
沖縄復帰５０周年

No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

1 日本にとって沖縄とは何か 新崎 盛暉∥著 岩波書店

2 石川 文洋∥著 岩波書店

3 沖縄戦の発掘 沖縄陸軍病院南風原壕群 池田 榮史∥著 新泉社

4 楳澤 和夫∥著 大月書店

5 沖縄戦を知る事典 吉浜 忍∥編 吉川弘文館

6 沖縄「戦争マラリア」 大矢 英代∥著 あけび書房

7 沖縄戦全記録 新日本出版社

8 写真記録沖縄戦 大田 昌秀∥編著 高文研

9 証言で学ぶ「沖縄問題」 松野 良一∥編 中央大学出版部

10 沖縄の殿様 高橋 義夫∥著 中央公論新社

11 琉球王国の象徴 首里城 當眞 嗣一∥著 新泉社

12 牡丹社事件マブイの行方 平野 久美子∥著 集広舎

13 ガバン　マコーマック∥著 法律文化社

14 証言沖縄スパイ戦史 三上 智恵∥著 集英社

15 辺野古の弁証法 山口 泉∥著 オーロラ自由アトリエ

16 沖縄の戦争遺跡 吉浜 忍∥著 吉川弘文館

17 沖縄県民も知らない沖縄の偉人 惠 隆之介∥著 育鵬社

18 図説日本の島 平岡 昭利∥編 朝倉書店

19 ブラタモリ　６ KADOKAWA

20 沖縄平和ネットワーク大島和典の歩く見る考える沖縄 大島 和典∥著 高文研

21 沖縄のトリセツ 　 昭文社

22 沖縄県の歴史散歩 沖縄県の歴史散歩編集委員会∥編 山川出版社

23 沖縄の名城を歩く 上里 隆史∥編 吉川弘文館

24 沖縄ベストスポット 　 昭文社

25 沖縄 　 昭文社

26 鹿児島県・沖縄県の山 川野 秀也∥著 山と溪谷社

27 ていねいに旅する沖縄の島時間 かいはた みち∥著 アノニマ・スタジオ

28 秘密の沖縄スポットガイド 北島 清隆∥写真　著 エクスナレッジ

29 沖縄への短い帰還 池澤 夏樹∥著 ボーダーインク

令和４年４月２９日(金)～５月２９日(日)　一般展示コーナー図書リスト

219.9/ｱ

フォト・ストーリー沖縄の70年 219.9/ｲ

219.9/ｲ

これならわかる沖縄の歴史Q&A 219.9/ｳ

219.9/ｵ

219.9/ｵ

NHKスペシャル取材班∥著 219.9/ｵ

219.9/ｼ

219.9/ｼ

219.9/ﾀ

219.9/ﾄ

219.9/ﾋ

沖縄の<怒(いかり)> 219.9/ﾏ

219.9/ﾐ

219.9/ﾔ

219.9/ﾖ

281.9/ﾒ

291/ｽﾞ

NHK「ブラタモリ」制作班∥監修 291.0/ﾌﾞ/6

291.9/ｵ

291.9/ｵ

291.9/ｵ

291.9/ｵ

291.9/ｵ/18

291.9/ｵ/23

291.9/ｶ

291.9/ｶ

291.9/ｷ

302.1/ｲ



No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

30 沖縄の不都合な真実 大久保 潤∥著 新潮社

31 消えゆく沖縄 仲村 清司∥著 光文社

32 国権と島と涙 三山 喬∥著 朝日新聞出版

33 ヤンバルの深き森と海より 目取真 俊∥著 影書房

34 琉球新報社論説委員会∥編著 高文研

35 内閣総理大臣の沖縄問題 塩田 潮∥著 平凡社

36 戦後沖縄の政治と社会 平良 好利∥編著 吉田書店

37 沖縄と本土 翁長 雄志∥著 朝日新聞出版

38 沖縄の基地の間違ったうわさ 佐藤 学∥編 岩波書店

39 基地はなぜ沖縄に集中しているのか

40 日本平和学会∥編 法律文化社

41 標的の島 「標的の島」編集委員会∥編 社会批評社

42 辺野古問題をどう解決するか 新外交イニシアティブ∥編 岩波書店

43 三上 智恵∥著 大月書店

44 三上 智恵∥著 大月書店

45 女子力で読み解く基地神話 三上 智恵∥著 かもがわ出版

46 神奈川大学日本常民文化研究所∥編 平凡社

47 沖縄暮らしのしきたり読本　御願・行事編 比嘉 淳子∥編　著 双葉社

48 沖縄生活誌 高良 勉∥著 岩波書店

49 宮本常一とあるいた昭和の日本　１ 田村 善次郎∥監修 農山漁村文化協会

50 子乞い 森口 豁∥著 凱風社

51 日本の祭り　４ 　 世界文化社

52 日本の民話　１６ 日本民話の会∥編 世界文化社

53 平良 とみ∥著 講談社

54 米軍基地がやってきたこと デイヴィッド　ヴァイン∥著 原書房

55 沖縄を世界軍縮の拠点に 豊下 楢彦∥著 岩波書店

56 辺野古入門 熊本 博之∥著 筑摩書房

57 日米安保と沖縄基地論争 高橋 哲哉∥著 朝日新聞出版

58 沖縄米軍基地全史 野添 文彬∥著 吉川弘文館

59 辺野古に基地はつくれない 山城 博治∥著 岩波書店

302.1/ｵ

302.1/ﾅ

302.1/ﾐ

302.1/ﾒ

琉球新報が伝える沖縄の「論理」と「肝心(ちむぐくる)」 302.1/ﾘ

312.1/ｼ

318.2/ｾ

319.8/ｵ

319.8/ｵ

NHK取材班∥著 NHK出版 319.8/ｷ

戦争と平和を考えるNHKドキュメンタリー 319.8/ｾ

319.8/ﾋ

319.8/ﾍ

戦場ぬ止(とぅどぅ)み 319.8/ﾐ

風(かじ)かたか 319.8/ﾐ

319.8/ﾐ

歴史と民俗　34(2018.3) 380.5/ﾚ/34

382.1/ｵ

382.1/ﾀ

382.1/ﾐ/1

382.1/ﾓ

386.1/ﾆ/4

388.1/ﾆ/16

島唄! 388.9/ﾀ

395/ﾊﾞ

395.3/ｵ

395.3/ｸ

395.3/ﾀ

395.3/ﾉ

395.3/ﾔ



No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

60 沖縄美ら海水族館写真集 宮地 岩根∥写真 晋遊舎

61 サンゴの白化 中村 崇∥共編著 成山堂書店

62 サンゴとサンゴ礁のビジュアルサイエンス 中村 庸夫∥著 誠文堂新光社

63 ジュゴンの上手なつかまえ方 市川 光太郎∥著 岩波書店

64 ジュゴン 土屋 誠∥監修 東海大学出版会

65 首里城 　 平凡社

66 沖縄島料理 岡本 尚文∥監修　写真 トゥーヴァージンズ

67 おじぃおばぁが食べてきた沖縄の元気料理 西大 八重子∥著 日東書院本社

68 　 地球丸

69 マンゴー 米本 仁巳∥著 農山漁村文化協会

70 てぃだかんかん 金城 浩二∥著 小学館

71 街道の日本史　５６ 　 吉川弘文館

72 梅原 淳∥著 ゆまに書房

73 ストライク　ゾーン∥編集 論創社

74 すぐわかる沖縄の美術 宮城 篤正∥監修 東京美術

75 アートで平和をつくる 佐喜眞 道夫∥著 岩波書店

76 さとうきび畑 葉 祥明∥絵 二見書房

77 okinawan portraits 2010-2012 赤々舎

78 岡本太郎の沖縄 岡本 太郎∥撮影 日本放送出版協会

79 琉球布紀行 沢地 久枝∥著 新潮社

80 沖縄染織王国へ 與那嶺 一子∥著 新潮社

81 首里城への坂道 与那原 恵∥著 筑摩書房

82 沖縄は歌の島 藤田 正∥著 晶文社

83 旅の指さし会話帳国内編　１ 　 情報センター出版局

84 沖縄県のことば 明治書院

85 ニライカナイから届いた言葉 我部 政美∥著 講談社

86 沖縄語をさかのぼる 島袋 盛世∥著 白水社

87 高良 勉∥著 日本放送出版協会

88 司馬 遼太郎∥著 朝日新聞社

89 トロイメライ 池上 永一∥著 角川書店

480.7/ﾐ

483.3/ｻ

483.3/ﾅ

489.6/ｲ

489.6/ｼﾞ

521.8/ｼ

596.0/ｵ

596.2/ﾆ

ゴーヤーバンザイ! 596.3/ｺﾞ

625.8/ﾖ

666.7/ｷ

682.1/ｶ/56

ワクワク!!ローカル鉄道路線　中国・四国・九州・沖縄編 686.2/ｳ

おうちで沖縄!ラジオで南国気分 699.2/ｵ

702.1/ｽ

706.9/ｻ

726.6/ﾖ

石川 竜一∥[撮影] 748/ｲ

748/ｵ

753/ｻ

753/ﾖ

753.8/ｶ

767.5/ﾌ

818/ﾀ/1

平山 輝男∥[ほか]編 818.9/ｵ

818.9/ｶﾞ

818.9/ｼ

ウチナーグチ<沖縄語>練習帖 818.9/ﾀ

<ワイド版>街道をゆく 915.6/ｼ/6

F/ｲ



No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

90 統ばる島 池上 永一∥著 ポプラ社

91 唄う都は雨のち晴れ 池上 永一∥著 角川書店

92 テンペスト　上 池上 永一∥著 角川書店

93 テンペスト　下 池上 永一∥著 角川書店

94 楽園ジューシー 坂木 司∥著 KADOKAWA

95 私はフーイー 恒川 光太郎∥著 メディアファクトリー

96 ヤンバルクイナ 江口 欣照∥写真と文 小学館

97 サトウキビの絵本 すぎもと あきら∥へん 農山漁村文化協会

98 マンゴーの絵本 よねもと よしみ∥へん 農山漁村文化協会

99 ちいさな島のおおきな祭り 浜田 桂子∥文　絵 新日本出版社

100 ねむりむし じらぁ 川平 朝申∥再話 福音館書店

101 マンガ沖縄・琉球の歴史 上里 隆史∥著 河出書房新社

102 語り伝える沖縄　第１巻 安齋 育郎∥文 監修 新日本出版社

103 語り伝える沖縄　第２巻 安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社

104 語り伝える沖縄　第３巻 安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社

105 語り伝える沖縄　第４巻 安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社

106 語り伝える沖縄　第５巻 安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社

F/ｲ

F/ｲ

F/ｲ/1

F/ｲ/2

F/ｻ

F/ﾂ

488.5/ｴ（児童）

617/ｻ（児童）

625/ﾏ（児童）

E/ﾁ（児童）

E/ﾈ（児童）

Y/219.9/ｳ

Y/219.9/ｶ/1

Y/219.9/ｶ/2

Y/219.9/ｶ/3

Y/219.9/ｶ/4

Y/219.9/ｶ/5


	リスト

