
護佐丸コース

提供資料

成果物
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中城村琉球史教材研究委託業務

①護佐丸コース研究会（議事録）

日時 令和元年5月29日午後4時15分～45分

場所 中城中学校

作成 沖縄時事出版

研究会の内容 ｢護佐丸コース｣の授業実施における内容及び進捗方法確認

出席者

稲嶺盛久（中城村教育委員会主幹兼指導主事）

中城中学校1学年職員（平田順子・福田知世・時吉祐樹・當山成美・松永慎二・知花洋一・藤

田美恵子・髙江洲亮・森岡理恵子）

宮城一春（副読本の著者） 富濱朗（沖縄時事出版）

提出書類

会順・護佐丸コースについて・副読本『ありんくりん中城』参考文献蔵書一覧・護佐丸コース用

ワーク・副読本『ありんくりん中城』から生まれた疑問と仮説（平成27年度授業から）

【出版社から】

護佐丸コースのねらいについて

「人材育成」をねらいとしている。また，育てる人材はふるさとの歴史・文化・自然に誇りをもつ

人材。誇りをもつには知らなければならない。

副読本について

「沖縄が『琉球』とよばれていたころ」から「現在」に至るまでの「中城」「中城グスク」「護佐丸」

をキーワードに歴史的なことがらを調べる。読むことでこれらを理解できるように作成。取り上

げた場所はほとんどが実際に足を運べるところ。

副読本の参考文献

中城護佐丸歴史資料図書館と沖縄県立図書館での蔵書状況を一覧表にしている。副読本を

用いて学習を進める上で，必要に応じて利用することが可能。

ワークシート

平成26年度，里井洋一教授（琉球大学）の指導を受けて時事出版で作成した。副読本を読ん

で仮説を立てることがゴールになっている。

【教職員から】

1年生の総合で職場体験が実施されるようになって，あまり強く「護佐丸コース」を打ち出せな

いのが実情。また，もともと「歴史的なことがら」以外に興味を持つ生徒もおり，一律に「歴史的な

ことがら」を扱うことにならない。

生徒の方が教師よりも「中城城跡」「護佐丸」について知っている。

※出版社から「今年度の中学1年生は小学2年生から『中城ごさまる科』で学習をしてき
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た生徒である」との説明有り

調べるときに利用する本も，大人用がほとんどで中学生には難しく感じる。

【出版社から】

以前から感じていたことだが，調べ学習をする際に，例えば「ハンタ道」を調べるときには，琉

球王国の街道についての本などを求めるのがいい。指摘のように大人用に書かれた本ではある

が。また，護佐丸の墓についての伝承があるが，これは現代語訳を付された本が護佐丸歴史資

料図書館に収蔵されている。

こういった副読本のテーマと関連付けた書籍一覧があれば生徒が取り組みやすくなるのでは

ないか。

必要なら，護佐丸図書館，県立図書館の2館についてしらべて一覧表をつくる。また，でき次

第，教育委員会と学校へ渡すこととしたいがどうか。

【村教委主幹】

総合的な学習の時間は，調べ学習をすることもねらいとなっているが，「学習の方法について

調べること」もねらいとなっている。

この考えに基づいて，今年度は「護佐丸コース」を実施してみてはいかがでしょうか。
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護佐丸コースについて

20190529 作成 沖縄時事出版

【ねらい】

「次代の中城村を担い，将来に渡って活躍できる人材を育む（中略），世界遺産に登録された

「中城城趾」や城主「護佐丸」等の故郷の歴史・文化・自然等を理解し，誇りや愛着を育て，自

らの目標に向かって学び続ける」ような児童・生徒の育成（事業要項より）。

【対象】

「沖縄が『琉球』とよばれていたころ」から「現在」にいたるまでの，「中城」「中城グスク」「護佐

丸」をキーワードに，中城の歴史的なことがらを調べる（副読本『ありんくりん中城』「この本を

使うみなさんへ」より）。

【副読本】

・本文を読むことで，歴史的なことがらが理解できるようにした。

・取り上げた場所は，ほとんど実際に足を運べるところ。

・それぞれの興味のあることがらに着目して，興味が深まれば副読本の元資料にも。

【ワークシート】

平成２７年度に，里井洋一教授（琉球大学）の提案によるワークシート（１７テーマ分）がつくら

れている。

（１）読んで気になったところ，比べてちがっているところ，面白いと思うところなどをチェック

（２）わかったことや疑問に思うところを記述

（３）（２）を元に仮説を設定「もしかしたら～だろうか」

別紙

『ありんくりん中城』の参考文献（図書館所蔵確認一覧）

ワークシート

別紙を収めたＣＤ－Ｒ
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『ありんくりん』
p. ４～５

１　中城の大きさって， 昔も今も同じ？

（２）今の中城村と比べて，ちがっていることや気になるところについて，分かったことや疑問
に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） ４～５ページの文章を読み，図や写真を見て，あなたの知っている今の中城村と比べて，ち
がっているところに－を，気になるところに○をつけましょう。

もしかしたら，
中城村が

だろうか。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p. ６～７

２　中城グスクが築かれる以前の中城って？

（１） ６～７ページの文章を読み，図や写真を見て，中城グスクが築かれる以前の中城について，
気になるところに－を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。

だろうか。

もしかしたら，
中城グスクが築かれる以前の中城には，

（２）中城グスクが築かれる以前の中城で，あなたが気になったところやおもしろいと思ったと
ころについて，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p. ８～９

３　先中城按司って， どんな人？

だろうか。

（２）先中城按司のことで，あなたが気になったところやおもしろいと思ったところについて，分
かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） ８～９ページの文章を読み，写真を見て，先中城按司について，気になるところに－
を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

先中城按司は，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名

376



『ありんくりん』
p.10 ～ 11

４　護佐丸って何をしたの？

だろうか。

（２）護佐丸のやったことや，護佐丸のことで気になるところについて，分かったことや疑問に
思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 10 ～ 11 ページの文章を読み，写真を見て，護佐丸のやったことに－を，護佐丸のこ
とで気になるところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

護佐丸のしたことは，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.12 ～ 13

５　護佐丸のあとの中城グスクってどうなったの？

だろうか。

（２）護佐丸のあとの中城グスクのことで，あなたが気になったところやおもしろいと思ったと
ころについて，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 12 ～ 13 ページの文章を読み，写真を見て，護佐丸のあとの中城グスクのことで，気にな
るところに－を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

中城グスクは，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.14 ～ 15

６　中城グスクの出土品からみえてくるもの

だろうか。

（２）中城グスクの出土品のことで，あなたが気になったところやおもしろいと思ったところに
ついて，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 14 ～ 15 ページの文章を読み，写真や図を見て，中城グスクの出土品のことで，気になる
ところに－を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

14 世紀ごろの中城グスクは，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.16 ～ 17

７　中城グスクで出土した焼き物は，どこで作られたの？

だろうか。

（２）中城グスクで出土した焼き物のことで，作られたところやあなたが気になったところにつ
いて，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 16 ～ 17 ページの文章を読み，写真を見て，中城グスクで出土した焼き物のことで，作ら
れたところに－を，気になるところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

中城グスクに住む按司は，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.18 ～ 19

８　中城は， どんなふうに他地域と交流していたの （琉球国内）

だろうか。

（２）中城が行っていた琉球国内の交流のことで，あなたが気になったところやおもしろいと思っ
たところについて，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 18 ～ 19 ページの文章を読み，写真を見て，中城が行っていた琉球国内の交流のことで，気
になるところに－を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

中城グスクに住む按司は，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.20 ～ 21

９　中城は， どんなふうに他地域と交流していたの （日本・海外）

だろうか。

（２）中城が行っていた日本や海外との交流のことで，あなたが気になったところやおもしろい
と思ったところについて，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１）20 ～ 21 ページの文章を読み，写真を見て，中城が行っていた日本や海外との交流のこと
で，気になるところに－を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

中城グスクに住む按司は，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.22 ～ 23

10　現在の中城と琉球王府時代の中城

だろうか。

（２）現在の中城と琉球王府時代の中城を比べて，違っているところや同じところ，あなたが気
になったところについて，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 22 ～ 23 ページの文章を読み，写真や図を見て，現在の中城と琉球王府時代の中城を比べ
て，違っているところや同じところに－を，気になるところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

現在の中城は，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.24 ～ 25

11　中城と沖縄戦

だろうか。

（２）中城と沖縄戦のことで，あなたが気になったところやおもしろいと思ったところについて，
分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 24 ～ 25 ページの文章を読み，写真を見て，中城と沖縄戦のことで，気になるところに
－を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

沖縄戦によって，中城は，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名

384



『ありんくりん』
p.26 ～ 27

12　中城村を通る道は， 昔から変わらない？

だろうか。

（２）中城村内を通る道のことで，今と違っているところ，あなたが気になったところについて，
分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 26 ～ 27 ページの文章を読み，図や写真を見て，中城村内を通る道のことで，今と違って
いるところに－を，気になるところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

ハンタ道の通る中城は，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.28 ～ 29

13　中城村で学校が作られたのはいつ？

だろうか。

（２）中城村に作られた学校のことで，変わってきたところ，あなたが気になったところについ
て，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 28 ～ 29 ページの文章を読み，写真を見て，中城村に作られた学校のことで，変わってき
たことに－を，気になるところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

中城村の学校教育は，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.30 ～ 31

14　中城の人も海外移民に行ってるの？

だろうか。

（２）中城の人の移民のことで，あなたが気になったところやおもしろいと思ったところについ
て，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 30 ～ 31 ページの文章を読み，グラフや表，写真を見て，中城の人の移民のことで，気に
なるところに－を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

海外移民をした人の多い中城村は，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.32 ～ 33

15　中城グスクに動物園があったって本当？

だろうか。

（２）中城グスクにあった動物園や遊園地のことで，あなたが気になったところやおもしろいと
思ったところについて，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１）32 ～ 33 ページの文章を読み，写真を見て，中城グスクにあった動物園や遊園地のことで，
気になるところに－を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

中城村の人以外にとっても中城グスクは，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.34 ～ 35

16　中城グスクが世界遺産に登録されたのはなぜ？

だろうか。

（２）中城グスクが世界遺産に登録されたことで，あなたが気になったところやおもしろいと思っ
たところについて，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１） 34 ～ 35 ページの文章を読んで，中城グスクが世界遺産に登録されたことで，気になると
ころに－を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

世界遺産に登録された中城グスクは，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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『ありんくりん』
p.36 ～ 37

17　日本史， 琉球 ・沖縄史の中の中城

だろうか。

（２）日本史，琉球・沖縄史の中の中城のことで，あなたが気になったところやおもしろいと思っ
たところについて，分かったことや疑問に思うことを書きましょう。

●分かったこと

●疑問に思うこと

（１）36 ～ 37 ページの文章を読み，年表を見て，日本史，琉球・沖縄史の中の中城のことで，気
になるところに－を，おもしろいと思うところに○をつけましょう。

（３） （２）をもとに，下の文に続けて，あなたの考えを書きましょう。
もしかしたら，

日本も，琉球も，中城も，

自分探しの旅　今この場所から　～生まり島にほこりをもって～護佐丸コース

1 年　　　組　　　番　氏名
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【教職員から】 今年度の取り組み

１ テーマ設定について

テーマが似るとよくない、興味の方向を優先して、「中城」「護佐丸」「中城城跡」のこだわら

ず、沖縄県内の事柄ならよしとした。

食、島にんじん、保育、経済、伝統芸能など、多岐にわたった（４２テーマ）。

テーマ）別添

２ 調査について

護佐丸についての資料がないので、中学生にあった深まりが難しい。

グループで調査する。それぞれの興味のあるものなので、子供たちは自分たちでよく調べ

ていると感じる。

夏休みにグループで調査を行う。写真を撮ったり、インタビューをしたり、護佐丸歴史資料

図書館に行ったりしていた。

３ 発表について

１０月にコース毎に発表したあと、代表を決めて、学年会で発表会を開き、代表で発表した

子が学習発表会で発表した。

代表でない子は、学習発表会の展示の部で発表をすることができた。

グループで役割を決め、生徒全員が何かしらの表現をすることができたので、大変よかっ

た。

４ 次年度の取り組みで考えられること

「総合」では、他の活動などもあるので、護佐丸コースだけの時間を生み出すのはなかなか

難しい。

遠足と絡めて、進めるのはいいかもしれない（前例として昨年は「首里城～玉陵」にガイドを

付けていった）。

５ 参考文献（各図書館の蔵書）一覧について

調べるときに、子供が直接見られる状況があればいい。

【出版社から】

発表資料について

子供たちは、実際にその場所に行って調査をしたら、図書館で文献を探したりするのか。

→（教師より）夏休みの課題なので、実際に、行く子もいれば図書館で調べ学習をしている

子供もいる。また、インターネットで情報を集めるのがうまい子もいる。

書籍や資料の転記は無いのか。

→（教師より）新聞作りを行っている子は転記が多いかも。特に護佐丸についての資料があ

まりないので。

参考文献一覧について

中城中図書室と護佐丸歴史資料図書館の蔵書について、『ありんくりん中城』からテーマを

設定する場合の参考文献一覧となっている。

調べたい事柄について、どんな文献があるか、調べることができる。

エクセルシートでつくっているので、サーバーがあればどこにでもおくことができる。
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【村教委主幹】

テーマについて

提出してもらった資料によると、４２テーマ中、「護佐丸」「中城」「中城城跡」に関連するの

が、２４テーマ。半分以上のテーマがこれらに関連しているので、広がりを感じる。

とてもいい子だと思う。

参考文献一覧について

例えば、護佐丸歴史資料図書館の蔵書について、その図書館に貼るようにして、蔵書を確

認できればいいのでは。広くいろいろな人が見えるようにするには護佐丸図書館に掲示す

るのがいい。自分たちで見るためには、子供たちがアクセスできる場所を設定すればいい

のでは。

次年度以降の取り組みについて

アイデアとして、遠足を絡めたり、ジグソー法を用いたり、ワークシートの利用などいろいろ

なやり方があるので、それらを用いて取り組みを進めてほしい。
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中城護佐丸参考文献 中城中学校図書室
作成　2019年6月

No. 書名 編著者 発行者 発行年月日・刷 コード 注記 分類

1 『沖縄民俗事典』 渡邊欣雄・岡野宣勝・佐藤壮広・塩月亮子・宮下克也編 吉川弘文館刊 2008年7月20日第1刷 ０９０オ 総記（事典）

2 『きじむなあ物語』 船越義彰作・与儀達治絵 那覇出版社刊
昭和56年8月25日初版
平成8年4月15日二刷

３８８フｋ 文学（詩）

3 『沖縄まるごと大百科１（沖縄の自然）』 宮城勉監修、渡辺一夫写真・文 ポプラ社刊 2005年3月第一刷 ３０２オK 総記（図鑑）

4 『沖縄まるごと大百科２（沖縄のくらし）』 上江洲均監修、吉田忠正写真・文 ポプラ社刊 2005年3月第一刷 ３０２オK 総記（図鑑）

5 『沖縄まるごと大百科３（沖縄の産業）』 宮城勉監修、渡辺一夫写真・文 ポプラ社刊 2005年3月第一刷 ３０２オK 総記（図鑑）

6 『沖縄まるごと大百科４（沖縄のことばと文化）』 前原信喜監修、吉田忠正写真・文 ポプラ社刊 2005年3月第一刷 ３０２オK 総記（図鑑）

7 『沖縄まるごと大百科５（沖縄の歴史）』 新城俊昭監修、村田昌三・吉田忠正文 ポプラ社刊 2005年3月第一刷 ３０２オK 総記（図鑑）

8 『沖縄「歴史の道」を行く』 新城俊昭監修、座間味栄議著 むぎ社刊 2001年3月第一刷 ２１０ザ 沖縄史（中世・近世）

9 『沖縄のグスクめぐり』 当真嗣一監修、むぎ社編集部編著 むぎ社刊 1996年6月15日初版 ２１９ト 沖縄史（中世・近世）

10
『全国の伝承江戸時代　人づくり風土記47　ふるさとの人と知恵
沖縄』

1993年1月25日第一刷 ２１９サ 沖縄史（民俗含む）

11 『高等学校琉球・沖縄史　新訂増補版』
新城俊昭著、第一章～2章監修：安里進・第3章～4章監修：田
名真之・第5章～7章監修：金城正篤監修・第8章～9章監修：新
崎盛暉

編集工房東洋企画
刊

2001年3月10日初版
2002年9月30日第2刷
2004年8月31日第3刷
2007年10月30日第4刷

２１９ア 沖縄史

12 『書き込み教科書　高等学校琉球・沖縄の歴史と文化』
編集委員：仲村顕・嘉手苅みゆき・多和田真・棚原千春・玉城
佑・長嶺希・比嘉悦子

編集工房東洋企画
刊

2003年12月30日初版
2007年第2刷

２１９ア 沖縄史（歴史全般）

13 『改訂　ジュニア版琉球・沖縄史』 新城俊昭著
編集工房東洋企画
発売

2014年12月27日発行 ２１９ア 沖縄史（歴史全般）

14 『人ものがたり　琉球・沖縄の先人たち』 新城俊昭・仲村顕・西銘章・高良由加利・金城睦著 琉球新報社刊
2015年4月28日初版第1
刷

ｋ２８９ア 沖縄史（歴史全般）

15 『図説　琉球王国』 高良倉吉・田名真之編 河出書房新社刊
1993年2月15日初版
1999年1月30日4刷

０９０タ
沖縄史（古琉球・近
世・近代・現代）

16 『新・沖縄修学旅行』 梅田正己・松元剛・目崎茂和著 高文研刊
2013年11月1日第一刷
2014年3月15日第2刷

３７４オK
観光・歴史（近世・現
代）

17 『基地の島コンパクト事典』 安仁屋政昭監修、沖縄文化社編著 沖縄文化社刊 2012年12月17日第1刷 ３９０アK 基地・沖縄現代史

18 『沖縄の由来ばなし』 徳元英隆文・安室二三雄絵 沖縄文化社刊
2014年4月30日初版第1
刷

３８８ト 民俗（伝説・民話）

19 『まんが歴史事典　沖縄の偉人』 島尻勝太郎監修、たまきまさみ漫画、那覇出版社編集部編集 那覇出版社刊
昭和60年5月10日印刷
昭和60年5月15日初版
昭和61年6月25日2版

２８１シ
伝記（古琉球・近世・
近代・現代史）

20 『琉球戦国列伝　駆け抜けろ！古琉球の群星たち！』 上里隆史著・監修、和々イラスト ボーダーインク刊
2012年3月23日初版第1
刷
2012年8月20日第2刷

２８１ウｋ
人物伝（沖縄史・古
琉球）

21 『沖縄拝所巡り300』 比嘉朝進著 那覇出版刊
2005年6月21日初版
2006年3月1日第2刷
2007年10月15日第3刷

３８７ヒK 民俗（風俗・風習）

22 『琉球新報が伝える沖縄の「論理」と「肝心（ちむぐくる）」』 琉球社論説委員会編著 高文研刊 2014年5月15日第1刷 ３６０リK 社会（沖縄現代史）

23 『いまこそ、沖縄～沖縄に親しむ50問50答～』 行田稔彦著 新日本出版社刊 2014年2月25日刊 ３０２コK 沖縄近代・現代史

24 『沖縄の土木遺産～先人の知恵と技術に学ぶ～』 「沖縄の土木遺産」編集委員会編
社団法人沖縄建設
弘済会刊
ボーダーインク発

2005年5月19日初版 ５１０オk 土木建築（沖縄史）

25 『あやしい！目からウロコの琉球・沖縄史』 上里隆史著 ボーダーインク刊 2014年6月23日第1刷 ｋ２１０ウ 沖縄史全般

26 沖縄県史　各論編第２巻　考古 財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部　資料編集室：編集 沖縄県教育委員会 2003年12月25日 閉架
沖縄史（先史・古代・
近世・近代）

27 沖縄県史　各論編第３巻　古琉球 財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部　資料編集室：編集 沖縄県教育委員会 2010年2月26日 閉架
沖縄史（古代・古琉
球）

28 沖縄県史　各論編第４巻　近世 財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部　資料編集室：編集 沖縄県教育委員会 2005年3月25日 閉架 沖縄史（近世）

29 沖縄県史　各論編第５巻　近代 財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部　資料編集室：編集 沖縄県教育委員会 2011年2月28日 閉架 沖縄史（近世）

30 中城村史　第１巻　通史編 中城村史編集委員会 中城村役場 平成6年11月1日 閉架 沖縄史全般

31 中城村史　第３巻　資料編２（教育・文化・考古・雑算） 中城村史編集委員会 中城村役場 平成5年3月31日 閉架 沖縄史全般

32 中城村史　第4巻　戦争体験編 中城村史編集委員会 中城村役場 平成2年3月31日 閉架 沖縄史現代

33 中城村史　別館１　新聞集成編 中城村史編集委員会 中城村役場 平成元年3月31日 閉架
沖縄史【「近世・現
代）

34
中城村史　第2巻　資料編１（地理・自然・政治行政・産業経済・
移民）

中城村史編集委員会 中城村役場 平成3年3月31日 閉架 沖縄史全般

35 沖縄大百科事典　上巻（ア～ク） 沖縄大百科事典刊行事務局 沖縄タイムス社 1983年5月30日 閉架 総記（沖縄全般）

36 沖縄大百科事典　中巻（ケ～ト） 沖縄大百科事典刊行事務局 沖縄タイムス社 1983年5月30日 閉架 総記（沖縄全般）

37 沖縄大百科事典　下巻（ナ～ン） 沖縄大百科事典刊行事務局 沖縄タイムス社 1983年5月30日 閉架 総記（沖縄全般）

38 沖縄大百科事典　別巻 沖縄大百科事典刊行事務局 沖縄タイムス社 1983年5月30日 閉架 総記（沖縄全般）

39 沖縄歴史地図（考古編） 宮城栄昌・高宮廣衛 柏書房 1983年4月20日
090ミＡ
1322

閉架 地理（沖縄史古代）

40 沖縄歴史地図（歴史編） 宮城栄昌・高宮廣衛 柏書房 1983年4月20日
090ミＡ
1322

閉架
地理（沖縄史近世・
近代・現代）

41 沖縄の歴史と文化 沖縄県教育委員会 沖縄県教育委員会 2000年3月31日 閉架 沖縄史全般

42 文化財に見る沖縄の自然・歴史・文化（中学生版） 沖縄県教育庁文化課
沖縄県教育庁文化
課

平成6年3月 閉架
沖縄史・自然・建築・
民俗・地理・文化

43 概説　沖縄の歴史と文化 財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部　史料編集室 沖縄県教育委員会 2000年3月21日 閉架 沖縄史全般

44 第一尚氏物語（尚巴志王の三山統一とその後の王たち） 大盛永意
「翔べ！尚巴志」公
演実行委員会

2008年9月30日 閉架
沖縄史（古琉球・近
世）文学

45 琉球王国の歴史 佐久田繁 月刊沖縄社 1999年9月30日 閉架 沖縄史全般

46 図説　郷土のくらしと文化（下巻） 仲程正吉 新星図書出版 昭和56年2月20日 閉架 総記（歴史・民俗）

47 世界遺産　琉球王国のグスク及び関連遺産群 沖縄県教育庁文化課

沖縄県教育委員会
教育庁文化課気付
「琉球王国のグスク
及び関連遺産群」
世界遺産登録記念
事業実行委員会

2001年2月8日 閉架 沖縄史（世界遺産）

48 沖縄県史ビジュアル版４　近世① 財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室 沖縄県教育委員会 1999年1月19日 閉架 沖縄史（近世）

社団法人農山漁村文化協会企画・発行

1
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中城護佐丸参考文献 中城中学校図書室
作成　2019年6月

No. 書名 編著者 発行者 発行年月日・刷 コード 注記 分類

49
沖縄県史ビジュアル版１０　空から見た昔の沖縄　沖縄島中部・
南部域の空中写真

財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室 沖縄県教育委員会 2002年2月27日 閉架 沖縄史（現代）

50 沖縄県史ビジュアル版１２　古琉球①　古地図にみる琉球 財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室 沖縄県教育委員会 2003年3月25日 閉架 沖縄史（古琉球）

51 中城の民話 沖縄国際大学教授　遠藤庄司 中城村教育委員会 平成11年3月31日 文学（伝説・民話）

52 沖縄懸學校寫眞帖 我部政男・宮城保 那覇出版社刊 昭和62年9月25日 946ガ 沖縄史（教育・民俗）

53 青い目が見た大琉球 ラブ・オーシェリ、上原正稔 ニライ社

1987年8月1日初版発行、
1988年4月1日第3刷、
2000年5月15日改訂版第
1刷

291オ
18863

沖縄史（近代・芸術）

54 青い目が見た大琉球 ラブ・オーシェリ、上原正稔、監修：照屋善彦、翻訳：上原正稔 ニライ社 1987年8月1日
210
10163

沖縄史（近代・芸術）

55 写真集　沖縄　●失われた文化財と風俗 那覇出版社編集部 那覇出版社
昭和59年9月1日1刷、平
成元年9月25日2刷り

沖縄史（芸術写真・
風俗・民俗・歴史建
造物）

56 ビジュアル・ワイド　世界遺産 小学館
2003年12月10日初版第1
刷、2004年7月1日初版第
4刷

709ビ　キ
2093

館内 沖縄史（世界遺産）
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中城護佐丸参考文献 護佐丸歴史資料図書館
作成　2019年6月

No. 書名 編著者 発行者 発行年月日・刷 コード

1 グスク・共同体・村　沖縄歴史考古学序説 安里進 榕樹書林 1998年12月25日 202ア

2 琉球グスク研究 當眞嗣一 琉球書房 2012年12月 202ト

3
沖縄・奄美の歴史文化遺産＜城・グスク＞グス
ク探訪ガイド

名嘉正八郎 ボーダーインク
2002年5月20日初版発
行、2010年7月31日第5
刷

202ナ

4
図説沖縄の城（グスク）　よみがえる中世の琉
球

名嘉正八郎 那覇出版社 平成8年10月15日第1刷 202ナ

5 グスク時代のはなし　琉球12世紀～16世紀 城間勇吉 新星出版 2012年3月20日 203シ

6 「国王の思惑」と「謎の人物」琉球王国秘話 長田昌明 わらべ書房 2004年6月13日 913ナ

7
社団法人沖縄県建築士事務所協会機関誌
ひんぷん　夏季号vol105

社団法人沖縄県建築士事務所協会　広報委員会
社団法人沖縄県
建築士事務所協
会

平成14年7月15日 520ヒ

8
琉球の築土構木－土木・技術からみた琉球王
国－

一般社団法人　沖縄しまたて協会建設情報誌「しまたてぃ」
一般社団法人　沖
縄しまたて協会

2016年3月31日 520リ

9 日本城郭大系　第１巻　北海道・沖縄
監修：児玉幸多・坪井清足、編修：平井聖・村井益男・村田修
三、本巻編集：藤本英夫（北海道）・名嘉正八郎（沖縄県）

新人物往来社 昭和55年5月15日 ５２０ニ

10 ハンドブック　日本の城 中井均 山川出版社 2016年6月30日 520ナ

11
沖縄の石造建築と民家建築－中城城跡・中村
家住宅－

沖縄県文化財保護審議委員　又吉真三
沖縄地区史跡整
備市町村協議会
第9回総会

昭和60年6月26日 520オ

12 グスクロード　沖縄の城ものがたり 金武正紀・田名真之・知念勇・当真嗣一 むぎ社 1988年6月30日 520オ

13
写真が語る護佐丸の居城　＝中城城跡その周
辺＝

沖縄県中城村教育委員会
沖縄県中城村教
育委員会

平成16年3月 220.32ナ

14 Wilson in okinawa　ウィルソン　沖縄の旅1917 古居智子 琉球新報社 2017年9月7日 291フ

15 沖縄の旅 沖縄タイム社 沖縄タイムス社 昭和37年12月25日 291オ

16 人をあるく　尚氏と首里城 上里隆史 吉川弘文館 2016年1月1日 280ウ

17
雅名グスク　世界遺産中城城跡　＝関連遺産
が語る中城グスクの歴史＝

中城村・北中城村文化財案内人サークル「グスクの会」ガイド
ブック編集委員会

沖縄時事出版 平成28年6月30日 709.32ミ

18
南山・中山・北山　三山とグスク　グスクの興亡
と三山時代

座間味栄議 むぎ社 2012年5月30日 211ザ

19
中城文化財案内人サークル　グスクの会　記
念誌－10年の歩み―

中城村文化財案内人サークル　グスクの会 グスクの会 2011年1月 709.32キ 奥付なし

20
中城城跡出土鍛冶関連遺物の意義－残滓，
微細遺物：粒状滓，鍛造剥片の金属学的調査
－

渡久地真・大澤正己 2006年2月 709.32ト
『たたら研
究』第45号
別刷

21

世界遺産　琉球王国のグスク及び関連遺産群
－玉陵。園比屋武御嶽・今帰仁城跡・座喜味
城跡・勝連城跡・中城城跡・首里城跡・識名
園・斎場御嶽－

沖縄県教育庁文化課

「琉球王国のグスク
及び関連遺産群」
世界遺産　登録記
念事業実行委員

2001年2月8日 709リ

22 城（グスク）－城に語らせたい地域の歴史－ 沖縄県立博物館
沖縄県立博物館
友の会

1992年6月複製・1994年
3月複製・1997年5月複
製

709

23
中学生用副読本　もっと知りたい　世界遺産
[琉球王国のグスク及び関連遺産群]

監修：高良倉吉、編集委員：松本哲・山内治・嶺井雄・石原昌
英

沖縄県教育委員
会

平成14年3月25日初版、
平成15年3月25日再版

709モ

24
誰も見たことがない文化財シリーズ　鳥が見た
沖縄の世界遺産～マルチコプターによる空撮
写真集～

監修：大川純一 フジデンシ出版 2014年10月8日 709ト

25 [世界遺産]琉球グスク群 琉球新報社　写真：国吉和夫、解説：岡田輝雄 琉球新報社 2000年12月5日 709セ

26 世界遺産　グスク紀行　古琉球の光と影 琉球新報社　文：岡田輝雄、写真：国吉和夫 琉球新報社 2000年12月15日 709セ

27 世界遺産　グスク　石垣の魅力と謎・序説 城間勇吉編著
発行：建築技術研
究所・間、印刷：新
星出版

平成17年 709シ

28 楽学ブックス　文学歴史17　沖縄の世界遺産 監修：高良倉吉、写真：垂水健吾 ＪＴＢパブリッシング 2013年3月1日 709オ

29
沖縄大学地域研究所ブックレット⑧　沖縄・世
界遺産巡り

特定非営利活動法人　文化経済フォーラム
沖縄大学地域研
究所

2009年6月15日 709オ

30 世界遺産　中城城跡 大城信吉 大城信吉 2004年11月15日 709オ

31
沖縄県北中城村観光マンガ　北中城村のたか
らもの

まんが：岡本圭一郎
北中城村役場企
画振興課地域振
興係

2016年9月 220.38キ

32

世界遺産　琉球王国のグスク及び関連遺産群
－玉陵・園比屋武御嶽石門・今帰仁城跡・座
喜味城跡・勝連城跡・中城城跡・首里城跡・識
名園・斎場御嶽－

沖縄県教育庁文化課

「琉球王国のグスク
及び関連遺産群」
世界遺産　登録記
念事業実行委員

2004年3月25日第2刷 709セ

33
琉球王国のグスク及び関連遺産群　沖縄の城
ものがたり

金武正紀・田名真之・知念勇・当真嗣一 むぎ社
1988年6月初版第1刷、
2000年11月第4刷

520オ

34
沖縄県の歴史散歩＜全国歴史散歩シリーズ47
＞

沖縄歴史研究会 山川出版社
1977年3月25日１版１刷、
1985年7月30日1版9刷

291オ

35 琉球王国　人物列伝 亀島靖 ＪＣＣ出版
2007年8月10日第1刷、
2009年8月8日第2刷

280カ

36 琉球の城 名嘉正八郎 アドバイザー
1993年8月18日第1版第
1刷、1993年11月20日第
1版第2刷

210ナ

37 護佐丸展～護佐丸関連のグスク～ 恩納村博物館 恩納村博物館 平成19年12月1日 709ゴ
企画展図
録

38
歴史群像シリーズよみがえる日本の城18　鹿
児島城　首里城

監修指導：中井均・三浦正幸 学習研究社 2005年7月17日 520ヨ

39 山田城跡と護佐丸 上間繁市 上間繁市 昭和54年5月 709ウ

40 沖縄のグスクめぐり　グスク人夢のあと 監修：当真嗣一 むぎ社 1996年6月15日 709オ

41 沖縄の城跡 新城徳祐
新城徳祐　発売：
緑と生活社

昭和57年8月20日 520シ

1455



中城護佐丸参考文献 護佐丸歴史資料図書館
作成　2019年6月

No. 書名 編著者 発行者 発行年月日・刷 コード

42 異本毛氏由来記
原文書き起こし・書き下し文・通釈作成：垣花久美子、編集：中
城村教育委員会

中城村教育委員
会

平成27年4月1日 288イ
禁帯出・コ
ピー禁止

43
新琉球王統史④　護佐丸・阿麻和利・鬼大城/
尚徳王

与並岳生 新星出版
2005年11月1日初版第1
刷、2010年7月29日第5
刷

211ヨ

44
琉球戦国列伝　駆け抜けろ！古琉球の群星た
ち！

著者・監修：上里隆史、イラスト：和々 ボーダーインク
2012年3月23日初版第1
刷、2015年1月11日第3
刷

211ウ

45 絵で解る　琉球王国歴史と人物 JCC出版部 JCC出版
2011年8月1日第1刷、
2011年9月9日第2刷、
2012年2月1日第3刷

211ジ

46
琉球歴史の謎とロマン　その二　人物ものがた
り

亀島靖 沖縄教販
2004年4月1日第1刷、
2014年11月1日第6刷

210カ

47 史料編集室紀要　第15号 沖縄県立図書館史料編集室 沖縄県立図書館 1990年3月31日 205シ

48 護佐丸一統繁栄記 伊波盛誠 月刊沖縄社 1988年4月1日 288イ

49
若太陽文庫　クイズで学ぼう　琉球・沖縄の歴
史

新城俊昭 むぎ社 1997年11月 210ア

50 イラストで覚える　琉球王国時代の人物 絵と文：与儀俊介 アトリエスタンド 2015年8月25日 280ヨ

51 佐敷町文化財Ⅳ　第一尚氏関連写真集1996 佐敷町文化財保護委員会
佐敷町教育委員
会

1996年3月31日 709.56ダ

52
国立劇場おきなわ上演資料集（二十三）　自主
公演　二童敵討

国立劇場おきなわ調査養成課 国立劇場おきなわ 平成23年1月24日 774ニ

53 人物・業績に関する新しい評価　護佐丸伝 新垣正雄 ユニバース企画 1996年10月30日 289ア

54 沖縄の英雄伝 編著：沖縄の英雄伝編集委員会、責任編集・考証：伊波勝雄 むぎ社 1991年8月30日 J280オ

55 週刊日本の伝説を旅する　第22回配本　沖縄
編集制作：小穴康二・鈴木武治・菊地正宏・安藤紀夫・久保孝
一・田中佑子・河内剛・大塚陽子・加田奈々子

世界文化社 2005年7月28日 290ニ

56
世界に誇る日本の世界遺産７　屋久島／琉球
王国

監修：西村幸夫　文：吉田忠正 ポプラ社 2014年4月 J709セ

57 読谷の先人たち 読谷村史編集委員会 読谷村役場 2005年3月31日 280ヨ

58 琉球王女　百十踏揚１ 与並岳生 新星出版 2009年3月31日 B913ヨ 文庫版

59 琉球王女　百十踏揚２ 与並岳生 新星出版 2009年5月1日 B913ヨ 文庫版

60 琉球王女　百十踏揚３ 与並岳生 新星出版 2009年5月2日 B913ヨ 文庫版

61 琉球王女　百十踏揚４ 与並岳生 新星出版 2009年5月2日 B913ヨ 文庫版

62 琉球王女　百十踏揚５ 与並岳生 新星出版 2009年5月2日 B913ヨ 文庫版

63 琉球王女　百十踏揚 与並岳生 新星出版 2003年9月1日 913ヨ

64 ごさまるえ本　中城ぐすくへのみち 監修：豊見山和行　文：みやぎかずはる　え：あむろふみお
中城村教育委員
会

平成２６（2014）年4月 J375ナ
コピー禁
止

65
なかぐすくごさまるか一年生　ごさまるえ本　わ
たしたちのなかぐすくグスク

監修：豊見山和行　文：みやぎかずはる　え：あむろふみお
中城村教育委員
会

平成２６（2014）年4月初
版、平成30（2018）年4月
2版

J375ワ
コピー禁
止

66 2年生　読み物　中城のえいゆう「護佐丸」 監修：豊見山和行　文：なかざかねこ　イラスト：きなあさと
中城村教育委員
会

平成26（2014）年4月 J375ナ
コピー禁
止

67
中城ごさまる科二年生　中城のえいゆう「護佐
丸」

監修：豊見山和行　文：なかざかねこ　イラスト：きなゆずか
中城村教育委員
会

平成26（2014）年4月初
版、平成30（2018）年4月
2版

J375ナ
コピー禁
止

68 3年生副読本　さぐってみよう中城城跡 監修：豊見山和行　編集：中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成26（2014）年4月 J375サ
コピー禁
止

69 中城ごさまる科3年生　さぐってみよう中城城跡 監修：豊見山和行　編集：沖縄時事出版
中城村教育委員
会

平成26（2014）年4月初
版、平成30（2018）年4月
2版

J375サ
コピー禁
止

70
4年生副読本　世界遺産のあるわたしたちの中
城村

監修：豊見山和行　編集：中城教育委員会
中城村教育委員
会

平成26（2014）年4月 J375セ
コピー禁
止

71
5年生副読本　伝えようきょうどのほこり　中城城
跡・護佐丸

監修：豊見山和行　編集：中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成26（2014）年4月 J375ナ
コピー禁
止

72 脚本　中城と護佐丸
監修：豊見山和行　脚本・絵：賀数仁然（表紙・39ページ絵：安
室二三雄）

中城村教育委員
会

平成26（2014）年4月 J375ナ
コピー禁
止

73 中城ごさまる科5年生　脚本中城と護佐丸 監修：豊見山和行、筆者・挿絵：賀数仁然
中城村教育委員
会

平成２６（2014）年4月初
版、平成30（2018）年4月
2版

J375ナ
コピー禁
止

74 琉球烈士伝　護佐丸の夢
監修：豊見山和行　脚本：賀数仁然、挿絵・イラスト：安室二三
雄

中城村教育委員
会

平成２７年4月 J375ゴ
コピー禁
止

75 6年生副読本　琉球の按司の世の中 監修：豊見山和行、編集：中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成26（2014）年4月 J375リ
コピー禁
止

76 護佐丸クロニクル 記載なし 中城村 記載なし 720ゴ
禁帯出・コ
ピー禁止

77 護佐丸クロニクル 冊子監修：賀数仁然、監修：中城村教育委員会生涯学習課
中城村役場企業
立地・観光推進課

2017年3月 289ゴ

78 中城グスク物語前編　中城グスクのヒミツ 猫野びーの 記載なし 記載なし 220.32ナ

79
護佐丸全集　上巻　古琉球の英傑　中城按司
護佐丸盛春

新垣正雄 沖縄教文出版社 1996年10月30日 289ゴ

80
研修事業　シンポジウム護佐丸文化圏を探る
試み～山田から座喜味そして中城へ～

読谷村文化協会 読谷村文化協会 1999年3月27日 211ゴ

81
中城ごさまる科5年生　伝えようきょう土のほこり
中城城跡　護佐丸

監修：豊見山和行、制作編集：沖縄時事出版
中城村教育委員
会

平成（2014）年初版、平
成30（2018）年2版

J375ナ

82
琉球むらものがたり　琉球王朝を支えた村
里・・・

共著：亀島靖・沖縄県観光事業協同組合
多幸山株式会社
琉球村、発売：沖
縄教販

発行日記載なし 204カ

83
coralway№75　2000年若水号　琉球のグスク世
界遺産へ（特集）

編集室りっか「コーラルウェイ」編集部 ＪＴＡ 2000年1月1日 ０５０コ

2456
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84
Nature Scienceネイチャーサイエンス　沖縄大
特集２００２年６月号№⒑

ネイチャーサイエンス
ネイチャーサイエン
ス、発売：角川書店

２００２年６月１日第２巻第
６号

０５０ネ 禁帯出

85 中城村　戦前の集落　series1泊 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成２６年３月 220.32ナ

86 中城村　戦前の集落　series2 屋宜 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成２７年３月 220.32ナ

87 中城村　戦前の集落　series３　奥間 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成27年3月 220.32ナ

88 中城村　戦前の集落　series4　伊舎堂 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成28年3月 220.32ナ

89 中城村　戦前の集落　series5　添石 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成28年3月 220.32ナ

90 中城村　戦前の集落　series6　和宇慶 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成28年3月 220.32ナ

91 中城村　戦前の集落　series7　新垣 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成28年3月 220.32ナ

92 中城村　戦前の集落　series8　当間 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成29年3月 220.32ナ

93 中城村　戦前の集落　series9　津覇 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成29年3月 220.32ナ

94 中城村　戦前の集落　series⒑　伊集 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成29年3月 220.32ナ

95 中城村　戦前の集落　series⒒　久場 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成30年3月 220.32ナ

96 中城村　戦前の集落　series12　安里 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成30年3月 220.32ナ

97 中城村　戦前の集落　series13　北上原 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成30年3月 220.32ナ

98
62年海邦国体市町村ガイドブック　宜野湾市・
中城村・北中城村編　国体シリーズ№９

近代通信社 近代通信社 昭和60年11月15日 290カ 禁帯出

99 津覇誌－五百年の歴史を刻む－ 津覇誌編集実行委員会 津覇自治会 平成20年3月30日 ２２０．３２ツ

100 とよむ中城　ガイドブック 記載なし 記載なし 記載なし 291ト

101 中城村史第1巻　通史編 中城村史編集委員会 中城村役場 平成6年11月1日 220.32ナ

102
中城村史　第2巻資料編１（地理・自然・政治行
政・産業経済・移民）

中城村史編集委員会 中城村役場 平成3年3月31日 220.32ナ

103
中城村史　第3巻資料編２（教育・文化・考古・
雑算）

中城村史編集委員会 中城村役場 平成5年3月31日 220.32ナ

104 中城村史　別巻１　新聞集成編 中城村史編集委員会 中城村役場 平成元年3月31日 220・32ナ

105 中城村史第1巻通史編　別冊資料 中城村史編集委員会 中城村役場 平成6年11月1日 220.32ナ

106 ペリー提督日本遠征記　上 M・Cペリー、F・Lホークス編纂、宮崎壽子 監訳 KADOKAWA
平成26年8月25日初版、
平成27年12月20日3版

291ペ

107 持ち歩き旅の手帖　旧街道を歩く 野田伊豆守 交通新聞社 平成16年9月21日 291ノ

108
中城村（2010年度地理学実習　現地調査報告
書）

京都府立大学文学部歴史学科
京都府立大学文
学部歴史学科

2011年2月14日 290.32ナ

109 沖縄「歴史の道」を行く 監修：新城俊昭、著者：座間味栄議 むぎ社 2001年3月 290ザ

110
広報なかぐすく　№75　特集　戦争体験者の手
記『村民の語る沖縄戦』

中城村役場企画課 中城村役場 1995（平成7）9月20日 318コ 禁帯出

111
広報なかぐすく№79　歴史的環境の保存と活
用を　進む中城城跡保存修理　⒑～11ページ

中城村役場企画課 中城村役場 1996年5月31日 318ゴ 禁帯出

112
広報なかぐすく№84　村の文化財に指定　2
ページ

中城村役場企画課 中城村役場 1997（平成9）年3月20日 318ゴ 禁帯出

113 広報なかぐすく№80　表紙「引揚」写真 中城村役場企画課 中城村役場 1996（平成8）年7月20日 318ゴ 禁帯出

114
広報なかぐすく№90　表紙「中城城跡シリーズ
№１」

中城村役場企画課 中城村役場
1998（平成10）年5月20
日

318ゴ 禁帯出

115
広報なかぐすく№91　表紙「中城城跡シリーズ
№２」

中城村役場企画課 中城村役場 1998年7月20日 318ゴ 禁帯出

116
広報なかぐすく№92　表紙「中城城跡シリーズ
№３」

中城村役場企画課 中城村役場 1998年9月20日 318ゴ 禁帯出

117
広報なかぐすく№93　表紙「中城城跡シリーズ
№4」

中城村役場企画課 中城村役場 1998年11月20日 318ゴ 禁帯出

118
広報なかぐすく№95　「中城城跡発掘調査報
告」4ページ

中城村役場企画課 中城村役場
1999（平成11）年3月20
日

318ゴ 禁帯出

119
広報なかぐすく№97　「中城城跡世界遺産へ
推薦」

中城村役場企画課 中城村役場 1999年7月20日 318ゴ 禁帯出

120
広報なかぐすく№99　「シリーズ中城城跡」４～
5ページ

中城村役場企画課 中城村役場 1999年11月20日 318ゴ 禁帯出

121
広報なかぐすく№100　「シリーズ中城城跡」8
ページ

中城村役場企画課 中城村役場 2000年1月4日 318ゴ 禁帯出

122
広報なかぐすく№101　「シリーズ中城城跡」6
ペーじ

中城村役場企画課 中城村役場 2000年3月17日 318ゴ 禁帯出

123
広報なかぐすく№102　「シリーズ中城城跡」16
～17ページ

中城村役場企画課 中城村役場 2000年5月19日 318ゴ 禁帯出

124
広報なかぐすく№103　「シリーズ中城城跡」4
～5ページ

中城村役場企画課 中城村役場 2000年7月19日 318ゴ 禁帯出

125
広報なかぐすく№104　「シリーズ中城城跡」4
～5ページ

中城村役場企画課 中城村役場 2000年9月20日 318ゴ 禁帯出
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126
広報なかぐすく№105　「シリーズ中城城跡」4
～5ページ

中城村役場企画課 中城村役場 2000年11月20日 318ゴ 禁帯出

127
広報なかぐすく№106　特集「世界遺産」2～7
ページ

中城村役場企画課 中城村役場 2001年1月4日 318ゴ 禁帯出

128 1975年村勢要覧　なかぐすく 中城村総務課 中城村役場 昭和50年10月31日 318.32ナ 禁帯出

129 昭和52年村勢要覧　なかぐすく 中城村企画課 中城村役場 昭和52年12月 318.32ナ 禁帯出

130 昭和55年村勢要覧　なかぐすく 記載なし 中城村役場 昭和56年3月5日 318.32ナ 禁帯出

131 昭和61年村勢要覧　なかぐすく 記載なし 中城村役場 昭和61年7月 318.32ナ 禁帯出

132 平成3年度村勢要覧　なかぐすく 記載なし 記載なし 記載なし 318.32ナ 禁帯出

133 1996年沖縄県中城村勢要覧　なかぐすく浪漫 中城村役場企画課 中城村役場 平成8年3月 318.32ナ

134 2000年沖縄県中城村勢要覧　なかぐすく浪漫 中城村役場企画課 中城村役場 2000年1月 318.32ナ

135 2003年中城村勢要覧　中城交響曲・中城村 中城村役場企画課 中城村役場 平成15年3月 318.32ナ 禁帯出

136 中城村勢要覧　とよむ中城村 中城村役場企画課 中城村役場 平成22年4月 318.32ナ 禁帯出

137 中城村勢要覧　中城村 中城村役場企画課 中城村役場 平成29年4月 318.32ナ 禁帯出

138 中城村村制施行100周年記念誌　百年の軌跡 中城村役場企画課 中城村役場 平成21年3月 318.32ナ 禁帯出

139 わたしたちの中城村　小学校３年 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

昭和56年4月初版、昭和
61年4月2版、平成5年4
月3版、平成10年3月4
版、平成15年4月５版

J３７５ワ
コピー禁
止

140 わたしたちの中城村　小学校３年 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

昭和５６年４月初版、昭
和６１年４月２版、平成５

J３７５ワ
コピー禁
止

141 わたしたちの中城村　小学校３年 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

昭和５６年４月初版、昭
和６１年３版

J３７５ワ
コピー禁
止

142 わたしたちの中城村　小学校３年 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

昭和５６年４月初版、昭
和６１年２版、平成５年４
月３版、平成10年4版

J３７５ワ
コピー禁
止

143 わたしたちの中城村　小学校3年 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

昭和56年4月初版、昭和
61年4月2版、平成5年4
月3版、平成10年4月4
版、平成15年4月5版

J３７５ワ
コピー禁
止

144 わたしたちの中城村　小学校4年 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

昭和56年4月初版、昭和
61年4月2版、平成5年4
月3版、平成10年4月4版

J３７５ワ
コピー禁
止

145 わたしたちの中城村　小学校4年 中城村教育委員会
中城村教育委員
会

昭和56年4月初版、昭和
61年4月2版、平成5年4
月3版、平成10年4月4
版、平成15年4月5版

J３７５ワ
コピー禁
止

146
護佐丸コース副読本　ありんくりん中城　うまり
島にほこりを持って

監修：豊見山和行、著者：宮城一春、編集：中城村教育委員会
中城村教育委員
会

平成２７（2015）年4月 J375．9

147 中城城跡整備基本計画書 中城村・北中城村 平成6年3月 709.32ナ 禁帯出

148
平成30年度版　中城ごさまる科1年生教師用
指導書

中城村教育委員会
中城村教育委員
会

記載なし 375ナ
コピー禁
止

149
平成30年度版　中城ごさまる科2年生教師用
指導書

中城村教育委員会
中城村教育委員
会

記載なし 375ナ
コピー禁
止

150
平成30年度版　中城ごさまる科3年生教師用
指導書

中城村教育委員会
中城村教育委員
会

記載なし 375ナ
コピー禁
止

151
平成30年度版　中城ごさまる科4年生教師用
指導書

中城村教育委員会
中城村教育委員
会

記載なし 375ナ
コピー禁
止

152
平成30年度版　中城ごさまる科5年生教師用
指導書（脚本）

中城村教育委員会
中城村教育委員
会

記載なし 375ナ
コピー禁
止

153
平成30年度版　中城ごさまる科5年生教師用
指導書（道徳）

中城村教育委員会
中城村教育委員
会

記載なし 375ナ
コピー禁
止

154
平成30年度版　中城ごさまる科6年生教師用
指導書

中城村教育委員会
中城村教育委員
会

記載なし 375ナ
コピー禁
止
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