第4章

会話編/第5章 奥武方言による民話など/第6章 祈願における祈り言葉(グ

イス)/第7章 資料編

2008 『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

1990 『ミントン：仲村渠祭祀資料 No.1』 字仲村渠祭祀委員会(編) 南城市玉城字仲村渠

1. はじめに/2. 仲村渠の概要と地理的位置/3. 年中祭祀一覧(付：消滅した

祭祀行事)/4. 拝所一覧/5. 各拝所の位置(地図)/6. 各拝所の現状(写真・見

取図) 附：ミントングスク神域見取図(大正15年鎌倉芳太郎氏作成)/7. 各

月の祭祀行事/8. おわりに

2007 『根国ひゃくな』 根国ひゃくな編集委員(編) 南城市玉城字百名

百名拝所位置図/百名区年中祭祀一覧/ピンジー/はじめに/百名の御願所/

エーバンタ東之御嶽/エーバンタ西之御嶽/百名ガ―/伊波ガ―/チンサー

之御嶽/イージンガ―/マチガ―/ムトゥブ/安里之殿/大前之殿/チチ石庭/

大城ガ―/チンタカ―之御嶽/ジャジュン之殿/カチャバルガ―/カチャバ

ル之御嶽/ミホ之御嶽/ヤハラヅカサ/浜川之御嶽/潮花ツカサ之御イベ/サ

シキバンタ/受水走水/三穂田/神谷里主所之殿/西ハンタ(天孫洞穴)/米地

ガ―(天孫御泉水)/米地/参考文献/資料集

愛地
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奥武
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1969 『冨里村由来記』 中山俊彦 私家版

一.沖縄のはじめ/二.冨里村の由来/三.年中行事/四.風俗習慣其の他/五.教

育/六.文化的な電気器具其の他/八.水道施設/九.交通/十.冨里の行政/十一.

人材/十二.昔の部落の芝居

1992 『玉城村冨里誌』 中山俊彦 私家版

第一章 自然/第二章 戸数・人口/第三章 富里の歴史/第四章 民俗/第五章

行政/第六章 産業/第七章 交通/第八章 教育/第九章 民俗芸能/第十章 戦時

中の記録/第十一章 字のうつりかわり

2002 『玉城村船越誌』 船越誌編集委員会(編) 玉城村船越公民館
第一章 自然/第二章 歴史/第三章 行政/第四章 産業/第五章 教育/第六章

文化/第七章 人物/第八章 区民の戦争体験記録

1986 『玉城村字前川誌』 玉城村前川誌編集委員会(編)
玉城村前川誌編集委

員会

第一章 自然と考古/第二章 歴史/第三章 行政/第四章 産業/第五章 教育/第

六章文化/第七章 人物/第八章 区民の戦時体験記録/第九章 前川村関係資

前川

冨里

船越


