
No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

鉄の暴風

沖縄戦記
第6版

鉄の暴風
沖縄戦記
第10版

沖縄かく戦えり

二十万戦没者の慟哭

沖縄県民斯ク戦ヘリ

大田実海軍中将一家の昭和史

沖縄作戦の統帥
普及版

大田嘉弘 相模書房 1984年5月3

沖縄・八十四日の戦い 榊原昭二 新潮社 1983年5月18

沖縄戦と民衆 林博史 大月書店 2001年12月17

2 沖縄作戦の統帥 大田嘉弘 相模書房 1979年2月

4
那覇１０・１０大空襲

日米資料で明かす全容
大田昌秀 久米書房 1984年6月

沖縄県平和祈念資料館

情報ライブラリー

沖縄戦関係所蔵図書目録

1 沖縄陸・海・空戦史 大田嘉弘 相模書房 1988年2月

戦史・作戦記録

7 沖縄タイムス社[編] 沖縄タイムス社 1977年8月

8 沖縄タイムス社[編] 沖縄タイムス社 1993年7月

5 沖縄戦 第二次世界大戦最後の戦い
アメリカ陸軍省戦史局[編]

喜納健勇[訳]
出版舎　Mugen 2011年3月

6
鉄の暴風
沖縄戦記

第3版
沖縄タイムス社[編] 沖縄タイムス社 1972年8月

11 田村洋三 講談社 1994年3月

12 沖縄の戦記(朝日選書　208) 仲程昌徳 朝日新聞社 1982年6月

9 沖縄の民 石野径一郎 東邦出版社 1971年4月

10 浦崎純 徳間書店 1967年8月

15
沖縄戦報道記録
付・学徒従軍記

再版
伊志嶺賢二[編] 南陽出版社 1969年1月

16
石垣島方面陸海軍作戦

太平洋戦争記録
瀬名波栄 沖縄戦史刊行会 1996年5月

13
アメリカ第1海兵師団沖縄特別作戦報告書

極秘
アメリカ軍第1海兵師団[編纂] 榕樹書林 2006年6月

14
沖縄戦報道記録
付・学徒従軍記

伊志嶺賢二[編] 南陽出版社 1960年4月



沖縄戦史 上地一史 時事通信社 1959年11月32

沖縄戦トップシークレット 上原正稔 沖縄タイムス社 1995年3月38

沖縄旧海軍司令部壕の軌跡 宮里一夫[編著] 二ライ社 1986年5月20

沖縄戦
国土が戦場になったとき

藤原彰[編著] 青木書店 1987年7月21

沖縄戦史研究序説
国家総力戦・住民戦力化・防諜

玉木真哲[編著] 榕樹書林 2011年2月27

戦争を知る 中山勉 中山勉 2017年8月28

23
定本沖縄戦

地上戦の実相
柏木俊道 彩流社 2012年6月

24
日米最後の戦闘

沖縄戦死闘の90日
(サイマル双書)

米国陸軍省[編]
外間正四郎[訳]

サイマル出版会 1968年12月

19
沖縄・八十四日の戦い

(同時代ライブラリー　193)
榊原昭二 岩波書店 1994年8月

22
沖縄戦国土が戦場になったとき

新装版
藤原彰[編著] 青木書店 2001年10月

30
図説沖縄の戦い

太平洋戦争の戦場
森山康平

太平洋戦争研究会[編]
河出書房新社 2003年6月

31
沖縄決戦

太平洋戦争最後の激戦と沖縄県民の戦い
(歴史群像太平洋戦争シリーズ　49)

樋口隆晴[編] 学習研究社 2005年4月

25
沖縄日米最後の戦闘

(光人社NF文庫)
米国陸軍省[編]
外間正四郎[訳]

光人社 1997年3月

26
沖縄：陸・海・空の血戦

(第二次世界大戦ブックス　10)
B.M.フランク

加登川幸太郎[訳]
サンケイ新聞社出版局 1971年6月

沖縄戦とは何か　 大田昌秀 久米書房29 1985年4月

35
沖縄戦

民衆の眼でとらえる「戦争」
改訂版

大城将保 高文研 1988年10月

36 沖縄戦のはなし 安仁屋政昭 沖縄文化社 1997年1月

33
沖縄海軍部隊の最後

旧海軍司令部壕の記録
宮里一夫 アド・ブレーン 1971年7月

34
極限の沖縄戦従容の心むなしく…

科学兵器と肉弾戦
渡久山寛三 日本文芸社 1973年7月

37
沖縄・阿嘉島の戦闘

沖縄戦で最初に米軍が上陸した島の戦記
中村仁勇 元就出版社 2013年2月



秘録沖縄戦記 山川泰邦 新星出版 1969年12月43

ドキュメント沖縄1945 玉木研二 藤原書店 2005年8月45

秘録沖縄戦記 山川泰邦 読売新聞社 2006年10月44

40
失敗の本質

日本軍の組織的研究
戸部良一ほか 中央公論社 1995年6月

41
最後の決戦・沖縄

(航空戦史シリーズ　58)
吉田俊雄 朝日ソノラマ 1985年7月

39
沖縄

日本軍最期の決戦
(別冊歴史読本　第70[169〕号)

新人物往来社 1992年5月

48 特別攻撃隊全史
公益財団法人

特攻隊戦没者慰霊顕彰会[編]
公益財団法人

特攻隊戦没者慰霊顕彰会
2020年11月

42
沖縄戦アメリカ軍戦時記録
第10軍G2㊙レポートより

上原正稔訳[編] 三一書房 1986年7月

46
台湾沖航空戦

T攻撃部隊陸海軍雷撃隊の死闘
神野正美 光人社 2004年11月

47
沖縄

Z旗のあがらぬ最後の決戦
吉田俊雄 オリオン出版社 1969年10月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

沖縄戦概要書

沖縄の記憶/日本の歴史 上村忠男[編] 未來社 2002年5月55

沖縄戦再体験 安仁屋政昭[編著] 平和文化 1983年4月

沖縄戦を考える会[編著] 沖縄戦を考える会 1983年8月

沖縄を襲った米大艦隊
「10・10空襲」の実相に迫る

久手堅憲俊 あけぼの出版 2004年7月51

NHKスペシャル
沖縄戦全記録

NHKスペシャル取材班 新日本出版社 2016年5月54

沖縄戦前保健婦の足あと
具志八重

小渡静子[編]
二ライ社 1986年2月64

57
沖縄からの本土爆撃
米軍出撃基地の誕生

林博史 吉川弘文館 2018年6月

58
カトリック教会と沖縄戦

『平和への決意』の実行を祈りつつ
西山俊彦 サンパウロ 2001年10月

53
大田昌秀が説く
沖縄戦の深層

住民はいかにして戦争に巻き込まれたか
大田昌秀

59

49
沖縄戦を考える

(おきなわ文庫　9)
嶋津与志 ひるぎ社 1983年5月

52 沖縄空白の一年 1945-1946 川平成雄 吉川弘文館 2011年2月

50
沖縄戦をみつめて

日米両軍のはざまに生きる

高文研 2014年8月

56 沖縄戦の「狂気」をたどる 沖縄探見社[編］ 沖縄探見社 2012年6月

62
天王山

沖縄戦と原子爆弾　上
ジョージ・ファイファー

小城正[訳]
早川書房 1995年6月

63
天王山

沖縄戦と原子爆弾　下
ジョージ・ファイファー

小城正[訳]
早川書房 1995年6月

60 争点・沖縄戦の記憶 石原昌家ほか 社会評論社 2002年3月

61
ざわわざわわの沖縄戦

サトウキビ畑の慟哭
田村洋三 光人社 2006年5月

67
戦場の童

沖縄戦の孤児たち
謝花直美 沖縄タイムス社 2005年6月

65
閃光の中で

沖縄陸軍病院の証言
長田紀春

具志八重[編]
ニライ社 1992年6月

66 大学生の沖縄戦記録
石原ゼミナール

戦争体験記録研究会
ひるぎ社 1985年8月



68
沖縄に生きて

(サイマル・ドキュメント)
池宮城秀意 サイマル出版会 1975年5月

71
南の碑

(新聞記者が語りつぐ戦争　13)
読売新聞大阪社会部[編] 読売新聞社 1982年2月

72
虐殺の島

皇軍と臣民の末路
(ルポタージュ叢書　7)

石原昌家 晩声社 1978年1月

69
沖縄の戦場に生きた人たち
沖縄ジャーナリストの証言

池宮城秀意 サイマル出版会 1982年6月

70 激流ジャーナリストのみた沖縄戦前・戦後 池宮城秀意 那覇出版社 1979年6月

76
丸別冊　太平洋戦争証言シリーズ13

最後の戦闘
沖縄・硫黄島戦記

山口範樹[編] 潮書房 1989年11月

77
戦艦大和

不沈艦、沖縄海域に消ゆ
遠藤昭 サンケイ出版 1981年6月

73
沖縄史料学の方法

近代日本の指標と周辺
我部政男 新泉社 1988年1月

75
命まさい

徴兵を忌避した沖縄人
福地嚝昭 那覇出版社 1987年11月

戦場の記憶 富山一郎 日本経済用論社 1995年8月74

80 沖縄と天皇 安仁屋政昭ほか あけぼの出版 1987年9月

81
タイムス選書3

沖縄にとって天皇制とは何か
沖縄タイムス[編]　 沖縄タイムス社 1976年6月

78
天皇制下の沖縄

差別・疎外・暴政の歴史
上江洲智克 三一書房 1996年7月

79
天皇・天皇制・百姓・沖縄社会

構成史研究よりみた社会史研究批判
(歴史文化セレクション)

安良城盛昭 吉川弘文館 2007年6月

82
銃後

思想弾圧・空襲・原爆・沖縄戦・引揚げ
(現代民話考　6)

松谷みよ子 立風書房 1987年4月

83
日本の空襲　9

沖縄
日本の空襲編集委員会

池宮城秀意[編]
三省堂 1981年9月

１0・10空襲を考える
牧港篤三氏をかこんで

(沖縄発・平和と人権シリーズ　1)

治安維持法犠牲者国家賠償要求
同盟沖縄県支部[編]

治安維持法犠牲者国家賠償
要求同盟沖縄県支部

1995年10月84



琉球プロジェクト 2017年12月97

85

いま問われる「人道に対する罪」
戦後補償問題と

治安維持法犠牲者への国家賠償について
(沖縄発・平和と人権シリーズ　2)

治安維持法犠牲者国家賠償要求
同盟沖縄県支部[編]

治安維持法犠牲者国家賠償
要求同盟沖縄県支部

1995年9月

87
血戦・沖縄

県民かく戦えり
世界日報社会部 世界日報社 1984年8月

沖縄戦こぼれ話 浜松昭 月刊沖縄社 1990年6月86

90
沖縄の日本軍

久米島虐殺の記録
大島幸夫 新泉社 1982年9月

91

ふくろうの本
太平洋戦争と久米島日本軍による

住民虐殺・国内外での犠牲者
そして戦後久米島の反基地闘争

上江洲盛元[編著] 上江洲盛元 2005年5月

88 沖縄戦と天皇制 藤原彰[編著] 立風書房 1987年11月

89 久米島の戦争
久米島の戦争を記録する会
（徳田球美子・島袋由美子）[編]

なんよう文庫 2010年9月

94
ピース・ナウ沖縄戦

無戦世界のための再定位
石原昌家[編] 法律文化社 2011年12月

95
戦争と沖縄

(岩波ジュニア新書)
池宮城秀意 岩波書店 1980年7月

92
久米島の「沖縄戦」

空襲・久米島事件・米軍政
大田昌秀 沖縄国際平和研究所 2016年4月

93
激録日本大戦争 第37巻
玉砕の島、硫黄島・沖縄

原康史 東京スポーツ新聞社 1992年10月

100
奪われた物語

大兼久の戦争犠牲者たち
大城貞俊 沖縄タイムス社 2016年6月

96
援護法で知る沖縄戦認識

捏造された「真実」と靖国神社合祀
石原昌家 凱風社 2016年7月

99
村と戦争

喜如嘉の昭和史
福地曠昭 「村と戦争」刊行会 1975年12月

奥むらの戦世の記録
やんばるの沖縄戦

宮城能彦[編] 榕樹書林 2018年2月101

1989年12月晩聲社安仁屋政昭[編]裁かれた沖縄戦98

沖縄の戦世
―県民は如何にしてスパイになりしか―

池間一武

102
沢岻の沖縄戦

「慰霊の日」特別展示
中学高校図書委員会「沢岻の戦
争」展示調査班[編]

昭和薬科大学付属高等学校
中学校図書館

2006年7月

103
沖縄・テニアン戦物語

和英対照
大城輝吉[訳] 沖縄県新英語教育研究会 1988年7月



その時歴史が動いた　27 NHK取材班[編] KTC中央出版 2004年8月110

那覇の街が消えた日…そして…那覇十・十空襲 新里堅進[画] 那覇市平和振興室 1990年3月113

失われる記憶のルポルタージュ
沖縄戦と民間人収容所

七尾和晃 原書房 2010年12月104

アジアの民衆と皇民化教育 富村順一 JCA出版 1980年5月105

沖縄戦下の米日心理作戦 大田昌秀著 岩波書店 2004年12月

107 戦傷病者戦没者遺族等援護法の解説 厚生省援護局援護課[監修] 新日本法規出版株式会社 1989年2月

109
沖縄

或る戦時下抵抗
高阪薫 麦秋社 1978年10月

114 近代沖縄における教育と国民統合 近藤健一郎 北海道大学出版 2006年2月

106

戦争と平和の谷間から 浦崎康華 出版・大永 1983年1月108

115 戦時下の沖縄教育 西平秀毅 沖縄時事出版 1980年7月

111
新琉球史

近代・現代編
琉球新報社[編] 琉球新報社 1993年9月

112
別冊沖縄戦

20世紀の瞬間
共同通信社[編] 共同通信社 1999年

118
焦土に咲いた花
戦争と沖縄芸能

琉球新報社［編著］ 琉球新報社 2018年12月

119
沖縄

戦争と平和
大田昌秀 朝日新聞出版 2001年8月

116 沖縄の戦前の教育 濱元朝雄 沖縄タイムス社 2019年2月

117
沖縄戦を知る事典

非体験世代が語り継ぐ
吉浜忍 吉川弘文館 2019年6月

120
シリーズ戦争　語りつごう沖縄　3

悲劇の沖縄戦
安齋育三郎［文・監修］ 新日本出版社 2019年1月

121
宮古島人間風土記
終戦から復帰まで

砂川玄徳 砂川玄徳 1999年12月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

127 写真集　沖縄戦 那覇出版社編集部[編] 那覇出版社 1990年3月

123
これが沖縄戦だ

写真記録
改訂版

大田昌秀[編著] 琉球新報社 1984年6月

写真集・絵画集

124
沖縄作戦写眞史

日本帝國陸海軍上巻(作戦準備篇)
沖縄戦史刊行会[編] 沖縄戦史刊行会 2003年

122
これが沖縄戦だ

写真記録
大田昌秀[編著] 琉球新報社 1977年9月

128
沖縄戦記録写真集
日本最後の戦い

月刊沖縄社 1977年9月

130
記録写真集　沖縄戦

太平洋戦争最後の死闘９０日
那覇出版社[編] 那覇出版社 1990年1月

125
沖縄戦

衝撃の記録写真集
佐久田繁[編著] 月刊沖縄社 1988年6月

126
秘録写真戦史

沖縄作戦
瀬名波栄[編] 沖縄戦史刊行会 1978年8月

沖縄戦後写真史 月刊沖縄社 月刊沖縄社 1979年3月129

133
打ち砕かれしうるま島

沖縄戦記録画集
創価学会沖縄県青年部青年平和
委員会[編]

第三文明社 1984年6月

134
写真で見る太平洋戦争Ⅱ

玉砕の島々と沖縄戦、終戦への道
保阪正康[監修]

近現代史編纂会[編]
山川出版社 2015年8月

131
オキナワアイランド1944年～1947年

航空写真集
新城和博[編] 沖縄出版 1988年10月

132
沖縄戦記録写真集

ＯＫＩＮＡＷＡ：ＴＨＥ ＬＡＳＴ　ＢＡＴＴＬＥ
ＰＨＯＴＯＧＲＡＰＨＳ

下地一秋[編著] 下地米子 1975年1月改訂

137
沖縄戦の絵

地上戦命の記録
NHK沖縄放送局[編] 日本放送出版協会 2006年6月

138
95夏沖縄50年目のレクイエム

比嘉豊光写真集
比嘉豊光 ゆめあ～る 1995年7月

135
総史沖縄戦
写真記録

大田昌秀[編著] 岩波書店 1982年8月

136
沖縄タイムス記事と写真で見る

伊江島の基地と大戦の記録
知念正行[編] 知念正行 2018年8月

139
60年目に問い直す　沖縄戦

＜写真展図録＞
大田平和総合研究所 大田平和総合研究所 2005年6月

140
写真でわかる事典　沖縄戦
1945年3月26日―6月23日

平塚柾緒 PHPエディターズ・グループ 2020年4月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

142
沖縄戦546日を歩く

増補新版
カベルナリア吉田 彩流社 2018年5月

143 沖縄戦と核基地　 田港朝昭[編] 桐書房 1990年4月

141 おきなわへの旅　基地と戦跡めぐり
沖教組教育研究所・

高教組教育文化資料センター[編]

沖教組教育研究所・
高教組教育文化資料セン

ター

戦跡・慰霊塔

146 慰霊塔案内 山城善三 佐久川政功 1970年4月

149 太平洋戦争　戦没者を祀る慰霊の塔 宮古市町村会[編] 宮古市町村会 1995年1月

144 納骨者名簿(一部)
豊兵団隷下配属各部隊戦友

会
1994年4月

145
龍谷大学創立370周年記念

龍谷大学戦没者名簿
龍谷大学創立370周年記念誌
編纂室[編]

龍谷大学 2011年10月

147 沖縄の霊域 沖縄県援護課[編] 沖縄県援護課 1974年3月

沖縄の霊域 沖縄県生活福祉部 沖縄県 1983年5月148

152
静かに過ぎ去る時とともに

碑は語る…今、沖縄戦をあなたに問う
中谷行雄 労働教育センター 1995年6月

154
50回忌記念　沖縄戦戦没者高野山供養塔史

－建立と奉賛の歩み－
高田仁覚[編]

沖縄戦戦没者高野山供養塔
奉賛会

1994年7月

150
戦争賛美に異議あり！

沖縄における慰霊塔碑文調査報告
靖国神社国営化反対沖縄キリスト
者連絡会[編]

靖国神社国営化反対沖縄
キリスト者連絡会

1983年1月

151 慰霊塔改修・「平和の詩」記念碑建立記念誌
慰霊塔改修・「平和の詩」記念碑
建立委員会

2017年6月

153
沖縄戦戦没者を祀る

慰霊の塔
大田昌秀 那覇出版社 1985年6月

157
歴史に学ぶ

沖縄戦跡巡りと慰霊の旅から沖縄戦の実相を追う
今倉松男[編著] 今倉松男 2007年3月

158 チビチリガマに世代を結ぶ平和の像を
チビチリガマ「平和の像」建立委員
会［編］

チビチリガマ「平和の像」建
立
委員会

1987年

155
ガラビ・ヌヌマチガマ

(シリーズ沖縄の戦争遺跡)
沖縄平和ネットワーク文化財・ガ
マ部会[編]

沖縄平和ネットワーク 2001年10月

156
沖縄の旅・アブチラガマと轟の壕

(集英社新書)
国内が戦場になったとき

石原昌家 集英社 2000年6月



161
ルーズリーフ式戦跡・基地ガイドブック

歩く・みる・考える沖縄
沖縄県高等学校教職員組合[編] 沖縄時事出版 1986年8月

162
沖縄戦の発掘

沖縄陸軍病院南風原壕群
池田榮史 新泉社 2019年8月

159
“壕”は語る戦争の悲惨さと平和の尊さを！

旧海軍司令部壕
沖縄観光コンベンションビュー
ロー［編］

沖縄観光コンベンション
ビューロー

1996年

160 第32軍司令部壕の保存・公開について
第32軍司令部壕保存・公開検討
委員会[編]

第32軍司令部壕保存・公開
検討委員会

1996年4月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

資料目録・資料集

163
沖縄戦関係資料展示目録
読み・語り・伝える沖縄戦

沖縄県立図書館所蔵
沖縄県立図書館[編] 沖縄県立図書館 1995年11月

166
軍医官の戦場報告意見集

(十五年戦争重要文献シリーズ　第1集)
高崎隆治[編・解説] 不二出版 1990年2月

167
沖縄秘密戦に関する資料

(十五年戦争極秘資料集　第3集)
大城将保[編・解説] 不二出版 1987年10月

164
石垣市立八重山博物館所蔵目録　第四集

戦争資料
石垣市立八重山博物館[編] 石垣市立八重山博物館 1996年3月

165
那覇市立図書館　2001年
沖縄戦関係資料所蔵目録

那覇市立図書館 那覇市立中央図書館 2001年6月

170
沖縄戦と米国の沖縄占領に関する総合的研究

(科学研究費補助金(基盤研究A)研究成果報告書
平成14年度-平成17年度)

我部政男ほか 我部政男 2006年3月

171
死者と追悼をめぐる意識変化葬送と墓について

総合的研究(科学研究費補助金(基盤研究A)
研究成果報告書　平成14年度-平成16年度)

鈴木岩弓ほか 鈴木岩弓 2005年3月

168
「朝鮮人・琉球人」帰国関係資料集

1946～48年長野県
山根昌子[編] 新幹社 1992年8月

169
久米島住民虐殺事件資料

(十五年戦争重要文献シリーズ　第18集)
吉浜巌[編・解説] 不二出版 1994年7月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

「集団自決」・教科書裁判

172
悲劇の座間味島
沖縄敗戦秘録

千代田印刷センター[編] 下谷修人 1968年3月

175
沖縄戦・草莽隊・教育現場

(家永・教科書裁判　第3次訴訟　高裁編　第3巻)
教科書検定訴訟を支援する全国
連絡会[編]

民衆社 1996年9月

176
挑まれる沖縄戦

「集団自決」・教科書検定問題報総集
沖縄タイムス社[編] 沖縄タイムス社 2008年1月

173 自決と玉砕　戦時下の日本人 安田武ほか[編]　 朝文社 1993年8月

174
沖縄戦の実相

(家永・教科書裁判裁かれる日本の教育
第3次訴訟地裁編　第5巻)

教科書検定訴訟を支援する全国
連絡会[編]

ロング出版 1990年11月

179
教科書検定

沖縄戦「集団自決」問題から考える
石山久男 岩波書店 2008年8月

180
法廷で裁かれる沖縄戦

初めて問う日本軍の国家賠償責任：訴状編
瑞慶山茂[編著] 高文研 2016年4月

177
わたしの沖縄戦１

「集団自決」なぜ　いのちを捨てる教育
行田稔彦 新日本出版社 2013年11月

178 集団自決と国家責任 與儀九英 與儀九英 2005年3月

183
沖縄のうねり

「集団自決」軍命削除の教科書検定
抗議写真集2007.9.29県民大会

琉球新報社 2007年10月

184
沖縄戦集団自決-虚構の「軍命令」

マスコミの報道ではわからない
県民集団自決の真相に迫る！

勝岡寛次 明成社 2008年1月

181
法廷で裁かれる沖縄戦

初めて問う日本軍の国家賠償責任：被害編
瑞慶山茂[編著] 高文研 2016年6月

182
あばかれた｢神話｣の正体
沖縄「集団自決」裁判で

何が明らかになっているのか
鴨野守 祥伝社 2009年5月

187
ある神話の背景

沖縄・渡嘉敷島の集団自決
曽野綾子 文芸春秋 1978年5月

188
沖縄戦・渡嘉敷島
「集団自決」の真実

日本軍の住民自決命令はなかった！(WAC bunko)
曽野綾子 ワック 2006年5月

185
世界　no.774　臨時増刊

沖縄戦と｢集団自決｣何が起きたか、
何を伝えるか

岩波書店[編] 岩波書店 2008年1月

186
世界　no.767

特集　「沖縄戦」とは何だったのか
―「集団自決」問題を中心に

岩波書店[編] 岩波書店 2007年7月



沖縄戦の真実と歪曲 大城将保 高文研 2007年9月189

緑林堂書店 1995年10月

隠された沖縄戦記 富村順一ほか JCA出版 1979年10月206

切りとられた時間 曽野綾子 中央公論社 1971年8月207

検証『ある神話の背景』 伊藤秀美 紫峰出版社 2012年4月208

192
潮だまりの魚たち

沖縄・座間味島の戦世
宮城恒彦 クリエイティブ21 2004年6月

193
母の遺したもの

沖縄・座間味島「集団自決」の証言
宮城晴美 高文研 2000年12月

190
証言沖縄「集団自決」

慶良間諸島で何が起きたか
謝花直美 岩波書店 2008年2月

191
証言記録沖縄住民虐殺

日兵逆殺と米軍犯罪
佐木隆三 新人物往来社 1976年2月

197 沖縄・チビチリガマの”集団自決” 下嶋哲朗 岩波書店 1992年3月

198
沖縄戦｢集団自決｣を生きる
渡嘉敷島、座間味島の証言

森住卓[写真・文] 高文研 2009年1月

194
母の遺したもの

沖縄・座間味島「集団自決」の新しい事実
宮城晴美 高文研 2008年1月

196
「集団自決」を心に刻んで

一沖縄キリスト者の絶望からの精神史
金城重明 高文研 1995年6月

195 生贄の島 曽野綾子 講談社 1970年3月

201
非業の生者たち

集団自決　サイパンから満洲へ
下嶋哲朗 岩波書店 2012年5月

202
狙われた「集団自決」

大江・岩波裁判と住民の証言
栗原佳子 社会評論社 2009年6月

199
生き残る

沖縄・チビチリガマの戦争
下嶋哲朗 晶文社 1991年7月

200 記録・沖縄「集団自決」裁判 岩波書店[編] 岩波書店 2012年2月

203
沖縄戦

強制された「集団自決」
林博史 吉川弘文館 2009年6月

204
沖縄戦

「集団自決」の謎と真実
秦郁彦[編] PHP研究所 2009年3月

205 戦争にこだわる 島袋哲



210
2008年～2010年新聞切抜

ドキュメント『教科書改ざん』県民の怒り
第3集　教科書検定意見撤回の闘い

高教組教育資料センター
「新聞切抜」委員会[編]

高教組教育資料センター 2011年3月

209
Will　2008年8月号増刊

沖縄戦「集団自決」
花田記凱［編］ ワック 2008年8月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

日本軍と戦争マラリア

沖縄戦の記録

八重山の戦争

(シリーズ・八重山に立つ　no.1)

マラリアと帝国
植民地医学と東アジアの広域秩序

もうひとつの沖縄戦
マラリア地獄の波照間島

(おきなわ文庫　10)

忘勿石 忘勿石期成会[編] 忘勿石之碑保存会 1992年11月216

八重山保健所管内のマラリア防遏事業
関係者の証言集

八重山マラリアの過去

為推究沖縄縣八重山地區之虐疾有病状況 八重山保健所[編] 八重山保健所

211
石原ゼミナール・戦争体験記録
研究会

ひるぎ社

1998年9月219

1983年7月

212 宮良作 新日本出版社 2004年2月

マラリア関係

215 飯島渉 東京大学出版会 2005年6月

217 沖縄県八重山福祉保健所[編] 沖縄県八重山福祉保健所 2005年3月

213 大田静男 南山舎 1996年8月

214
沖縄・戦争マラリア事件

南の島の強制疎開
毎日新聞特別報道部取材班 東方出版 1994年6月

221
Evolution du Paludisme Dans le District de Yaé
yama dela Prefecture ｄ'Okinawa

Service de Sante Publique de
Yaeyama[編]

Service de Sante Publique
de Yaeyama

1998年9月

222
Historia del Palúdisumo en la Regióｎ Yaeyama de
la Prefectura de Okinawa

Centro de Salud ｙ Sanidad de
Yaeyama[編]

Centro de Salud ｙ Sanidad
de Yaeyama

1998年9月

218
沖縄県八重山地域におけるマラリア

有病状況の推移について
八重山保健所[編] 八重山保健所 1998年9月

220
Outline of Malaria in Yaeyama Islands The
Transition　of Its Prevlence

Yaeyama Public Health Center
[編]

Yaeyama Public Health
Center

1998年9月

225
沖縄「戦争マラリア」

強制疎開死3600人の真相に迫る
大矢英代 あけび書房 2020年2月

226
八重山戦争マラリア問題解決の記録

―国の慰藉事業実現―

篠原武夫
八重山戦争マラリア遺族会［編

著］
新星出版 2019年1月

223
悲しみをのり越えて

八重山戦争マラリア犠牲者追悼平和祈念誌
八重山戦争マラリア犠牲者
追悼平和祈念誌編集委員会[編]

沖縄県生活福祉部援護課 1997年3月

224
絵が語る八重山の戦争
―郷土の眼と記憶―

潮平正道 南山舎 2020年8月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

証言沖縄戦

戦禍を掘る

創元社 2017年6月240

229 石原昌家 青木書店 1984年11月

230
赤ん坊たちの<記憶>

1943年～1945年に生まれて
大城 道子・ 「赤ん坊たちの<記憶

>」編集刊行委員会[編著]
牧歌舎 2012年6月

証言集・戦争体験

227 仲村渠理[編] 琉球新報社 1995年4月

228 東江輝子ほか 文芸社 1999年11月
戦争を見た子供たち

その叫びを日本へ・・・そして世界へ！

証言・沖縄戦
 戦場の光景

233
母たちの戦争体験

平和こそ最高の遺産
沖縄県婦人連合会[編著] 沖縄県婦人連合会 1986年3月

234 安里要江ほか 高文研 1995年2月

231
研究者（当時10代）による太平洋戦争体験談
屋比久浩、東江平之、仲井間憲児,、比嘉長徳

高良則子ほか[編]
沖縄県立芸術大学全学教育

センター
2013年3月

232
語りつごうあの日あの頃

〈2010～2015）
小泉靖子[編] 小泉靖子 2010年5月

沖縄戦ある母の記憶
戦争は親も子も夫も奪ってしまった…

238
戦争とこころ

―沖縄からの提言―
沖縄戦・精神保健研究会[編] 沖縄タイムス社 2017年9月

241
二人の「少女」の物語
沖縄戦の子どもたち

大田昌秀 新星出版 2011年3月

235 沖縄県女性史研究会[編] 沖縄県女性史研究会 1978年6月

237
沖縄戦と心の傷

トラウマ診療の現場から
蟻塚亮二 大月書店 2014年6月

沖縄女性史研究　第2号
沖縄戦を生きぬいて

御真影を死守したふたりの校長 石田磨柱 宜野座　通男 1989年9月236

戦場に生きた人たち　沖縄戦の記録　 池宮城秀意 サイマル出版会 1982年1月239

沖縄戦を生きぬいた人びと 吉川麻衣子



引き裂かれた家族

ある沖縄人の庶民史

244
悲願花

農家の主婦が沖縄戦で父を失いながら
逞しく生きた涙と笑いの記憶

足立栄子 足立栄子 1994年2月

245 戦争と平和の谷間で 野崎文子 野崎文子 1990年6月

242 石田勘太郎 創樹社 1988年8月

243
昭和の記憶を掘り起こす

沖縄、満州、ヒロシマ、ナガサキの極限
中村政則 小学館 2008年7月

248
わたしの沖縄戦２

ガマ（洞窟）であったこと
沖縄戦の実相がここにある

行田稔彦 新日本出版社 2014年3月

249
ガマ

遺品たちが物語る沖縄戦
豊田正義 講談社 2014年6月

246
③帝国日本の崩壊

証言記録　市民たちの戦争
NKK[戦争証言]プロジェクト[編] 大月書店 2015年9月

247
阿檀の園の秘話
平和への証言

上原信雄[編] 上原信雄 1983年6月

252
わたしの沖縄戦３

弾雨の中で
沖縄島南端で迫る恐怖

行田稔彦 新日本出版社 2014年3月

253
わたしの沖縄戦４
摩文仁の丘にたち

「生かされた」人々の告白
行田稔彦 新日本出版社 2014年3月

250
死者たちは、いまだ眠れず

「慰霊」の意味を問う
大田昌秀 新泉社 2006年8月

251
命どぅ宝

沖縄戦・痛恨の記憶
創価学会青年平和会議[編] 第三文明社 2003年6月

256
島クトゥバで語る戦世

－100人の記憶－
琉球弧を記録する会[編] 琉球弧を記録する会 2003年10月

257 読谷村字楚辺誌編集室[編] 読谷村字楚辺誌編集室 1989年2月

254
たじろがず沖縄に殉じた荒井退造

戦後70年　沖縄戦最後の警察部長が遺したもの
NPO法人「菜の花街道」荒井退造

顕彰事業実行委員会
下野新聞社 2015年9月

255
未来へつなぐ平和のウムイ

沖縄戦を生き抜いた14人の真実
創価学会沖縄青年部[編] 第三文明社 2016年10月

沖縄戦体験記
比嘉誠春

(読谷村字楚辺誌編集室資料　no1)



行きて帰るまで
(大宜味村防衛隊報告書　その1)

島を出た民の戦争体験集
沖縄県人会兵庫県本部結成50年記念出版

沖縄戦
焼土からの出発

沖縄の証言　上
庶民が語る戦争体験

(中公新書)

沖縄の証言　下
庶民が語る戦争体験

(中公新書)

戦場のトンボ
少年がみた沖縄戦

沖縄戦と女教師
 (ぶっそうげの花ゆれて)

沖縄戦と戦後教育
 (ぶっそうげの花ゆれて　第2集)

平和を求めて
 (ぶっそうげの花ゆれて　第3集)

沖縄戦-県民の証言
私の戦争体験記

いくさ世にいのち支えて
沖縄戦を生きた助産婦の記録

芳枝85歳の夏
わが家の沖縄戦・戦後史

1972年4月日本青年出版社儀部景俊[編]271

いくさ世(ゆ)を生きて
沖縄戦の女たち

命(ぬち)どぅ宝
沖縄戦・痛恨の記憶
（レグルス文庫　244)

262 平良宗芳ほか[編] 平良宗芳 1989年11月

263 武田英子 ドメス出版 1992年9月

259 沖縄県人会兵庫県本部 沖縄県人会兵庫県本部 1995年9月

260 前田正敏 前田正敏 1992年8月

258 宮城正行 大城新栄 1964年8月

私の歩んだ道 島袋仁栄 島袋仁栄 1993年3月261

269
沖縄県退職教職員の会婦人部
[編]

ドメス出版 1995年8月

270
沖縄県退職教職員の会婦人部
[編]

ドメス出版 2003年5月

267 山城高常 二ライ社 1995年6月

268
沖縄県退職教職員の会婦人部
[編]

ドメス出版 1984年5月

264
名嘉正八郎

谷川健一[編]
中央公論社 1971年7月

265
名嘉正八郎

谷川健一[編]
中央公論社 1971年9月

沖縄は戦場だった 有馬繁雄 南日本新聞社 1996年6月266

273 創価学会青年平和会議[編] 第三文明社 2003年6月

275
創価学会青年部反戦出版委員会
[編]

第三文明社 1974年6月

272 真尾悦子 筑摩書房 1981年9月

久米島女教師 上江洲トシ 繭の会 1995年9月274

打ち砕かれしうるま島
(戦争を知らない世代へ　1　沖縄編)



290

少女の戦争体験記 宮城シズ 宮城シズ 1996年5月291

七島灘を越えて
太平洋戦争と奄美の人々

（南島叢書　17)

276
創価学会青年部反戦出版委員会
[編

第三文明社 1975年6月

277
創価学会青年部反戦出版委員会
[編

第三文明社 1976年6月

沖縄戦
痛恨の日々

(戦争を知らない世代へ　6　沖縄編)

血に染まるかりゆしの海
父母から受け継ぐ平和のたいまつ

（戦争を知らない世代へ　17　沖縄編)

280 行田稔彦[編著] 新日本出版社 2008年8月

281
平和への願いをこめて12　沖縄戦後編

いくさやならんどー
創価学会婦人平和委員会[編] 第三文明社 1984年12月

278
創価学会青年部反戦出版委員会
[編]

第三文明社 1977年6月

279
創価学会青年部反戦出版委員会
[編]

第三文明社 1979年6月

沖縄戦・母の祈り
娘が綴る母親の記録

(戦争を知らない世代へ　31　沖縄編)

沖縄-6・23平和への出発
戦中・戦後を生きぬいて

生と死・いのちの証言
沖縄戦

284 戦争を知らない世代へ　48　沖縄編
創価学会青年部反戦出版
委員会[編]

創価学会青年部反戦出版
委員会

1979年6月

285
沖縄県教育文化資料センター平
和教育研究委員会[編]

沖縄時事出版 1984年6月

282 婦人の書いた戦争日記 山内ツル 山内ツル 1976年3月

283
昭和の戦争　ジャーナリストの証言　5

　悲哭－沖縄戦
豊平良顕[編] 講談社 1985年8月

捨て石にされた沖縄から
高校生による戦争体験聞き書き

292 水野修 海風社 1985年6月

286 楠木一生 楠木一生 2002年9月

289
語りつぐ沖縄戦

「珊瑚の島燃えて」
「語りつぐ沖縄戦　珊瑚の島燃え
て」編集委員会[編]

比屋根清一 1988年6月

伊江島徴用労務記
戦争体験談

私の戦争体験記 山城トヨ ロマン書房出版部 1985年3月287

私が体験した沖縄戦 玉城梅鳳 玉城梅鳳 1998年11月288

私の戦記 池間昌市 新風舎 2005年5月



戦場を生きのびて
私の沖縄戦

ふるさと沖縄の旅
戦中戦後の暮らしと学校回想記

いくさ世を生きて
沖縄戦の女たち

（ちくま文庫)

戦火をくぐりぬけた人びとから
あなたへの伝言

組合員が語る戦争体験記≪第4集≫
沖縄医療生活協同組合[編]

沖縄医療生活協同組合平和
活動委員会

2011年3月306

309
戦火をくぐりぬけた人びとから

あなたへの伝言
組合員が語る戦争体験記≪第7集≫

沖縄医療生活協同組合平和活動
委員会[編]

沖縄医療生活協同組合 2014年9月

307

忘れてはイケナイ物語 野坂昭如[編] 光文社 2000年6月300

生きてあの日々を 松村ヨシ子 松村ヨシ子 2002年12月296

293 大保武助 大保武助 2005年8月

298 ふなこし宮子 ボーダーインク 2008年6月

299
一粒の麦

米軍施政下の四半世紀　八十年の回顧
安里積千代 民社党沖縄県連合会 1983年11月

294 古波鮫唯成 古波鮫唯成 2005年4月

295 中山良彦[編] 集英社 1980年8月

希望を胸に
戦後六十年目の手記

人間でなくなる日
沖縄戦住民証言集

少女の沖縄戦逃避行 宮城幸江 1988年8月297

303
戦火をくぐりぬけた人びとから

あなたへの伝言
組合員が語る戦争体験記≪第1集≫

沖縄医療生活協同組合[編]
沖縄医療生活協同組合平和
活動委員会

2005年6月

305
戦火をくぐりぬけた人びとから

あなたへの伝言
組合員が語る戦争体験記≪第3集≫

沖縄医療生活協同組合[編]
沖縄医療生活協同組合平和
活動委員会

2008年4月

301 真尾悦子 筑摩書房 1986年7月

302 沖縄県老人クラブ連合会[編] 沖縄県老人クラブ連合会 1997年3月
それぞれのいくさ世

戦後50年・「平和への祈り」をこめて

戦火をくぐりぬけた人びとから
あなたへの伝言

組合員が語る戦争体験記≪第2集≫
沖縄医療生活協同組合[編]

沖縄医療生活協同組合平和
活動委員会

2007年1月304

戦火をくぐりぬけた人びとから
あなたへの伝言

組合員が語る戦争体験記≪第5集≫
沖縄医療生活協同組合[編]

沖縄医療生活協同組合平和
活動委員会

2012年6月

308
戦火をくぐりぬけた人びとから

あなたへの伝言
組合員が語る戦争体験記≪第6集≫

沖縄医療生活協同組合平和活動
委員会[編]

沖縄医療生活協同組合 2013年12月



2018年9月319

わたしの中の大正・昭和 中村文子 中村文子 1991年2月313

顧みるわが歩み 金城英浩 那覇出版社 1985年12月314

戦塵の煽りで 池村一男 池村一男 1983年4月315

戦争への反省
 (太田良博著作集　3)

310
戦火をくぐりぬけた人びとから

あなたへの伝言
組合員が語る戦争体験記≪第8集≫

沖縄医療生活協同組合平和活動
委員会[編]

沖縄医療生活協同組合 2015年6月

318
戦火の中の受刑者たち

沖縄刑務所の受刑者、職員、家族の
戦時行動の記録

渡嘉敷唯正 閣文社 1988年11月

320
語れども語れども①

うまんちゅの戦争体験
沖縄タイムス社[編] 沖縄タイムス社 2017年10月

311
戦火をくぐりぬけた人びとから

あなたへの伝言
組合員が語る戦争体験記≪第9集≫

沖縄医療生活協同組合平和活動
委員会[編]

沖縄医療生活協同組合 2016年6月

312 太田良博 伊佐美津子 2005年7月

敗戦と沖縄 松川久仁男 沖縄経済社 1966年3月316

戦火の中の沖縄刑務所 渡嘉敷唯正 沖縄文教出版社 1973年4月317

熱き日の人生 岸本清 岸本清

324
沖縄戦体験記録第19号

兄さん死なないで
宮城恒彦 宮城恒彦 2007年6月

325
　　沖縄戦体験記第21号

連行された逃亡兵
宮城恒彦 宮城恒彦 2009年3月

321
那覇市総務部女性室那覇女性史
編集委員会[編]

ドメス出版 1998年9月

323
沖縄戦体験記録第18号

降伏する者は
宮城恒彦 宮城恒彦 2006年6月

なは・女のあしあと
那覇女性史　近代編

沖縄戦体験記録第17号
暗い銅坑の中で

宮城恒彦 宮城恒彦 2005年6月322

沖縄戦体験記　第22号
この小母さん怖いね

宮城恒彦 宮城恒彦 2010年3月326



沖縄戦に散った愛
天皇の押し花になった子供たち

333 富村順一[編著] 拓植書房 1995年1月

334 仲田精昌 晩聲社 1999年9月

331
沖縄戦体験記特別号

沖縄戦で最後に山を降りた日本兵
宮城恒彦 宮城恒彦 2012年10月

332

345 民衆の心にとどける琉歌 瑞慶覧長方 なんよう文庫 2020年9月

329
戦争体験記26号　サイパン・テニアン記

バンザイ・クリフ
－自殺の断崖－

宮城恒彦 宮城恒彦 2014年12月

330
戦争体験記27号　パラオ・台湾の記

重油の燃える真夜中の海へ
宮城恒彦 宮城恒彦 2015年3月

327
沖縄戦体験記第23号

お父さんを恨まないでね
宮城恒彦 宮城恒彦 2011年3月

328
沖縄戦体験記第25号　シベリア抑留・満州脱出

赤い夕陽の満州
宮城恒彦 宮城恒彦 2013年6月

富村順一 JCA出版 1982年12月

337
戦時下の学童たち

那覇高六期生「戦争」体験記
琉球政府立那覇高等学校六期生

（昭和28年卒）
戦争体験記発行委員会 2011年6月

339 戦争遺児 大城勲 黄金花表現の会 1999年12月

335 山本卓 梓書店 1990年7月

336
沖縄女性史研究

第2号　沖縄戦を生きぬいて
沖縄県女性史研究会[編] 沖縄県女性史研究会 1978年6月

沖縄戦語り歩き
愚童の破天荒旅日記

島の風景
少年の心に記録されたもうひとつの<沖縄戦>

『南の島から』で描いているもの
戦中戦後、沖縄の母たちはなにをみたか

沖縄戦を生きた子どもたち 大田昌秀 クリエイティブ21 2007年6月338

344 証言　沖縄スパイ戦史 三上智恵 集英社 2020年2月

342
The Girl with the White Flag:

白旗の少女
比嘉富子

ドロシー・ブリトン［訳］
講談社インターナショナル 1999年8月

343
沖縄戦75年

戦禍を生き延びた人々
琉球新報社社会部［編著］ 高文研 2020年8月

340
想い遙か還らぬ人を

沖縄県遺族の戦争体験記
沖縄県遺族連合会婦人部［編］ 沖縄県遺族連合会婦人部 1982年6月

341 戦火を生き抜いて 漢那文子 漢那文子 2020年6月



石に刻む 仲宗根政善 沖縄タイムス社 1973年5月350

豊里ウト　カジマヤー記念
母と娘の記

高山好子 沖縄自分史センター 1993年10月

346
泉

次代への贈り物＜沖縄編＞
江崎玄［編］ 星文社いずみ編集部 1991年12月

348
希望を胸に

―戦後六十年目の手記―
古波鮫唯成 沖縄自分史センター 2005年4月

347

349
悲しい追憶赤十字

救護看護婦17歳の沖縄戦、今へ平和を求めて
なんよう文庫 久場千恵著 2004年5月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

戦記（日本兵）

沖縄戦に生きて
一歩兵小隊長の手記

山本義中
榊原昭二[編]

ぎょうせい 1987年10月353

354
紅焔―ＫＯＵＥＮ―

沖縄軍参謀部付一少佐の手記
西野弘二 星雲社 1994年4月

357
防衛隊

秘録沖縄決戦
左手に竹槍右手に鍬

福地昿昭 沖縄時事出版 1985年5月

351
独立重砲兵第百大隊(球一八八〇四部隊)の

沖縄戦
倉谷三男四郎[編]

独重百大隊の沖縄戦編集
グループ

2003年4月

352
農兵隊

鍬の少年兵
福地嚝昭 那覇出版社 1996年11月

361
多野岳＝タニュー岳での「イクサ」

護郷隊＝遊撃隊
新城平高 新城平高 2016年7月

362
軍国少年がみた

やんばるの沖縄戦
イクサの記憶

宜保栄治郎 榕樹書林 2015年3月

359
アニメドキュメント

少年兵の告白
あの日、僕らは戦場で

NHKスペシャル制作班 新日本出版社 2016年2月

360
僕は少年ゲリラ兵だった

陸軍中野学校が作った沖縄秘密部隊
NHKスペシャル取材班 新潮社 2016年7月

363
少年兵はなぜ故郷に火を放ったのか

沖縄護郷隊の戦い
宮本雅史 KADOKAWA 2015年5月

364
みのかさ部隊

戦記郷土防衛隊・白保飛行場
石垣正二 ひるぎ社 1977年6月

沖縄に於ける気象職員の戦記 琉風会 琉風会事務所 1935年10月355

さともり 池原貞雄[編] 郷護の会 1986年6月356

護郷隊 護郷隊編纂委員会[編] 山川文雄 1968年6月358



補充兵日記 松川久仁男 泰流社 1979年3月381

慶良間戦記 儀同保 叢文社 1980年5月380

365
陸軍中野学校と沖縄戦

知られざる少年兵「護郷隊」
川満彰 吉川弘文館 2018年5月

366
沖縄悲遇の作戦

異端の参謀八原博通
稲垣武 新潮社 1984年6月

369
「手記」沖縄戦と島田知事

隈﨑俊武遺稿
隈﨑俊武 1998年

370
戦さ世の県庁

記録集成
荒井紀雄 中央公論事業出版 1992年8月

367
沖縄悲遇の作戦

異端の参謀八原博通
新装版

稲垣武 光人社 2004年1月

368
早川元・沖縄県知事

日記昭和十六年
(おきなわ文庫　21)

野里洋[編著] ひるぎ社 1985年7月

373
汚名

第二十六代沖縄県知事泉守紀
野里洋 講談社 1993年12月

375
沖縄の島守

島田叡親しきものの記憶から
島田叡氏事跡顕彰会[編] 島田叡氏事跡顕彰会 1964年6月

371
沖縄の島守

内務官僚かく戦えり
田村洋三 中央公論新社 2003年4月

372
父は沖縄で死んだ沖縄

海軍部隊司令官とその息子の歩いた道
大田英雄 高文研 1989年6月

378
将軍沖縄に死す

第三十二軍司令官牛島満の生涯
小松茂朗 光人社 1989年11月

379
豪胆の人

帝國陸軍参謀長・長勇伝
阿部牧郎 祥伝社 1997年

376
牛島満伝

沖縄軍司令官
牛島満伝刊行委員会[編] 鹿児島県沖縄戦没者慰霊会 1972年5月

377 沖縄兵站本部の記録
内山勲

三宅定雄[編]
沖縄兵站記録会 1971年8月

382
随想　ふたつの山

軍隊時代とアメリカ人たち
砂川博一 那覇出版社 1984年11月

沖縄軍司令官牛島満 奥田鑛一郎 芙蓉書房 1985年6月374



沖縄戦に生き残る 宮本正男 小川町企画出版部 1984年6月388

わだつみの戦士 久貝徳三 ゲンダイ経営出版社 1999年3月392

沖縄戦一防衛隊員の手記 翁長朝義 翁長朝義 1988年10月393

384
少年護郷隊

スパイ遊撃隊による山中ゲリラ戦
福地曠昭 沖縄時事出版 1987年2月

385
沖縄の空

予科練生存者の手記
宮本道治 新人物往来社 2001年9月

383
アロハ、沖縄人PW

17歳のハワイ捕虜行状記
渡久山朝章 ひるぎ社 1994年9月

389
初年兵の沖縄戦記

(那覇出版文庫)
仲本潤宏 那覇出版社 1995年7月

390
千尋の海

軍神・伊舎堂中佐の生涯
又吉康助 又吉康助 1989年8月

386
私の沖縄戦記

第三十二軍司令部秘話
濱川昌也 那覇出版社 1990年6月

387
私の沖縄戦記

前田高地・六十年目の証言
外間守善 角川学芸出版 2006年6月

395 工藤勉[編]
陸軍予備士官学校11期生福
士会

1984年5月

396 恵隆之介 光文堂印刷 1985年2月

391
死のエメラルドの海

八重山群島守備隊始末記
浦崎純 月刊沖縄社 1970年

394
吉田朝啓

黒潮社[編]
黒潮社 2001年11月

チョウケイ少年黒潮を渡る
国土たるを期す

嗚呼南西諸島
回想鎮魂

天皇の艦長
沖縄出身提督漢那憲和の生涯

399 松井金一 松井金一 1978年7月

400 宮城恒彦 宮城恒彦 2008年6月

397
死刑囚から牧師へ

死刑台に消えたはずの学徒兵が生きていた
新垣三郎 東均 1991年3月

398 新垣三郎[編著] つり沖縄新聞社 2003年6月
死刑囚から牧師へ

玉砕の島サイパン-激戦地沖縄

沖縄決戦挺身切り込み隊
たった一人の証言

機関銃の弾が出ない
(沖縄戦体験記　第20号)



401 柴田收二 柴田收二 2002年4月

402 前川正男文 前川正男 1979年8月

沖縄戦、最初に上陸の島
慶良間列島　阿嘉島　慶良間島

野重一連隊の最後
沖縄戦

内畑上等兵奮戦記

405
村上巌遺稿・追悼集刊行委員会
[編]

村上巌遺稿・追悼集刊行委
員会

2007年

406 豊田沖人[編] 豊田沖人 1994年12月

403 長尾正典[編著] 長尾正典 1990年10月

404
沖縄のいしずえ

第六二師団(戦時呼称・石部隊)戦闘経過の概要
石原正一郎[編] 藤岡豊子 1980年6月

夢も結ば
 旧日本兵の沖縄戦記より

常に明日の政局を
村上巖さんを偲ぶ

沖縄より愛をこめて
豊田榮次郎

411 渡辺憲央 文芸社 2000年5月

412 関根清 JCA出版 1981年2月

409 竹本兵十 日本図書刊行会 1994年6月

410 渡辺憲央 マルジュ社 1979年6月

407 内畑弘[編] 内畑弘 2001年12月

408 今井徳次 今井徳次 1993年5月

紺碧のかなたに
沖縄戦本島の記録

玉砕と云われた沖縄戦に遭って
生還記

二十万人の声なき声
沖縄戦従軍記録

逃げる兵
サンゴ礁の碑

逃げる兵
 高射砲は見ていた

血塗られた珊瑚礁
 一衛生兵の沖縄戦記

413 儀同保 日本図書センター 1992年5月

414 日比野勝廣 夢企画大地 2008年3月

ある沖縄戦
慶良間戦記

(「戦争と平和」市民の記録　15)

今なお、屍とともに生きる
沖縄戦 嘉数高地から糸数アブチラガマへ

沖縄の最後 古川成美 河出書房新社 1973年8月415



珊瑚礁を朱にそめて

沖縄戦一砲兵大隊長の手記

太平出版社

高田允夫 朝日イブニングニュース社 1985年9月418

沖縄戦敗兵日記 野村正起 1974年10月419

あゝ沖縄 秘録・狂気と痛恨の血戦記

八重山戦日記 吉田久一 二ライ社 1999年3月423

沖縄戦遺族の声 野村正起 叢文社

松木一等兵の沖縄捕虜記
阪神タイガース

空征きて
一海軍飛行予備学生体験記

421 松木謙治郎 恒文社 1974年7月

422 後藤春夫 後藤春夫 1989年6月

417 仁位顕 仁位顕 1975年7月

420 小木曽郁男ほか 恒友出版 1968年8月

沖縄の最後
新装版

古川成美 河出書房新社 1988年4月416

ある少年兵の沖縄戦

429 吉田盛男 吉田盛男 1977年12月

430
ある日本兵の二つの戦場
近藤一の終わらない戦争

内海愛子ほか
加藤修弘[編]

社会評論社 2005年1月

424
太平洋戰爭記録
石垣島防衛戦史

瀬名波栄 沖縄春秋社 1970年5月

425 上根保 幻冬舎ルネッサンス 2008年7月

沖縄で死んだ兵士たち 和泉竜一 県南民報社 1988年6月427

私の沖縄戦 野溝利雄 ほおずき書籍 1995年10月428

あしおと
私の沖縄戦記

2002年8月426

生還
激戦地・沖縄の生き証人60年の記録

433 渋谷敦 日本文華社 1971年8月

431 田代文昭[編] 奥田武志 2006年10月

432
沖縄俘虜記

(南方捕虜叢書　2)
宮永次雄 国書刊行会 1982年2月

恒久平和を祈念して支えあう心
山三四七四部隊慰霊碑建立の記録

沖縄脱出
異色戦記



1995年6月441

神の山　南十字星輝きて
一兵卒のレガスピー戦記

南の空は暗かった
よもやま話し

北満・宮古島戦記
戦局と将兵の心理

(無名戦士の記録シリーズ)

琉球官兵顛末記
沖縄出身官兵等の台湾引揚げ記録

社会福祉・宗教論集　同時代史を語る
八重山戦日記他

(吉田久一著作集　7)

参謀 児島襄 文藝春秋 1972年3月447

435 飯田邦光 三一書房 1982年1月

436 飯田邦光 閣文社 1992年5月

434 月居義勝 文芸社 2001年2月
一兵士の記録
私の沖縄戦

沖縄戦記
中・北部戦線生き残り兵士の記録

わが部隊かく戦えり
沖縄戦・真実と美化の激突

442 桃原重雄 桃原重雄 2005年

443 比嘉清哲 比嘉清哲 1995年11月

439 山中政広ほか 光人社 1992年9月

440 砂岡秀三郎ほか 光人社 1992年5月

437 飯田邦光 美晴書房 1985年7月

438 京都新聞社[編] 京都新聞社 1994年9月

沖縄血戦
中・北部戦線生き残り兵士の記録

防人の詩
悲運の京都兵団証言録

沖縄編

地獄の戦場「沖縄」奇蹟の脱出航海記
 (証言・昭和の戦争)

(リバイバル戦記コレクション　空白の戦記　1)

あゝ沖縄“武器なき兵士の島”
最後の日本土決戦記
(証言・昭和の戦争)

(リバイバル戦記コレクション　27)

ラサ島守備隊記 森田芳雄 河出書房新社

446 吉田久一 川島書店 1993年10月

448
大城盛俊が語る私の沖縄戦と戦後

軍隊は住民に銃を向けた
大城盛俊 耕文社 2014年12月

444 竜沼梅光 旺史社 1989年8月

445 台湾引揚記編集委員会[編] 台湾引揚記刊行期成会 1986年12月



451
第二十七代沖縄県知事

島田叡氏顕彰事業記念誌
戦後70年　島田知事を語り継ぐ

島田叡氏事跡顕彰期成会 島田叡氏事跡顕彰期成会 2015年6月

452
 独立高射砲第二十七大隊

戦闘詳報
二七会[編] 二七会

449
沖縄戦―もう一つの見方

宮本正男らの集団投降運動を中心に
佐々木辰夫 スペース伽耶 2012年5月

450
我が夫の沖縄戦

「生」と「死」の闘い
日比野宣子[編著] 日比野宣子 2013年5月

455
最前線兵士が見た「中国戦線・沖縄戦の実相」

加害兵士にさせられた下級兵士
近藤一ほか 学習の友社 2011年9月

456 陸軍中将有川主一小伝 牧山望 牧山望 1980年6月

453 私の沖縄戦争体験 大城政英 大城政英

454
沖縄百戦抄手記

珊瑚砂丘
和田魯斗 和田魯斗 1995年8月

459
海軍気象士官の手記
八月十五日の天気図
死闘沖縄ことぶき山

矢崎好夫 戦誌刊行会 1983年5月

460
証言記録

兵士たちの戦争⑥
NHK「戦争証言」プロジェクト 日本放送出版協会 2011年11月

457
沖縄

 野戦重砲第一連隊兵士の記録
山梨清二郎

丹羽幸三[編]
光陽出版社 2005年8月

458
死闘

－沖縄戦体験記－
比嘉有吉 文芸社 2015年8月

463
証言沖縄戦の日本兵
60年の沈黙を超えて

国森康弘 岩波書店 2008年12月

461
証言記録

兵士たちの戦争④
NHK「戦争証言」プロジェクト 日本放送出版協会 2010年7月

462
北海道沖縄会四十年史

希望と生命のために
北海道沖縄会[編] 北海道沖縄会 1993年11月

祖父たちの告白
太平洋戦争70年目の真実

中日新聞社社会部[編著] 中日新聞社 2012年8月464



1987年10月

1985年8月473

ヨネックス創業者・米山稔物語
越後の雪だるま

小林信也 新潟日報事業社 2015年9月474

私の戦記
伊江島の戦闘～屋嘉捕虜収容所

山田有昂 山田　有昂 1997年11月468

平和よ！永遠にあれ
太平洋戦争比島従軍記録

前原信松
前原寿子[編]

前原寿子 1995年6月469

465
最後の学徒兵

BC級死刑囚・田口泰正の悲劇
森口豁 講談社 1993年8月

472
沖縄戦

二十四歳の大隊長
陸軍大尉伊東孝一の戦い

笹幸恵 学研パブリッシング 2015年5月

475 一一七日間の空白 藤山浩介 東京図書出版会 2008年9月

466
少国民のたたかい

　乙羽岳燃ゆ
宮里真厚 宮里真厚 1995年5月

467
太平洋戦争記録

宮古島戦記
瀬名波栄 宮古島戦記刊行会 1966年2月

孫たちへの遺産
こんな戦もあった

石澤政信 石澤政信 1996年10月470

死闘
－沖縄戦体験記-

比嘉有吉 比嘉有吉471

鉄血の島－沖縄に燃えるいのち－ 池上金男 東洋堂企画出版社

478
子どもたちよ！

きみに伝える私の戦争
中日新聞編集局[編] 中日新聞社 2015年12月

479
兵隊先生

沖縄戦、ある敗残兵の記録
松本仁一 新潮社 2012年3月

476 兵よ死ぬな 熊本鉄雄 熊本鉄雄 1987年8月

477
傘寿を越えて

回顧録
當山堅一 ニライ社 1993年10月

482
鎮魂の賦

戦争体験は語りつがねばならない
一紀徹守 現代書林 1988年8月

480
沖縄決戦

高級参謀の手記
八原博通 中公文庫 2015年5月

481
奔流の彼方へ

戦後70年沖縄史
島袋貞治 新報新書 2016年8月



486 沖繩の手記から 田宮虎彦 新潮社 1972年11月

特攻に殉ず
地方気象台の沖縄戦

地獄の虹
新垣三郎/死刑囚から牧師に

守礼の民 霜多正次 東邦出版社 1973年10月497

498
ベニヤ板の特攻艇と沖縄戦

附記・七〇年目に日の目を見た沖縄戦記
深沢敬次郎 元就出版社 2015年10月

499
沖縄戦と海上特攻

慶良間戦記
深沢敬次郎 潮書房光人社 2013年5月

殉国 吉村昭 筑摩書房 1967年10月493

沖繩の民 石野径一郎 鱒書房 1956年7月494

沖縄の民
新装版

石野径一郎 東邦出版社 1972年4月495

沖繩島 霜多正次 筑摩書房 1957年9月496

最後の特派員
沖縄に散った新聞記者

捕虜たちの島
嘉陽安男捕虜三部作

具志の青嶺
沖縄捕虜収容所の中から

生きてある日 大小堀武 比嘉興文堂 1980年10月489

483 富村順一 JCA出版 1981年8月
皇軍とアイヌ兵

沖縄戦に消えたアイヌ兵の生涯

485 織井青吾 筑摩書房 1991年4月

487 嘉陽安男 沖縄タイムス社 1995年7月

484
19歳の沖縄戦
劇画ものがたり

野間浩二談ほか 日本機関紙出版センター 1988年7月

488 三瓶達司 近代文芸社 1983年3月

492 毛利恒之 毎日新聞社 1998年7月

陸軍二等兵比嘉真一 吉村昭 筑摩書房 1982年6月490

遙かなる空 長嶺稔 月刊沖縄社 1966年5月491

500
神なき神風

【特攻】五十年目の鎮魂
三村文男 MBC21 1996年6月

501 田村洋三 中央公論新社 2004年6月



特攻基地
(戦争を知らない世代へ　49　鹿児島編)

少年と石垣島特攻基地
離陸(とべ)！赤トンボ

空白の沖縄戦記
幻の沖縄奪還クリ舟挺身隊

沖縄に生きる
特攻隊生き残り人生

506 船舶特攻の沖縄戦と捕虜記 深沢敬次郎 元就出版社 2004年7月

504 森杉多 昭和出版 1975年10月

505 松岡一二 日本図書刊行会 1994年1月

502
創価学会青年部反戦出版委員会
[編]

第三文明社 1979年7月

503 國吉實 東京経済 2005年11月

507
二度戦死した特攻兵

阿部正也少尉
福島昇 学芸みらい社 2012年3月

508
証言　沖縄戦秘録

青春かく戦えり
駒木根康 紀元社出版 1979年2月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

戦記（米兵）

510 泥と炎の沖縄戦
E.B.スレッジ

外間正四郎[訳]
琉球新報社 1991年12月

511
沖縄戦米兵は何を見たか

50年後の証言
吉田健正 彩流社 1996年8月

509
ある沖縄ハワイ移民の

「真珠湾(パール・ハーバー)」
｢生みの国｣と「育ちの国」のはざまで

堀江誠二 PHP研究所 1991年12月

514 アーニー・パイルが見た「戦争」
ジェームズ・トービン

吉村弘[訳]
芙蓉書房出版 2006年6月

515
アーニーの戦争

アーニー・パイル第2次大戦ベストコラム
デービッド・ニコルズ[編著]

関元[訳]
JICC出版局 1990年1月

512
沖縄シュガーローフの戦い

米海兵隊地獄の7日間
ジェームス・H.ハラス

猿渡青児[訳]
光人社 2007年4月

513
沖縄シュガーローフの戦い

米海兵隊地獄の7日間
新装版

ジェームス・H.ハラス
猿渡青児[訳]

光人社 2020年7月

518 ペリリュー・沖縄戦記
スレッジ,ユージン・Ｂ

伊藤真、曽田和子[訳]
講談社 2008年8月

519
ある二世の轍

奇形児と称された帰米二世が太平洋戦を中心に
辿った数奇の足どり

比嘉太郎[編著] 日貿出版社 1982年6月

516 アメリカの一水兵の沖縄戦日記
セア・ビビンズ

市民翻訳グループ[訳]
名護市教育委員会 1988年3月

517
日本兵を殺した父

 ピュリツァー賞作家が見た沖縄戦と元兵士たち
デール・マハリッジ

藤井留美[訳]
原書房 2013年7月

520

ある二世の轍
奇形児と称された帰米二世が太平洋戦を中心に

辿った数奇の足どり
改訂版

比嘉太郎 比嘉とし子 1982年9月 

521
日本人の目、アメリカ人の心　ハワイ日系米兵の
叫び　第二次世界大戦・私たちは何と戦ったのか

荒了寛[編著] 開拓社 2017年12月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

沖縄戦場の記憶と「慰安所」 洪□伸 インパクト出版会 2016年2月529

朝鮮人軍夫の沖縄日記 金元栄 三一書房 1992年7月532

523
赤瓦の家

朝鮮から来た従軍慰安婦
川田文子 筑摩書房 1987年2月

524
オキナワ戦の女たち
朝鮮人従軍慰安婦

福地曠昭 図書出版 海風社 1992年8月

朝鮮人軍夫・慰安婦

522
アリランのうた

オキナワからの証言
朴壽南[編] 青木書店 1991年11月

527 皇軍慰安所の女たち 川田文子 筑摩書房 1993年8月

528
12のことばが刻む｢女たちへ｣

戦場の宮古島と｢慰安所｣
日韓共同「日本軍慰安所」宮古島
調査団/洪ユン伸[編]

なんよう文庫 2009年9月

525
軍隊は女性を守らない

沖縄県の日本軍慰安所と米軍の性暴力

アクティブ・ミュージアム
「女たちの戦争と平和資料館」
(wam)[編]

アクティブ・ミュージアム
「女たちの戦争と平和資料
館」(wam)

2012年12月

526
沖縄戦の朝鮮人「軍夫」「慰安婦」

歴史は闇に葬れぬ
「アリランのうた-オキナワからの
証言」上映委員会[編]

「アリランのうた-オキナワか
らの証言」上映委員会

1991年5月

533
第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行

虐殺真相調査団報告書
第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連
行虐殺真相調査団[編]

第二次大戦時沖縄朝鮮人強
制連行虐殺真相調査団

1972年10月

536
沖縄戦に動員された朝鮮人

―軍人・軍属を中心に―
沖本富貴子［編著］ アジェンダ・プロジェクト 2020年9月

530
琉球慰安婦

天皇制下の闇の性
富村順一 JCA出版 1981年5月

531
恨

朝鮮人軍夫の沖縄戦
海野福寿ほか 河出書房新社 1987年7月

535
死後も差別される朝鮮人

沖縄で虐殺された朝鮮人の慰霊塔を建設するため
に

富村順一 富村順一 1973年9月

鎮魂 尹英九[編] 韓國人慰靈塔奉安會 1978年11月534



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

537 沖縄の骨 岡部伊都子 岩波書店 1997年4月

沖縄戦文学

群蝶の木 目取真俊 朝日新聞社 2001年4月548

日の果てから 大城立裕 新潮社 1993年3月549

ぼくのキャノン 池上永一 文芸春秋 2003年12月550

蚊帳のホタル 仲宗根政善 沖縄タイムス社 1988年10月553

朝日新聞社 1999年8月543

接近 古処誠二 新潮社 2003年11月544

538
狂った季節

戦場彷徨、そして--。
船越義彰 二ライ社 1998年6月

541
小説

戦争・辻・若者たち
船越義彰 沖縄タイムス社 2003年7月

547
風音

The crying wind
目取真俊 リトル・モア 2004年4月

539
沖縄人への遺言状
ふるさととの対話

池宮城秀意 琉球新報社 1976年5月

540
小説遊女たちの戦争
志堅原トミの話から

船越義彰 二ライ社 2001年2月

545 遮断 古処誠二 新潮社 2005年12月

敵影 古処誠二 新潮社 2007年7月546

沖縄軽便鉄道は死せず 辻真先 徳間書店 2005年9月542

魂込め 目取真俊

551
ざわわざわわの沖縄戦

サトウキビ畑の慟哭
田村洋三 光人社 2006年5月

552
ざわわさとうきび畑

寺島尚彦緑いろのエッセイ
寺島尚彦 琉球新報社 2007年6月



宮城恒彦 1997年5月567

こおろぎ 宮城恒彦 宮城恒彦 1997年5月568

月は見ていた 宮城恒彦 宮城恒彦 1997年5月569

短歌で綴る沖縄戦 玉那覇文彦 玉那覇文彦 1983年9月556

記憶から記憶へ 大城貞俊 文芸社 2005年10月561

MABUI フィルム・ガレージ 1999年2月563

白い墓標 宮城恒彦 宮城恒彦 1997年5月564

559
ハテルマシキナ

少年長編叙事詩　よみがえりの島・波照間
津田櫓冬[画]

桜井信夫
かど創房 1998年8月

560 ちーちゃんの沖縄戦 親里千津子 ニライ社 1994年6月

557
沖縄島

大崎二郎詩集

554

傷痕
新垣秀雄歌集
沖縄戦を詠む

内なる青春の譜

新垣秀雄 短歌新聞社 1989年6月

555
生贄は今

平良好児歌集
平良好児 沖積舎 1982年8月

大崎二郎 青帖社 1992年9月

558
摩文仁の浜

大城静子歌集
(桜狩叢書　第二二篇)

大城静子 ながらみ書房 2003年6月

562 MABUI<完成台本> フィルム・ガレージ 1999年2月

しおだまりの魚たち 宮城恒彦 宮城恒彦 1997年5月565

夢まくらに 宮城恒彦 宮城恒彦 1997年6月566

今でもまだ疼く 宮城恒彦



丸善プラネット 2014年6月

いそ千鳥 宮城恒彦 宮城恒彦 1997年5月570

572
沖縄戦詩集

沖縄や戦場になやぃ
名嘉憲夫 新星出版

571
血と水の一滴

沖縄に散った青年軍医
大林豁史［監修］
芹澤健介［作］

573
沖縄の涙

従軍俳句・人と作品
阿部誠文 生庵 2020年9月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

毎日新聞社 2002年11月587

582
沖縄の悲劇

ひめゆりの塔をめぐる人々の手記
仲宗根政善

おりじん書房
(東邦書房)

1974年6月

583 戦場の乙女たち沖縄戦女子看護隊の証言
瑞ケ覧道子ほか

沖縄文教出版編集部[編]
沖縄文教出版 1972年

574
ひめゆりの沖縄戦

一少女は嵐のなかを生きた
（岩波ジュニア新書　207)

伊波園子 岩波書店 1992年6月

575
わがこころの軌跡
ひめゆりの残り香

亀川紀代 青い海出版社企画室 1979年10月

女子学徒隊

578
伊原野に死す

ドキュメント沖縄
ひめゆり部隊・親泊千代の霊に捧ぐ

辻千鶴 文陽社 1980年7月

579
ひめゆり学徒隊
沖縄が戦場に

(語りつごうアジア・太平洋戦争　8)
和歌森太郎ほか[編] 岩崎書店 1995年1月

576
白梅

沖縄県立第二高等女学校看護隊の記録
白梅同窓会[編] クリエイティブ21 2000年5月

577
伊原野に死す

ひめゆり学徒隊・親泊千代の霊に捧ぐ
辻千鶴 三協社 1977年3月

580
ひめゆりたちの祈り
沖縄のメッセージ

香川京子 朝日新聞社 1992年6月

581
沖縄戦の全女子学徒隊

次世代に遺すものそれは平和
青春を語る会[編] フォレスト 2006年6月

586
ひめゆり

予科一年生
上江田千代 文芸社 2003年5月

588

戦場の乙女たち
沖縄戦従軍看護隊の証言、生と死の交差点

白衣の目に映った戦争の地獄絵図！
もう再び戦争の手記は書きたくない

瑞ケ覧道子ほか 閣文社 1989年3月

584 ひめゆりの塔をめぐる人々の手記 仲宗根政善 角川書店 1980年6月

585
ひめゆりの塔

桐朋学園
演劇科二十期生卒業公演

桐朋学園演劇科[編] 桐朋学園演劇科 1987年

21世紀のひめゆり 小林照幸



首里高女の乙女たち 瑞泉同窓会 瑞泉同窓会 1991年5月589

平和への道しるべ
白梅学徒看護隊の記録

沖縄県立第二高等女学校
白梅同窓会[編] 白梅同窓会 1995年6月593

592 ひめゆりとともに 島袋淑子 フォレスト 2018年3月

590
ひめゆり忠臣蔵

改訂再版
吉田司 太田出版 1994年4月

591
ひめゆり忠臣蔵

増補新版
吉田司 太田出版 2007年7月

596 ひめゆり教師の手紙
玉代勢秀文
玉代勢秀子

二ライ社 1988年8月

597
ひめゆりの乙女たち

母と子でみる
朝日新聞企画部(東京本社)[編] 草土文化 1983年7月

594
ずいせん学徒の沖縄戦

最前線へ送られた女学生の手記
宮城巳知子

成井俊美[画]
二ライ社 2002年6月

595 青年医学徒の沖縄戦回想記 遠藤幸三 橋本確文堂 2000年12月

601
白梅校友会誌

創立百周年記念号
2006年

白梅同窓会[編] 白梅同窓会 2006年9月

603
「沖縄戦の全学徒たち」展報告書

ひめゆり平和祈念資料館開館10周年記念イベント
学徒隊の実像と次代へのメッセージ

「沖縄戦の全学徒たち」展報告書
編集委員会[編]

沖縄県女師・一高女ひめゆり
同窓会立ひめゆり平和祈念
資料館

2000年3月

598
命ど宝

ひめゆり同窓会講演集
埼玉県生活福祉部社会福祉課
[編]

埼玉県生活福祉部社会福祉
課

1994年11月

600
ひめゆりと生きて
仲宗根政善日記

仲宗根政善 琉球新報社 2002年8月

602
卒業50周年記念誌

白梅よ永遠に
白梅同窓会昭和二十年卒［編］ 白梅同窓会 1995年11月

私のひめゆり戦記 宮良ルリ 二ライ社 1986年8月599

604
ひめゆり平和祈念資料館

HIMEYURI PEACE MUSEUM official book
ガイドブック(展示・証言)

ひめゆり平和祈念資料館[企画]
ひめゆり平和祈念資料館資料

委員会[監修]

沖縄県女師・一高女ひめゆり
同窓会

2004年8月

605
ひめゆり平和祈念資料館

公式ガイドブック
沖縄県女師・一高女ひめゆり同窓

会[編]
沖縄県女師・一高女ひめゆり
同窓会

1989年12月



606
ひめゆり

女師・一高女寫真集
沖縄県女誌・一高女ひめゆり同窓
会[編]

沖縄県女師・一高女ひめゆり
同窓会

1991年6月

607
ひめゆり

女師・一高女沿革誌
沖縄県女師・一高女同窓会[編] 沖縄県女師・一高女同窓会 1987年6月

610
ひめゆりの島

詩集
矢野克子 中央公論事業出版製作 1962年6月

611
ひめゆりの塔
(旺文社文庫)

石野径一郎 旺文社 1972年1月

608
実説ひめゆりの塔
沖縄の心・復帰・民

石野径一郎 現代出版社 1973年5月

609
プリンセス・リリィ

A Princess Lily of the Ryukyus
ジョー・ノブコ・マーチン 新日本教育図書 1985年7月

616
学徒看護隊の戦場記
防衛要員防空補助隊

三高女21期成委員なごらん会
[編]

沖縄県立第三高等女学校
なごらん会

2003年6月

617
沖縄県立第三高等女学校の沖縄戦

The Okinawa Battle
Okinawa Prefectural Third Girls'High School

中澤泉[訳]
北緯26°35′東経127°

59′
2018年9月

612
ひめゆりの塔

(明治図書中学生文庫　12)
石野径一郎 明治図書出版 1970年

614
新聞記者が語りつぐ戦争　11

沖縄・白梅の悲話
読売新聞社大阪社会部[編] 読売新聞社 1980年11月

ひめゆりの国 石野径一郎 朝日書院 1968年12月613

学び舎を巣立って 梯梧同窓会[編] 梯梧同窓会 2006年6月615

620
沖縄県立女子工藝學校

沖縄県立首里高等女學校
創立110周年記念アルバム

瑞泉同窓会 瑞泉同窓会 2006年12月

621
　2013（平成25）年度八重瀬町平和事業企画展

白梅学徒隊の沖縄戦
八重瀬町教育委員会
生涯学習文化課[編]

八重瀬町教育委員会 2014年1月

618
血と涙の記録

野戦病院積徳学徒看護隊積徳高等女学校
昭和二十年卒

積徳高等女学校昭和20年卒同期
会[編]

積徳高等女学校昭和20年卒
同期会

1999年6月

619
沖縄戦の全学徒隊

（ひめゆり平和祈念資料館資料集　4)

沖縄県女師・一高女ひめゆり
同窓会立ひめゆり平和祈念資料
館[編]

沖縄県女師・一高女ひめゆり
同窓会立ひめゆり平和祈念
資料館

2008年6月

622
戦場に生きる

梯梧学徒の体験記
梯梧同窓会[編］ 梯梧同窓会 2000年3月

623 戦時下の学園記
県立第三高等女学校・21期生
［編］

なごらん同窓会
県立第三高等女学校

1997年11月



624
積徳高等女学校昭和二十年卒記念誌

平和を祈って
積徳高等女学校昭和二十年卒
記念誌編集委員会

積徳高等女学校同窓会 1993年6月

625 首里高等女学校創立百周年記念誌
首里高等女学校創立百周年
記念事業編集部[編]

首里高等女学校創立百周年
記念事業編集部

1996年12月

628
幾山河を越えて

卒業五十周年記念誌
沖縄県女子師範学校昭和十一年
卒業同窓会

沖縄県女子師範学校昭和
十一年卒業同窓会

1988年5月

629 生き残ったひめゆり学徒たち－収容所から帰郷へ－ ひめゆり平和祈念資料館[編] ひめゆり平和祈念資料館 2012年6月

626
あれから35年　鉄の暴風・沖縄戦の全容

「ひめゆりの乙女たち」展
朝日新聞東京本社企画部[編] 朝日新聞社 1980年7月

627
ひめゆり平和祈念資料館20周年記念誌

未来へつなぐひめゆりの心
ひめゆり平和祈念資料館[編]

沖縄県女師・一高女ひめゆり
同窓会立ひめゆり平和祈念
資料館

2010年3月

632 追悼・仲宗根政善 沖縄言語研究センター[編] 沖縄言語研究センター 1998年12月

633 陸軍嘱託歯科医の沖縄戦 平良進 若夏社 1979年10月

630 ひめゆりにさゝえられて 本村つる フォレスト 2016年6月

631 続ひめゆり　女師・一高女沿革誌続編
沖縄県女師・一高女ひめゆり同窓

会[編]
沖縄県女師・一高女ひめゆり

同窓会
2004年6月

636 ひめゆりの塔　学徒隊長の手記 西平英夫 雄山閣出版 1995年6月

637 　第３版　ひめゆりの塔　学徒隊長の手記 西平英夫 雄山閣出版 2017年5月

634 実録 ああひめゆりの学徒 仲宗根政善 文研出版 1968年9月

635
平和は「退屈」ですか

元ひめゆり学徒と若者たちの五〇〇日
下嶋哲朗 岩波書店 2006年6月

638 佐久の先人 佐久市佐久の先人検討員会[編] 佐久市教育委員会 2014年1月

640 漫画家たちの戦争『沖縄戦と原爆投下』 中沢啓治ほか 金の星社 2017年2月

ひめゆり学徒隊の青春 西平英夫 三省堂 1972年3月639



華頂書房 1951年8月641

642
野戦病院

血と涙の記録
積徳高等女学校　昭和二十年卒

積徳高等女学校ふじ同窓会
[編]

積徳高等女学校同窓会 2013年12月

沖縄の悲劇 仲宗根政善



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

鉄血勤皇隊 大田昌秀 ひるぎ社 1977年6月646

嗚呼沖縄戦の学徒隊 金城和彦 原書房 1978年6月648

1982年10月

651
沖縄一中鉄血勤皇隊の記録

証言・沖縄戦　下
兼城一[編著] 高文研 2005年9月

654
沖縄戦の学徒隊
愛と鮮血の記録

(「戦争と平和」市民の記録　14)
金城和彦 日本図書センター 1992年5月

655
みんなみの巌のはてに

沖縄の遺書
（カッパ・ブックス)

644
愛と鮮血の記錄
殉國沖繩學徒隊

金城和彦
國會財政研究員會出版局
國洸社

1966年1月

645
愛と鮮血の記録

沖縄学徒隊の最後
金城和彦 全貌社 1966年8月

男子学徒隊

643
三中学徒隊

沖縄戦で散った学友に捧ぐ鎮魂の詞
宮里松正

稲嶺京子[編]
三中学徒之会

650
沖縄一中・鉄血勤皇隊の記録

証言・沖縄戦　上
兼城一[編著] 高文研 2000年6月

647

血であがなったもの
鉄血勤皇範隊

少年たちの沖縄戦
[再版]

大田昌秀 那覇出版社 2000年7月

649
工の絆

弾雨下の工業健児
「工の絆」編集委員会[編]

沖縄県立沖縄工業高等学校
同窓会

1995年6月

金城和彦
小原正雄[編]

光文社 1959年4月

652
傷魂を刻む

わが戦争体験記
沖縄師範学校龍潭同窓会編 龍潭同窓会 1986年11月

653
留魂の碑

鉄血勤皇師範隊はいかに戦塵をくぐったか
龍潭同窓会[編] 龍潭同窓会 1998年6月

656
沖縄戦体験記「情報宣伝隊(千早隊)」

沖縄師範学校学徒の実録

沖縄戦体験「情報宣伝隊(千早
隊)」手記出版編集委員会[編]
那覇出版社[制作]

沖縄戦体験記「情報宣伝隊
(千早隊)」手記出版編集委員
会

1998年6月



661 農林健児之塔 沖縄県立農林学校同窓会[編] 沖縄県立農林学校同窓会 2005年

658 戦争体験記
南部農林高等学校図書視聴覚部
[編]

県立南部農林高等学校 1987年6月

657
沖縄戦学徒慰霊碑

きけ！地のさざめごと
松浦濤人 松浦濤人 2005年6月

665

662
沖縄戦における学徒従軍記
沖縄県立第一中学校学徒隊

養秀同窓会[編] 養秀同窓会 1999年2月

664
八巻太一の生涯

明治・大正・昭和に生きる
吉原久善 吉原久善 2006年6月

659 戦争体験記　(第2集)
南部農林高等学校図書視聴覚部
[編]

南部農林高等学校図書館 1988年6月

660
戦争体験記　(第3集)

1989年度
南部農林高等学校図書視聴覚部
[編]

南部農林高等学校図書館 1989年6月

668
平成十年二月

沖縄県立農林学校同窓会会誌　第三号
沖縄県立農林学校同窓会[編] 沖縄県立農林学校同窓会 1998年2月

669
目で見る養秀百三十年

国学創建二百十年 沖縄県立第一中学校
・首里高等学校

養秀同窓会[編] 養秀同窓会 2010年12月

666
生死を分けた沖縄に生きる

沖縄学徒出陣兵の記録
工藤勉 翔コピーセンター 2002年1月

667
男たちの『ひめゆりの塔』沖縄戦

-知られざる悲劇の学徒たち
影山昇著 大空社出版部 1997年7月

一中健児之塔 養秀同窓会[編] 養秀同窓会 1999年2月663

一学徒兵の北部沖縄戦回想録 鯨井巖 鯨井智子 2001年4月

670
創立百十周年記念出版写真集

目で見る養秀百十年
養秀同窓会[編] 養秀同窓会 1990年12月

671
創立九十周年記念誌

沖縄県立沖縄水産高等学校
記念誌部[編] 沖縄県立沖縄水産高等学校 1995年3月



創立百周年記念誌 記念誌部[編] 沖縄県立沖縄水産高等学校 2005年3月684

創立100周年記念誌編纂委員会
[編]

沖縄県立沖縄工業高等学校 2003年3月

673
　戦後五十年記念誌
亡き友を偲び五十年

沖縄県立一中十七会 沖縄県立一中十七会 1995年11月

672
沖縄県立沖縄工業高等学校

創立100周年記念誌

676
綾門のほとり

沖縄県立第一中学校昭和十六年卒業
五十周年記念誌

沖縄県立第一中学校第五十三期
生[編]

沖縄県立第一中学校五十三
期同期会

1991年3月

678
戦世を生きた二中生

沖縄県立第ニ中学校第三十二期生
卒業四十周年記念誌

一中学徒隊資料展示室管理委員
会
［編］

養秀同窓会 2011年8月

674 比謝川の絆
沖縄県農林学校第38期同期会誌
編集実行委員会

沖縄県農林学校第38期
同期会

1996年1月

675 古都わが青春
沖縄県立第一中学校第五十二期
生[編]

一五会記念誌編集委員会 1987年2月

677
若き血潮ぞ　空をそめける

一中学徒の戦記
沖縄県立第一中学校第五十三期
生[編]

沖縄県立第一中学校五十三
期同期会

1991年3月

681 那覇商百年史
那覇商創立百周年記念誌・同窓
会名簿委員会[編]

沖縄県立那覇商業高等学校 2006年8月

682
県立第二中学校・県立那覇高校

創立88周年記念誌
城岳　写真が語る88年1998

88周年記念誌編集委員会[編]
県立第二中学校・那覇高等
学校創立88周年事業期成会

1999年5月

679 沖縄県立農林学校創立百年祭記念誌
「創立百年祭記念誌」編集委員会
[編]

沖縄県立農林学校同窓会 2003年3月

680 創立90周年記念写真集 編集委員会[編] 沖縄県立沖縄工業高等学校 1992年11月

686
沖縄一中　鉄血勤皇隊

学徒の盾となった隊長　篠原保司
田村洋三 光人社 2010年12月

683
県立第二中学校・県立那覇高校

創立八十周年記念誌
城岳同窓会八十年

八十周年記念誌編集委員会[編]
県立第二中学校・県立那覇
高校創立八十周年事業期成
会

1991年12月

685 沖縄健児隊の最後 大田昌秀[編] 藤原書店 2016年7月



大田昌秀［編著］ 高文研 2017年7月

南の巌の果てまで　沖縄学徒兵の記 渡久山朝章ほか 文教図書 1978年1月689

少年兵の追憶

687
農林健児

沖縄戦を生き抜いて
知念正喜[編]

県立農林第四十三期
同期生会

1993年10月

688
比謝川渓流

沖縄県立農林学校昭和15年卒
編集委員会[編] 沖縄県立農林学校昭和15年卒 1993年11月

692
沖縄県立沖縄工業高等学校

創立80周年記念誌
創立80周年記念事業
記念誌編集委員会

沖縄県立沖縄工業高等
創立80周年記念事業期成会

1984年10月

宮城光吉 沖縄自分史センター 2010年6月691

690
沖縄鉄血勤皇隊

人生の蕾のまま戦場に散った学徒兵

創立70周年記念誌
沖縄県立沖縄工業高等学校

693
沖縄県立工業高等学校

70周年記念誌編集委員会
沖縄県立沖縄工業高等学校 1974年11月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

703 対馬丸遭難の真相 當間栄安 琉球新報社 2004年8月

695
あゝ学童疎開船対馬丸

記録と証言
新里清篤[編著] 対馬丸遭難者遺族会 1978年8月

696 壺屋初等学校日誌 1947年 那覇教育史研究所[編] 沖縄大学地域研究所 2006年12月

学童疎開・一般疎開

694
沖縄県学童疎開者名簿

宮崎県学事関係諸令達通牒
那覇市企画部文化局文化振興課
[編]

那覇市 1991年6月

701 対馬丸記念館公式ガイドブック　2015 対馬丸記念会[編] 対馬丸記念会 2016年1月

702
奄美大島と対馬丸

第26回特別展
対馬丸記念会[監修] 対馬丸記念館 2017年3月

697
沈黙の叫び

尖閣列島戦時遭難事件
尖閣列島戦時遭難死没者慰霊之

碑建立事業期成会[編]
南山舎 2006年7月

698
対馬丸沈む

垣花国民学校四年生上原清地獄の海より生還す
上原清 対馬丸記念会 2006年8月

対馬丸ガイドブック 対馬丸記念会[監修] 東洋企画印刷 2005年10月700

対馬丸記念館公式ガイドブック699 対馬丸記念会[編] 対馬丸記念館 2005年8月

706
海鳴りの底から

戦時遭難船舶の記録と手記
アーガス[編] 戦時遭難船舶遺族会連合会 1987年8月

707
戦没船写真集

戦没した船と海員の資料館
戦没した船と海員の資料館 全日本海員組合 2001年8月

704
激戦の海での特攻船団

(知られざる戦没船の記録　上巻)
戦没船を記録する会[編] 拓植書房 1995年8月

705
断末魔の海上輸送

(知られざる戦没船の記録　下巻)
戦没船を記録する会[編] 拓植書房 1995年9月

708 沖縄のお友達へ
与那原町学童疎開史編集委員会
[編]

与那原町教育委員会 1995年8月



対馬丸 大城立裕ほか

710 与那原の学童集団疎開　第2部(資料集)
与那原町学童疎開史編集委員会
[編]

与那原町教育委員会 1998年3月

711
我慢我慢(わーさぬひーさぬさびっさぬ)

学童集団疎開
沖縄県佐敷町手登根宮水疎開者
相思会[編]

沖縄県佐敷町手登根宮水
疎開者相思会

2005年5月

709 与那原の学童集団疎開　第1部(体験)
与那原町学童疎開史編集委員会
[編]

与那原町教育委員会 1995年8月

714
与那国沖死の漂

流わが青春の闘い
伊良皆高吉 青い海出版社 1980年5月

715 沖縄・学童たちの疎開 琉球新報編集局学童疎開取材班 琉球新報社 1995年5月

712
学童集団疎開

学童集団疎開五十周年集録
記念誌企画編集委員会[編] 元伊波国民学校日奈久会 1996年3月

713 疎開関係者交流事業報告書
沖縄県文化部環境部平和・男女
共同参画課[編]

沖縄県文化環境部平和・男
女共同参画課

2006年2月

718
海鳴りのレクイエム

「対馬丸そうなん」の友と生きる
(手をつなぐ中学生の本)

平良啓子 民衆社 1984年3月

719
満点の星

対馬丸真実の証言
対馬丸事件取材班 文芸社 2008年6月

716
金十丸、奄美の英雄

伝説戦火をくぐった疎開船の数奇な運命
前橋松造著 南方新社 2004年8月

717
悪石島

学童疎開船対馬丸の悲劇
大城立裕ほか おりじん書房 1975年7月

722
燃える海輸送船
富山丸の悲劇

福地曠昭[編著] 海風社 1989年10月

724
沖縄学童集団疎開

宮崎県の学事記録を中心に
(みやざき文庫　32)

三上謙一郎 鉱脈社 2004年12月

720
あほうどりのちかくで

かあちゃんの尖閣列島遭難記
みやうら雪朗 近代文芸社 1995年7月

721
対馬丸の悲劇
学童疎開船

マリア宮城・バートラフ マリア宮城・バートラフ 2000年1月

理論社 1982年723

727
沖縄戦とその前後

対馬丸遭難事件の周辺・泊出身の戦没者
一四九〇余人

浦崎康華 浦崎康華 1977年2月

728
台湾疎開

 「琉球難民」の1年11カ月　　(やいま文庫 10)
松田良孝 南山舎 2010年6月

725
海に消えた対馬丸と741人の学童たち
疎開学童の体験「滋子さんの手紙」

金津正格[編著] 三共出版社 1972年3月

726
悪石島

疎開船学童死のドキュメント
大城立裕ほか 文林書房 1961年7月

729
碧い陽炎

沖縄の疎開児童たち
伊豆味正昌 朝文社 1995年8月



739
沖縄処分

台湾引揚者の悲哀
津田邦宏 高文研 2019年6月

732
学童疎開船対馬丸

引率訓導たちの記録
対馬丸疎開学童 引率訓導証言
記録プロジェクト[編著]

対馬丸記念館 2010年2月

733
もうひとつの沖縄戦

「南風原町の学童疎開」
吉浜忍[編] 南風原町教育委員会 1991年3月

730
海に沈んだ対馬丸

子どもたちの沖縄戦
早乙女愛 岩波書店 2008年6月

続・対馬丸遭難の軌跡の真相研究 當間栄安 當間栄安 2001年5月731

738
「沖縄籍民」の台湾引揚げ

証言・資料集
赤嶺守［編］ 琉球大学法文学部 2018年3月

736
あゝ疎開船

命拾われて今ありて
与儀喜裕 2018年1月

737 対島丸沈没 与勝海星 沖縄文化社 2018年8月

734
ドキュメンタリーアニメーション

対馬丸
さようなら沖縄

大城立裕著「対馬丸」[原作]
対馬丸製作委員会[企画]

対馬丸製作委員会

735
碑のある風景

足でまとめた奄美大島史
籾芳張晴 大和学芸図書 1980年4月

740 那覇学童疎開体験座談会記録
那覇市企画部文化局文化振興課
[編]

那覇市 1993年6月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

遺骨収集

743
修養団沖縄がじまる支部主催

沖縄シルバーボランティア(通算17回)報告書
修養団沖縄がじまる支部主催
沖縄シルバーボランティア[編]

修養団沖縄がじまる支部主
催沖縄シルバーボランティア

2004年6月

744
財団法人修養団沖縄がじまる支部主催

沖縄シルバーボランティア（通算18回）報告書
修養団沖縄がじまる支部主催
沖縄シルバーボランティア[編]

修養団沖縄がじまる支部主
催沖縄シルバーボランティア

2005年6月

741
平和写真展

修養団第15回沖縄シルバーボランティア記念写真
帳

修養団沖縄シルバーボランティア
[編]

修養団沖縄シルバーボラン
ティア

2001年6月

742
財団法人修養団沖縄がじまる支部主催

沖縄シルバーボランティア（通算16回）報告書
修養団沖縄がじまる支部主催
沖縄シルバーボランティア[編]

修養団沖縄がじまる支部主
催沖縄シルバーボランティア

2003年6月

747
財団法人修養団沖縄がじまる支部
ＳＹＤボランティア友の会支部主催

沖縄戦遺骨収集ボランティア（通算21回）報告書

修養団沖縄遺骨収集ボランティア
[編]

修養団沖縄がじまる支部ＳＹ
Ｄボランティア友の会支部

2008年6月

748
財団法人修養団沖縄がじまる支部
ＳＹＤボランティア友の会支部主催

沖縄戦遺骨収集ボランティア（通算22回）報告書

修養団沖縄がじまる支部主催
沖縄シルバーボランティア[編]

修養団沖縄がじまる支部ＳＹ
Ｄボランティア友の会支部

2009年6月

745
修養団沖縄がじまる支部主催

沖縄シルバーボランティア(通算19回)報告書
修養団沖縄がじまる支部主催
沖縄シルバーボランティア[編]

修養団沖縄がじまる支部主
催沖縄シルバーボランティア

2006年6月

746
財団法人修養団沖縄がじまる支部主催

沖縄シルバーボランティア(通算20回)報告書
修養団沖縄がじまる支部主催
沖縄シルバーボランティア[編]

修養団沖縄がじまる支部主
催沖縄シルバーボランティア

2007年6月

751 沖縄戦遺骨収集ボランティア報告書 SYDボランティア友の会[編] SYDボランティア友の会 2018年3月

752 沖縄戦遺骨収集ボランティア報告書 SYDボランティア友の会[編] SYDボランティア友の会 2018年5月

749
財団法人修養団沖縄がじまる支部
ＳＹＤボランティア友の会支部主催

沖縄戦遺骨収集ボランティア（通算23回）報告書

修養団沖縄がじまる支部主催
沖縄シルバーボランティア[編]

修養団沖縄がじまる支部主
催沖縄シルバーボランティア

2010年6月

750
財団法人修養団沖縄がじまる支部
SYDボランティア友の会支部主催

沖縄遺骨収集ボランティア(通算24回)報告書

修養団沖縄がじまる支部主催
沖縄シルバーボランティア[編]

修養団沖縄がじまる支部主
催沖縄シルバーボランティア

2011年6月

755
國民會舘叢書六十一

戦没者の慰霊と遺骨収集
―ソロモン・沖縄を再び訪れて―

所功 社団法人　國民會舘 2005年7月

753
命どう宝

金光教沖縄遺骨収集記録
金光教沖縄遺骨収集運営委員会
[編]

金光教沖縄遺骨収集運営委
員会

2005年6月

754 県民遺骨収集（報告書） 沖縄県立平和祈念資料館[編] 沖縄県生活福祉部援護課 1988年2月



757

フォト・ドキュメント
骨の戦世

65年目の沖縄戦
（岩波ブックレット796）

比嘉豊光ほか[編] 岩波書店 2010年10月

756
県民遺骨収集作業実施要領

昭和60年度　(昭和61年2月23日)
県民遺骨収集実施本部[編] 県民遺骨収集実施本部 1986年



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

会報誌・記念誌

若竹
総集編

762

760
還らぬ人とともに

沖縄県遺族連合会三十周年記念誌
沖縄県遺族連合会[編] 沖縄県遺族連合会 1982年2月

761
写真で見る30年の歩み

沖縄県遺族連合会青壮年部30周年記念誌
「30周年記念誌」編集委員会[編] 沖縄県遺族連合会青壮年部 1991年10月

759
想い遙か帰らぬ人を

沖縄県遺族連合会30周年沖縄県遺族連合会
婦人部25周年記念誌

沖縄県遺族連合会婦人部[編] 沖縄県遺族連合会婦人部 1982年2月

還らぬ父への手紙 渥美美代子 新聞印刷自費出版センター 1990年8月758

764
婦人部総集編
歩いてきた道

沖縄県遺族連合会婦人部[編] 沖縄県遺族連合会婦人部 2007年10月

765
いのちの重さ伝えたい

沖縄戦1フィート運動と中村文子のあゆみ
真鍋和子 講談社 2004年5月

沖縄県遺族連合会青壮年部[編] 沖縄県遺族連合会青壮年部 1985年10月

763
沖縄県遺族連合会創立五十周年記念誌

沖縄の遺族会五十年史
沖縄県遺族連合会[編] 沖縄県遺族連合会 2002年3月

768
財団法人沖縄県傷痍軍人会創立35周年

沖縄県傷痍軍人妻の会創立18周年
記念合同大会記念誌

沖縄県傷痍軍人会・
沖縄県傷痍軍人妻の会

沖縄県傷痍軍人会・
沖縄県傷痍軍人妻の会

1989年11月

769
財団法人沖縄県傷痍軍人会

創立50周年記念誌
財団法人沖縄県傷痍軍人会 財団法人沖縄県傷痍軍人会 2005年6月

766
終戦五十周年記念

いそとせ
沖縄県遺族連合会記念誌部会
[編]

沖縄県遺族連合会 1995年12月

767 平成3年度　合同大会
沖縄県傷痍軍人会・

沖縄県傷痍軍人妻の会
沖縄県傷痍軍人会・

沖縄県傷痍軍人妻の会
1991年11月

770 写真に見る沖傷　発足から解散までの歩み 記念写真集編集委員会[編] 沖縄県傷痍軍人会 2013年11月

772
創立五十周年記念誌

財団法人沖縄県傷痍軍人会
沖縄県傷痍軍人会[編] 沖縄県傷痍軍人会 2005年6月

771 沖縄県護国神社の歩み 沖縄県護国神社[編] 沖縄県護国神社 2000年3月



773
戦場の島

教科書裁判沖縄法廷支援の旅
いずみの会有志[編] いずみの会有志

774
琉球大学教育学部紀要　第40集　第一部別冊

不発弾教材の有効性
里井洋一

琉球大学教育学部[編]
琉球大学教育学部 1992年3月

777
記念誌

40年のあゆみ
西原町遺族会創立40周年記念誌
編集委員会[編]

西原町遺族会 1995年6月

778
平和の風

終戦60周年記念誌
中城村遺族会記念誌編集委員会
[編]

中城村遺族会記念誌編集委
員会

2006年5月

775
うむいかきて

終戦五十周年記念誌
那覇市遺族会終戦五十周年記念
誌編集小委員会[編]

那覇遺族会 1997年5月

776
記念誌結成十周年

那覇在住上本部村郷友会
仲田栄松[編] 那覇在住上本部村郷友会 1969年5月

781
沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会

会報3号　1987年後半期（7～12月）

子どもたちにフィルムを通して沖
縄戦を伝える会(沖縄戦記録フィ
ルム1フィート運動の会)[編]

子どもたちにフィルムを通し
て沖縄戦を伝える会(沖縄戦
記録フィルム1フィート運動の
会)

1987年12月

782
沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会

会報4号　1988年前半期（1～6月）

子どもたちにフィルムを通して沖
縄戦を伝える会(沖縄戦記録フィ
ルム1フィート運動の会)[編]

子どもたちにフィルムを通し
て沖縄戦を伝える会(沖縄戦
記録フィルム1フィート運動の
会)

1988年6月

779
25年の歩み
昭和59年

沖縄海友会25周年記念誌編集委
員会[編]

沖縄海友会 1984年5月

780
90年代の平和を考える

1フィート運動の会7周年記念集会沖縄平和サミット

子どもたちにフィルムを通して沖
縄戦を伝える会(沖縄戦記録フィ
ルム1フィート運動の会)[編]

子どもたちにフィルムを通し
て
沖縄戦を伝える会(沖縄戦記
録フィルム1フィート運動の
会)

1990年12月

785
沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会

会報8号　1990年前半期（1～6月）

子どもたちにフィルムを通して沖
縄戦を伝える会(沖縄戦記録フィ
ルム1フィート運動の会)[編]

子どもたちにフィルムを通し
て沖縄戦を伝える会(沖縄戦
記録フィルム1フィート運動の
会)

1990年6月

783
沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会

会報5号　1988年後半期（7～12月）

子どもたちにフィルムを通して沖
縄戦を伝える会(沖縄戦記録フィ
ルム1フィート運動の会)[編]

子どもたちにフィルムを通し
て沖縄戦を伝える会(沖縄戦
記録フィルム1フィート運動の
会)

1988年12月

784
沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会

会報6号　1989年前半期（1～6月）

子どもたちにフィルムを通して沖
縄戦を伝える会(沖縄戦記録フィ
ルム1フィート運動の会)[編]

子どもたちにフィルムを通し
て沖縄戦を伝える会(沖縄戦
記録フィルム1フィート運動の
会)

1989年6月



あし　第12号
北中城村戦災実態調査報告書

熱田・瑞慶覧・仲順・渡口・和仁屋

786
沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会
会報　9号　1990年後半期(7月～12月)

子どもたちにフィルムを通して沖
縄戦を伝える会(沖縄戦記録フィ
ルム1フィート運動の会)[編]

子どもたちにフィルムを通し
て沖縄戦を伝える会(沖縄戦
記録フィルム1フィート運動の
会)

1990年12月

789
未来への道標

沖縄戦1フィート運動の30年
30周年記念誌編集委員会

沖縄戦記録フィルム1フィート
運動の会

2013年3月

790
あし　創刊号

沖縄国際大学社会学科石原ゼミナール機関誌
沖縄国際大学文学部社会学科石
原ゼミナール[編]

沖縄国際大学文学部社会学
科石原ゼミナール

1978年12月

787
沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会
会報　10号　1991年前半期(1月～6月)

子どもたちにフィルムを通して沖
縄戦を伝える会(沖縄戦記録フィ
ルム1フィート運動の会)[編]

子どもたちにフィルムを通し
て沖縄戦を伝える会(沖縄戦
記録フィルム1フィート運動の
会)

1992年4月

788
沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会
会報　12号　1992年前半記(1月～6月)

子どもたちにフィルムを通して沖
縄戦を伝える会(沖縄戦記録フィ
ルム1フィート運動の会)[編]

子どもたちにフィルムを通し
て沖縄戦を伝える会(沖縄戦
記録フィルム1フィート運動の
会)

1992年

793
あし　第6号

沖縄国際大学社会学科石原ゼミナール機関誌
沖縄国際大学文学部社会学科石
原ゼミナール[編]

沖縄国際大学文学部社会学
科石原ゼミナール

1983年5月

794
沖縄国際大学文学部社会学科石
原ゼミナール[編]

沖縄国際大学文学部社会学
科石原ゼミナール

1992年2月

791
あし　第2号

沖縄国際大学社会学科石原ゼミナール機関誌
沖縄国際大学文学部社会学科石
原ゼミナール[編]

沖縄国際大学文学部社会学
科石原ゼミナール

1979年3月

792
あし　第4号

沖縄国際大学社会学科石原ゼミナール機関誌
沖縄国際大学文学部社会学科石
原ゼミナール[編]

沖縄国際大学文学部社会学
科石原ゼミナール

1980年4月

795

あし　第16号
旧小禄村字赤嶺調査報告書
那覇市赤嶺・時代の変遷と

コミュニティの変容

沖縄国際大学文学部社会学科石
原ゼミナール[編]

沖縄国際大学文学部社会学
科石原ゼミナール

1994年3月

次代へ　3号 戦争体験記録研究会[編] 戦争体験記録研究会 1983年11月796

次代へ　第三回総会号 戦争体験記録研究会[編] 戦争体験記録研究会 1983年12月797



戦争体験記録研究会 1984年11月798

次代へ　第5号 戦争体験記録研究会[編] 戦争体験記録研究会 1985年11月799

次代へ　1990年号(卒業記念特別号) 戦争体験記録研究会[編] 戦争体験記録研究会 1990年3月800

801 次代へ　論述編
沖縄国際大学文学部社会学科石

原ゼミナール(演習)[編]
沖縄国際大学文学部社会学

科石原ゼミナール(演習)
1992年3月

次代へ　第4号 戦争体験記録研究会[編]

804 けーし風　第25号 新沖縄フォーラム編集運営委員会 新沖縄フォーラム刊行会議 1999年12月

802
次代へ

北中城村戦災実態調査報告書
安谷屋・石平・大城・喜舎場・島袋・比嘉・屋宜原

沖縄国際大学文学部社会学科石
原ゼミナール(演習)[編]

沖縄国際大学文学部社会学
科石原ゼミナール(演習)

1992年3月

803

次代へ　1992年度号
糸満市摩文仁・伊江村真謝
沖縄戦災実態調査報告書

伊江島反戦平和資料館「ヌチドゥタカラの家」
展示整理経過

沖縄国際大学文学部社会学科
石原ゼミナール[編]

沖縄国際大学文学部社会学
科石原ゼミナール

1993年9月

807
沖縄を考える

大田昌秀教授退官記念論文集
東江平之ほか[編]

大田昌秀先生
退官記念事業会

1990年10月

808
「軛(クビキ)」

“フィリピンより引揚げ沖縄県民の方と共に生きて”
長谷川秋彦 長谷川秋彦

805 (財)沖縄協会二十五年のあゆみ 沖縄協会[編] 沖縄協会 1997年3月

806
平成

沖縄県戦没者慰霊奉賛会30年のあゆみ
財団法人沖縄県戦没者慰霊

奉賛会[編]
財団法人沖縄県戦没者慰霊

奉賛会[編]
1989年3月

809
沖縄の戦禍を背ひて

金城和信の生涯
殉國沖繩學徒顕彰會[編] 金城和信先生遺徳顕彰会 1982年6月

810

2018年度調査実習報告書
沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科

平和学ゼミナール
―沖縄の平和資料館を知る―

沖縄国際大学総合文化学部
社会文化学科

平和学ゼミナール[編]

沖縄国際大学総合文化学部
社会文化学科

平和学ゼミナール
2019年2月



戦世を生き延びて
喜寿記念文集

西原中学校七期生会 西原中学校七期生会818

平安座国民学校
昭和18年度卒業生

1989年3月

815
大宜味村立大宜味小学校

創立100周年記念誌
創立100周年記念事業期成会[編] 大宜味小学校 1983年3月

816 震天動地
沖縄県立第一中学校

第51期生[編]
（四つ竹会）同窓会誌

刊行実行委員会
1984年10月

817
還り花

平成元年還暦記念誌
平安座国民学校昭和18年度卒業生

平安座国民学校
昭和18年度卒業生[編]

819
追憶

沖縄県立農林学校農科第三十七期林科第十八期
昭和十六年卒

[追憶]編集委員会[編] [追憶]編集委員会 1989年11月

811
南風の杜　第22号

南風原文化センター紀要
南風原文化センター[編] 南風原文化センター 2020年2月

813
那覇南燈
創刊号

那覇南燈編集委員会[編] 那覇南燈編集委員会 2010年8月

814
山の彼方の空遠く

人生交響楽
八重山高校10期生

傘寿記念誌編集委員会[編]
八重山高校10期生

傘寿記念誌編集委員会

812
平安座自治会館新築記念

故きを温ねて
平安座自治会[編] 平安座自治会 1985年12月

2019年8月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

825 ハンセン病回復者手記 沖縄楓の友の会[編] 沖縄県ハンセン病予防協会 1999年3月

820
沖縄県ハンセン病証言集

資料編
沖縄県ハンセン病証言集編集
総務局[編]

沖縄愛楽園自治会 2006年3月

822
うむいちなじ

改正ハンセン病問題基本法まで30年
沖縄愛楽園自治会[編] 沖縄愛楽園自治会 2020年11月

ハンセン病

827
「隔離」を生きて

ハンセン病回復者の愛楽園ガイド
平良仁雄 沖縄タイムス社 2018年5月

824 創立70周年記念誌
国立療養所宮古南静園

入園者自治会
2001年3月

826
戦争を乗り越えて

宮古南静園からの証言
みやこ・あんなの会[編] みやこ・あんなの会 2000年6月

821
沖縄県ハンセン病証言集

沖縄愛楽園編
沖縄県ハンセン病証言集編集
総務局[編]

沖縄愛楽園自治会 2007年3月

823
沖縄県ハンセン病証言集

宮古南静園編
沖縄県ハンセン病証言集編集
総務局[編]

宮古南静園入園者自治会 2007年3月



当館関係

829
沖縄戦における住民動員

第7回特別企画展
沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2006年10月

830
沖縄戦と戦争遺跡

―戦世（イクサユ―）の真実を伝えるために―
第8回特別企画展

沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2007年10月

No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

828
沖縄戦と疎開

引き裂かれた戦時下の家族
第6回特別企画展

沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2005年10月

833
イクサユーヌワラビ～戦時下の教育と子どもたち

～
第10回特別企画展

沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2009年10月

834
ハワイ日系移民が見た戦争と沖縄

～ハワイウチナーンチュの沖縄へのウムイ～
第14回特別企画展

沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2013年10月

831
沖縄の戦争遺跡

第8回特別企画展「沖縄戦と戦争遺跡」図録
―戦世（イクサユ―）の真実を伝えるために―

沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄時事出版 2007年12月

832
カンポーヌクェーヌクサー

―沖縄　戦後の混乱から復興へ―
第9回特別企画展

沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2008年10月

建設叢書 6　平和を形にする
沖縄県平和祈念資料館建設記録

福村俊治ほか 沖縄建設新聞 2001年10月

838
日系二世が見た戦中・戦後～母国と祖国の間で～

平成26年度日系米国人版戦争体験収録事業
沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2015年3月

839 平和への証言―体験者が語る戦争― 沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2006年3月

835
戦世と沖縄芝居～夢に見る沖縄　元姿やしが～

第18回特別企画展
沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2017年10月

836
　沖縄県民の戦争被害と次代への継承

第19回特別企画展
沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2018年10月

837
戦の語り部功労者

感謝状贈呈式及びパネル展　報告書
沖縄県平和祈念資料館[編] 沖縄県平和祈念資料館 2021年

842
「沖縄県平和祈念資料館」

その真実 偏向展示、実態はこうだ！
伊藤玲子 展転社 2010年11月

840
平和への証言

沖縄県立平和祈念資料館ガイドブック
改訂版

沖縄県生活福祉部[編] 沖縄県戦没者慰霊奉賛会 1991年8月

841



843 争点・沖縄戦の記憶 石原昌家〔ほか〕 社会評論社 2002年3月

844
歴史と実践　第20号　平和祈念資料館問題特集

歴史の真実は歪めてはならない
沖縄県歴史教育者協議会[編] 沖縄県歴史教育者協議会 1999年12月



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

858
未来へのバトン

戦争聞き書き　1986年版
八重山高等学校[編] 八重山高等学校 1986年3月

850
沖縄戦

沖縄を学ぶ100冊
沖縄戦-沖縄を学ぶ100冊刊行
委員会[編]

勁草書房 1985年6月

851
高校生による戦争体験聞き書き

捨て石にされた沖縄から.
沖縄県教育文化センター
平和教育研究委員会[編]

沖縄時事出版 1984年6月

852
平和教育の原点を求めて

沖縄戦と教育
沖縄県教育文化資料センター

 [編]
沖縄時事出版 1982年6月

853 沖縄は訴える 大田昌秀 かもがわ出版 1996年9月

845
戦争を知らない世代のための平和学習書

沖縄戦から何を学ぶか
沖縄県教育文化資料センター
[編]

沖縄時事出版 1999年9月

平和学習・平和教育

848
戦世を語りつぐ

座間味村平和学習ガイドブック
編集委員会[編] 座間味村教育委員会 2007年11月

849
戦後100年へのメッセージ

2045年のあなたへ
私たちは沖縄戦から何を学んだのか

新城俊昭 沖縄時事出版 2016年6月

846
戦争と子ども

父から、戦争を知らない子たちへ
大田昌秀 那覇出版社 1980年3月

847 沖縄戦学習のために 安仁屋政昭[編著] 平和文化 1997年8月

854
未来へのバトン

戦争体験聞き書き
八重山高等学校

日本史クラス（3年）[編]
八重山高等学校 1985年2月

未来へのバトン
戦争体験聞き書き1985年版

＜宮古島諸島、沖縄諸島、本土＞編
855

八重山高等学校
日本史クラス（2年）[編]

八重山高等学校 1985年3月

未来へのバトン
戦争聞き書き1985年版

＜竹富町、与那国町、反戦平和論＞編
856

八重山高等学校
日本史クラス（2年）[編]

八重山高等学校 1985年3月

未来へのバトン
戦争聞き書き1985年版

＜石垣市、台湾、南洋諸島、中国大陸＞編

八重山高等学校
日本史クラス（2年）[編]

八重山高等学校 1985年3月857



No. 書名 著者・編者 出版社 出版年

沖縄戦史ビジュアル版１　戦後①
銃剣とブルドーザー

沖縄県文化振興会公文書館
管理部史料編集室[編]

県史

県史・市町村史・字誌

861 沖縄県史　各論編　第8巻　女性史
沖縄県教育庁文化財課史料編集
班[編]

沖縄県教育委員会 2016年3月

862 沖縄県史　各論編6　沖縄戦 沖縄県文化財課資料編集班[編] 沖縄県教育委員会 2017年3月

859 沖縄県警察史　第２巻 沖縄県警察史編さん委員会[編] 警察本部 1993年2月

860 沖縄県史　各論編5　近代
財団法人沖縄県文化振興会資料
編集室[編]

沖縄県教育委員会 2011年2月

866 旧日本軍接収用地調査報告書 沖縄県 1978年3月

沖縄県教育委員会 1998年3月864

867
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

沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2002年2月

863
沖縄県史ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ版３　戦後２

青空教室からの出発戦後校舎のうつり変わり
沖縄県文化振興会公文書館
管理部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 1991年1月

865
沖縄の援護のあゆみ

沖縄戦終結５０周年記念
沖縄県生活福祉部援護課 沖縄県生活福祉部援護課 1996年1月

870
沖縄県史　資料編1　沖縄戦1(和訳編)

民事ハンドブック
沖縄県立図書館史料編集室[編] 沖縄県教育委員会 1995年3月

871

CAMP　SUSUPE　A　PHOTOGRAPHIC　RECORD
OF　THE　OPERATION　OF　MILITARY

GOVERNMENT　ON　SAIPAN
(沖縄県史研究叢書　15)

沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2004年3月

868

沖縄県史ビジュアル版13
空から見た昔の沖縄Ⅲ　近代

北大東島・南大東島・伊是名島　伊江島・沖縄島
北部域の空中写真

沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2004年3月

869
沖縄島北部・中部域の空中写真

(沖縄県史ビジュアル版　11　近代　4)
空から見た昔の沖縄　2

沖縄県文化振興会公文書管理部
史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2003年3月

872 沖縄戦研究Ⅰ
沖縄県文化振興会公文書館管理

部史料編集室[編]
沖縄県教育員会 1998年10月



874
沖縄県史　資料編1　沖縄戦1(原文編)

CIVIL　AFFAIRS　HANDBOOK
沖縄県立図書館史料編集室[編] 沖縄県教育委員会 1995年3月

875
沖縄県史　資料編2　沖縄戦2(和訳編)

琉球列島の沖縄人・他
沖縄県立図書館史料編集室[編] 沖縄県教育委員会 1996年3月

873 沖縄戦研究Ⅱ
沖縄県文化振興会公文書館管理

部史料編集室[編]
沖縄県教育員会 1999年2月

878
沖縄県史　資料編３　沖縄戦３（原文編）

COVERAGES　OF　THE　BATTLE　OF　OKINAWA
IN　U.S.　NEWSPAPERS

沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 1997年3月

879
沖縄県史　資料編4

10TH　ARMY　OPERATION　ICEBERG
沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 1997年3月

876
沖縄県史　資料編2　沖縄戦2(原文編)

THE　OKINAWAS　OF　THE　LOO　CHOO
ISLANDS，etc．

沖縄県立図書館史料編集室[編] 沖縄県教育委員会 1996年3月

877
沖縄県史　資料編3　沖縄戦3(和訳編)

米国新聞に見る沖縄戦報道
沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 1997年3月

882
沖縄県史　資料編14　現代2(和訳編)

琉球列島の軍政1945-1950
アーノルド G. フィッシュ二世

沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2002年2月

883
沖縄県史　資料編17　近代5

旧南洋群島関係資料
沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2003年3月

880
沖縄県史　資料編9　現代1(原文編)

MILITARY　GOVERNMENT　ACTIVITIES
REPORTS

沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2000年1月

881
沖縄県史　資料編12　沖縄戦5(和訳編)

アイスバーグ作戦
沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2001年2月

886
沖縄県史　資料編23　沖縄戦6

沖縄戦日本軍史料
沖縄県教育庁文化財課史料
編集班[編]

沖縄県教育委員会 2012年3月

887
沖縄県史　第8巻　各論編　7

沖縄戦通史
琉球政府[編] 琉球政府 1971年4月

884
沖縄県史　資料編17

別冊サイパンテニアン収容所捕虜名簿
沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2003年3月

885
沖縄県史　資料編18　現代3

キャンプススッペ(和訳編)
サイパンにおける軍政府の作戦の写真記録

沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2004年3月

888
沖縄県史　第9巻　各論編　8

沖縄戦記録1
琉球政府[編] 琉球政府 1971年6月

889
沖縄県史　第9巻　各論編　8

沖縄戦記録Ⅰ
琉球政府[編] 国書刊行会 1989年10月



890
沖縄県史　第10巻　各論編　9

沖縄戦記録2
沖縄県教育委員会[編] 沖縄県教育委員会 1974年3月

891
沖縄県史　第1巻

通史
沖縄県教育委員会[編] 沖縄県教育委員会 1976年3月

894
琉球列島の占領に関する報告書(原文・和訳)

(沖縄県史研究叢書　16)

外間正四郎[訳]
沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室[編]

沖縄県教育委員会 2006年3月

895
沖縄戦後50年の歩み

OKINAWA：The　50　Years　of　Postwar　Era
激動の写真記録　太平洋戦争・沖縄戦終結50周年

「沖縄・戦後50年の歩み」編集委
員会[編]

沖縄県 1995年3月

892
沖縄県史　第10巻　各論編　9

沖縄戦記録　2
沖縄県教育委員会[編] 国書刊行会 1989年10月

893
旧日本軍接収用地調査報告書

旧日本軍が接収し、現在、国有地として
取扱われている土地の調査報告書

沖縄県総務部総務課[編] 沖縄県総務部総務課 1978年3月

899

名護市史本編3　名護・やんばるの沖縄戦　資料編
2

―沖縄戦時下における名護・やんばるの
疎開と関係資料―

名護市史編さん委員会[編] 名護市役所 2016年8月

名護市

900
写真集 名護－ひとびとの100年－

名護市史 別巻1
名護市史編さん委員会[編] 名護市役所 1990年8月

898 字久志誌 字誌編纂委員会[編] 名護市久志区公民館 1998年

896
沖縄県警察史　第三巻

昭和後編
沖縄県警察史編さん委員会[編] 警察本部 2002年3月

897
１５年戦争の証言

MEMOIRS OF 15YEARS OF WAR
太平洋戦争・沖縄戦終結50周年記念

沖縄県総務部知事公室平和
推進課[編]

沖縄県総務部知事公室平和
推進課

1996年3月

903
名護市史本編３

名護・やんばるの沖縄戦
名護市史編さん委員会[編] 名護市役所 2016年8月

904
写真から見る名護の沖縄戦

名護市史本編３
名護・やんばるの沖縄戦　資料篇１

名護市史編さん委員会[編] 名護市役所 2017年3月

901
企画展13

極限の人びと
名護・やんばるの戦争

名護博物館[編] 名護博物館 1995年8月

902
語りつぐ戦争

市民の戦時・戦後体験記録　第1集
名護市史叢書1

名護市戦争記録の会[編] 名護市役所 1985年3月

905
語りつぐ戦争 市民の戦時・戦後体験記録

第2集市民の戦時・戦後体験記録
名護市史叢書 16

名護市教育委員会文化課市史
編さん係 [編]

名護市教育委員会 2010年3月



912
新大宜味村史

戦争証言集　渡し番
語り継ぐ戦場の記憶

大宜味村史編纂委員会
戦争専門部会

大宜味村役場 2015年3月

913 大宜味村史　シマジマ本編
大宜味村史編纂委員会
シマジマ専門部会[編]

大宜味村役場 2016年3月

大宜味村

本部町

恩納村

宜野座村

金武町

909 写真から見る名護の沖縄戦 名護市史編さん委員会[編] 名護市役所 2017年3月

907
名護市史 本編 ７

社会と文化
名護市史編さん委員会[編] 名護市役所 2002年5月

908
名護市民の戦時・戦後体験を記録するために

名護市史研究資料 20
名護市史編さん委員会・戦争部会
[編]

名護市史編さん室 1983年6月

906
戦後50年記念名護市戦没者名簿

未来への誓い
名護市史編さん室[編] 名護市史編さん室 1996年3月

910 大宜味村史　通史編 大宜味村史編集委員会[編] 大宜味村役場 1978年9月

911 大宜味村史　資料編 大宜味村史編集委員会[編] 大宜味村役場 1979年3月

918 恩納村史 仲松弥秀[編著] 恩納村役場 1980年5月

915 本部町史　通史編 上 本部町史編集委員会[編] 本部町役場 1994年10月

917
本部町史　資料編4・新聞集成

戦後米軍統治下の本部
本部町史編集委員会[編] 本部町 2002年3月

914 本部町史　資料編１ 本部町役場 本部町役場 1979年5月

916 本部町史　資料編2 本部町史編集委員会[編] 本部町役場 1984年3月

921 金武町史　第1巻　移民・本編 金武町史編さん委員会[編] 金武町教育委員会 1996年3月

922 金武町史　第1巻　移民・証言編 金武町史編さん委員会[編] 金武町教育委員会 1996年3月

920
宜野座米軍野戦病院集団埋葬地収骨報告書

当時の疎開及び避難民に問う
宜野座村史編集委員会[編] 宜野座村役場 1985年8月

919
恩納村誌編さん室だより

平成28年度 (第48号～第53号)
恩納村誌編さん室[編] 恩納村博物館 2017年3月



伊江村

伊是名村

宜野湾市

925 金武町史　第2巻　戦争･証言編 金武町史編さん委員会[編] 金武町教育委員会 2002年3月

926 金武町史　第2巻　戦争・資料編 金武町史編さん委員会[編] 金武町教育委員会 2002年3月

923 金武町史　第1巻　移民・資料編 金武町史編さん委員会[編] 金武町教育委員会 1996年3月

924 金武町史　第2巻　戦争･本編 金武町史編さん委員会[編] 金武町教育委員会 2002年3月

930 伊江村史　下巻 伊江村史編集委員会[編] 伊江村役場 1980年3月

931 伊江村史　上巻 伊江村史編集委員会[編] 伊江村役場 1980年3月

929
いくさ世をこえて

沖縄島・伊江島のくらし
聞き書き・島の生活誌⑥

蛯原一平ほか[編] ボーダーインク 2011年2月

927 金武区誌　戦争編 金武区誌編集委員会[編] 金武区事務所 2002年12月

928 並里区誌　戦前編 並里区誌編纂委員会[編] 並里区事務所 1998年3月

934 宜野湾市史　２　資料編１　新聞集成 宜野湾市史編集委員会 宜野湾市 1980年11月

935 宜野湾市史　３　資料編２　市民の戦争体験記録 宜野湾市史編集委員会[編] 宜野湾市役所 1982年11月

933 伊是名村史　上巻 島の歩み 伊是名村史編集委員会[編] 伊是名村 1989年6月

932
伊江島の戦中・戦後体験記

イーハッチャー魂で苦難を越えて
証言・資料集成

伊江村教育委員会[編] 伊江村教育委員会 1999年3月

938
宜野湾市史　第8巻　資料編7

戦後資料編1　戦後初期の宜野湾
沖縄県宜野湾市教育委員会
文化課[編]

宜野湾市教育委員会文化課 2008年3月

936 宜野湾市史　第６巻　資料編５ 宜野湾市史編集委員会 宜野湾市 1987年2月

937 宜野湾市史　別冊　　写真集『ぎのわん』 宜野湾市史編集委員会 宜野湾市教育委員会 1991年10月



1996年8月沖縄市役所

沖縄市平和行政推進委員会[監
修]

沖縄市企画部平和文化振興課
[編]

戦跡と基地沖縄市の戦跡ウォッチング953

浦添市

沖縄市

美里からの戦さ世証言
沖縄市史　資料集6

沖縄市企画部平和文化振興課[編] 沖縄市 1998年3月950

940
戦後初期の宜野湾

桃原亀朗日記
宜野湾市教育委員会文化課[編] 宜野湾市教育委員会文化課 2002年2月

939
戦禍と飢え

宜野湾市民が綴る戦争体験
宜野湾市がじゅまる会[編] 宜野湾市がじゅまる会 1979年4月

943 浦添市移民史　証言・資料編 浦添市立図書館[編］ 浦添市教育委員会 2014年3月

941
浦添市史　第５巻　資料編４

戦争体験記録
浦添市史編集委員会 浦添市教育委員会 1984年3月

942
小湾字誌 戦中・戦後篇

小湾新集落の建設とあゆみ
小湾生活誌

加藤久子ほか[編] 小湾字誌編集委員会 2008年3月

944
浦添市史　第7巻　資料編6

浦添の戦後
浦添市編集委員会[編] 浦添市教育委員会 1987年3月

947 沖縄市史　第三巻　民俗編 冊子編
沖縄市総務部総務課市史編集
担当[編]

沖縄市役所 2015年3月

948 インヌミから　５０年目の証言 沖縄市企画部平和文化振興課 沖縄市役所 1995年9月

945
KOZA　ひと・まち・こと

あなた写真がとらえた１９７０年前後
沖縄市平和文化振興課[編] 沖縄市役所 1997年3月

946
沖縄市基地内文化財

基地内文化財調査および市内遺跡試掘調査報告
沖縄市立郷土博物館[編] 沖縄市教育委員会 2010年3月

952
仲宗根山戸日誌②

一九四五年十一月～一九四六年十二月
企画部平和文化振興課市史編集
担当[編]

沖縄市役所 1992年12月

949 戦争体験記 沖縄市企画部広報課[編] 沖縄市 1978年3月

951
仲宗根山戸日誌１
沖縄市史資料集２

沖縄市史編集事務局
沖縄市教育委員会
沖縄市立図書館

1988年3月

954
アメリカは何故、沖縄を日本から切り離したか

平和のための市民講座　Kozaの本3
宮里政玄 ゆい出版 1999年8月



読谷村

勝連町役場 1984年3月

958 与那城村史 新屋敷幸繁[編] 与那城村役場 1980年2月

956
KOZA　BUNKA　BOX　第12号
特集「降伏調印・終戦70周年」

沖縄市総務部総務課
市史編集担当[編]

沖縄市役所 2016年2月

955
沖縄市史　第五巻　資料編4　戦争編

―冊子版―
沖縄市総務部総務課

市史編集担当[編]
沖縄市役所 2019年9月

うるま市

963 吉里達雄戦後資料集　高江洲字誌編集資料 高江洲区字誌編さん委員会[編] 高江洲区字誌編さん委員会 2015年12月

964
防衛庁資料目録

防衛庁防衛研修所図書館蔵
田里光夫

具志川市史編さん室[編]
具志川市教育委員会 1995年3月

961
一般疎開　安村静日記

字天願から宮崎へ具志川市史編集資料１１
具志川市史編さん室[編] 具志川市教育委員会 1998年3月

962 具志川市史編集資料 ７　具志川市の慰霊塔 具志川市史編さん室[編] 具志川市教育委員会 1995年3月

959 石川市史　改訂 石川市 石川市役所 1988年3月

960
うるま市の戦争関連遺跡と慰霊塔
うるま市文化財調査報告書第12集

965 市民の戦争体験記 具志川市教育委員会 具志川市教育委員会 1987年6月

968 続渡慶次の歩み　上巻 渡慶次字誌編集委員会[編]
沖縄県読谷村字渡慶次区

渡慶次公民館
2010年1月

969 続渡慶次の歩み　下巻 渡慶次字誌編集委員会[編]
沖縄県読谷村字渡慶次区

渡慶次公民館
2010年1月

966 読谷村史　第5巻資料編4　戦時記録　下巻 読谷村史編集委員会[編] 読谷村役場 2004年3月

967 楚辺誌　「戦争編」 字楚辺誌編集委員会[編] 字楚辺公民館 1992年3月

沖縄県うるま市教育委員会[編] 沖縄県うるま市教育委員会 2010年3月

957 勝連町史　ニ 勝連町史編集委員会[編]

972
戦争編聞き取り調査報告

戦時体制下の座喜味を中心として
読谷村史研究資料6-1（No.6）

読谷村史編集事務局[編] 読谷村史編集事務局 1989年12月

973 イリヌマチャ（池原商店）戦争体験記 字楚辺誌編集室[編] 字楚辺誌編集室 1989年10月

970 古堅誌 古堅誌編集委員会[編] 読谷村字古堅区 2007年3月

971
字渡具知誌

戦争編
読谷村字渡具知[編] 読谷村字渡具知公民館 1996年8月



976
戦争編聞き取り調査報告

沖縄戦当時の読谷山村役場職員座談会 第2回
読谷村史研究資料6-3（No.8）

読谷村史編集事務局[編] 読谷村史編集事務局 1990年12月

977
楚辺PW収容所関係資料

読谷村史研究資料6-7(№17)
読谷村史 戦争編聞き取り調査報告

読谷村史編集事務局[編] 読谷村史編集事務局 1992年6月

974
戦争及び紛争関係収集図録目録　(Ⅰ)

読谷村史研究資料6-7（No.13）
読谷村史編集事務局[編] 読谷村史編集事務局 1991年6月

975
戦争編聞き取り調査報告

沖縄戦当時の読谷山村役場職員座談会 第1回
読谷村史研究資料6-2（No.8）

読谷村史編集事務局[編] 読谷村史編集事務局 1990年10月

980 楚辺調査メモ　（戦争関係３） 字楚辺誌編集室[編] 字楚辺誌編集室 1989年9月

981 楚辺調査メモ　（戦争関係４） 字楚辺誌編集室[編] 字楚辺誌編集室 1989年10月

978 楚辺調査メモ　（戦争関係１） 字楚辺誌編集室[編] 字楚辺誌編集室 1989年9月

979 楚辺調査メモ　（戦争関係２） 字楚辺誌編集室[編] 字楚辺誌編集室 1989年9月

984 激動　読谷村民戦後の歩み 読谷村史編集委員会[編] 読谷村役場 1993年3月

985
平和の炎　Vol.１

第１回読谷村平和創造展
平和郷はみんなの手で

読谷村役場[編] 読谷村役場 1989年12月

982 官報にみる読谷山 読谷村史編集室[編] 読谷村役場 1992年1月

983
平和な未来をみつめて

読谷村・沖縄戦終結50周年記念事業記念誌
読谷村・沖縄戦終結50周年記念
事業実行委員会[編］

読谷村・沖縄戦終結50周年
記念事業実行委員会

1996年3月

988
写真で見る読谷村の移民・出稼ぎ

世界のユンタンザンチュ
読谷村史編集室[編] 読谷村役場 2018年3月

989

『読谷村史』第五巻　資料編4
「戦時記録」関係資料集
三人の元日本兵と沖縄

渡辺憲央氏寄贈「私の中の沖縄」パネル写真集

読谷村史編集室[編] 読谷村役場 2002年3月

986
平和の炎　Vol.２

第２回読谷村平和創造展
平和郷はみんなの手で

読谷村役場[編] 読谷村役場 1989年12月

987 特攻隊関係資料　　読谷村史研究資料　№１８ 読谷村史編集事務局[編] 読谷村史編集事務局 1992年7月



中城村

嘉手納町

992
北谷町史　第５巻　資料編４
北谷の戦時体験記録(上)

北谷町史編集委員会[編] 北谷町役場 1992年11月

993
北谷町史　第５巻　資料編４
北谷の戦時体験記録(下)

北谷町史編集委員会[編] 北谷町役場 1992年11月

991 北谷町史　第６巻　資料編５　北谷の戦後 北谷町史編集委員会 北谷町役場 1988年11月

990 嘉手納町史別冊　町制施行40周年記念写真集 嘉手納町史編纂審議会[編] 嘉手納町教育委員会 2017年3月

北谷町

996
図録

戦後北谷の保健福祉のあゆみ
北谷町公文書館[編] 北谷町公文書館 2015年9月

997
北谷町民の戦時体験記録集　第１集沖縄戦

―語てぃいかな何時ぬ世までぃん
北谷町史編集事務局[編] 北谷町役場 1985年3月

994
北谷町の戦跡・基地めぐり
見て聞いて調べて考えよう

平和なふるさとをつくるために
北谷町役場企画課[編] 北谷町役場企画課 1996年3月

995
あなたへのおくりもの

「（戦争体験）証言者と子どもの集い」の記
北谷町教育委員会文化課北谷町

史編集事務局[編]
北谷町教育委員会文化課北

谷町史編集事務局
1905年6月

1001
北中城村史

第4巻 戦争・論述編
北中城村史編纂委員会[編] 北中城村役場 2010年1月

1003
安谷屋字誌

あだんな
安谷屋字誌編集委員会[編] 安谷屋自治会 2020年12月

1000
北中城村史

第4巻 戦争・証言編 2
北中城村史編纂委員会[編] 北中城村役場 2010年1月

998 １５年戦争と上勢頭の人びと 石原昌家

999 北谷町の自然・歴史・文化 北谷町教育委員会 沖縄コロニー印刷 1996年1月

1002
北中城村史

第4巻 戦争・証言編 1
北中城村史編纂委員会[編] 北中城村役場 2010年1月

北中城村

1004 中城村史　第１巻　通史編 中城村史編集委員会 中城村役場 1994年11月



西原町

那覇市

1007 西原町史　第3巻　資料編２　西原の戦時記録 西原町史編纂委員会[編] 西原町役場文化広報課 1987年3月

1005 中城村史　第４巻 中城村史編集委員会[編] 中城村役場 1990年3月

1006
ガイドブック　中城村の戦争遺跡

沖縄戦の記憶と痕跡を歩く
中城村教育委員会

生涯学習課文化係[編]
中城村教育委員会
生涯学習課文化係

2020年3月

1011 那覇市史　第３巻７　資料編 那覇市企画部市史編集室 那覇市企画部市史編集室 1981年3月

1012 那覇市史　第３巻８　資料編 那覇市企画部市史編集室 那覇市企画部市史編集室 1981年3月

1010 西原町史　第５巻 西原町 西原町役場 1996年3月

1008 太平洋戦争・沖縄戦西原町世帯別被災者記録 西原町役場 西原町役場 1996年1月

1009
資料にみる西原 移りゆく西原の空のもとで

ビジュアル版 『西原町史』付属刊行物
西原町教育委員会[編] 西原町 2008年3月

1015 写真でつづる那覇戦後５０年 那覇市文化局歴史資料室 那覇市 1996年1月

1016 真嘉比字誌 真嘉比字誌編集委員会[編] 真嘉比自治会 2014年3月

1013
那覇百年のあゆみ

琉球処分から交通方法変更まで
那覇市企画部市史編集室 那覇市企画部市史編集室 1980年3月

1014 真和志遺族会終戦60周年記念誌　まーぢ
真和志遺族会終戦60周年記念誌
編集委員会[編]

真和志遺族会 2008年5月

1019
結成十周年記念誌

那覇在住上本部村郷友会
仲田栄松[編] 那覇在住上本部村郷友会 1969年5月

1020
戦災からのあゆみ

那覇市の戸籍
那覇市市民部市民課[編] 那覇市 1982年3月

1017 繁多川100周年記念誌　繁多川
繁多川１００周年記念誌編集

委員会[編]
繁多川自治会 2012年6月

1018
戦後をたどる ｢アメリカ世｣から｢ヤマトの世｣へ

那覇市史 通史篇 第3巻　現代史
那覇市歴史博物館編 那覇市歴史博物館 2007年1月

1021
沖縄の戦後資料 1945-1972

第3集本土新聞沖縄問題記事目録
那覇市企画部市史編集室[編] 那覇市企画部市史編集室 1978年3月

1022 那覇の戦跡と基地 那覇市から基地をなくす住民の会
那覇市から基地をなくす

住民の会
1988年2月



糸満市

豊見城市

南城市

1024
糸満市史　資料編７　戦時資料　下巻

戦災記録・体験談
糸満市史編集委員会 糸満市役所 1998年11月

1025 なぁぐすくむら誌 なぁぐすくむら誌編集委員会[編] 糸満市字名城 1988年10月

1023
糸満市史　資料編13

村落資料－旧糸満町編－
糸満市史編集委員会[編] 糸満市役所 2016年3月

1029
とみぐすく写真帳

村政施行９０周年記念誌
豊見城村教育委員会村史編纂室
[編]

豊見城村 1998年3月

1030 豊見城村終戦５０年平和事業報告書
豊見城村終戦50年平和事業実行
委員会[編」

豊見城村終戦50年平和事業
実行委員会

1996年3月

1028
糸満市における沖縄戦の体験記集
沖縄戦後五〇周年記念事業出版

沖縄県糸満市[編] 沖縄県糸満市 1996年3月

1026 糸満市史研究資料８　『戦時資料』関連座談会集
糸満市教育委員会総務部文化課

[編]
糸満市教育委員会総務部文

化課
1999年5月

1027
「糸満市史　資料編7　戦時資料上巻」抜刷

沖縄戦と糸満市域
新田重清 2015年6月

1034 知念村史　第3巻　戦争体験記 知念村史編集委員会 知念村役場 1994年7月

1035
玉城村における戦争犠牲の記録

戦没者名簿
戦没者名簿編集委員会[編] 玉城村 1995年3月

1033 佐敷町史　4 戦争 佐敷町史編集委員会[編] 佐敷町役場 1999年11月

1031 名嘉地の住民避難壕群 豊見城市教育委員会文化課[編] 豊見城市教育委員会 2014年3月

1032
語り継ぐ受け継ぐ豊見城の戦争記憶

映像資料ハンドブック
豊見城市教育委員会文化課[編] 豊見城市教育委員会 2019年5月

1038 私の戦争体験記 大里村役場企画課[編] 沖縄県大里村役場 1987年3月

1039 南城市の沖縄戦　資料編
『南城市の沖縄戦　資料編』

専門委員会［編］
南城市教育委員会 2020年3月

1036 糸数アブチラガマ（糸数壕） 糸数アブチラガマ整備委員会[編] 玉城村 1995年3月

1037 玉城村前川誌 玉城村前川誌編集委員会[編] 玉城村前川誌編集委員会 1986年11月



与那原町

南風原町

1043
南風原陸軍病院壕

保存・活用についての答申書
南風原陸軍病院壕保存・活用
調査研究委員会[編]

南風原町教育委員会 1996年3月

1041 戦後の与那原　与那原町史　資料編 与那原町史編集委員会[編] 与那原町教育委員会 2016年3月

1042 与那原の沖縄戦　証言集 与那原町史編集委員会[編] 与那原町教育委員会 2013年3月

1040 与那原町史　戦時記録編　与那原の沖縄戦 与那原町史編集委員会[編] 与那原町教育委員会 2011年3月

1046
兼城が語る沖縄戦

（南風原町沖縄戦戦災調査２）
吉浜忍[編] 南風原町教育委員会 1985年6月

1047
宮城が語る沖縄戦

（南風原町沖縄戦戦災調査３）
吉浜忍[編] 南風原町教育委員会 1987年5月

1044
津嘉山北地区旧日本軍壕群Ⅱ　津嘉山北土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

南風原町文化財調査報告書　第8集
南風原町教育委員会 南風原町教育委員会 2010年12月

1045

第三二軍司令部津嘉山壕群　津嘉山北地区旧日
本軍壕　国道507号(津嘉山地区)改良工事と津嘉

山
北土区画整理事業に伴う埋蔵文化財

南風原町教育委員会[編] 南風原町教育委員会 2008年6月

1050
宮平が語る沖縄戦

(南風原町沖縄戦戦災調査 7)
南風原町史編集事務局[編] 南風原町教育委員会 1993年3月

1051
山川が語る沖縄戦

(南風原町沖縄戦戦災調査 8)
南風原町史戦災調査部会[編] 南風原町教育委員会 1994年3月

1048
津嘉山が語る沖縄戦

(南風原町沖縄戦戦災調査 5)
吉浜忍[編] 南風原町教育委員会 1990年6月

1049
大名が語る沖縄戦

（南風原町沖縄戦戦災調査６）
南風原町史編集事務局[編] 南風原町教育委員会 1993年3月

1054
南風原の学童疎開
もうひとつの沖縄戦

吉浜忍[編] 南風原町教育委員会 1991年3月

1055 南風原陸軍病院 吉浜忍[編] 南風原町教育委員会 1987年10月

1052
新川が語る沖縄戦

(南風原町沖縄戦戦災調査 10)
南風原町史戦争調査部会[編] 南風原町教育委員会 1995年3月

1053
神里が語る沖縄戦

(南風原町沖縄戦戦災調査　12)
南風原町史戦争調査部会[編] 南風原町教育委員会 1996年8月



八重瀬町

1058
南風原町史　第8巻

移民・出稼ぎ編　ふるさと離れて
南風原町史編集委員会[編] 沖縄県南風原町 2006年7月

1059 兼城誌 兼城字誌編集委員会[編] 字兼城 2006年5月

1056 戦争遺跡（壕）の保存活用を考える 南風原町文化センター[編] 南風原町文化センター 1995年10月

1057
戦世の南風原　語る のこす つなぐ

南風原町史第9巻　戦争編本編
南風原町史編集委員会[編] 沖縄県南風原町 2013年3月

1063
東風平町史 戦争関係資料

戦争関係資料
町史編集委員会[編] 東風平町 1999年3月

1064 東風平町史　資料編1　近代新聞資料 東風平町史編集委員会[編] 八重瀬町教育委員会 2011年3月

1062 第2回戦争遺跡保存全国シンポジウム報告集 南風原町 南風原町ほか 1998年10月

1060
喜屋武が語る沖縄戦

南風原町沖縄戦戦災調査１
吉浜忍[編] 南風原町教育委員会 1984年7月

1061
検証６．２３障害者の沖縄戦

～障害者は戦争をどうくぐり抜けた～
南風原町史編集委員会 南風原町史編集委員会 1994年3月

1068 座間味村史　上巻 座間味村史編集委員会[編] 座間味村役場 1989年7月

1066 渡嘉敷村史　資料編 渡嘉敷村史編集委員会[編] 渡嘉敷村役場 1987年3月

1067
渡嘉敷村史

通史編
渡嘉敷村 渡嘉敷村役場 1990年3月

1065
具志頭村史　第２巻　通史編
歴史編・教育編・沖縄戦編

具志頭村史編集委員会 具志頭村 1991年5月

座間味村

渡嘉敷村

1071 粟国村誌 粟国村村史編纂委員[編］ 粟国村 1984年4月

1069 座間味村史　中巻 座間味村史編集委員会[編] 座間味村役場 1989年7月

1070 座間味村史　下巻 座間味村史編集委員会[編] 座間味村役場 1989年7月

粟国村



1072 平良市史　第4巻 資料編2近代資料編 平良市史編さん委員会[編] 平良市役所 1978年7月

宮古島市

1075
写真に見る下地町の昭和

太平洋戦争・沖縄戦終結５０周年記念特別写真集
企画部 下地町 1996年1月

1076
太平洋戦争における　宮古島戦没者名簿

改訂版
宮古島市町村会 宮古島市町村会 1996年5月

1073 平良市史　第5巻 資料編3戦後新聞集成 平良市史編さん委員会[編] 平良市役所 1976年3月

1074 宮古島市史　第1巻通史編　みやこの歴史 宮古島市史編さん委員会[編] 宮古島市教育委員会 2012年3月

1079

荷川取崎名原の古墓　荷川取海岸秘匿壕群
・ウプドゥマーリャ特攻艇秘匿壕群
―大米建設新工社建設工事に伴う

発掘調査報告書―

宮古島市教育委員会[編] 宮古島市教育委員会 2017年12月

1080 城辺町史　第２巻　戦争体験編 城辺町史編纂委員会[編] 城辺町役場 1996年3月

1077
千代田カギモリ原の古墓　千代田カギモリ原の壕

―陸自宮古島（29）文化財調査業務委託
（宮古島市）に伴う発掘調査報告書―

宮古島市教育委員会[編] 宮古島市教育委員会 2018年3月

1078
国仲元島遺跡・国仲美里の壕

―仲地副貯水池整備工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査―

宮古島市教育委員会[編] 宮古島市教育委員会 2018年3月

1084 石垣市史　資料編　近代３　マラリア資料集成 石垣市総務部市史編集室 石垣市役所 1989年3月

1085 石垣市史　資料編　近代５　新聞集成Ⅱ 石垣市役所 石垣市役所 1987年3月

1083 石垣市史　各論編　考古 石垣市総務部市史編集課[編] 石垣市教育委員会 2015年9月

1081 都道府県別納骨者名簿 平良市

1082 宮古の戦争と平和を歩く 宮古郷土史研究会[編] 宮古郷土史研究会 1995年11月

石垣市

石垣市役所 1991年8月

1088 ひびけ平和の鐘 平和祈念ガイドブック 石垣市総務部市史編集室[編] 石垣市 1996年3月

1089 写真記録　復帰十年誌　戦後のあゆみ 石垣市役所市史編集室[編] 石垣市役所市史編集室 1985年3月

1086 石垣市史　資料編　近代6　新聞集成Ⅲ 石垣市総務部市史編集室 石垣市役所 1990年3月

1087
石垣市史　資料編　近代７

新聞集成４
石垣市総務部市史編集室 石垣市役所 1991年8月

1090 石垣市史　新聞集成Ⅰ～Ⅳ総索引 石垣市総務部市史編集室



竹富町

与那国町

竹富町史　第6巻　鳩間島 竹富町史編集委員会[編] 竹富町役場 2015年3月

1093 竹富町史　第2巻　竹富島 竹富町史編集委員会[編] 竹富町役場 2011年10月

1094 竹富町史　第3巻　小浜島 竹富町史編集委員会[編] 竹富町役場 2011年12月

1091 竹富町史　第１１巻　資料編　新聞集成Ⅱ
竹富町史編集委員会町史編集室
[編]

竹富町役場 1997年3月

1092
竹富町史 第12巻　資料編

戦争体験記録
竹富町史編集委員会町史編集室
[編]

竹富町役場 1996年3月

1098
与那国島　町史第3巻

歴史編
与那国町史編纂委員会事務局
[編]

与那国町役場 2013年7月

1097 鉄田義司日記 竹富町史編集室[編] 竹富町役場 2000年3月

1095 竹富町史　第5巻　新城島 竹富町史編集委員会[編] 竹富町役場 2013年11月

1096


