
01
沖縄出版協会

2021年版



02



ISBN 978-4-90037-400-3

亀嶋靖 著

琉球歴史の謎とロマンシリーズ

琉球歴史の謎とロマン その一 総集編＆世界遺産

県内ロングセラー!!おもしろく、楽しく、わかりやすい!小学生から大人まで楽し
める琉球歴史の保存版!! 新書判/226頁本体 933円

1999/10/21 発行 沖縄教販

ISBN 978-4-900374-50-8

亀嶋靖 著

琉球歴史の謎とロマンシリーズ

琉球歴史の謎とロマン その二 人物ものがたり

県内ロングセラー!!おもしろく、楽しく、わかりやすい!小学生から大人まで楽し
める琉球歴史の保存版!! 新書判/239頁本体 933円

2000/4/25 発行 沖縄教販

ISBN 978-4-900374-02-7

亀嶋靖 著

琉球歴史の謎とロマンシリーズ

琉球歴史の謎とロマン その三 地域編

県内ロングセラー!!おもしろく、楽しく、わかりやすい!小学生から大人まで楽し
める琉球歴史の保存版!! 新書判/234頁本体 933円

2004/11/26 発行 沖縄教販

ISBN 978-4-86365-062-6

亀嶋靖 著

琉球歴史の謎とロマンシリーズ

琉球歴史の謎とロマン その四 女性ものがたり

県内ロングセラー!!おもしろく、楽しく、わかりやすい!小学生から大人まで楽し
める琉球歴史の保存版!! 新書判/240頁本体 933円

2014/9/1 発行 沖縄教販

ISBN 978-4-86365-070-1

亀嶋靖 著

三十六の鷹シリーズ

万国津梁外伝 三十六の鷹 その一 天の巻

歴史上最も多くの英傑たちが登場し、野望、策略、戦略、戦術が織りなす戦国史。統一王朝の創始者・尚巴志。その参
謀役・懐機。豪勇・護佐丸。青雲の志を持つ阿麻和利。策謀家・尚円金丸。強運の尚泰久王。悲運の王女・百度踏揚。
倭寇の若頭領。王国の貿易を仕切る華僑のルーツ・客家集団の久米三十六姓たち……琉球史を読み解く、大河小説! A6判/240頁本体 648円

2016/6/2 発行 沖縄教販

ISBN 978-4-86365-073-2

亀嶋靖 著

三十六の鷹シリーズ

万国津梁外伝 三十六の鷹 その二 地の巻

歴史上最も多くの英傑たちが登場し、野望、策略、戦略、戦術が織りなす戦国史。統一王朝の創始者・尚巴志。その参
謀役・懐機。豪勇・護佐丸。青雲の志を持つ阿麻和利。策謀家・尚円金丸。強運の尚泰久王。悲運の王女・百度踏揚。
倭寇の若頭領。王国の貿易を仕切る華僑のルーツ・客家集団の久米三十六姓たち……琉球史を読み解く、大河小説! A6判/276頁本体 648円

2017/4/3 発行 沖縄教販

ISBN 978-4-86365-078-7

亀嶋靖 著

三十六の鷹シリーズ

万国津梁外伝 三十六の鷹 完結編 その三 人の巻

歴史上最も多くの英傑たちが登場し、野望、策略、戦略、戦術が織りなす戦国史。統一王朝の創始者・尚巴志。その参
謀役・懐機。豪勇・護佐丸。青雲の志を持つ阿麻和利。策謀家・尚円金丸。強運の尚泰久王。悲運の王女・百度踏揚。
倭寇の若頭領。王国の貿易を仕切る華僑のルーツ・客家集団の久米三十六姓たち……琉球史を読み解く、大河小説! A6判/272頁本体 648円

2018/7/4 発行 沖縄教販
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ISBN 978-4-9908053-0-2

与儀俊介 著

  

  イラストで覚える琉球王国時代の人物   
琉球王国時代に生きた42名の人物を、オリジナルのイラストで紹介。王統図や
相関図もイラストだから分かりやすい!人名・年号の確認テストも付いた、琉球
王国の新しい入門書 A5判/98頁本体 780円

2015/8/25 発行 アトリエスタンド

ISBN 9784905463009

JCC出版部 著

絵で解る琉球王国　歴史と人物

  絵で解る琉球王国　歴史と人物   
琉球王国で活躍した28人の人物をオリジナル肖像画付きでわかりやすく紹介。
世界遺産をはじめ全写真カラー掲載用語解説、年表、史跡マップも付いた琉球
王国の入門書として最適の一冊! A5判/168頁本体 1,500円

2011/8/1 発行 株式会社ジェイシーシー

ISBN 9784905463016

JCC出版部 著

絵で解る琉球王国　歴史と人物

  絵で解る琉球王国　歴史と人物 2   
古琉球?近世琉球で活躍した35人の人物をオリジナル肖像画付きでわかりやす
く紹介。全写真カラー掲載で、歴代王国図、用語解説、年表、史跡マップも付い
た一冊! A5判/200頁本体 1,650円

2018/11/1 発行 株式会社ジェイシーシー

ISBN 9784863650794

飯島浩樹 著

  

  奇跡の島 木曜島物語

木曜島出身の女性が、生き別れになった実父と56年ぶりに沖縄で奇跡の再会
を果たした。 その一部始終を目撃したオーストラリア在住の作者が、実話をベ
ースに書き下ろしたフィクション。 四六判/256頁本体 1,500円

2019/5/19 発行 沖縄教販

ISBN 9784863650930

高江洲歳満 著

  

  何処へ   

戦後、数々の大事件を担当し、「鬼」と恐れられた元検事が書く。赤裸々に語
る。 四六判/242頁本体 1,600円

2020/3/26 発行 沖縄の未来を考える会

ISBN -

たいらみちこ 著

オバーとマーガシリーズ

  オバーとマーガ １ そばやへ行く

キキとオバーは、大好きなチュルチュル(おそば)を食べに行きました。三枚肉そば、ソーキそば、てびちそばにやさいそば…どれにしようかな?そん
なのんびりした帰り道、突然二人を驚かせたものは…『ぶながやのみた夢』の作者、たいらみちこさんの新シリーズ第1巻。可愛いくて温かみのある
紅型の絵と独創的な語り口調の物語です。沖縄のオバーと孫の平和な日常にふと訪れる基地の恐怖。平和を願う作者の想いが込められています。 20×27cm/28頁本体 952円

2007/6/1 発行 紅型工房ぶながやみち

ISBN -

たいらみちこ 著

オバーとマーガシリーズ

  オバーとマーガ ２ 海へ行く

人気シリーズ『オバーとマーガ』の第2弾!!【主な内容】「海びらき」がはじまると、沖縄はもう夏です。海が大好きなオ
バーとマーガ(孫)のキキは、夏になるとあっちこっちのいちゃんだビーチに出かけます。今年も「夏はやっぱり海だね」
とアンダースーおにぎりやさんぴん茶を準備。「オバー、今日はどこの海に行くの?」「シー、ヒミツだよ」ところが…。 20×27cm/28頁本体 952円

2008/6/1 発行 紅型工房ぶながやみち
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ISBN -

たいらみちこ 著

オバーとマーガシリーズ

  オバーとマーガ ３ 山へ行く

人気シリーズ『オバーとマーガ』の第3弾!!【主な内容】長い　長い　海の　季節が　終わりいくつ
もの　台風が　島々を　通り過ぎると短い　短い　沖縄の　秋です。「キキちゃん　山原の山に
　いかないかねー」ニーミシが　吹く　さわやかな朝オバーは　マーガのキキを　誘いました。 20×27cm/28頁本体 952円

2013/6/1 発行 紅型工房ぶながやみち

ISBN -

たいらみちこ 著

オバーとマーガシリーズ

  オバーとマーガ ４ 市場へ行く

人気シリーズ『オバーとマーガ』の第4弾!!【主な内容】サンニンの　香りにのって　沖縄の　北風は　やってきます。「オバー　今日は　とっ
ても　寒いね」「ヤサヤー　ヒイサンヤー　キキちゃん　ムーチービーサだね」旧暦の　十二月八日は　ムーチーの日です。子どもの　歳の　
数だけ　軒に　ムーチーを　吊るして健康と　幸せを　願うのです。オバーと　キキは　ムーチーの　材料を　買いに市場に　行きました。 20×27cm/28頁本体 952円

  発行 紅型工房ぶながやみち

ISBN -

たいらみちこ 著

ぶながやシリーズ

沖縄紅型絵本 ぶながやと平和のタネ   

ぶながやシリーズ1作目。戦争のない　平和な未来への希望が込められた沖縄
の美しい紅型絵本です。 A4判/32頁本体 1,429円

2003/10/1 発行 紅型工房ぶながやみち

ISBN -

たいらみちこ 著

ぶながやシリーズ

沖縄紅型絵本 ぶながやの見た夢   
ぶながやシリーズ2作目です。ぶながやのキキは、大宜味で採れたシークワーサーを持って、町に住む
キジムナーのチョンチョンに会いに行きます。ところが途中で大きなうなり声を上げる鳥や、扉の付い
た不思議な小山を見つけます。ぶながやの目を通して基地の島沖縄と平和を見つめる作品です。 A4判/34頁本体 1,429円

2006/6/1 発行 紅型工房ぶながやみち

ISBN 978-4-86365-046-6

たまもと さゆり 著

  

  キジムナーとカミジュ   
沖縄で古くから語り継がれる『キジムナー』のお話を絵本にしました。著者が子供の頃に、母親から聞かされた豊見城に住
む、ある人物とキジムナーの有名な噂のお話です。大人が読んでも面白く、子供に読み聞かせてあげたい心温まる友情絵本
です。キジムナーの表情もかわいらしく、水彩の色鉛筆で仕上げられており、やさしく・心あたたまる表現となっています。 20×27cm/28頁本体 950円

2012/4/27 発行 沖縄教販

ISBN 978-4-86365-098-5

安田淳夫 著

  

日本最大級の蝶 オオゴマダラ 沖縄の美しい蝶

写真家の安田淳夫さんがオオゴマダラに魅せられ、十数年撮り続けた膨大な写
真の中から厳選した写真集。オオゴマダラ愛が詰まった写真集は幼児から大人
まで楽しめる。 18.5×22.5cm/98頁本体 1,700円

2020/12/1 発行 フォートプラザ

ISBN 4560332810020

沖縄テレビ放送 著

  

  うちなーぐちかるた   
読み手がいなくても大丈夫。沖縄テレビ放送のアナウンサーが読み上げる、CD
付き「かるた」。昔ながらの玩具で幅広い年代の方々にお楽しみ頂ける商品で
す!   本体 1,800円

2009/6/1 発行 沖縄テレビ放送
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ISBN 978-4-86365-016-9

新崎松秀 著

  

作者が作譜した。三線教本の決定版 おきなわ島うた工工四大特集（第一巻）ポップス・童話・愛唱歌

沖縄伝統島歌文化に携わる多くの先生方にご協力いただき、約130曲あまりもの作者直筆
の楽譜を、一冊の教本にまとめました!ポップス・童謡・唱歌など、数多くの曲を、初心者の
方にも弾き易いメロディーを主体として編集、三線譜(工工四)に採譜集録しています! A4判/236頁本体 2,809円

2002/10/1 発行 沖縄教販

ISBN 978-4-86365-066-4

又吉健一 著

  

  ケンケン先生とワイドーが教える運動のコツ   

子ども達、お父さんお母さんに読んで欲しい学校の先生や体育指導をする方に
も薦めたい運動の教科書できました! A4判/96頁本体 1,000円

2015/10/1 発行 沖縄教販

ISBN 978-4-903042-36-7

高橋恵子 著

  

御願本の決定版！！ 年中行事と御願   
ウチナーンチュにとっての御願とは？ 自分でもできる御願の方法と供え物 グイ
ス（神仏への祈りの詞）を唱える これだけは知っておきたい御願の基礎知識が
満載 まさに御願本の決定版!! A5版/280頁本体 2,000円

2020/09/10 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-903042-37-4

あらかきとしえ 著

  

  金丸とムーチーとうちゃたいまぐらぁ   
ムーチー大好き、勇気も力も優れたうちゃたいまぐらぁは、尚円王の愛情をいっぱい受け、用心棒
として彼に仕えていました。ところがある日、陰謀により命を落とし、葬られたまぐらぁはマジムン
になりわるさをするように。現在でも、ムーチーを1日早く行う地域の伝承話が絵本になりました。 B5版/34頁本体 1,300円

2021/01/01 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-903042-32-9

企画･編集　なはナビ友の会

  

親子で学べる 那覇まち物語 那覇のむかしと今が地図・イラスト・写真でわかる物語

旧石器時代から現代まで。遺跡、史跡、琉球の歴史、泡盛、壺屋焼、首里織な
どなど。那覇のいろんなことを取り上げて紹介した、那覇にゆかりのある人に手
に取ってほしい那覇の紹介本。 B5版/80頁本体 1,300円

2019/01/11 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-903042-31-2

こきざみインディアン（さーねー、もーりー）リップサービス（金城晋也、榎森耕助）　ひーぷー 編著

  

  沖縄不真面目文化論   
沖縄で活躍する2組の芸人が沖縄のことを（不）真面目に語る。こきざみインデ
ィアンの二人が子どものころの様子を笑いを交えながら紹介するところは、紙
面から目が離せなくなります。 四六判/186頁本体 1,500円

2018/07/31 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-903042-29-9

「八重山を学ぶ」刊行委員会 編著

  

  八重山を学ぶ 八重山の自然・歴史・文化

沖縄県の離島・八重山を、自然・歴史・文化のカテゴリー別に紹介。ここまでに
たくさんの情報でまとめられた八重山を紹介する本は、見たことありません。
地元書店のベストセラーを記録した事も。 B5版/234頁本体 2,000円

2015/05/15 発行 沖縄時事出版
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ISBN 978-4-903042-34-3

新城　俊昭 著

  

  これだけは知っておきたい　琉球・沖縄のこと   
これだけは知っておきたいことってどんなこと？
沖縄には、そんなおもしろみをもった事柄がいっぱい。クイズ形式で掲載されて
いるので、楽しく学べます。地元の人も知らないことが満載です。 A5版/124頁本体 1,200円

2019/07/30 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-903042-35-0

宮良　信詳 著

  

  うちなーぐち　しくみと解説   

絶滅危惧言語「うちなーぐち」。本書を用いることで、具体的な例と系統立てた
解説でわかりやすくうちなーぐちを学ぶことができます。 A5版/224頁本体 1,600円

2019/09/01 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-903042-04-6

沖縄歴史教育研究会　新城俊昭 著

  

親子で学ぶ沖縄人（ウチナーンチュ）の生き方 琉球・沖縄　歴史人物伝   
琉球・沖縄の政治・教育・芸術に関わる53人の人物を取り上げました。先人に
学ぶ、琉球の歴史に触れる、本書を通して、親子で「沖縄人の生き方を学ぶ」旅
に出かけませんか。 B5判変形/232頁本体 1,429円

2006/11/11 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-903042-14-5

沖縄県平和祈念資料館 編集

  

  沖縄の戦争遺跡   
沖縄戦を特徴付けるガマ（洞窟）、壕を中心に取り上げ、写真、戦争遺跡分布図
を掲載。特に、遺跡に足を運べるように個別に地図が掲載されています。沖縄
戦のフィールドワークに最適の一冊です。 A4判変型/74頁本体 1,143円

2007/12/01 発行 沖縄時事出版

ISBN   

ヒープー（真栄平仁）じゅん選手（大城純）すーずー（照屋鈴夏／スズカーサーキット）さーきー（城間紗希／スズカーサーキット）

  

  今どきウチナーグチ＆ウチナーギャル語   
若い人の間だけで使われるウチナーグチ（のスラング？）ってあるの？沖縄の芸
人たちのうちなーぐちについての座談会。実は、沖縄の人たちの日常会話がま
とめられています。 縦182ﾐﾘ､横110ﾐﾘ  112頁本体 926円

2017/03/09 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-903042-27-5

中城村・北中城村文化財案内人サークル「グスクの会」 編集

  

  雅なグスク　 世界遺産中城城跡 関連遺跡が語る中城グスクの歴史

世界文化遺産「中城城跡」でボランティアのガイドを行う著者団体「グスクの会」。
彼らが語り尽くし、調べ尽くした中城城跡とその周辺の文化財をまとめた一冊。中城
グスクのかつての城主、護佐丸の末裔が守り続けた護佐丸の位牌（写真）も掲載。 A5版/92頁本体 1,200円

2016/06/30 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-903042-24-4

文　平田恵美子　絵　佐渡山　政子

  

  うずらのかあさん   
沖縄県の離島の離島、多良間島に伝わる微笑ましい物語。力強く、愛情深いうずらのかあさ
んとちょっとお調子者のうずらのとうさん。畑が火事になり夢中で子どもを助ける様子は目
が離せません。全国で使われる小学生用国語教科書でも紹介された絵本です。 B5判/32頁本体 762円

1984/4/ 発行 沖縄時事出版
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ISBN 978-4-903042-12-1

ぶん・たまき　ゆみこ え・いそざき　ちか

  

  いただきます   
沖縄戦体験の聞き取りをモチーフにした山原に疎開をした家族の物語。疎開先
で飢え、真っ先に影響を受けたのは、乳飲み子でした。「爆撃」ではなく「食べ
物がない」ため命を落とす、それはかつて沖縄であったこと。 A4変形判/32頁本体 1,143円

2007/06/23 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-903042-18-3

文：鎌田佐多子　絵：大湾宗弘

  

  おにムーチー   
さんにん（月桃）の葉に包んだ餅を食べ、健康を願う、沖縄の年中行事。多くの
人が知る沖縄の伝統行事にまつわる伝承が絵本となりました。昭和57年から
続く、多くのひとに親しまれた絵本です。 B5判変型/24頁本体 819円

1982/04/01 発行 沖縄時事出版

ISBN 978-4-87127-009-0

渡邊欣雄 著

  

  世界のなかの沖縄文化   

オナリ神、ニライカナイ、獅子舞など40項目の沖縄文化の特質を世界との比較
で解説。目で見て理解する沖縄文化入門書。 2016年に第５刷 B5判変型/142頁本体 2,340円

1993/05/31 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-001-7

沖縄タイムス社 編

  

  沖縄戦記　鉄の暴風   

沖縄戦の実相を住民側の視点から克明に記録した沖縄戦記の原点。初版は
1950年の沖縄一のロングセラー（第10版） B6判上製/460頁本体 1,458円

1993/07/15 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-610-8

金城明美 著

  

絵本　ケーイ 命がおしえてくれたもの─つしま丸・沖縄戦

海に沈んだ学童疎開船・対馬丸。その悲劇を伝えるメッセージ絵本
B5判上製/38頁本体 1,600円

2000/06/10 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-150-9

儀間比呂志　文・版画

  

絵物語　 琉球に上陸したジョン万次郎   

万次郎の活躍と彼を温かくもてなした沖縄人のチムグクルを描く。全文英訳付
AB判上製/33頁本体 1,600円

2001/10/29 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-164-1　

筑紫哲也 著

  

  おきなわ：世の間で 筑紫哲也の多事争論かわら版・完結編

沖縄サミット、小泉内閣の誕生などへの的確な言及など多彩な内容でつづる
四六判上製/295頁本体 1,700円

2004/02/18 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-172-2　

儀間進 著

  

  うちなぁぐちフィーリング　パート４   

言葉の味わい深さは変わらず、連載は21世紀に突入
四六判/286頁本体 1,500円

2005/07/04 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-173-0

チャールズ・Ｓ・レブンウォース 著

  

  琉球の島々　一九〇五年   

来沖した歴史と外交の専門家・米国人による沖縄見聞記の翻訳版
四六判/136頁本体 1,300円

2005/10/29 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-626-9

山内竧 著

  

  沖縄版　相続税の実際 （改訂版）

相続に関する最新事例を紹介しながら、沖縄の特殊性も踏まえて解説する
A5判/258頁本体 1,800円

2007/05/29 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-627-6

金城明美 著

  

  つるちゃん （英訳付）おきなわ・メッセージ

８歳の少女をひとりぼっちにした沖縄戦…。著者の母が体験した沖縄戦を描く
B5判上製/40頁本体 1,600円

2007/05/30 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-177-6

大城立裕 著

  

  縁の風景 わたしの挿話たち100

軽妙な筆致と、著者ならではの深い人間観察から生まれたコラム集100編
小B6判/238頁本体 1,600円

2007/06/11 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-187-5

沖縄文化の杜 編

  

  沖展60年記念　会員作品集   

沖展の歩みを記録し、支えてきた全会員の代表作を掲載した記念誌
A4判変型/244頁本体 2,857円

2008/07/01 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-190-5

仲程昌徳 著

  

  小説の中の沖縄 本土誌で描かれた「沖縄」をめぐる物語

1945年から72年までに発表された小説作品の分析を通して沖縄と本土の関係
を照射する意欲的論考 A5判/256頁本体 2,286円

2009/03/24 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-640-5

金城明美 著

  

  西表なんくる島　 英訳付

架空の島を舞台にした冒険物語。「怒る前に話し合おうよ」を伝える絵本
B5判上製/40頁本体 1,600円

2010/04/16 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-200-1　

小濱正博 著

  

  翼に命をたくして 民間救急ヘリMESHの奇跡、その記録

「救える命を救いたい」。県内初の民間救急ヘリを支える医師の手記
四六判/120頁本体 1,000円

2011/03/25 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-202-5

三隅治雄 著

  

  原日本・沖縄の民俗と芸能史   

沖縄の祭祀と芸能を紹介し、そこから日本の原風景を確認できる好著
新書判/302頁本体 1,524円

2011/10/31 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-203-2

国永美智子ほか 編著

  

  石垣島で台湾を歩く もうひとつの沖縄ガイド

石垣島と台湾との交流を示す歴史、文化、人などを紹介するユニークなガイド
A5判/142頁本体 1,500円

2012/03/03 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-209-4

沖縄タイムス南部総局 著

  

  十五の春 沖縄離島からの高校進学

15歳で親元を離れる試練を取材した意欲的ルポルタージュ
A5判/352頁本体 1,905円

2013/03/19 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-651-1

濱元朝雄 著

  

  立ち上がった戦後の沖縄の教師たち 教公二法（案）反対・阻止運動の記録

当時の裁判記録を交えて教公二法闘争を考察した研究書
四六判/190頁本体 1,200円

2013/05/15 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-210-0

ゆたかはじめ 著　

  

  沖縄の鉄道と旅をする ケイビン・ゆいレール・ＬＲＴ

沖縄の鉄道とともに未来・過去・現在を旅するエッセー
四六判/258頁本体 1,900円

2013/08/10 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-212-4

大城立裕 著

  

自伝琉歌集　命凌じ坂（ぬちしぬじびら）   

「沖縄」の立場を照射しつづけた作家が、琉歌335首でつづる自身の足跡
四六判上製/224頁本体 2,300円

2013/10/31 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-213-1

沖縄タイムス社中部支社編集部 著

  

  基地で働く 軍作業員の戦後

「生活」と「戦争への加担」の狭間にいた83人の証言による貴重な戦後史の記
録 A5判/368頁本体 1,905円

2013/11/08 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-211-7

JICA沖縄 編

  

  地球日記３ 沖縄発JICAボランティア

好評シリーズ第３弾。67人による42カ国のレポート。「その後」を紹介するコラ
ムも A5判/188頁本体 1,429円

2013/12/25 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-214-8

富浜定吉 著

  

宮古　伊良部方言辞典   

収録語１万7300語、豊富な例文を加えた、宮古初の本格的方言辞典
B5判上製函入/計1126頁本体 18,000円

2013/12/27 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-215-5

大城さとし 著

  

  おばぁタイムス   

連載スタートの2005～07年の全作品を収録。おまけに著者解説なども収録
小B6判/165頁本体 600円

2014/04/30 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-657-3

城間功旬 著

  

  心の処方箋   

精神科医がやさしく解説するエッセー集。イラストも秀逸
A5判/115頁本体 926円

2014/07/18 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-217-9

山内徳信 著

  

  解放を求めて アリの群れ　ライオンを襲う

憲法の理念の実現をめざし、読谷村長、県出納長、参議院議員として奮闘、現
在も平和を訴える政治家の回顧録。しなやかでしたたかな闘いの記録 四六判/222頁本体 1,500円

2014/10/20 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-218-6　

高里鈴代・山城紀子 著

  

  沖縄　社会を拓いた女たち   

それぞれの分野で確かな足跡を残した24人を取材。次世代へ向けた新たな沖
縄女性史 四六判/239頁本体 1,500円

2014/12/10 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-219-3

松田良孝 著

〈タイムス文芸叢書01〉

  インターフォン   

40回の節目を記念して新沖縄文学賞受賞作を収録する文芸叢書がスタート
新書判/123頁本体 700円

2015/01/23 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-659-7

小橋川順市 著

  

  ミンサー織の夢を追いかけて 新絹枝・哲次の歩んだ道

竹富島の伝統工芸品「ミンサー」をさまざまな工夫と知恵で八重山の一大産業
にまで発展させた夫婦の足跡を丹念な取材で明らかにした力作 A5判上製/207頁本体 1,800円

2015/02/28 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-220-9

赤星十四三 著

〈タイムス文芸叢書02〉

  アイスバー・ガール   

若い世代が台頭してきた2000年代の沖縄文学界を象徴した表題作に近作も収
録 新書判/142頁本体 700円

2015/03/23 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-660-3

大城貞俊 著

〈シリーズ知の津梁　琉球大学ブックレット１〉

  「沖縄文学」への招待   

オモロから現代作家まで、時代・ジャンルにかかわらず網羅した概説書
A5判/141頁本体 1,000円

2015/03/25 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-662-7

石原昌英 編

〈シリーズ知の津梁　琉球大学ブックレット３〉

  沖縄からの眼差し・沖縄への眼差し   

沖縄と諸外国との交流の歴史と現在を、11人がそれぞれの観点から執筆
A5判/141頁本体 1,000円

2015/03/25 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-664-1

新崎盛文 著

  

  南米大陸55年の道程 屋宜宣太郎の軌跡と移民の現在

感動の半生と、今なお県系人結束のために奔走する姿を描いたルポ
四六判/201頁本体 1,500円

2015/07/10 発行 沖縄タイムス社

10



ISBN 978-4-87127-222-3

小菅丈治 著

  

  海を歩けば アジアの生物多様性に魅せられて

熱帯アジア各地で海洋生物の調査・研究を続けてきた著者による珠玉のエッセ
ー集 四六判/214頁本体 1,800円

2015/07/20 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-223-0

竹本真雄 著

〈タイムス文芸叢書03〉

  燠火／鱗啾   

第25回新沖縄文学賞受賞作に、同じ素材を用いて描いた近作を併せて収録
新書判/114頁本体 700円

2015/08/02 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-518-7　

沖縄タイムス社 編

〈沖縄タイムス・ブックレット18〉

  報道圧力 時代を読む／沖縄の声届ける

「沖縄の２紙つぶす」発言からのドキュメントと、背景の時代潮流までを追う
A5判/152頁本体 1,200円

2015/08/15 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-519-4

沖縄タイムス社 編

〈沖縄タイムス・ブックレット19〉

  沖縄　甲子園名勝負ファイル   

1958年の初出場から、45試合をピックアップし、当時の本紙記事と写真で振り
返る A5判/142頁本体 1,100円

2015/09/05 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-224-7

大城さとし 著

  

  おばぁタイムス２   

2008～10年までの作品収録。「２」「３」は同時刊行
小B6判/170頁本体 600円

2015/12/07 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-225-4　

大城さとし 著

  

  おばぁタイムス３   

週1回連載はこの巻まで。未発表の作品も収録し、「らしさ」全開の巻
小B6判/160頁本体 600円

2015/12/07 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-230-8

黒ひょう 著

〈タイムス文芸叢書05〉

  バッドデイ   

第41回新沖縄文学賞受賞作。クールでテンポある文体が絶賛された新たな傑
作 新書判/121頁本体 700円

2016/01/19 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-667-2

山内竧 著

  

  ズバリ！沖縄の人のための信託・相続   

新しい相続税対策の手法「信託」について、沖縄の事例を多く収録し解説
A5判/192頁本体 1,300円

2016/02/02 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-666-5

平敷武蕉 著

  

  南瞑の文学と思想 「沖縄タイムス　文芸時評」2007～2011年

文芸時評でありながら、沖縄の〈情況〉と〈思想〉にまで切り込んだ軌跡
四六判/395頁本体 2,300円

2016/02/18 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-231-5

琉球大学国際沖縄研究所「新しい島嶼学の創造」プロジェクト 編

  

  島嶼型ランドスケープ・デザイン   

景観（ランドスケープ）を通した地域づくりについて、多角的にアプローチした
論集 四六判/152頁本体 1,000円

2016/02/24 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-233-9

大城貞俊 著

  

  奪われた物語 大兼久の戦争犠牲者たち

故郷、大宜味村大兼久の戦争犠牲者と遺族を訪ね歩き、聞き書きした戦争の
記録 四六判/329頁本体 1,500円

2016/06/17 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-232-2

沖縄タイムス社 編

  

  沖縄を語る・１ 次代への伝言

大型インタビュー企画の単行本化。翁長雄志、大田昌秀、新崎盛暉、津嘉山正
種の各氏ら20人が登場 四六判上製/287頁本体 1,600円

2016/06/17 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-234-6　

しろませいゆう 著

  

  歌うの大好きミミクジラー   

かわいらしいのに少し変なキャラクターたちがおかしな物語を繰り広げる
A4判横/28頁本体 700円

2016/07/01 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-236-0

賀数仁然 著

  

  さきがけ！歴男塾① 開講の巻

ユニークなイラストと軽妙な文章で、琉球の歴史を楽しく学ぶことができる
B6判/189頁本体 1,000円

2016/08/31 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-669-6

名桜大学 編

〈名桜大学やんばるブックレット１〉

  文学と場所   

やんばる出身の作家、やんばるを描いた文学作品などを解説した論考を収録
A5判/147頁本体 1,000円

2016/12/03 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-237-7　

梓弓 著

〈タイムス文芸叢書07〉

  カラハーイ   

第42回新沖縄文学賞受賞作。二つの青春が交差する劇的な展開を描くファン
タジー 新書判/116頁本体 700円

2017/01/17 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-238-4

辻本昌弘 著

  

  沖縄、時代を生きた学究 伝　東江平之

最高峰の知識人の生きた足跡を、同時代に生きた群像とともに描いた評伝
四六判/309頁本体 2,000円

2017/03/25 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-240-7

木村草太 著

  

  木村草太の憲法の新手   

好評連載を単行本化。沖縄／日本の状況を憲法の理論から読み解き、提言を行
う 四六判/190頁本体 1,200円

2017/03/30 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-670-2

菅野敦志 編　

〈名桜大学やんばるブックレット別冊１〉

  沖縄／日本の文化・社会・共同体と国際環境   

名桜大学と台湾・開南大学による国際シンポジウムでの、注目の発表10編を収
録 A5判/137頁本体 1,000円

2017/03/30 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-241-4

丹野清彦・白尾裕志・多和田実 著

  

  地味にすごい　授業のチカラ   

琉球大学の３教員が、よりよい授業をするために具体的にレクチャー
A5判/111頁本体 1,000円

2017/03/31 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-239-1

沖縄女性研究者の会 編

  

  沖縄女性研究者 未来を象る沖縄女性研究者の会20年の躍動

結成20周年を記念して刊行。20年間の足跡と、共に学んできた研究成果を集
成 A5判/270頁本体 2,300円

2017/04/27 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-673-3

奥本正・大峰光博 編

〈名桜大学やんばるブックレット２〉

  やんばるとスポーツ   

地域スポーツの歴史と現在を解説したユニークな一冊。「やんばるとゴルフ」
も収録 A5判/117頁本体 1,000円

2017/06/13 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-242-1

大城勝史 著

  

  認知症の私は「記憶より記録」   

若年性認知症患者として、就労と講演活動をこなす著者による感動の書
四六判/261頁本体 1,500円

2017/06/19 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-245-2

しろませいゆう 著

  

  まんぐーすのプーヒヤー   

動物たちがくり広げる、おもしろ、おかしな、お話。沖縄タイムス出版文化賞受
賞 A4判横上製/28頁本体 1,200円

2017/06/30 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-674-0　

嘉納英明 著

〈名桜大学やんばるブックレット別冊２〉

  子どもの貧困問題と大学の地域貢献   

貧困問題の分析と、その解決のための学習支援の取り組みなど、論文５編で構
成 A5判/104頁本体 1,000円

2017/07/10 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-243-8

安次富順子 著

  

  琉球菓子   

古文献に名前しかのこされていない王朝菓子を再現。その特徴や背景まで明ら
かにする B5判上製/104頁本体 2,200円

2017/07/28 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-246-9

大城さとし 著

  

  おばぁタイムス４   

社会面で毎日連載となった2013年の1年分の作品357編をオールカラーで収録
A5判変型/181頁本体 1,000円

2017/08/06 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-244-5

沖縄戦・精神保健研究会 編

  

  戦争とこころ 沖縄からの提言

70年を経てもなお癒えることない「沖縄戦での心の傷」の問題を、数々の診
療・証言・取材から明らかにしていく画期的な論集 四六判/243頁本体 1,800円

2017/09/07 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-675-7

新里恒彦 著

  

  メダカの教室   

児童・生徒に寄り添い、問題児の更生のために身を投げ出した教師の物語
四六判/308頁本体 1,500円

2017/09/19 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-247-6

沖縄タイムス社 編

  

  語れども語れども・１ うまんちゅの戦争体験

「語っても、語っても語り尽くせない」沖縄戦の記憶を聞き取りまとめた証言集
A5判/191頁本体 1,500円

2017/10/28 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-249-0

久利計一 著

  

  沖縄に学ぶ 神戸からの「うちなぁ見聞録」

沖縄への深い共感を寄せる著者の熱い思いと高い教養に裏打ちされた内容が
響く B6判上製/143頁本体 1,200円

2018/01/17 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-677-1

上間信久 著

  

  名護親方の『琉球いろは歌』の秘密   

作者・名護親方の隠された思いを、ジャーナリストとしての視点で解説
四六判/217頁本体 1,000円

2018/01/22 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-678-8

古川喜美男 著

  

  昨日と今日は違う　明日はさらに新しく   

グループ企業を率い、社会貢献にも積極的な著者が語る成功の秘訣
四六判上製/149頁本体 1,200円

2018/03/16 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-679-5

菅野敦志 著

〈名桜大学やんばるブックレット２〉

  やんばると台湾 パインと人形劇にみるつながり

パインと人形劇、２つの視点から台湾と沖縄の交流を論じたユニークな研究
A5判/81頁本体 800円

2018/03/26 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-251-3

賀数仁然 著

  

  さきがけ！歴男塾② 熱血ふくらしゃの巻

人気連載の単行本第２弾！　今回のテーマは酒、動物、エイサー、石造建築な
ど B6判/188頁本体 1,000円

2018/04/24 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-252-0　

平良仁雄 著／山城紀子 監修／鈴木陽子 解説

  

  「隔離」を生きて ハンセン病回復者の愛楽園ガイド

ハンセン病回復者として、その壮絶な半生と語り部としての思いをつづる
四六判/178頁本体 1,200円

2018/05/12 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-253-7

宮城鷹夫 著

  

  花のカジマヤー 96歳・泣き笑いの独り言

沖縄の最古参ジャーナリストがつづる軽妙洒脱な好エッセー集
新書判/229頁本体 970円

2018/07/07 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-684-9

竹本真雄 著

  

  風   

読みは「ひょうふう」。石垣島で執筆活動を続ける著者の小説作品５編を収録
四六判/236頁本体 1,700円

2018/07/15 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-254-4

沖縄タイムス社 編

  

  沖縄　高校野球グラフ2018 第100回全国高校野球選手権記念沖縄大会

全64試合を収録。さらに参加選手1243人の入場行進と名簿も掲載した保存版
A4判/88頁本体 926円

2018/08/03 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-255-1

沖縄タイムス社 編

  

  沖縄県知事　翁長雄志の「言葉」   

知事選出馬から急逝までの主要な発言133編を抽出し、その背景を解説
四六判/179頁本体 1,000円

2018/09/08 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-686-3

いさお名ゴ支部 著

  

  ぼくもあったらいいなぁ   

「ヤギのシルー」でおなじみのお笑い芸人、初めての絵本。「子どもをほめてほ
めてほめまくってください」。読み聞かせに最適 A4判変型上製/32頁本体 1,400円

2018/11/04 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-256-8

津波高志 著

  

  奄美の相撲 その歴史と民俗

世界的にも希有な変化を遂げた奄美の相撲を、沖縄と比較しながら解き明かす
四六判/209頁本体 1,800円

2018/11/27 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-685-6

大谷健太郎・新垣裕治 編

〈名桜大学やんばるブックレット４〉

  やんばると観光   

「観光の現状と全体像」「海洋博のインパクト」など６編の論文を収録
A5判/91頁本体 1,000円

2018/11/27 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-520-0　

沖縄タイムス社 編

〈沖縄タイムス・ブックレット20〉

  球児たちの１世紀 夏の甲子園100回

甲子園県勢の歴史をたどり、名勝負と名選手で振り返る。山川穂高も登場
A4判/145頁本体 1,100円

2018/12/25 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-687-0

濱元朝雄 著

  

  沖縄の戦前の教育   

多くの資料を緻密に援用、沖縄の人格形成の過程を知ることができる労作
四六判/240頁本体 1,200円

2019/02/04 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-521-7

沖縄タイムス社 編

〈沖縄タイムス・ブックレット21〉

  奇跡のクラブ　ＦＣ琉球 J3制覇・J2昇格の記録と15年間の軌跡

夢のＪ２昇格を果たした18年シーズン全試合の記録と15年間の軌跡をまとめた
A5判/166頁本体 1,200円

2019/02/15 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-260-5

玉城英彦 著

  

  南の島の東雲に オリオンビール創業者　具志堅宗精

幾多の逆境を「なにくそやるぞ」の不屈の精神で乗り越えた生涯を描いた評伝
四六判/211頁本体 1,800円

2019/03/28 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-263-6

金平茂紀 著

  

  金平茂紀の新・ワジワジー通信   

文化面連載を単行本化。ワジワジー（怒り）しながら、沖縄への不条理を訴える
四六判/259頁本体 1,800円

2019/04/25 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-262-9

大城さとし 著

  

  エイトマン・１   

著者の地元愛あふれる連載がついに単行本化。８コマ漫画ならではの面白み満
載 A5判変型/155頁本体 1,000円

2019/04/25 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-261-2

大城さとし 著

  

  おばぁタイムス５   

人気連載漫画の最新作・2014年の１年分の作品357編を収録
A5判変型/183頁本体 1,000円

2019/04/25 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-264-3

絵と文　しろませいゆう

  

  転校生のウトゥルさん   

沖縄絵本作家の第一人者による〈ワラビー絵本〉第３弾
A4判横上製/32頁本体 1,200円

2019/06/01 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-688-7

竹本真雄 著

  

  少年の橋   

創作初期の短編６作品を、時間をかけ熟成し小説家の原点をいま世に問う
四六判/202頁本体 1,700円

2019/06/03 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-689-4　

喜納千鶴子・玉那覇展江 著

  

  チルグヮーのむんならーし   

あのベストセラーがカジマヤー記念、シーブン（おまけ）付で第２版
A5判/187頁本体 1,000円

2019/07/01 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-265-0

木村草太 著

  

  木村草太の憲法の新手２   

沖縄／日本の諸問題に憲法学の視点から論じる人気連載、待望の第２弾。前作
との表紙の違いにも注目 四六判/211頁本体 1,300円

2019/07/20 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-690-0

喜舎場直子 著

  

  志乃の花笠   

自らの恋を「伊野波節」に重ね、舞う若き女性の恋物語
四六判/138頁本体 1,500円

2019/09/20 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-266-7

玉木一兵 著

  

  私の来歴 玉木一兵短編小説集

県内文学賞を総なめにした著者の原点にして集大成の作品集。主要著書・作品
一覧付 四六判/283頁本体 2,000円

2019/09/26 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-267-4

余郷裕次 著

  

  絵本のひみつ   

徳島新聞社との共同出版。人気絵本を事例に取り上げ読み聞かせの効果を説
く B5判/115頁本体 1,000円

2019/10/29 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-268-1

沖縄タイムス社 編

  

  報道写真集　首里城   

火災から２週間で刊行。ドキュメント、歴史、 る王朝文化、各施設紹介で構成
A4判変型/88頁本体 1,000円

2019/11/15 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-693-1　

宮城信博 著

  

  弦月   

２つの時代・場所・事象を巧みに描き分けた沖縄小説の新たな傑作
四六判上製/282頁本体 1,800円

2019/11/28 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-694-8　

中原俊明 著

  

  若者へ贈るメッセージ集 沖縄，キリスト教，平和をベースに

沖縄キリスト教学院学長が、信徒として大学人として語りかけた講話集
小B6判上製/149頁本体 1,200円

2020/01/15 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-269-8

しましまかと 著

〈タイムス文芸叢書11〉

  テラロッサ   

戦後農連市場と赤土の記憶を描いた第45回新沖縄文学賞受賞作を単行本化
新書判/114頁本体 800円

2020/02/05 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-271-1

沖縄タイムス社 編

  

  第72回沖展図録   

12分野265作品を収録。大家から新鋭まで、沖縄美術の「今」を凝縮した一冊
B4判変型/160頁本体 1,364円

2020/03/21 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-270-4

大城冝武 著

  

  風刺マンガで読み解く　米軍占領下の沖縄 1950年代・「島ぐるみ闘争」の時代

風刺画と当時の資料で、沖縄の激動とその時代を生きた人々の肉声に迫る
四六判/295頁本体 2,000円

2020/03/26 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-695-5

大峰光博 編

〈名桜大学やんばるブックレット５〉

  やんばるとオリンピック   

1964年に行われた聖火リレーの詳細な記録と、「ツール・ド・おきなわ」の分析
A5判/73頁本体 800円

2020/04/03 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-697-9

竹本真雄 著

  

  鵯が啼く   

新聞発表されたエッセイをまとめた。石垣の風土を語り、文人たちの交流など
を描く 四六判/229頁本体 1,700円

2020/04/15 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-696-2

仲尾次洋子 編　

〈名桜大学やんばるブックレット６〉

  やんばると産業   

オリオンビール、道の駅許田、やんばるの産業構造などキーワードにした６編の
論考 A5判/103頁本体 1,000円

2020/04/24 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-272-8

山内優子 著

  

  誰がこの子らを救うのか 沖縄－貧困と虐待の現場から

心と体に傷を負った子どもに寄り添い、児童相談所長などの要職を歩んだ著者
だから書くことができた壮絶な「現場」からの報告 四六判/211頁本体 1,500円

2020/06/21 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-698-6

比屋根薫 著

  

  琉球的思考の花歌   

文芸・思想について発言を続けた評論家の、新聞・雑誌に発表された全論考を
まとめた。1970年から半世紀にわたる思索の軌跡 四六判上製/718頁本体 3,800円

2020/08/29 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-700-6

喜舎場直子 著

  

  女綾織唄   

第11回新沖縄文学賞受賞作の表題作など３編を収録。著者の故郷・やんばる
を舞台に自然・民俗を織り交ぜ描く 四六判/183頁本体 1,500円

2020/11/12 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-278-0

沖縄タイムス社 編

  

  首里城　焼失から再建への道のり   

日本新聞協会賞受賞記念出版。歴史的を刻んだ写真と記事で衝撃の炎上を記
録し、それから再建を目指した１年間の動きをまとめた A4判変型/54頁本体 800円

2020/11/26 発行 沖縄タイムス社
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ISBN 978-4-87127-276-6

沖縄タイムス社 編

  

  沖縄を語る・２ 次代への伝言

各分野の第一線で活躍した人々に、その人生の歩みと沖縄への思いを聞いた大
型インタビュー企画の単行本化第２弾 四六判上製/291頁本体 1,600円

2020/11/28 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-273-5

宮地竹史 著

  

  星の旅人　 沖縄の美ら星に魅せられて

前石垣島天文台長によるエッセー集。星の魅力だけでなく、「星国」八重山の
自然・民俗・歴史と、星を愛する人々の姿も交え描く 四六判/166頁本体 1,400円

2020/12/10 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-274-2

砂川友弘 著／沖縄タイムス社 編

  

  砂川友弘の時事漫評 1991～2020

反骨・風刺・肝心で描いた　沖縄の30年
B6判/255頁本体 1,600円

2020/12/15 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-87127-277-3

照井裕 著

  

  復国の大地　第１部   

第13回新沖縄文学賞受賞者の12年ぶりの書き下ろし長編。曽祖父からの手紙
という体裁で語られる激動の半生と、重なる沖縄の歴史 四六判/387頁本体 1,700円

2020/12/25 発行 沖縄タイムス社

ISBN 978-4-908598-42-5

沖縄手帳社

沖縄手帳

  沖縄手帳2021年版（黒）   
地元手帳人気No.1沖縄では欠かせない旧暦、十干十二支、干潮満潮・生活を楽
しむ沖縄季節暦、歳時記、人生行事やイベント情報が満載！ひと工夫した年齢
早見表など、資料編も充実！ ポケットサイズ本体 907円

2020/10/01 発行 沖縄手帳社

ISBN 978-4-908598-44-9

沖縄手帳社

沖縄手帳

  沖縄手帳2021年版（黄色）   
地元手帳人気No.1沖縄では欠かせない旧暦、十干十二支、干潮満潮・生活を楽
しむ沖縄季節暦、歳時記、人生行事やイベント情報が満載！ひと工夫した年齢
早見表など、資料編も充実！ ポケットサイズ本体 907円

2020/10/01 発行 沖縄手帳社

ISBN 978-4-908598-43-2

沖縄手帳社

沖縄手帳

  沖縄手帳2021年版（金茶）   
地元手帳人気No.1沖縄では欠かせない旧暦、十干十二支、干潮満潮・生活を楽
しむ沖縄季節暦、歳時記、人生行事やイベント情報が満載！ひと工夫した年齢
早見表など、資料編も充実！ ポケットサイズ本体 907円

2020/10/01 発行 沖縄手帳社
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ISBN 978-4-908598-45-6

沖縄手帳社

沖縄手帳

  沖縄手帳2021年版（バイオレット）   
地元手帳人気No.1沖縄では欠かせない旧暦、十干十二支、干潮満潮・生活を楽
しむ沖縄季節暦、歳時記、人生行事やイベント情報が満載！ひと工夫した年齢
早見表など、資料編も充実！ ポケットサイズ本体 907円

2020/10/01 発行 沖縄手帳社

ISBN 978-4-908598-46-3

沖縄手帳社

沖縄手帳

  沖縄手帳2021年版　大判（黒）   
地元手帳人気No.1沖縄では欠かせない旧暦、十干十二支、干潮満潮・生活を楽
しむ沖縄季節暦、歳時記、人生行事やイベント情報が満載！ひと工夫した年齢
早見表など、資料編も充実！ A5サイズ本体 1,250円

2020/10/01 発行 沖縄手帳社

ISBN 978-4-908598-47-0

沖縄手帳社

沖縄手帳

  沖縄手帳2021年版　大判（金茶）   
地元手帳人気No.1沖縄では欠かせない旧暦、十干十二支、干潮満潮・生活を楽
しむ沖縄季節暦、歳時記、人生行事やイベント情報が満載！ひと工夫した年齢
早見表など、資料編も充実！ A5サイズ本体 1,250円

2020/10/01 発行 沖縄手帳社

ISBN   

柳生千裕

  

首里城復興支援チャリティーポストカード いつかその日まで   
作者は自閉症スペクトラム（ASD)の11歳の小学生です。首里城火災にショック
を受けた千裕君は、自分の出来ることで何か助けになりたいと考えて「いつか
　その日まで」を描き上げました。※収益金は首里城復興支援に寄付されます 5枚組ポストカード本体 1,000円

  発行 沖縄手帳社

ISBN   

柳生千裕

  

首里城復興支援チャリティーレプリカ いつかその日まで   
作者は自閉症スペクトラム（ASD)の11歳の小学生です。首里城火災にショック
を受けた千裕君は、自分の出来ることで何か助けになりたいと考えて「いつか
　その日まで」を描き上げました。※収益金は首里城復興支援に寄付されます A3サイズ本体 500円

  発行 沖縄手帳社

ISBN 978-4-902412-11-6

監修／大城立裕　漫画／漢那瑠美子

  

沖縄学習まんが 組踊がわかる本Ⅱ   

玉城朝薫以外の名作五番を紹介
B6判/126頁本体 951円

2007/11/14 発行 沖縄文化社

ISBN 978-4-902412-15-4

安座間安史

  

  沖縄の自然歳時記 季節と生きものたち

沖縄の動植物を季節と絡めながら紹介
B6判/110頁本体 951円

2008/08/30 発行 沖縄文化社

22



ISBN 978-4-902412-21-5

監修／安仁屋政昭 編／沖縄文化社

  

  基地の島コンパクト事典   

沖縄戦の姿を浮き彫りにした反戦平和読本
B6判/102頁本体 951円

2012/12/17 発行 沖縄文化社

ISBN 978-4-902412-23-9

徳元英隆

  

  沖縄の由来ばなし   

読み聞かせの30話を楽しい挿絵付きで紹介
A5判/126頁本体 1,364円

2014/04/30 発行 沖縄文化社

ISBN 978-4-902412-29-1

徳元大也

  

  沖縄伝説の歩きかた   

120点余のカラー写真とマップで主な伝説を紹介
A5判/166頁本体 1,650円

2016/09/16 発行 沖縄文化社

ISBN 978-4-902412-31-4

勝連盛豊

  

検証沖縄武術史 沖縄武技―空手   

空手発症の謎に迫る待望の書
A5判/351頁本体 2,500円

2017/09/30 発行 沖縄文化社

ISBN 978-4-902412-33-8

与勝海星（上原武久）

  

沖縄戦史 対馬丸沈没   

対馬丸事件を通して平和と命の大切さを伝える
A5判/191頁本体 1,200円

2018/08/22 発行 沖縄文化社

ISBN 978-4-902412-34-5

勝連盛豊

  

検証 沖縄の棒踊り   

沖縄各地の棒踊りを幅広く紹介した力作
A5判/203頁本体 3,000円

2019/07/16 発行 沖縄文化社

ISBN 978-4-902412-36-9

徳元英隆

  

  よくわかるウチナーグチ   

初心者向けのウチナーグチ入門書
A5判/127頁本体 1,200円

2020/08/15 発行 沖縄文化社
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ISBN 978-4-87498-742-1

琉球新報社編集局 編著

  

沖縄戦75年 戦火の記憶を追う   

沖縄戦体験を語り、学び、つなぐ意味は「悲劇を繰り返さない」誓いである。い
つまでも「戦後」のままであり続けるために……。 46判/286頁本体 1,800円

2020/10/30 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-734-6

山城　博明 写真　波平　勇夫 解説　

  

新版 琉球の記憶 針突[ハジチ]   

【針突・ハジチ】は古くから琉球の女性に伝わっていた手甲への刺青風習。知
られざる琉球の民俗・風習の興亡史が窺える貴重な一冊。 A5判/112頁本体 1,600円

2020/09/01 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-735-3

沖縄タイムス社「沖縄・基地白書」取材班 編著

  

  沖縄・基地白書 米軍と隣り合う日々

日米地位協定発効から60年。米軍基地が集中する沖縄から、〝優遇〟される米
軍と主権なき日本のありようを報告する。 46判/244頁本体 1,700円

2020/08/26 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-731-5

琉球新報社社会部 編著

  

沖縄戦75年 戦禍を生き延びてきた人々   

沖縄戦の戦禍をくぐった60余人の証言は、75年の歳月が過ぎても戦争で負っ
た傷の癒えないことを伝える。 46判/264頁本体 1,800円

2020/07/30 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-725-4

川田　文子 著　宮城　晴美 解説

  

新版 赤瓦の家 朝鮮から来た従軍慰安婦

元「慰安婦」ペ・ポンギさんの生涯を10年をかけてたどり、「慰安婦」問題に光
を当てた筑摩書房の名著を復刻！ 46判/296頁本体 2,200円

2020/06/16 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-726-1

大城　将保 著

  

  ｢沖縄人スパイ説｣を砕く 私の沖縄戦研究ノート

沖縄戦から75年。沖縄県民にかけられたスパイの汚名を晴らし、その名誉のた
めにも「沖縄人スパイ説」の真相を徹底検証。 46判/144頁本体 1,400円

2020/06/19 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-702-5

玉城　デニー 著

  

デニー知事激白！ 沖縄・辺野古から考える、私たちの未来 多様性の時代と民主主義の誇り

沖縄と日本の未来について、自らの生い立ちから遡り、〝激白〟します！
46判/112頁本体 1,200円

2019/09/27 発行 高文研
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ISBN 978-4-87498-697-4

琉球新報社編集局 編著

  

  琉球新報が挑んだファクトチェック・フェイク監視   

あなたは見極められますか？ ファクトチェックに挑んだ琉球新報の調査報道
とその検証記録。 46判/220頁本体 1,600円

2019/08/30 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-698-1

沖縄タイムス社編集局「幻想のメディア」取材班 編著

  

ＳＮＳから見える沖縄 幻想のメディア   

変貌するネットメディアに沖縄タイムス社はどう動いたか。取材班のていねいな
検証記録。 46判/160頁本体 1,400円

2019/08/30 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-682-0

津田　邦宏 著

  

  沖縄処分 台湾引揚者の悲哀

日本の敗戦直後、植民地・台湾からの引揚げを通して、日本政府の一貫した沖
縄軽視の姿勢の根源を検証する。 46判/336頁本体 2,800円

2019/05/24 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-684-4

今泉　真也 写真・文

  

  ジュゴンに会った日 沖縄 辺野古・大浦の豊かな海から

北限のジュゴンが棲む沖縄・辺野古周辺の海を20年以上撮影する写真家が、
世界に誇れる素晴らしき自然を伝える！ A4変型/64頁本体 1,500円

2019/06/11 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-667-7

原　義和 編著　高橋　年男 解説

  

沖縄・台湾・西アフリカ 消された精神障害者   

私宅監置され、人生を奪われ、尊厳を傷つけられた無名の犠牲者たちの生きた
証しを伝える。 46判/224頁本体 1,500円

2018/12/21 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-663-9

琉球新報社編集局 編著

  

  この海、山、空はだれのもの!? 米軍が駐留するということ

何故こんなに違う？ 在日米軍とドイツ、イタリアの駐留米軍。 琉球新報社が総
力を挙げて追った｢駐留の実像｣。 46判/256頁本体 1,700円

2018/11/21 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-660-8

琉球新報社編集局 編著

  

  魂の政治家 翁長雄志発言録   

「イデオロギーよりアイデンティティー」。日本政府（安倍政権）に対峙した故
翁長雄志氏の魂を揺さぶる数々の言葉 46判/208頁本体 1,500円

2018/09/28 発行 高文研
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ISBN 978-4-87498-655-4

瑞慶山 茂 編著

法廷で裁かれる日本の戦争責任

  法廷で裁かれる南洋戦・フィリピン戦【被害編】 強いられた民間人玉砕の国家責任を問う

南洋戦・フィリピン戦の民間人被害の国家賠償責任（謝罪と償い）を求めて。
A5判/504頁本体 5,000円

2018/07/20 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-652-3

浅野　誠 著

  

  魅せる沖縄 私の沖縄論

沖縄とは何なのか、沖縄なのか琉球なのか。沖縄を巡る歴史的、社会学的、人
文学的考察。 46判/256頁本体 2,300円

2018/06/08 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-645-5

瑞慶山 茂 編著

法廷で裁かれる日本の戦争責任

  法廷で裁かれる南洋戦・フィリピン戦【訴状編】 強いられた民間人玉砕の国家責任を問う

太平洋戦争末期、南の海洋でどのような戦争が行われていたのか。裁判資料と
戦争の国家責任を問う。 A5判/568頁本体 5,000円

2018/01/26 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-642-4

新垣　毅 著

  

続 沖縄の自己決定権 沖縄のアイデンティティー「うちなーんちゅ」とは何者か？

「うちなーんちゅ」とは何者か？ 沖縄人（うちなーんちゅ）にとって「日本国民
になる（である）こと」の意味を問う。 46判/288頁本体 1,600円

2017/12/04 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-636-3

琉球新報社編集局 編著

  

これだけは知っておきたい 沖縄フェイク（偽）の見破り方   

琉球新報社が沖縄に対する「誤解・デマ・フェイクニュース」に、愚直にひとつ
ひとつ反証・実証する！ 46判/192頁本体 1,500円

2017/10/20 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-639-9

正子・Ｒ・サマーズ 著　原 義和 編著　宮城晴美 解説

  

沖縄からアメリカ 自由を求めて！ 画家 正子・Ｒ・サマーズの生涯   

身売りで遊廓、沖縄戦を生き抜き、戦後米兵花嫁の第一号として渡米した女性
の壮絶な一代記であり、知られざる沖縄近現代史。 46判/208頁本体 1,600円

2017/09/15 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-620-2

大田　昌秀 編著

  

人生の蕾のまま戦場に散った学徒兵 沖縄 鉄血勤皇隊   

沖縄戦男子学徒隊、全12校の記録。多くの学友を戦場で失い、九死に一生を得
て生き延びた著者の“鎮魂の仕事”であり、最後の著作。 46判/320頁本体 2,000円

2017/06/06 発行 高文研
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ISBN 978-4-87498-612-7

沖縄タイムス社編集局 編著

  

これってホント!? 誤解だらけの沖縄基地   

ネットに散見する誤解やデマ・偏見が沖縄の基地問題の本質をぼかす。その誤
解などをデータ、資料を駆使し反証する！ 46判/238頁本体 1,700円

2017/03/10 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-611-0

山城　博明 写真　伊波　義安 解説

  

沖縄 抗う高江の森 なぜ世界の宝を壊すのだ！

日米両政府の「暴走する権力」によって切り裂かれる森、生物、人びと追うフォ
トドキュメント！ A5判/96頁本体 1,600円

2017/01/25 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-608-0

宮里　政玄 著

  

  沖縄vs.安倍政権 沖縄はどうすべきか

沖縄が再び戦場にならないように安倍政権に対する積極的な抵抗を継続しな
ければならない。 46判/128頁本体 1,500円

2016/12/15 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-603-5

川端　俊一 著

  

  沖縄・憲法の及ばぬ島で 記者たちは何をどう伝えたか

朝日新聞連載（２０１５年10月～２０１６年２月）『新聞と９条―沖縄から』の単
行本化！ 46判/272頁本体 1,600円

2016/09/12 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-602-8

島　洋子 著

  

  女性記者が見る基地・沖縄 屈しない沖縄の「心」を見つめて

日本政府のあまりの「強権」に何度も何度も崩れ落ちそうになっても、膝をつ
かない沖縄県民の心根を、綴る！ 46判/160頁本体 1,300円

2016/09/01 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-596-0

瑞慶山 茂 編著

法廷で裁かれる日本の戦争責任

  法廷で裁かれる沖縄戦 【被害編】 初めて問う日本軍の国家賠償責任

沖縄戦民間被害者が提訴した国家賠償訴訟の全貌を、79名の原告の戦争被害
の詳細な陳述と、ＰＴＳＤ等の精神被害の実態明らかにする。 A5判/552頁本体 5,000円

2016/06/13 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-592-2

瑞慶山 茂 編著

法廷で裁かれる日本の戦争責任

  法廷で裁かれる沖縄戦　【訴状編】 初めて問う日本軍の国家賠償責任

沖縄戦を遂行した国を被告に、沖縄戦民間被害者が初めて提訴した国家賠償
訴訟の全貌を「訴状」で明らかにする。 A5判/552頁本体 5,000円

2016/03/31 発行 高文研
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ISBN 978-4-87498-590-8

琉球新報社論説委員会 編著

  

  沖縄は｢不正義｣を問う 第二の“島ぐるみ闘争”の渦中から

沖縄がいま問いかけているのは「民主主義とは何か」。琉球新報社説が全国に
届けたい沖縄の主張と情理！ 46判/224頁本体 1,600円

2016/02/15 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-585-4

加藤　多一 著

  

  兄は沖縄で死んだ 童話作家・心の軌跡

兄はどこで、どのように戦死させられたのか――。北海道で生まれ沖縄で死ん
だ兄の影を追う。童話作家･加藤多一が沖縄戦と向き合う。 46判/224頁本体 1,600円

2015/12/18 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-581-6

珊瑚舎スコーレ 編著

  

待ちかねていたよ！まちかんてぃ！ 動き始めた学びの時計 沖縄の夜間中学に通うおばぁ、おじぃのメッセージ

沖縄戦、戦後の混乱、貧困…60年待ち続けた学べる喜びをいま、かみしめる希
望の学校！ A5判/224頁本体 1,700円

2015/10/30 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-569-4

琉球新報社編集局 編　新垣　毅 著

  

  沖縄の自己決定権 その歴史的根拠と近未来の展望

｢琉米修好条約｣から161年――沖縄はかつて独立国で独自に米・仏・蘭と修好
条約を結んでいた。戦後70年、さらなる犠牲を背負わされる沖縄は「自立」へ
漕ぎだす。 46判/256頁本体 1,500円

2015/06/09 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-742-1

大城　将保 文　磯崎　主佳 画

  

  石になった少女 沖縄・戦場（いくさば）の子どもたちの物語

沖縄戦から70年、あの戦場をさまよった子どもたち、引き裂かれた家族、そして
別れ……。『かんからさんしん』の原作者が沖縄戦の実相を若い世代に伝える
沖縄戦児童文学。 46判/128頁本体 1,400円

2015/05/20 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-556-4

ジョン・ミッチェル 著　阿部　小涼 訳

  

  追跡・沖縄の枯れ葉剤 埋もれた戦争犯罪を掘り起こす

米軍がひた隠す“枯れ葉剤＝エージェント・オレンジの闇”をヴェトナム・アメリ
カ・沖縄を舞台に追ったジャーナリスト、渾身の調査報道の全容！ 46判/256頁本体 1,800円

2014/10/31 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-551-9

大田　昌秀 著

  

  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

沖縄戦の惨禍から九死に一生を得た著者が、沖縄を再び戦場にしてはならない
と、強い思いで鳴らす警鐘！ 46判/232頁本体 1,600円

2014/08/15 発行 高文研
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ISBN 978-4-87498-544-1

琉球新報社論説委員会

  

琉球新報が伝える 沖縄の「論理」と「肝心」   
“中央にモノ申すメディア”として、地方紙が存在感を増している。琉球新報社
説は、「筆端火を吐く」ように激しい。事件（事実）を伝える「一面」紙面と「社
説」で沖縄の立場を伝える。 A5判/112頁本体 1,200円

2014/05/02 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-543-4

大田　昌秀 編著

  

決定版 写真記録 沖縄戦 国内唯一の〝戦場〟から〝基地の島〟へ

鉄血勤皇師範隊として沖縄戦に参加した著者が収集した米軍の撮影した写真
や資料をもとに、忘れてはいけない沖縄戦の惨劇を、当時の貴重な写真・図版
で次世代につなぐ。 A5判/176頁本体 1,700円

2014/04/16 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-542-7

森住　卓 写真・文　三上　智恵 解説

  

沖縄・高江 やんばるで生きる   

米軍、日本政府から“標的”にされる人びとの日々の暮らしを追うフォト・ドキュ
メント！ A5判/144頁本体 2,000円

2014/04/04 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-529-8

梅田正己・松元 剛 ・目崎茂和 著

  

  新 沖縄修学旅行   

見てほしいもの、知ってほしいもの、体験してほしい沖縄がギッシリ詰まった、
まさに沖縄修学旅行のバイブル。 B6変型/256頁本体 1,300円

2013/10/25 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-519-9

山城　博明 写真　花輪　伸一 解説

  

琉球の聖なる自然遺産 野生の鼓動を聴く   
琉球列島にすむ生き物の種の多様さは驚異的だ。ここだけにすむ固有種も含
まれる。海、山、空を丹念に撮り続ける写真200点でその実態を余すところな
く紹介する。 B5判/188頁本体 3,800円

2013/07/10 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-514-4

糸数　慶子 著

  

  沖縄の風よ 薫れ 「平和ガイド」ひとすじの道

議員として、母として、平和バスガイド・国政の平和ガイドとして、沖縄のために
いま伝えたいこと、伝えなくてはならないこと＝「沖縄のこころ」を沖縄の風に
乗せて綴る！ A5判/192頁本体 1,600円

2013/04/30 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-499-4

沖縄大学地域研究所「『復帰』40年、琉球列島の環境問題と持続可能性」共同研究班 編

  

  琉球列島の環境問題「復帰」40年・持続可能なシマ社会へ

「復帰」40年の節目に、環境と開発の問題が集中する琉球列島の事例を通じ
て、25名の多彩な実践者や研究者らが、琉球列島の持続可能な社会を考える
手がかりを提案する。 A5判/304頁本体 2,800円

2012/12/11 発行 高文研
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ISBN 978-4-87498-498-7

宮城康博 ・屋良朝博 著

  

  普天間を封鎖した４日間 2012年9月27日～30日

2012年10月1日、強行配備されたオスプレイ。直前の９月末、普天間基地のゲー
トは大型台風が直撃する中、市民の座り込みで「封鎖」された。ジャーナリスト
が克明に記録した４日間の「普天間ゲート封鎖」を再現する。 46判/112頁本体 1,100円

2012/12/01 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-492-5

山城　博明 写真　宮城　晴美 著 解説

  

  沖縄戦「集団自決」消せない傷痕   
1945年3月下旬―沖縄戦の開戦と同時に慶良間を襲った惨劇「集団自決」。初
めて撮影を許された身体の傷痕、海底の砲弾、随所に残る弾痕がその真実を
伝える。 A5判/104頁本体 1,600円

2012/09/26 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-483-3

新崎　盛暉 著

  

沖縄現代史家 新崎盛暉が説く 構造的沖縄差別   

構造的沖縄差別がどのように作られてきたのかを米軍基地と沖縄県民の闘い
の歴史を通し、検証する。 46判/160頁本体 1,300円

2012/06/14 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-479-6

前田　哲男 著

  

  フクシマと沖縄   

フクシマを問うなら、オキナワも問わなくてはならない。あわせて海の上の原発
（原子力潜水艦、原子力空母）も。 46判/208頁本体 1,600円

2012/04/24 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-477-2

沖縄人権協会 編著

  

  戦後沖縄の人権史 沖縄人権協会 半世紀の歩み

27年間の米軍統治と、それに続く日本政府の人権政策を検証、人権侵害の実
態、沖縄の戦後史から消えていった空白の事実を20名の編集委員・執筆者が
綴る！ A5判/240頁本体 2,300円

2012/04/02 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-454-3

沖縄タイムス社、神奈川新聞社、長崎新聞社 合同企画

  

  米軍基地の現場から 普天間、嘉手納、厚木、横須賀、佐世保…

主要な在日米軍基地がある地方3紙が連携、基地被害、基地依存の弊害など、
地域ごとに分断され、押しつけられてきた基地問題をレポートする。 46判/240頁本体 1,700円

2011/02/04 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-449-9

森口　豁 著

  

米軍政下の沖縄 アメリカ世の記憶   

米軍の圧政、それへの抵抗と人々を苦しめた貧困…。この時代を記者として活
動し、沖縄を報道し続ける著者が伝える。 A5判/126頁本体 1,600円

2010/10/10 発行 高文研
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ISBN 978-4-87498-444-4

吉浜忍・大城和喜・池田榮史・古賀徳子・上地克哉 著

  

  沖縄陸軍病院南風原壕 戦争遺跡文化財指定　全国第１号

全国に先駆け、戦争の実相を伝える戦争遺跡を文化財に指定し、保存・公開に
町ぐるみで取り組んだ沖縄・南風原町の記録！ A5判/174頁本体 1,600円

2010/06/02 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-436-9

吉田　健正 著

  

米軍のグアム統合計画 沖縄の海兵隊はグアムへ行く   

グアムを新たな軍事拠点とする米軍の計画に、日本の政治とメディアは？　日
本国民必見の重要ポイントを伝える！ 46判/160頁本体 1,200円

2010/02/10 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-432-1

上原　成信 編著

  

  那覇軍港に沈んだふるさと   

東京在住６５年、沖縄出身で「東京沖縄県人会」事務局長や「沖縄・一坪反戦
地主関東ブロック」代表世話人を務めた上原成信人生の記録。 46判/238頁本体 1,500円

2009/12/12 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-425-3

宮里政玄・新崎盛暉・我部政明 編著

  

  沖縄「自立」への道を求めて 基地・経済・自治の視点から

沖縄にとって“基地”とは何なのか!?  基地問題・経済・環境問題・地方自治の研
究者が、“基地なき沖縄”への道筋を、具体的な事実をもとに指し示す。 46判/240頁本体 1,700円

2009/07/25 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-413-0

森住　卓 著

  

写真証言 沖縄戦「集団自決」を生きる   

沖縄・慶良間諸島で何が起こったかを伝えたい！　フォトジャーナリストが惨
劇の体験者を訪ね、証言を風貌、表情と共に報告。 A5判/128頁本体 1,400円

2009/01/15 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-404-8

新崎盛暉・謝花直美・松元剛・前泊博盛・亀山統一・仲宗根将二・大田静男 著

  

第四版 観光コ－スでない沖縄 戦跡・基地・産業・自然・先島

1983年の初版発行から渡り読み継がれる『観光コースでない沖縄』の３度目
の改訂。最良の第一線執筆者が、揺れ動く「今日の沖縄」の素顔を伝える。 B6判/320頁本体 1,900円

2008/06/23 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-403-1

沖縄大学五〇年史編集員会 編

  

  小さな大学の大きな挑戦 沖縄大学５０年の軌跡

沖縄復帰の際の廃校の危機を乗り越えて、独自の教育実践を展開。今や経営も
「超優良」の評価を得る一大学の歩み。 46判/232頁本体 1,600円

2008/06/10 発行 高文研
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ISBN 978-4-87498-394-2

宮城　晴美 著

  

新版 母の遺したもの 沖縄・座間味島「集団自決」の新しい事実

沖縄戦開戦直後、慶良間諸島に駐屯した軍の強制の下、六百人をこえる住民が命を
断った「集団自決」。その惨劇から生き残った祖父母と母をもつ著者が、「母の手
記」を原点に、30年をかけて聞き取った住民の証言で構成したノンフィクション！ 46判/288頁本体 2,000円

2008/01/30 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-389-8

大城　将保 著

  

  沖縄戦の真実と歪曲   

文部科学省は、なぜ教科書検定で「集団自決」の真実を歪めるのか!?  歴史の
真実と歪曲を自身の体験から解明する沖縄戦研究者の緊急レポート。 46判/256頁本体 1,800円

2007/09/01 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-385-0

吉田　健正 著

  

  「軍事植民地」沖縄 日本本土との「温度差」の正体

長年にわたり軍事利用されてきた沖縄は、軍事植民地にほかならない。住民の
意思をそらし、懐柔する虚偽の言説を暴く！ 46判/304頁本体 1,900円

2007/06/20 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-373-7

浦島　悦子 文　石川　真生 写真

  

  シマが揺れる 沖縄・海辺のムラの物語

海辺のムラに海上基地建設の話が持ち上がり、怒りと諦めで揺れる人びとの姿
を写真と文章で追う。 46判/240頁本体 1,800円

2006/11/12 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-372-0

大城　将保 著　目崎　茂和 著

  

  修学旅行のための沖縄案内   

沖縄を訪ねる修学旅行生に向けて、亜熱帯の自然と独自の文化を持つ沖縄
を、元県立博物館長と地理学者が案内する。 A5判/96頁本体 1,100円

2006/11/01 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-356-0

高文研 編

  

  沖縄は基地を拒絶する 沖縄人33人のプロテスト

日米政府が決めた新たな海兵隊航空基地の建設。沖縄は日本の国内軍事植民
地なのか？　沖縄人の胸に渦巻く思いを33人の沖縄人が伝える！ 46判/224頁本体 1,500円

2006/12/15 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-351-5

兼城　一 編

  

証言・沖縄戦 沖縄一中・鉄血勤皇隊の記録【下】   

鉄の暴風下の戦闘参加、戦場彷徨、捕虜収容後のハワイ送りまでを描いた、沖
縄戦ノンフィクション！ 46判/376頁本体 2,500円

2005/09/10 発行 高文研
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ISBN 978-4-87498-350-8

稲垣　忠 著

  

  「沖縄のこころ」への旅 「沖縄」を書き続けた一記者の軌跡

日本にとって沖縄とは何か？「沖縄のこころ」とは何か？　この「問い」にこだ
わり、多くの沖縄人（ウチナーンチュ）との出会いを重ねてきたジャーナリスト
による証言記録。 46判/256頁本体 1,800円

2005/09/10 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-335-5

琉球新報社 編

  

外務省機密文書 日米地位協定の考え方・増補版   

「秘・無期限」と刻印された機密文書は、日米地位協定の解釈・適用のマニュ
アル。日本政府の対米姿勢を伝える！ A5判/224頁本体 3,000円

2004/12/20 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-334-8

琉球新報社･地位協定取材班 編

  

検証 地位協定 日米不平等の源流   
入手した外務省機密文書から米軍の行動、基地使用、米兵犯罪の取り扱い等
を検証、地位協定の拡大解釈で対応する外務省の「対米従属」の源流を突き止
める。 46判/288頁本体 1,800円

2004/12/20 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-245-7

伊藤　嘉昭 著

  

  沖縄の友への直言 虫ウリミバエ根絶と沖縄暮らしの体験から

沖縄産ゴーヤーやマンゴーの県外移出を可能にした害虫ウリミバエ根絶に貢献
した昆虫学者が、沖縄を愛するがゆえに呈する直言・提言の数かず！ B6/154頁本体 1,200円

2000/09/20 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-240-2

兼城　一 編

  

証言・沖縄戦 沖縄一中・鉄血勤皇隊の記録【上】   

戦場に動員された“中学生兵士”たちの鉄血勤皇隊。その生存者・遺族から、20
年の歳月をかけ聞き取った証言で再現する沖縄戦の実相！ 46判/388頁本体 2,500円

2000/06/23 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-190-0

島袋　善祐 述　宮里　千里 記

  

  基地の島から平和のバラを 反戦地主・島袋善祐が歩いた道

幼年期に沖縄戦を体験、父を失い、農民として生きつつ強権にひるまず機知と
勇気で独特の抵抗をつらぬいた反戦地主が沖縄の心を伝える。 46判/238頁本体 1,600円

1997/05/15 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-188-7

金城　明美 文・絵

  

おきなわ・メッセージ つるちゃん   

八歳の少女をひとりぼっちにしてしまった沖縄戦、そこで見たものは－－。沖縄
から発信する、命どう宝＝命こそ宝のメッセージを伝える絵本。 B5判/36頁本体 1,600円

1997/04/15 発行 絵本「つるちゃん」を出版する会・発行　高文研・発売
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ISBN 978-4-87498-178-8

石川真生・國吉和夫・長元朝浩 著

  

  これが沖縄の米軍だ 基地の島に生きる人々

沖縄の米軍を追い続けてきた二人の写真家と一人の新聞記者が、基地・沖縄の
厳しく複雑な現実をカメラとペンで伝える。 A5判/222頁本体 2,000円

1996/06/21 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-169-6

新崎　盛暉 著

  

新版 沖縄反戦地主   
在日米軍兵による少女暴行事件をきっかけに、沖縄では米軍基地への怒りがさ
らに高まっている。圧迫に耐え、迫害をはね返してきた反戦地主たちの闘いを
描く。 B6判/254頁本体 1,700円

1995/11/01 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-161-0

金城　重明 著

沖縄戦50年・記銘出版

  「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

「集団自決」から、はからずも生き残った１６歳の少年は、「戦後」をどう生き
てきたか。「平和」の創造を人間が生きる核心の課題と見さだめ、“歴史の証言”
を語り続ける一キリスト者の精神史。 B6判/254頁本体 1,800円

1995/06/23 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-160-3

宮城　喜久子 著

沖縄戦50年・記銘出版

  ひめゆりの少女 十六歳の戦場

ひめゆり学徒隊の16歳の少女は、そこで何を見、何を体験し、何を思ったか。
砲弾の下、生と死の境界線上で書き続けた「日記」をもとに伝えるひめゆり学徒
隊の真実。 B6判/221頁本体 1,400円

1995/06/23 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-155-9

安里要江・大城将保 著

沖縄戦50年・記銘出版

  沖縄戦・ある母の記録 戦争は親も子も夫も奪ってしまった…

戦場で親を、洞窟の闇の中で赤ん坊を、さらに収容所の中で夫と長男を失った
若い母親の克明な体験記録。 B6判/229頁本体 1,500円

1995/02/10 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-125-2

吉嶺　全二 写真・文

  

  沖縄 海は泣いている 「赤土汚染」とサンゴの海

沖縄の海に潜って40年、サンゴの海の危機を訴え続けてきたダイバーが、長年
の海中“定点観測”をもとに、恐るべき自然破壊の現状と原因を明らかにする！ A5判/126頁本体 2,800円

1991/07/10 発行 高文研

ISBN 978-4-87498-097-2

大城　将保 著

  

改訂版 沖縄戦 民衆の眼でとらえる［戦争］

県民の四人に一人が死んだ沖縄戦とは、いったい何だったのか？「集団自決」
や住民虐殺は、どのようにして起きたのか？沖縄戦研究の現到達段階を示す労
作！ B6判/241頁本体 1,200円

1988/10/01 発行 高文研
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ISBN 978-4-990651-70-1

有限会社ジグゼコミュニケーションズ

  

学んで作るペーパークラフト　レッドデータ厳選12種類 沖縄の希少生物   
A4版全44ページとなっており、貴重な沖縄の希少生物17種類の写真を掲載。
さらに型抜きをほどこし差込式のペーパークラフト12種類付き。ハサミや接着
剤を使わずに学びながら楽しく作れる本となっています。 A4判/44頁本体 1,800円

2012/07/01 発行 有限会社ジグゼコミュニケーションズ

ISBN 978-4-990651-71-8

松田 幸子 ／作　うえず めぐみ ／絵

おきなわのしかけ絵本

  エイサーだいこでちむどんどん   
ご先祖さまがあの世に戻るウークイの夜に、みちじゅねーはやって来て…。旧盆
の夜に行われる伝統芸能エイサーの魅力を伝える。沖縄方言(うちなーぐち)・
日本語・英語の3つの言葉で読める、沖縄うまれの飛び出すしかけ絵本。 AB判/12頁本体 2,350円

2014/04/01 発行 有限会社ジグゼコミュニケーションズ

ISBN 978-4-990651-73-2

企画編集：我那覇祥子 絵：ウエズタカシ

  

おきなわゆびさしえほん おきなわ、これなあに？   

沖縄うまれのゆびさしえほん。 小さなお子さまに身近な沖縄モチーフを伝える
1冊。親子で、ご家族で、保育の場で、「これなあに？」と遊びながら学べます。 B5変形判/18頁本体 1,450円

2019/02/15 発行 有限会社ジグゼコミュニケーションズ

ISBN 978-4-909366-51-1

与並岳生 著

  

  新編・琉球三国志　上 天の巻・地の巻

為朝が来た！尊敦が駆ける！〈天の巻〉英祖・察度が浦添の時代開く！〈地の
巻〉南山では佐敷の若鷲巴志が羽ばたく！ 四六判/438頁本体 1,800円

2020/11/01 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-52-8

与並岳生 著

  

  新編・琉球三国志　下 人の巻

尚巴志、中山王武寧を討ち北山王攀安知を攻め滅ぼす。南山王他魯毎は自滅、
三山統一成る！ 四六判/376頁本体 1,800円

2020/11/01 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-05-4

与並岳生 著

  

  新釈　宮古島旧記   

〝武の島〟宮古の豪傑・英雄たちが火花を散らす。神話か史実か―『旧記』の
世界は、いまあらたに紐解かれる。 A5判/292頁本体 1,500円

2018/03/26 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-43-6

島田憲 著

  

  「首里手」の構造解明の極   

「十三勢太極拳」を研究する著者が伝統の挙動を図解し、究極の解明に挑
む。 A5判/172頁本体 1,500円

2020/06/05 発行 新星出版
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ISBN 978-4-909366-47-４

金城利彦 著

  

  減塩の食事で脳卒中予防 ―脳神経外科医が夫婦で達成した健康ダイエットー

栄養士から“指導”を受けてしまったドクター。今すぐ始めるべき減塩についての
エピソードと、実践中のレシピを紹介。 B5変型/172頁本体 1,200円

2020/08/15 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-41-2

しまぶくろひかり 著

  

  カルとセル   

村の人気者になった馬のきょうだいの運命は……。史実をもとにした物語絵
本。 A4判/34頁本体 1,350円

2020/09/10 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-55-9

NPO法人 沖縄有用植物研究会

  

  琉球王朝から続く沖縄のツバキ文化   

紅型、漆器、舞踊、建築物にいたるまで、琉球の固有文化とツバキの深いかか
わりを調査し、写真と文で紹介。 A5判/168頁本体 1,800円

2020/11/17 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-57-3

夕光 著

  

  地球は継母 ―地球にとって人類は異星人―

地球は守らなければ、壊れる。いま人間が変わらなければならない。地球の成
り立ちについて著者がのこしたいメッセージ。 四六判/144頁本体 2,000円

2021/01/08 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-23-8

与並岳生 著

  

与並岳生戯曲集２ 火城 ―琉球国劇「組踊」誕生―

琉球「三大誕生」を描く戯曲三部作。国学を開く「青年王・尚温の夢」、三線音
楽を開く吟遊詩人「アカインコが行く」収録。 B5変型/104頁本体 1,500円

2019/03/28 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-04-7

与並岳生 著

  

― 戯曲― 海鳴りは止まず   

明治の帝都を揺るがした宮古島農民の悲痛の訴え。悪名高い人頭税の廃止へ
燃える！ B5判/96頁本体 1,300円

2018/03/26 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-48-1

沖縄市・談笑会 編

24

古里を愛し、古里にこだわる 談笑 第24号   

当たり前だったかのような毎日を振り返って、いま気づくことー。さまざまな経
験を素材につむぎだされたエッセイ集。 A5判/238頁本体 1,000円

2020/08/01 発行 新星出版
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ISBN 978-4-909366-37-5

譜久島光子

  

  たーりーあやー 「私が見た戦争」

大切な人を奪われた幼い少女は、それでも、うつくしい戦前の暮らしを忘れな
かった。 四六判/104頁本体 1,200円

2019/10/10 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-20-7

木村政昭 著

  

  邪馬台国は沖縄だった！ ―卑弥呼と海底遺跡の謎を解く―

長年、沖縄の海底遺跡調査をしてきた海洋地質学者による本格的邪馬台国
論！ A5判/286頁本体 1,800円

2018/12/25 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-28-3

島田憲 著

  

  太極拳の真実と十三勢   

誰でもチャレンジできる実践型太極拳を図解で紹介。自然治癒力を強化しよ
う！ A5判/160頁本体 1,300円

2019/08/29 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-36-8

當原直子 著

  

  刑法は責務を果たしたか ―性犯罪の嘘のような事実―

法律は国民の意識の表れであり、刑法の実態を知ることで救われる人がいる。
刑法を通して、性暴力を考える。 A5判/176頁本体 1,500円

2019/10/25 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-05-4

山里政一 著

  

  久米島　おもろの風吹き渡る   

それは島の統治のみならず、海外交易、神女達の活躍などを表現した臨場感あ
ふれるおもろだった。 A5判/128頁本体 1,000円

2018/05/28 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-26-9

北農旧職員・ボラ会 編

  

  翔 ボラ会45周年記念誌　―心に響く青少年に贈ることば―

高い壁が立ちはだかったとき、乗り越えるヒント―
A5判/134頁本体 1,200円

2019/04/13 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-29-0

大城琢磨 著

  

  おきなわ木材手帖   

図鑑には載ってない〝ものづくり人〟の五感でまとめた木材の特徴を種類別に
お洒落に紹介。 四六変型/72頁本体 1,500円

2019/08/01 発行 新星出版
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ISBN 978-4-905192-49-7

新崎宏

第３巻

  手遊び草編み玩具　第３巻   

身近にある植物を編んで何ができるかな？　カマキリ、入れ物、舟…おとなも
夢中！　楽しみ方無限大！ B5変型/112頁本体 1,800円

2014/03/28 発行 新星出版

ISBN 978-4-905192-87-9

新城憲&和子著

  

  奥さまは加速度思考 ―沖縄の形成外科医、ドバイで診療中！―

「ドクターの奥さま」は思いついたら即行動！その“はずむ心”の秘訣とは？
A5判/156頁本体 1,300円

2017/06/01 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-10-8

仲本盛浩 著

  

  サキタリ洞とその隣人たち ―港川人はサキタリ洞に来たのか―

『最古』最高！サキタリ洞　世界最古の釣り針が出た！
新書判/104頁本体 600円

2018/07/08 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-13-9

緋田雅子 著

  

  鳥海山 こうとはく   

鳴動する母なる山の神話世界！大地とともに、海とともにあった故郷日本の気
高さ、美しさを呼び覚ます物語絵本。 B5判･42頁本体 2,315円

2018/07/07 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-15-3

ひな　文

  

  はじめてのおともだち   

ともだちって、わくわく、ドキドキ　子ども龍エイト、うさぎのウラビナ、カメの
ジンタ　３人のものがたりがはじまるよー（絵本） B5変型･30頁本体 1,200円

2018/08/08 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-25-2

知念一郎 著

  

  82歳・男の自立 一人暮らしへの挑戦

82歳は自律の第一歩！？　生活賢者が向き合う生き方のリアル！
四六判/172頁本体 1,200円

2019/05/01 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-30-6

石原昌定 著

  

  塩田物語   

敗戦から５年。ふるさと泡瀬で過酷な塩づくりに従事する人々の姿と、戦後復
興の息吹を、少年の目を通して鮮やかに描き出す。 A5判/308頁本体 1,800円

2019/09/20 発行 新星出版
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ISBN 978-4-909366-39-9

荻堂盛進 著

  

荻堂盛進随筆集 昭和の風音・沖縄   

草深き戦前の山原での暮らし、過酷な軍隊生活、戦後失われゆく文化財。昭和
という時代に向き合い綴られた、練達のエッセイ集。 A5判･328頁本体 1,500円

2020/02/27 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-42-9

上原盛毅 著

  

  沖縄で想う ―歴史・世相・移民―

「琉米修好条約」の虚実/琉球処分は悲劇？/米に逆らえぬ安保体制/コロニア
沖縄の二つの転機/海外移住事業を振り返れば… 新書判･288頁本体 800円

2020/04/13 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-21-4

喜舎場朝順 著

  

  新沖縄風物誌   

ユーモアとウィットがちりばめられた短編集。沖縄の風物たちがあなたの魂に
ふれて美しく響きあう。 A5判･302頁本体 1,500円

2019/03/22 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-50-4

沖縄風疹聴覚障害を記録に残す会

  

  聴こえない世界に生きて ～沖縄風疹児55年間の軌跡～

かつて沖縄で猛威を振るった風疹ウイルス。「聴こえない世界」に生きてきた沖
縄の風疹児の今の声に耳を傾ける。 A5判･280頁本体 1,350円

2020/10/25 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-27-6

上原正守 著

  

  アッピーの哲学散歩 島から世界を訪ねて

読者とともに思考する。「哲学」の復権に向けた、哲学散歩。
四六判/296頁本体 1,273円

2019/12/03 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-44-3

下地昭榮 著

  

首里城の創建者 初代『琉球国中山王察度』   

首里城の創建者・察度の出生から、そのあゆみまで。いまだ解明されない伝説
的部分とその業績をたどる。 B5判･192頁本体 1,800円

2020/06/01 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-18-4

久場安次 著

  

沖縄島の周辺離島を歩く 潮間帯と海藻Ⅲ   

久米・粟国・渡名喜・阿嘉・久高・伊江・伊是名、各島の潮間帯に見られる身近
な海藻や植物、海岸の地質を紹介。 A5判･160頁本体 1,200円

2018/11/30 発行 新星出版
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ISBN 978-4-909366-53-5

砂川勝徳 著

  

  ヤギの科学と亜熱帯における大型ヤギの生産技術   

ヤギ生産のノウハウが詰まっている。農家が困ったときに課題を解決できる
本。 A4判･392頁本体 3,636円

2020/11/06 発行 新星出版

ISBN 978-4-905192-83-1

佐々木健志・山城照久・村山望 著

  

生態写真と鳴き声で知る 沖縄のカエル 全20種

オキナワイシカワガエルやホルストガエルなどのこれまでにない生態写真を掲
載。ＣＤ付き。 B5変型･72頁本体 1,429円

2016/06/11 発行 新星出版

ISBN 978-4-902193-41-1

林正美 監修　佐々木健志・山城照久・村山望 著

  

生態写真と鳴き声で知る 沖縄のセミ 全19種

セミってこんなに種類がいたの！？鳴き声を知って外に出てみよう！　ＣＤ付
き。 B5変型･64頁本体 1,429円

2006/07/19 発行 新星出版

ISBN 978-4-905192-29-9

下地幸夫 著

  

  沖縄のカブトムシ 全６種

知られざる沖縄在来のカブトムシとその仲間、全６種類を紹介。
B5変型･48頁本体 1,000円

2012/09/15 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-25-2

宮古の自然と文化を考える会

第４集

  宮古の自然と文化　第４集 天・地・人の調和

宮古固有の自然と文化、その魅力を再発見！
A5判/172頁本体 1,667円

2018/03/25 発行 新星出版

ISBN 978-4-905192-72-5

入野正明 著

  

  サシバのさっちゃん親子の琉球ワタイ旅   

沖縄の歴史・社会・文化・自然など、サシバの親子の目線を通して、ユーモラス
かつ問題の奥底を感じてみよう。 四六判･240頁本体 1,196円

2015/12/21 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-45-0

沖縄エッセイスト・クラブ 編

37

  沖縄エッセイスト・クラブ作品集37   

31人の執筆者による書き下ろしエッセイ集。彩り豊かなエッセイの競演
四六判/304頁本体 1,364円

2020/04/01 発行 新星出版
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ISBN 978-4-909366-32-0

佐藤モニカ 著

  

  世界は朝の   

山之口獏賞受賞詩人、飛翔の第２詩集。
A5判/92頁本体 1,500円

2019/06/26 発行 新星出版

ISBN 978-4-905192-96-1

作・絵：出口富美子　沖縄口：米須朝榮

  

  米須朝榮さんの沖縄口で楽しむ出口富美子の沖縄創作民話   

泣く子も笑う！　最後まで何が起こるか解らない――方言のもつ魅力的なリズ
ムと物語の世界に浸れる一冊。 A5判/272頁本体 1,500円

2017/07/31 発行 新星出版

ISBN 978-4-905192-8-5

玉城まさし 著

  

  人間の生き様   

「砂漠にて」で新沖縄文学賞を受賞した著者の第一作品集。
文庫(A6判)/372頁本体 926円

2017/09/07 発行 新星出版

ISBN 978-4-905192-99-2

金城昌永 著

  

先祖代々伝わって来た琉球王国継続継承の裏方―― 琉球王国三大妃   

伝統芸能エイサー（栄えるさー）の起源と発祥に秘められた政策と策略――著
者が母から伝えられた口伝言説。 A5判/208頁本体 2,300円

2017/08/31 発行 新星出版

ISBN 978-4-909366-07-8

比嘉辰雄・杜祖健 著

  

  沖縄と台湾を愛したジョージ・Ｈ・カー先生の思い出   

〝戦後沖縄歴史研究活動の開花の恩人〟が沖縄・台湾に深い愛情の眼差しを
向けた―― A5判/208頁本体 1,800円

2018/03/01 発行 新星出版

ISBN 978-4-901427-02-9

嵩西洋子 著

やいま文庫１

  紀和へ。 母の花だより

交通事故で失った愛娘への想いを綴った一冊。その事実にどう立ち向かうべき
かを考えさせる。 B6判/180頁本体 1,429円

2000/01/05 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-03-6

三木 健 著

シリーズ八重山に立つNO.2

  八重山を読む   

八重山本581冊を集録し八重山を読み解くガイド。八重山の過去・現在・未来
が浮かび上がる。 A5判/484頁本体 3,714円

2000/10/15 発行 南山舎
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ISBN 978-4-901427-05-0

熊谷溢夫 著

  

  屏風山のハブ   

八重山の財産、方言を楽しく子どもに伝える絵本。紙芝居として読み聞かせが
できる。 A4判横/52頁本体 1,000円

2002/10/10 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-06-7

大仲浩夫 著

やいま文庫３

  八重山の自然歳時記   

八重山の自然に親しむための豊富な情報を満載した元気象台勤務の著者によ
る歳時記。 B6判/132頁本体 1,400円

2014/03/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-07-4

安本千夏 著

やいま文庫４

  潮を開く舟サバニ   

サバニ（沖縄の海洋文化を代表する伝統的な木の舟）造りの全行程を写真と文
章で紹介。 B6判/188頁本体 1,650円

2003/06/22 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-08-1

三木 健 著

やいま文庫５

  八重山研究の歴史   

近代以降の内外の八重山研究や調査を概観。文化状況についても独自の視点
でまとめた一冊。 B6判/278頁本体 1,880円

2003/07/20 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-09-8

熊谷溢夫 著

  

  美しい自然があるからみんな元気で生きられる。   

「人間も自然の一種だということを忘れちゃいけない」と唱える著者の点描画
作品集。 B6判/214頁本体 2,500円

2003/08/21 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-10-4

石盛こずえ 著／今村光男 撮影

  

  八重山人の肖像   

八重山人（ヤイマピトゥ）を通して見える八重山の姿、人びとの考え方や生き方
が見える。 A5判/246頁本体 2,800円

2004/05/15 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-11-1

中田龍介 編

やいま文庫６

  八重山歴史読本   

八重山の歴史を、興味のある時代やテーマから読み進めることができる入門
書。 B6判/312頁本体 1,900円

2004/06/01 発行 南山舎
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ISBN 978-4-901427-12-8

三木 健 著

やいま文庫７

  宮良長包の世界   

近代沖縄音楽の父・宮良長包の生涯と、その歌曲を支えた詩人たちのエピソー
ド。作品一覧付。 B6判/304頁本体 1,900円

2004/07/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-15-9

尖閣列島戦時遭難死没者慰霊之碑建立事業期成会 編

  

  沈黙の叫び 尖閣列島戦時遭難事件

太平洋戦争末期に米軍の銃撃を受け尖閣列島に漂着した疎開船。飢餓と病気
と死との闘い。 A5判/244頁本体 1,429円

2006/07/03 発行 南山舎

ISBN 978-4-87641-741-4

大城テン次 作／大城ボブ次 画

  

  くびらーのみちゅー   

石垣島初の地元刊行マンガ。シロハラクイナの主人公「くびらー」と村の仲間た
ちの日常が笑える。 A5判/298頁本体 1,143円

2008/02/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-17-3

砂川哲雄 著

シリーズ八重山に立つNO.3

  八重山から。八重山へ。   

八重山の歴史、民俗、歌謡、文学に関するエッセーやコラム、書評を厳選しまと
めた一冊。 A5判/438頁本体 2,762円

2007/11/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-19-7

三木 健 著

やいま文庫９

  「八重山合衆国」の系譜   

近世以降、強制移住や開拓移民の入植などで、「合衆国」とも呼ばれる社会を
形成した八重山。 B6判/322頁本体 1,900円

2010/06/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-20-3

松田良孝 著

やいま文庫10

  台湾疎開 「琉球難民」の１年11カ月

台湾で難民化した沖縄の疎開者たちがいかにして生還したのか。体験談と資料
で解き明かす。 B6判/350頁本体 2,300円

2010/06/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-22-7

砂川哲雄 著

やいま文庫11

  八重山風土記   

八重山毎日新聞コラム「不連続線」2002～2009年掲載分をまとめた一冊。
B6判/246頁本体 1,800円

2011/01/17 発行 南山舎
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ISBN 978-4-901427-23-4

島村 修 著

やいま文庫12

  島の自然を守る   

数々の自然環境保全活動の歴史と島の原風景を、環境保全者の著者が紹介す
る。 B6判/312頁本体 1,900円

2011/01/17 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-25-8

前新 透 著

  

  竹富方言辞典   

竹富島の方言辞典として最も詳細。菊池寛賞受賞作。沖縄タイムス出版文化賞
特別賞受賞！ B5判/1,562頁本体 25,000円

2011/02/22 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-26-5

南風原英育 著

やいま文庫13

  マラリア撲滅への挑戦者たち   

八重山のマラリア根絶に尽力した防疫監吏・黒島直規の半生を描いたノンフィ
クションノベル。 B6判/194頁本体 1,800円

2012/01/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-27-2

大田静男 著

  

  とぅばらーまの世界   

名実ともに八重山を代表する民謡のひとつ「とぅばらーま」を著者が解説す
る。ＣＤ付き。 A5判/240頁本体 1,900円

2012/09/28 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-30-2

松田良孝 著

やいま文庫14

  与那国台湾往来記 「国境」に暮らす人々

与那国と台湾の間に展開した「往来」の軌跡を体験者の証言で綴る。南山舎文
化大賞受賞作。 B6判/370頁本体 2,300円

2013/09/23 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-32-6

大田静男 著

シリーズ八重山に立つ Ｎｏ１

  八重山の戦争［復刻版］   

八重山諸島の戦争の全貌を紹介し詳細な戦跡地図とともに検証。沖縄タイム
ス出版文化賞受賞！ A5判/342頁本体 2,900円

2014/06/23 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-34-0

下嶋哲朗 著

  

  想い続ける 下嶋哲朗の八重山 絵とエッセー集

八重山の自然や村人との触れあいを通じ、その後の人生に深く影響与えた濃密
な一年の物語。 B5判変形/ｵｰﾙｶﾗｰ72頁本体 1,250円

2014/09/21 発行 南山舎
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ISBN 978-4-901427-35-7

米城 恵 著

やいま文庫15

  よみがえるドゥナン 写真が語る与那国の歴史

ドゥナン＝与那国の歴史を70枚以上の写真とエッセイで語る、国境の島の物
語。 B6判/292頁本体 1,900円

2015/02/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-36-4

NPO現代の理論・社会フォーラム 古川 純 編

やいま文庫16

  八重山の社会と文化   

「沖縄」とひとくくりにはできない「八重山」の今を考えるヒントが凝縮された
一冊。 B6判/294頁本体 1,800円

2015/05/23 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-37-1

安本千夏 著

  

  島の手仕事 八重山染織紀行

八重山には島の数だけ染織文化が息づいている。第14回パピルス賞受賞はじ
め３冠受賞作。 A5判/384頁本体 2,800円

2015/09/30 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-40-1

はいの 晄 著

南山舎ぶっくれっと

  長久先生の写真帳   

八重山古典民謡の重鎮・宮良長久先生が語った半生記。八重山民謡の近代史
でもある。 A5判/98頁本体 1,000円

2016/10/14 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-41-8

石垣 繁 著

  

  八重山諸島の稲作儀礼と民俗   

八重山諸島の民俗文化の核となる稲作儀礼について、フィールド調査の成果も
結実した一冊。 A5判/580頁本体 12,000円

2017/05/18 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-42-5

宮良 作、宮良純一郎 共著

  

東アジアの南向き玄関口 与那国島誌   

与那国島を誇りに思う二人の島出身者が、この島の知られざる話題を紹介す
る。 A5判/216頁本体 2,000円

2017/06/23 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-43-2

嵩西洋子 著

  

  沖縄八重山発　南の島のハーブ   

著者自身の植物画と写真を交え南の島のハーブ337種類を紹介。沖縄タイムス
出版文化賞受賞！ A5判/216頁本体 2,300円

2018/02/14 発行 南山舎
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ISBN 978-4-901427-44-9

又吉光邦 著

  

  南嶋民俗資料館の古布裂   

南嶋民俗資料館に残る伝統織物の多くの古布を図録で公開！　人頭税時代の
貴重な古布も。 A4判/240頁本体 2,400円

2018/04/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-45-6

東田盛善 著

  

  八重山諸島の水資源   

八重山の島ごとに独特の水利用の形態がある。それらを通じて見えてくる島民
の文化、歴史。 A5判/272頁本体 2,700円

2020/01/11 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-46-3

後藤和久、島袋綾野 編著

  

  最新科学が明かす　明和大津波   

1771年に先島諸島を中心に来襲した日本（琉球）史上有数の津波災害について
多角的に検証。 A5判/200頁本体 1,000円

2020/01/15 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-47-0

笠井雅夫 著

  

  精霊の宿る川 日本で一番魚種が多い、沖縄県西表島の浦内川

日本では有数の豊かな生態系が維持されている西表島の浦内川と魚たちの貴
重な写真集。 B5判横/136頁本体 2,300円

2020/03/03 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-48-7

安本千夏 著

聞き書き「島の記憶」１

  﨑山用正 アガリヨイ   

竹富島生まれの崎山用正氏の半生記。昭和初期の島人の文化を知る上でも貴
重な記録。 A5判/236頁本体 2,700円

2020/06/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-49-4

石垣島写真研究会

  

  島の風　Ⅱ   

「写真表現は人によってこれほど異なる」ことを思い知る、日本最南端の写真
集団による写真集。 A5判/154頁本体 2,000円

2020/07/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-50-0

正木 譲 著

やいま文庫17

  島の歳時記   

亜熱帯の島ならではの季節や動植物の様子に触れた俳句エッセイ。資料「八重
山の季節暦」付。 B6判/238頁本体 1,800円

2020/07/10 発行 南山舎
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ISBN 978-4-901427-51-7

潮平正道 著

  

  絵が語る八重山の戦争 郷土の目と記憶

戦争体験者の著者が、八重山の戦争の実相を描き伝える。愚かな歴史を繰り
返さぬために。 B5判横/162頁本体 1,800円

2020/08/15 発行 南山舎

ISBN 978-4-901427-53-1

森口 豁 著

  

  島のことだま   森口 豁　八重山セレクション

「瑠璃の島」の原作『子乞い』の著者による八重山ルポルタージュの集大成。
四六判/322頁本体 3,500円

2021/01/01 発行 南山舎

ISBN 978-4-9903112-0-5

青春を語る会

  

  沖縄戦の全女子学徒隊 次世代に遺すもの それは平和

沖縄戦でに動員された14歳から19歳の女学生。激しい地上戦の中でたくさん
の命が失われた。生き残った女子学徒が、二度と戦争を繰り返さぬよう、そし
て亡くなった学友たちの生きた証を残したいと自らの体験をまとめた。 A5判/326頁本体 2,200円

2006/06/23 発行 フォレスト

ISBN 978-4-9903112-2-3

文：金城善　絵：安室二三雄・大城美千恵

  

絵本 白銀岩の由来 根人に伝わる物語/『遺老説伝』にある物語

沖縄のことわざ『意地ぬ出じらぁ手引き　手ぬ出しらぁ意地引き』の由来とな
った糸満市に伝わる白銀岩の由来。読み聞かせに最適な絵本。 A4判/60頁本体 2,000円

2007/08/31 発行 フォレスト

ISBN   

野原なをみ

  

  しょうたとがじまる まき幼稚園の四季

浦添市で長年保育士としてつとめた筆者が描きおろした、幼稚園での子どもた
ちの１年がイキイキと描かれた、明るく楽しいお話。かわいい挿絵と総ルビで
小学校低学年までのお子さんが自分で読むのに最適。 A5判/ 頁本体 1,200円

2008/03/31 発行 フォレスト

ISBN 978-4-9903112-1-6

沖縄子どもの本研究会

  

  沖縄むかしむかし① 子どもに語る沖縄の民話

バラエティ豊かな沖縄の昔話を、沖縄県子どもの本研究会がわかりやすく正し
い標準語で書きおろし。「犬の足」「ハーリーのはじまり」など25編を収録。 A5判/108頁本体 952円

2009/06/03 発行 フォレスト

ISBN 978-4-990312-8-5

加藤政洋

  

  那覇　戦後の都市復興と歓楽街   
戦後の那覇の都市復興が、様々な思惑の都市計画や人々の営みの中でどのよう
に進んできたか。フィールドワークと細やかな資料の検証から、戦争直後の那
覇の姿が生き生きと る。 A5判/240頁本体 1,800円

2011/11/30 発行 フォレスト
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ISBN 978-4-9903112-9-2

文：ひめゆり平和祈念資料館　絵：三田圭介

  

絵本 ひめゆり   

沖縄戦での体験を語り継いできた元ひめゆり学徒たちが、その体験に忠実につ
くった絵本。親子で一緒に読んでいただきたい。 A4判/40頁本体 2,000円

2011/06/23 発行 フォレスト

ISBN 978-4-9908017-2-4

大峰林一

  

  沖縄”野次馬”の遺言 現実直視の追跡調査で記録

沖縄在フリーライター大峰林一氏の新聞・各機関紙への投稿等をまとめた。現
代に通ずる戦後沖縄の問題点を独自の視点であぶり出す。 A5判/238頁本体 2,200円

2015/10/01 発行 フォレスト

ISBN 978-4-9908017-4-8

本村つる

  

  ひめゆりにさゝえられて   

元ひめゆり学徒で、ひめゆり平和祈念資料館の館長をつとめられた筆者の自分
史。生まれ育った那覇 泊の情景がみずみずしい文章であざやかに る。 A5判/132頁本体 1,800円

2016/06/11 発行 フォレスト

ISBN 978-4-9908017-1-7

ひめゆり平和祈念資料館

  

ひめゆり平和祈念資料館資料集5 生き残ったひめゆり学徒たち ―収容所から帰郷へ―

ひめゆり学徒たちの、沖縄戦終結時から戦後の様子に焦点をあてまとめられ
た、ひめゆり平和祈念資料館の資料集。 A5判/329頁本体 2,200円

2012/06/23 発行 フォレスト

ISBN 978-4-9903112-5-4

ＮＰＯ法人沖縄伝承話資料センター

  

遠藤庄治著作集第一巻 沖縄の民話研究   

沖縄の民話研究に命を燃やし、多大な功績を残された故遠藤庄治氏の論文
（33本）をまとめた一冊。 B5判/431頁本体 4,000円

2010/04/16 発行 フォレスト

ISBN 978-4-9908017-5-5

邊士名朝有

  

  おもろがうたう　おきなわのの原義   

沖縄の歴史研究家邊土名氏が、膨大な歴史資料を読み解く中から導き出した「
おきなわ」の原義。過去の論文、投稿文もまとめて掲載。 A5判/867頁本体 15,000円

2016/04/30 発行 フォレスト

ISBN   

金城美智子

  

金城美智子画集 墨絵『光と影の世界』   

独学で墨絵を学んだ孤高の墨絵画家が鬼気迫る画風で描く、魂をゆさぶる墨
絵の世界。 A4変形判/95頁本体 3,800円

2002/10/05 発行 フォレスト
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ISBN 978-7-9908017-0-0

沖縄県国語科の授業づくり研究会

  

地域発授業力向上ハンドブック おきなわ小学校国語授業のあじまー   

国語力はすべての学力を伸ばすための要のチカラ。県内の実践例を紹介しなが
ら国語教育の専門家とともにより良い国語授業を探っていく。 B5判/246頁本体 2,000円

2014/09/20 発行 フォレスト

ISBN 978-4-9908017-3-1

南島伝承研究会 編著

  

翻刻版 楽譜附　宮古民謡選集　全 平良彦一編著

宮古の教員で宮古芸能協会を立ち上げた平良彦一氏が1953年に著した幻の書
の翻刻版。64の宮古民謡の歌詞と解説（41曲に五線譜の楽譜付き）。 A4判/119頁本体 4,500円

2016/02/15 発行 フォレスト

ISBN 978-4-9908017-7-9

南島伝承研究会 編著

  

平良彦一著作集 宮古島の神話と伝説   

宮古の教員で宮古芸能協会をたちあげた平良彦一氏の幻の遺稿と希覯本本『
宮古民謡選集　第一輯』等を収載。 A4判/113頁本体 4,500円

2017/09/19 発行 フォレスト

ISBN 978-4-9908017-9-3

ひめゆり平和祈念資料館

  

ひめゆり平和祈念資料館資料集4 沖縄戦の全学徒隊 改訂版

沖縄戦に動員された県内21の学徒隊の記録。各学校の同窓会からの資料、証
言をひめゆり平和祈念資料館がまとめた資料集。 B5判/254頁本体 2,200円

2020/06/23 発行 フォレスト

ISBN 978-4-909647-23-8

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.29 ハレノヒランチとチョコレート

夜のパーティーが難しいならちょっといいランチを。おうちでは、特別なチョコ
レートを。少しだけ自分を甘やかしてくれる冬のごほうびはいかが？ A4判/80頁本体 500円

2020/12/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-18-4

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.28 この秋、大切なおやつ

今年の秋こそ、おやつの力を借りましょう。少し大げさですが、あえて言いたい
おやつは偉大で、大切 A4判/80頁本体 500円

2020/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-13-9

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.27 この夏楽しみたい小さなおでかけ

当たり前だったことが、できない今だからこそ小さな寄り道を重ねるだけでこの
夏は特別になるはず A4判/80頁本体 500円

2020/7/16 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-909647-11-5

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.26 北へ、南へ。春の沖縄さんぽ

季節はもう春。ここ最近の沖縄には、北から南まで、素敵な場所や新しいお店
が続 と々オープン中。さあ、今日はどこへ行きましょうか A4判/80頁本体 500円

2020/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-07-8

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.25 今、行きたい、知りたい沖縄のカフェ

沖縄には魅力的なカフェがたくさん。ポルト編集部が、今行きたいおすすめの
カフェをご紹介 A4判/80頁本体 500円

2019/12/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-05-4

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.24 今気になる、沖縄の手作りもの

沖縄の手作りもの。ビシッと並んだ既製品もいいけれど、もっと面白いものが欲
しいなら、断然手作りのものがいい A4判/80頁本体 500円

2019/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-03-0

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.23 毎日、カレーラバー！！

時に優しく、時に刺激的に、私たちのお腹と心を満たしてくれる極めて優秀な
食べ物、カレー。そんなカレー沼にどっぷりハマってしまった人は数知れず・・・ A4判/80頁本体 500円

2019/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-98-4

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.22 美味しい、島やさい。

強い日差しと風を一身に受けてたくましく育つ島やさいたち。今年の春は、島
やさいで季節を丸ごと味わってみませんか？ A4判/80頁本体 500円

2019/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-95-3

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.21 いま、行きたいお店。

寒い季節に恋しくなるのが、お腹も心も温めてくれる美味しいもの。ゆったり味
わいたい食べ物を作るお店には、やはり時間がゆったりと流れていました A4判/80頁本体 500円

2018/12/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-89-3

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.19 夏を感じる旅へ。

沖縄が一番輝く季節、 夏。非日常を感じられればこの夏がもっと輝くはずだか
ら。porte が贈る夏旅のススメ A4判/80頁本体 500円

2018/7/16 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-83-0

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.18 最旬 春のおでかけスポット

この春訪れたくなる、わざわざ探してでも行きたいお店ばかりをご紹介
A4判/80頁本体 500円

2018/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-79-3

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.17 珈琲と過ごす冬。

寒い日は、珈琲で暖を取ろう。行きつけのいつもの味も、初めて出会う新鮮な一
杯も。もっと沖縄の珈琲が好きになる A4判/80頁本体 500円

2017/12/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-76-2

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.16 沖縄生まれの贈りもの

あの人のことを考えながら贈りものを選ぶ時間はなんて豊かで幸せだろう。そ
の物語に、想いを託すとっておきの贈りものを紹介 A4判/80頁本体 500円

2017/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-73-1

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.15 涼やかな夏を味わう。

夏になると食べたくなるひんやりスイーツ。この夏の本命かき氷にジェラート、
コーヒーショップの夏メニュー、夏を感じる雑貨などを紹介 A4判/80頁本体 500円

2017/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-69-4

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.14 これからの沖縄のまーさむん

その素材は、何気なくいつも身近にあるもの。でもひとたびその人の手にかかる
と、どれも特別な輝きを持ったとっておきの『まーさむん（おいしいもの）』に生
まれ変わる A4判/80頁本体 500円

2017/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-64-9

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.13 あたたかい、冬のかおり

冬のごほうびレストランや、冬だからおいしいもの。さらに身体に染み渡る温か
い飲み物までご紹介 A4判/80頁本体 500円

2017/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-60-1

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.12 おやつ手帖

地域の特産品を使った名物スイーツ、沖縄のローカルスイーツ、レモンケーキvs
ジャーマンケーキ。人気のパン屋さん、マテパンによるおやつレシピなど、内容
盛りだくさんの一冊 A4判/80頁本体 500円

2016/10/16 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-55-7

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.11 夏の小さな旅

読者からの要望の多かった離島を大特集！石垣、竹富に加え、日帰りのできる
伊江島、渡嘉敷島を特集しました A4判/80頁本体 500円

2016/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-52-6

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.10 春のさんぽ道

開け放した窓から吹き込む風に確かな春の訪れを感じたらいつもより身軽な装
いに身を包んでお散歩にでかけてみませんか A4判/80頁本体 500円

2016/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-49-6

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.9 おいしい、冬じかん。

冬って、なんだかちょっと、しあわせ。そんな瞬間を詰め込んだとっておきの冬
時間へご案内 A4判/80頁本体 500円

2016/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-47-2

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.8 今、ほしいもの、食べたいもの。

おきなわの「いいモノ」、美味しいものを編集部のセレクトでお届け。こだわり
のアイテム、美味しいものを紹介 A4判/80頁本体 500円

2015/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-43-4

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.6 のんびり、いこうよ。春の週末おでかけ。

この春いきたい旬ショップなど、春の休日にいきたくなるお店をセレクトしまし
た A4判/80頁本体 500円

2015/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-36-6

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.5 沖縄の冬

心身ともにぽっかぽかになれる、やさしさに満ちた沖縄の冬をご案内！
A4判/80頁本体 500円

2015/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-33-5

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.4 安心・安全・おいしい、やさしい、日々のおやつ

おうちおやつに、おみせおやつ、沖縄のレトロスイーツにお菓子教室など、食欲
の秋に嬉しい情報が満載 A4判/80頁本体 500円

2014/10/16 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-31-1

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.3 10のスタイルで楽しむ 夏の沖縄

夏、めいっぱい楽しむには早起きして、しっかり食べて、ゆるっと美味しく涼ん
で。この暑さを楽しんでこそ沖縄の夏が満喫できる A4判/80頁本体 500円

2014/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-25-0

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.2 春のおでかけ

友達とわいわい、家族・カップルで楽しく、ひとりでぶらりと…。行き先や目的
は違っても、おでかけ好きにオススメの一冊！ A4判/80頁本体 500円

2014/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-23-6

ポルト編集室 編

沖縄ライフスタイルマガジン

  porte Vol.1 ほっこりかわいい沖縄の冬。

沖縄の冬を楽しむ「モノ」や「お店」を中心に紹介し日常の生活を変化させる「
きっかけ」や「価値」をご提案。レシピやイベント、ビューティーなどの連載企画
も充実。 A4判/80頁本体 500円

2014/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-79-3

ポルト編集室 編

〈porto別冊〉

沖縄で子どもと一緒に遊べる一冊 コドモット 子どもとモット遊びに行こう！

親の目線から子どもと行きたい公園や飲食店、見学・体験スポットを厳選し、「
子どもの笑顔をモット見たい」をテーマに作った一冊 A4判/116頁本体 1,000円

2018/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-22-1

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.45 首里

2019年10月31日未明の火災で、主要な建物が焼失した首里城。首里の歴史
と、現在の首里の両方を感じられる一冊 A4判/80頁本体 1,000円

2021/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-17-7

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.44 あの戦から75年

総力をあげて終戦75周年特集をお届け。さまざまな角度から終戦からの75年
を見つめます A4判/80頁本体 1,000円

2020/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-12-2

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.43 コロナ世のエンターテインメント

コロナ禍でエンターテインメントが危機に瀕している今こそ、われわれ沖縄県
民が応援しよう！と一冊を通して呼びかける A4判/80頁本体 1,000円

2020/8/16 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-909647-10-8

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.42 チバリヨー！ウチナーアスリート2020’s

「われわれは地元出身アスリートを応援します！次の10年につながる2020年
代はずっと！」アスリートの現在・過去・未来を考える１冊 A4判/80頁本体 1,000円

2020/4/15 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-06-1

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.41 組踊

1719年の組踊初上演から300周年。満を持してモモトが組踊を大特集！琉球芸
能を愛する人、文化を学びたい人必携の１冊 A4判/80頁本体 1,000円

2020/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-02-3

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.40 難題か、命題か。「継承」を考える。

南城市玉城字仲村渠の稲作会、事業継承、終活、神役、「歴代法案」など、身近
な問題から経済、精神文化まで、沖縄の「継承」を考える一冊 A4判/80頁本体 1,000円

2019/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-02-3

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.39 民主主義について

稲嶺恵一氏、吉元政矩氏へのインタビュー、元山、嘉陽の若手対談。松永多佳
倫、宮原ジェフリーら豪華執筆陣で「民主主義」を語る一冊 A4判/80頁本体 1,000円

2019/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-97-7

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.38 三線

人間国宝 西江喜春インタビュー、民謡界のレジェンド大城美佐子×知名定男
対談、沖縄県三線製作事業協同組合の取り組みなど三線にまつわるアレコレを
総力特集！ A4判/80頁本体 1,000円

2019/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-94-6

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.37 沖縄とアート

古琉球の仏教アートから、編集部が勝手に選んだ今旬 アーティストまで、500
年分の「沖縄とアート」をざっくり学べる一冊 A4判/80頁本体 1,000円

2019/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-91-5

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.36 あの人が愛した沖縄

古今東西、琉球・沖縄を愛した文化人たちを紹介。県外出身の文化人の目を通
して、琉球・沖縄の魅力に迫る A4判/80頁本体 1,000円

2018/10/16 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-88-5

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.35 ハワイ　虹のむこうの島へ

70年前、ハワイから届いたのは豚だけじゃなかった！ハワイ州知事からモモトへ
のスペシャルメッセージも登場する、ハワイ大特集！ A4判/80頁本体 1,000円

2018/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-82-3

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.34 野球が好き！

現役プロ選手からOB・重鎮まで登場する沖縄野球の総力特集！ ・ヨシ子さ
ん、野球を撮る A4判/80頁本体 1,000円

2018/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-78-6

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.33 復帰後、45年　1972-2017-2018

1972年から2017年までの45年を、さまざまな側面から考えてみる特集。
A4判/80頁本体 1,000円

2018/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-75-5

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.32 今日もやっぱり沖縄そば

これを読めば「沖縄そば」を食べたくなること間違いナシ！沖縄県民のソウル
フード、沖縄そばを丸ごと一冊大特集 A4判/80頁本体 1,000円

2017/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-68-7

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.30 道

歴史的かつ物理的な古道をはじめ、生き方や心のありようを示す筋道など、さ
まざまな「道」を追いかけてみた A4判/80頁本体 1,000円

2017/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-63-2

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.29 外国人が見た沖縄

沖縄で暮らす外国人や、世界のウチナーンチュ大会で沖縄を訪れた外国人たち
に聞いた、彼らが「沖縄の島々をこよなく愛する理由」とは A4判/80頁本体 1,000円

2017/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-59-5

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.28 琉球弧の旅へ！（後編）

「琉球弧をめぐる旅」特集の後編は、沖縄本島から奄美へと北上する旅の情
報をお届けします A4判/80頁本体 1,000円

2016/10/16 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-54-0

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.27 琉球弧の旅へ！（前編）

九州の南から台湾にかけて、弧を描くように連なる「琉球弧」の島々の魅力を、
さまざまな切り口で紹介する大特集 A4判/80頁本体 1,000円

2016/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-48-9

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.25 琉球パワー2016

琉球・沖縄のパワーとは何か、モモト目線で創刊号以上に深く掘り下げてみた
A4判/80頁本体 1,000円

2016/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-44-1

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.23 男（イキガ）ぬ美学

琉球史に見る琉球・沖縄の男たちの美学、琉球ヒーローたちの美たる足跡、趣
味と仕事と生き方の流儀、ソウルフードから、88人の島男たちによるヒゲのこだ
わりまで A4判/80頁本体 1,000円

2015/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-42-7

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.22 沖縄のデザイン

沖縄「らしさ」の根源を探るデザイン史、島の鍛冶屋のデザイン、与那国島のカ
イダー字、福祉や地域の現場で見つけたデザインの未来… A4判/80頁本体 1,000円

2015/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-34-2

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.20 沖縄 美を宿すもの

人間国宝・玉那覇有公と宮城幸子が語る琉球紅型の美、八重山の星、辺野古の
海、自然に宿る島の黄金比… A4判/80頁本体 1,000円

2014/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-32-8

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.19 島の手技（てぃーわじゃ）

沖縄を代表する版画家・名嘉睦稔の技、サバニ大工、沖縄林業の名人、名手の
匠、宮古上布、アンツク、エギ、アンガマ面、泡盛、赤瓦 etc... A4判/80頁本体 1,000円

2014/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-26-7

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.18 大人が愉しむ沖縄

沖縄を見る、知る、感じる大人旅をご紹介
A4判/80頁本体 1,000円

2014/4/16 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-24-3

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.17 懐かしくて新しい 台湾×琉球

台湾=小琉球、沖縄=大琉球と呼ばれていた時代から、八重山と非常に深い係
わりを持った近代・現代のエピソードまで、台湾と沖縄の関係性に迫る A4判/80頁本体 952円

2014/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-21-2

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.16 ハワイと沖縄～ふたつの故郷～

よく似た自然、どこか懐かしい風景、消えた王国、独自の言葉と文化、そして移
民。沖縄とハワイを巡るたくさんの物語を、モモトならではの視点で掘り下げた
特集号 A4判/80頁本体 952円

2013/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-18-2

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.15 それぞれの平和

1945年から68年が経過した沖縄で、さまざまな視点から「平和」について考え
ます A4判/80頁本体 952円

2013/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-11-3

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.13 離島回帰

読むだけで離島を旅した気分になれる１冊！
A4判/80頁本体 952円

2013/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-06-9

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.12 沖縄・食の原風景

食べることの原点は、いのちをつなぐこと。こころとからだが「おいしい！」「食
べたい！」と感じるものを、感謝していただくこと。この島のごちそうを、うさが
みそーれー A4判/80頁本体 952円

2012/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-02-1

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.11 沖縄で学ぶ

ダンス、バスケ、アジア交流etc...を通じて「生きる力」を育む教育。大人のため
の沖縄県内大学＆公開講座ガイドなど、「沖縄で学ぶ」ための情報が満載の１
冊！ A4判/80頁本体 952円

2012/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-00-7

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.10 今こそ、「復帰」を語ろう。

本土復帰40周年の2012年。今だからこそ語れる復帰前・後のエピソードと、こ
の40年で変わったもの・変わらなかったもの… A4判/80頁本体 952円

2012/4/16 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-938984-93-9

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.7 小さな島から世界へOKINAWA

ウチナーンチュも知っているようで知らないこと、国内・海外から沖縄を訪れた
人に必ず訪ねてほしいスポット、手に入れてほしいお土産などを紹介 A4判/80頁本体 952円

2011/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-87-8

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.6 琉球アイランドセラピー

古来より伝承されてきた沖縄における様々な島ならではの民間療法や、現代医
学において導入されている医学的根拠に基づいた統合医療セラピーなどを紹
介 A4判/80頁本体 952円

2011/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-83-0

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.5 みんなシマの子どもだった

戦前の子ども、戦後の子ども、今の子ども達の姿を、それぞれの時代の遊びや
学びや原風景、時間の過ごし方などから紐解く A4判/80頁本体 952円

2011/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-80-9

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.3 わったーリゾート 島ゆくい

ウチナーンチュにとっての「リゾート・沖縄」の魅力を、momotoならではの多
彩な切り口でご紹介 A4判/80頁本体 952円

2010/7/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-76-2

モモト編集室 編

琉球・沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン

  モモト Vol.2 シマの未来に残したいもの何ですか？

時代の先を見据えて、すでに動き始めている人たちのライフスタイルを一挙に
公開。　シマの未来に対するそれぞれのウムイを聞いた A4判/80頁本体 952円

2010/4/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-77-9

モモト編集室 編

〈モモト別冊〉

Created by momoto×トコイリヤブック トコイリヤ藝術の未来へ   
バレエ・アーティスト 緑間玲貴と前田奈美甫の根源的な、深淵なる舞踊世界。
沖縄県の伊平屋島、浜比嘉島など神秘的なロケーションで撮影されたグラビア
でトコイリヤの軌跡をたどる 29.8x26/40頁本体 3,000円

2017/10/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-38-0

  

〈モモト別冊〉

  世界遺産 今帰仁城跡   

ユネスコの世界遺産に登録た今帰仁城跡。山北文化とその歴史、グスク周辺ガ
イドなど、今帰仁城跡の魅力満載でお届けする一冊 A4判/40頁本体 600円

2013/1/1 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-05-2

  

〈モモト別冊〉

  丸ごと一冊、沖縄県うるま市 HYと旅する、うるま市。

モモトならではの美しい琉球の風景や勝連城の歴史に迫るページ、うるま市出
身ＨＹに、彼らが愛してやまない地元を案内してもらうスペシャル企画など、う
るま市の魅力が詰まった一冊 A4判/36頁本体 571円

2012/8/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-62-5

仲程長治 著

  

Mother Islands 母ぬ島   

特別ではないあたりまえの風景の中に潜むこの島の陰翳美を、雑誌「モモト」の
写真家がひもとくインスピレーショナルな一冊。 A4判変形/112頁本体 3,500円

2016/11/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-67-0

仲程長治 著

  

  琉球パトローネ   

石垣島で育った著者が、島で育ったからこそ培った独特の切り取り目線で、各地
の自然や営み、祈り、愛、暮らしを表現 A4判変形/96頁本体 1,905円

2009/10/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-67-0

武安弘毅 著

  

  今帰仁城跡の四季   

今帰仁村教育委員会監修のもと、歴史的背景を交え今帰仁城跡の新たな魅力
を解説 A4判変形/96頁本体 1,500円

2013/1/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-21-4

マーシュゆかり 著

  

  OKINAWA WALK 歩いて英語で案内したくなる沖縄

外国人の接客が必要なホテル、観光案内所、バス・ハイヤー乗務員、ネイチャー
ガイド、飲食店など観光従事者や、学生の皆さんにも役立つ一冊 B6判/144頁本体 1,300円

2020/12/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-25-2

高山朝光 著

  

  ハワイと沖縄の架け橋 ～織りなす人々の熱い思い～

ハワイ留学中にハワイ沖縄移民が過酷な労働時代から経済大国での生活基盤
を築いた実態を学び、戦後の沖縄の復興に資したいとの思いをまとめた一冊 A5判/254頁本体 1,300円

2020/10/30 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-14-6

新城俊昭 著

クイズでわかる　謎解きジンブン塾 琉球・沖縄の世界 （下巻）

できるだけ楽しくわかりやすく学べるよう、‘なぜ’の素朴な疑問に答えられるこ
とを意識して編集された一冊 A5判/336頁本体 1,300円

2020/7/1 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-93-9

新城俊昭 著

クイズでわかる　謎解きジンブン塾 琉球・沖縄の世界 （上巻）

琉球・沖縄の世界について「これは面白い！」と思えることをコンセプトに、20
テーマ146ジンブン試し(謎解き）で答えを考えながら学習する歴史教科書的一
冊 A5判/302頁本体 1,500円

2018/11/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-67-0

新城俊昭 著　沖縄歴史教育研究会 編

  

三訂版 高等学校　琉球・沖縄の歴史と文化 書き込み教科書

琉球・沖縄の歴史と文化を独学でも学習できるようにまとめた、新しいタイプ
の歴史教科書 B5判/188頁本体 1,500円

2017/3/31 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-50-2

大野隆之 著

  

  沖縄文学論 ―大城立裕を読み直す

沖縄文学を愛し、その研究に尽くし2015年3月30日に逝去した大野隆之氏（享
年54歳）の遺稿集 四六版/249頁本体 3,500円

2016/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-29-8

沖縄歴史教育研究会 新城俊昭 著

  

教養講座 琉球・沖縄史   

先人の経験を学び、日本、アジア、そして世界の歴史をみる目を養ってほしいと
いう願いを込めた待望の一冊 B5判/438頁本体 2,000円

2014/5/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-81-6

新城俊昭 著

  

新訂 ジュニア版　琉球・沖縄史   

かみ砕いた内容で歴史事実を記述し、図や写真をふんだんに使いフルカラーで
分かりやすくまとめた一冊 A5判/368頁本体 1,500円

2008/9/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-98-4

大川 純一 著

  

  南走平家による琉球・沖縄王朝史（上巻）   

「平家」とはなにか?そして「日本人」とはなにか?沖縄文化から平清盛に関す
る謎や邪馬台国の謎に迫ります A5判/160頁本体 1,905円

2012/1/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-85-4

新城俊昭 著

  

読み語り読本 沖縄のはなし   

著者が37年間の教師生活の中で、自身の沖縄観を小学生の子供たちに読める
ようにわかりやすい言葉で、詩やエッセイとしてまとめた一冊 B5判/80頁本体 952円

2011/3/22 発行 編集工房東洋企画

60



ISBN 978-4-905412-56-4

沖縄歴史教育研究会 仲村顕 編著

  

2011～2015年度検定 沖縄歴史検定 解説付き過去問題集

沖縄のご当地検定としてさきがけをなすもの。「沖縄力」が問われる状況で、こ
の過去問題集が果たせる役割は小さくない A4判/56頁本体 700円

2016/6/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-74-8

島袋幸信 著

  

  上地流空手道 写真と解説で見る上地流の形

三戦から三十六まで、上地流の八つの形すべての分解写真を、日本語・英語両
表記のキャプションでわかりやすく解説 A4判/110頁本体 1,500円

2017/7/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-41-0

新城俊昭 著

  

シマクトゥバに親しむ あなたは琉歌で愛をうたえますか   

昔の歌や言葉を通してシマクトゥバ（沖縄のこころ）を感じてもらえるよう関連
するエピソードも加え理解が深まるよう工夫されている B5/106頁本体 1,000円

2015/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-92-2

仲村　顕 編著

  

―沖縄の伝統将棋― はじめての象棋＜チュンジー＞   

沖縄が琉球と呼ばれた頃、盤上に打つものと言えば、「囲碁」か、この「象棋」
かのどちらかだった B5判/96頁本体 1,500円

2011/8/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-91-5

吉野樹紀 著　沖縄国際大学公開講座委員会 編

  

  テクストをひらく 古典文学と国語教育

中学校・高校・大学と教育に携わる中で書きまとめられた国語教育に関する論
考を加えて編まれた一冊 四六判/316頁本体 3,500円

2011/7/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-55-7

又吉正治 著

  まぶい分析学講義 第３巻（上）

  皇位・トートーメー継承の理論と実際 

男系男子継承の目的は、子々孫々の繁栄と和合の実現であり、女性優位・男系
原理のパラダイムの中でのことだったのだ A5判/168頁本体 1,500円

2008/9/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-48-9

又吉正治 著

  まぶい分析学講義 第２巻

  祖先からの知らせと御願 

沖縄の祖先祭祀の習俗は久しく迷信扱いされてきた。それは学識者が習俗を
理解できないためか、沖縄の人々は迷信を信じるためなのか A5判/192頁本体 1,500円

2008/2/1 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-938984-46-5

又吉正治 著

  まぶい分析学講義 第１巻

  霊とユタの世界 

本書の前身である、琉球文化の精神分析・霊魂とユタの世界である
A5判/178頁本体 1,500円

2008/1/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-24-5

土屋 誠 著

  ～なかよし家族の観察ノート３～

  イチゴのたねとジーマーミ 

なかよしの家族が、家の周りや公園などで生き物の観察をしている様子が描か
れています A5版/112頁本体 1,300円

2020/12/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-01-6

土屋 誠 著

  ～なかよし家族の観察ノート２～

  シオマネキのダンス 

干潟やマングローブの生き物とふれあいながら沖縄の自然を楽しむ！感じる！
学ぶ！なかよしの家族のお話 A5版/96頁本体 1,000円

2019/6/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-58-8

土屋 誠 著

  ～なかよし家族の観察ノート～

  サンゴしょうのおとぎ話 

真っ赤な太陽の光がふりそそぎ、エメラルドブルーに輝くサンゴ礁には「桃太
郎」や「一寸法師」が暮らしている? A5版/106頁本体 1,000円

2016/8/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-28-1

宮城 和宏 他 著

  

  沖縄経済入門 ～沖縄国際大学経済学科編～

沖縄の若い人達や社会人の方々にもグローバルな視点で沖縄経済を捉えるた
めの入門書 B5判/192頁本体 1,500円

2014/4/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-08-5

上間 信久 著

  

  消された 南の島の物語   
「どうして琉球諸島群や南の海を渡ってきた倭人＝海人族の歴史や文化が、日
本列島では粗末に扱われるのか？」と言う著者の50年来のテーマを形にした物
語 四六判/208頁本体 1,200円

2019/12/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-85-4

宮城和宏・安藤由美 著

  

  沖縄経済の構造　現状・課題・挑戦   

経済対策・財政・離島経済の視点を交えた実証的な分析から、沖縄の経済発
展のヒントを探る 四六判/255頁本体 1,500円

2018/3/1 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-04-5

梅井 道生 著

  

  沖縄における若年就業の可能性   

若年就業の可能性を知るために。 多彩な講師陣があらゆる視点から近年の沖
縄における若年就業者への可能性を見い出しまとめた1冊です。 四六判/280頁本体 1,500円

2012/8/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-80-9

伊是名 カエ 著

  

Simple and Delicious Certified Nutritionist, Kae Izena's okinawa soup RecipeBook English version

Relish the Taste and Beauty of the Seasonal Foods of Okinawa.
A5/104頁本体 1,000円

2018/1/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-57-1

伊是名 カエ 著

  

美味しい、簡単 管理栄養士 伊是名カエの okinawa soup RecipeBook   

忙しい毎日の中でもいつもの食材で簡単につくれる、しかも栄養満点！な31レ
シピを紹介 A5版/104頁本体 1,000円

2016/7/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-79-3

伊是名 カエ 著

  

  伊是名カエのおきなわベジライフ   

もっと気軽にゆるヘルを楽しんでほしいから。‘こりすぎない’そんなレシピを集
めました A5版/104頁本体 952円

2010/7/20 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-61-8

伊是名カエ 著

  

  伊是名カエの（沖縄発）簡単レシピ   
１年中手に入りやすい冬瓜、キャベツ、玉ねぎ、にんじん、大根、トマトの６種類
をメインに、冷蔵庫に置き去りになっている調味料もフルに活用できるメニュ
ーを紹介 A5版/106頁本体 952円

2009/1/20 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-45-8

大城 郁寛 著

  

  図説　沖縄の経済   

県民の生活、地方財政、地域と都市の問題、金融、労働問題、観光産業など、
図表や具体的なデータ等を用いて県経済をわかりやすく解説 四六判/193頁本体 1,000円

2008/1/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-28-1

宮城 和宏 他 著

  

  沖縄経済入門 ～沖縄国際大学経済学科編～

沖縄の若い人達や社会人の方々にもグローバルな視点で沖縄経済を捉えるた
めの入門書 B5判/192頁本体 1,500円

2014/4/1 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-27-4

加納 英明 他 著

  

  教職を拓く ～名桜大学教職入門書～

地域教育の大切さは勿論、イギリスの教育改革の動向、子どもの権利条約の紹
介。充実した名桜大学の、教育現場を知ることができる一冊 A5判/142頁本体 1,200円

2014/3/31 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-90-8

ドリーム工房☆はせがわ 著

  

紙芝居 夢をかなえる９つの風船のおくりもの   

東日本大震災復興支援。東日本大震災で被災した子ども達の心を支える贈りも
のを届けたいという想いから作られた 270mm×384mm/12枚組本体 2,857円

2011/7/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-89-2

長濱良起 著

  

  沖縄人 世界一周！ 絆をつなぐ旅！！   

世界を自分の目で確認すべく世界一周の旅に出た。誰もが一度は経験したいと
思っていることを、若干22歳にして実現させたその足跡 四六判/244頁本体 1,400円

2011/5/25 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-73-1

  編集工房東洋企画 編著

  

  沖縄肉読本   

沖縄の肉料理にまつわる歴史の話をはじめ、食肉の現場に携わる畜産農家や
精肉工場などのレポート、食育についても考えます A5判/178頁本体 1,800円

2010/1/5 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-78-6

小野中町他 著　社団法人 沖縄県対米請求権事業協会 編

第3回　沖縄・提案－百選事業

  沖縄と地方分権・道州制　書いて残そう島々の言葉   

琉球文化圏にある６つの言語を対象として、琉球諸語継承事業の一環としてま
とめた一冊 A5判/271頁本体 952円

2010/7/14 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-33-4

渡久地朝章 著

  

  殉国 －世替わりの裏で－

歴史の波にもまれ、激しく移りゆく世替わりの裏で揺れた琉球・沖縄の人々に
ついて語る。 A5判/220頁本体 1,429円

2004/11/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-05-9

玉城政光 著

  

  これからの教育 －校長講話と講演－

琉球大学教育部附属中学校の開校以来、全校朝会で話してきた校長講話のす
べてをまとめたものである 四六判/216頁本体 1,200円

1998/3/30 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-938984-06-7

玉城政光 著

  

  教育・発想の転換   

教育の発想の転換を訴えたもので、従来の精神主義的教育を批判し、新しい行
動主義的教育を提唱したものである 四六判/238頁本体 1,200円

1998/3/30 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-12-1

沖縄県立博物館 編

  

  沖縄県の探鳥地ガイド   
探鳥地案内だけではなく、バードウォッチングの初心者の方々にも資料として
楽しく活用できるように、貴重な鳥類、鳥の生態（鳥の巣やねぐらなど）、鳥が
利用する植物などの項目を加味した A5判/128頁本体 1,600円

1998/8/31 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-15-6

壱岐一郎 著

  

  映像文化論・沖縄発   

「真実と疑似空間」「メディア産業の未来」「ソフトを生むものは」等、様々な
テーマで綴る論考 A5判本体 950円

2000/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-20-2

比嘉 堅 著

  

  沖縄のアグリビジネスと産業組織 ―21世紀沖縄農業の新たな展開と方向―

沖縄のアグリビジネスと産業組織の現状を中心に、21世紀沖縄農業の新たな
展開と方向について理論と実証の面から体系的に分析を行う 四六判/312頁本体 2,000円

2002/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-32-6

波平 勇夫 著

  

  地方私立大学と大学改革   

大学をめぐる激動の四年間を過ごした一学長の軌道から、地方私立大学が大
競争時代に生き残り発展していく為の方策を示している A5判/144頁本体 952円

2004/5/16 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-34-2

稲福日出男 編

  

  ヤーコプ・グリム　郷土愛について ―埋もれた法の探訪者の生涯―

童話で知られるグリム兄弟の兄ヤーコプ・グリムが築いた古ドイツ古事学創設
の偉業とその生涯についての研究をまとめた A5判/381頁本体 3,000円

2006/2/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-38-5

大城盛三 著

  

  激動の沖縄に生きて ―秘書の眼から―

公選主席・屋良朝苗氏の専属秘書となり、県総務部東京事務所長を経て、親泊
那覇市長のもと助役に就任。地元新聞２紙に掲載された寄稿文をまとめた、秘
書の眼からみたエッセー集。 B6判/283頁本体 1,500円

2006/5/1 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-938984-49-6

沖縄県博物館協会 編

  

  沖縄の博物館ガイド   
奄美、沖縄本島北部・中部・南部、宮古、八重山の順に、主に沖縄県博物館協
会に加盟する県内及び奄美の博物館、資料館、動植物園等の施設を紹介する
内容となっている A5判/128頁本体 1,000円

2008/1/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-62-5

  （財）海洋博覧会記念公園管理財団 編著

  

色と手ざわりで探せる 熱帯くだもの図鑑   Tropical Fruit Guide Book

亜熱帯性気候を有し、多くの熱帯果樹が路地で栽培できるほどの環境にある
沖縄県。主要な熱帯果樹127種類の学名、特性、利用方法、栽培のポイントな
どを詳しく解説した１冊！ A5判/160頁本体 2,000円

2009/2/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-13-X

堂本彰夫 著

  

  「大学で学ぶ」ということはどういうことか パートII

様々な学生たちの隠された思いや成長の姿、研究生（ゼミ生）の、生の成長の
過程を語り尽くす B6判/164頁本体 800円

1999/11/13 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-63-2

クリシュナ・ウパディヤヤ・カリンジェ 著

ブックレット14

インドの生命科学 アーユルヴェーダに学ぶ、真の沖縄の健康づくり  

アーユルヴェーダ医学は、およそ紀元前3000年～2000年頃に確立し、以降現
在までインドをはじめとする世界中で広く利用されている。健康維持・増進に
役立つその考え方と、日常生活で活かす方法を紹介する A5版/64頁本体 500円

2009/3/27 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-39-3

アレン・ネルソン 著

ブックレット13

  元米海兵隊員の語る戦争と平和   

キャンプ・ハンセンに駐留し、ベトナム戦争帰国後長く戦争後遺症に悩まされた
アレン・ネルソン氏。元海兵隊員の彼が沖縄で語った戦争と平和とは A5判/50頁本体 500円

2006/5/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-30-X

波平勇夫 コージ・タイラ 伊豆見元 伊波洋一 パトリック・ベイヴェール 池明観 著

ブックレット12

  グローバリゼーションの中の沖縄   

グローバリゼーションという新たな視点から沖縄問題を捉え直し、近隣アジア
諸国やヨーロッパの実情も比較しながら多角的に考察した内容を纏めた一冊 A5判/113頁本体 500円

2004/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-26-1

ジル・ジョーダン 著

ブックレット11

  個人のライフスタイルとコミュニティーの自立   
「マレーニの母」と慕われる著者が、豊かなコミュニティー作りのプロセス、理
念、方策、経済的発展のルール、国を超えて共通するコーポラティブの本質と重
要性を、マレーニの成長とともに紹介 A5判/64頁本体 500円

2003/3/31 発行 編集工房東洋企画

66



ISBN 978-4-938984-24-5

廣川和市・網中政機・海原徹・佐藤東洋士・目黒純一・波平勇夫 著

ブックレット10

  21世紀における大学教育   

大学冬の時代を迎えた現在、大学の改革をどう進めるか。札幌学院大学教務
部長、桜美林大学学長らが改革の抱負を語る A5判/82頁本体 500円

2003/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-23-7

吉田敦彦・フィリップ・ワルテル 著

ブックレット9

  海の神話   

沖縄をはじめとする世界各地の神話には、海が果たしてきた世界万物の母とし
ての働きの不思議さと有難さが興味深い形で物語られている A5判/71頁本体 500円

2002/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-18-0

澤田裕之 著

ブックレット8

  タクラマカン砂漠と住民生活   

世界の陸地面積の五分の一を占める砂漠等の乾燥地域が、今後農地化の可能
性を秘めていることにも注目した A5判/63頁本体 500円

2000/12/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-11-3

勇崎哲史 著

ブックレット5

  思考方法としての写真 沖縄から学んだこと、そして21世紀への伝言

写真を通したコミュニティを地元北海道の観光協会と立ち上げ、21世紀の沖縄
への伝言を伝える一冊 A5判/61頁本体 500円

1999/3/31 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-07-5

ラジモハン・ガンディー 著

ブックレット4

  多数派と少数派、民主主義の意味   

インドを独立に導いたマハトマ・ガンディーの生涯を振り返り、今なお世界中が
抱える少数派・多数派の問題、そして民主主義のあり方を考える A5判/48頁本体 500円

1998/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-08-3

山畠正男 著

ブックレット3

  琉球王国と蝦夷地   
日本列島の両端に位置する、似て非なる沖縄と北海道。それぞれが辿った苛酷
な歴史や人びとの暮らしぶり、県（道）民意識などを検証し、遠隔の両地から新
たなる提言をおこなう A5判/63頁本体 500円

1998/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-09-2

菅森聡 他 著

沖国大公開講座29

  産業と情報の科学 ～未来志向の産業情報学～

ICTの発展はビジネス、情報科学、あるいは双方の関係性にどのような影響を
与えるだろうか。現状を整理し、そして未来を考える 四六判/372頁本体 1,500円

2020/3/1 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-905412-99-1

前泊博盛 他 著

沖国大公開講座28

  変わる沖縄 ～地域環境政策学の視点から～

島嶼県・沖縄が抱える経済振興と生物・環境、米軍基地、離島、格差と貧困問
題を「地域環境政策学」の多角的な視点から紐解く 四六判/394頁本体 1,500円

2019/3/29 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-86-1

中野正剛 他 著

沖国大公開講座27

  法と政治の諸相   

米軍の基地問題、子どもの人権、労働者などの人権状況などを知る手がかりが
ここにある。学校や公民館での学習の友として最適の一書！ 四六判/290頁本体 1,500円

2018/4/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-70-0

西岡敏 他 著

沖国大公開講座26

  しまくとぅばルネサンス   
消滅の危機に直面している「しまくとぅば」。このふるさとのことばを未来に繋
いでいくためには。「言語」「芸能」「文学」「教育」「文化交流」など様々な視
点から島くとぅばの復興について考える 四六版/412頁本体 1,500円

2017/4/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-53-3

田口順等 他 著

沖国大公開講座25

  産業情報学への招待 ―経営・観光・情報・経済、多彩な視点から学ぶ―

激しく、大きく、厳しく変化していく日本や沖縄の経済にどう対処すればよいの
か。変化に対応するための最先端の研究や知識を紹介する 四六判/298頁本体 1,500円

2016/4/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-39-7

浦本寛史 他 著

沖国大公開講座24

  沖縄を取り巻く経済状況   

沖縄経済の現状と課題を示し、沖縄の特異性を活かした国際交流・経済交流
が描ける本にしたいと願った一冊 四六判/336頁本体 1,500円

2015/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4905412-30-4

富川 盛武 他 著

沖国大公開講座23

  自治体改革の今 沖縄の事例を中心にして

国は地方自治のあり方をどのようにして変えようとしているのか、それに対し、
自治体の側は何をしようとしているのか。より良い自治体改革を目指し、模索が
続いている 四六判/308頁本体 1,500円

2014/5/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-15-1

田名真之 他 著

沖国大公開講座22

  世変わりの後で復帰40年を考える   
「琉球王国の誕生」「島津侵入」「琉球処分」「沖縄戦」「米軍政」などのキー
ワードから、沖縄がどのように変化していったのか。「世変わり」と「その後」を
通して、沖縄の「今」を考える 四六判/321頁本体 1,500円

2013/5/1 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-938984-99-1

鵜池幸雄 他 著

沖国大公開講座21

  産業を取り巻く情報 多様な情報と産業   

高度情報化社会と私たちの暮らしを支える産業･ビジネスが、どのように係わり
活性化していくかを知る道しるべとなる一冊 四六判/274頁本体 1,500円

2012/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-86-1

新垣武 他 著

沖国大公開講座20

  地域と環境ありんくりん   

環境問題重視の社会情勢の中、経済成長重視型社会から環境共生型社会へ転
換するべく今後の地域社会と環境問題への取り組みを模索した一冊 四六判/274頁本体 1,500円

2011/3/31 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-75-5

芝田秀幹 他 著

沖国大公開講座19

  うまんちゅ法律講座   
裁判員制度や被害者参加制度がスタートし、国民が司法参加する機会が増え
るとともに法的な知識やものの見方・考え方をみにつける必要性が高まる中、
一般の方に分かりやすく情報提供する 四六判/293頁本体 1,500円

2010/3/31 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-64-9

片本恵利 他 著

沖国大公開講座18

  なかゆくい講座 元気が出るワークショップ   
健康で充実した人生を楽しむために。ワクワクする体験を通して心身ともにリ
フレッシュできる様々なプログラムを用意し、健康に生きる喜びを実践的・体験
的に考えられるようご提案 四六判/296頁本体 1,500円

2009/3/31 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-50-2

廣瀬牧人 他 著

沖国大公開講座17

  「ゆんたく」deＩＴとくらし   
情報化社会やネットワーク社会の進展に伴い家庭や職場がどのように変化し、
どのような便益を得るのか、その動向やあり方を、実務現場の方を交え可能な
限り、生活目線で考える 四六判/243頁本体 1,500円

2008/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-43-4

新垣勝弘 他 著

沖国大公開講座16

  グローバル時代における地域経済   
経済成長の著しいベトナム、中国、エジプト、アイルランド経済などを参考に、
旧3Ｋ（基地、公共工事、刊行）型経済から新3Ｋ（健康、環境、観光）型経済へ
の今後の方向性を考える 四六判/273頁本体 1,500円

2007/3/30 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-41-5

照屋寛之 他 著

沖国大公開講座15

  基地をめぐる法と政治   

基地があるがゆえに起こり続ける多くの悲劇。沖縄に基地が居座り続ける現
実。このテーマを、法学的・政治的視点から多面的に論じる 四六判/367頁本体 1,500円

2006/7/1 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-938984-37-7

狩俣恵一 他 著

沖国大公開講座14

  沖縄芸能の可能性   

沖縄芸能が果たしうるべき役割とは-。研究者、芸能家などの各界人が、沖縄の
芸能の魅力を語るとともに、その課題と可能性に迫る 四六判/321頁本体 1,500円

2005/12/5 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-31-8

村上了太 他 著

沖国大公開講座13

  様々な視点から学ぶ経済・経営・環境・情報   

長引く不況、常態化しつつある異常気象、IT産業の蹉跌…。閉塞したこの時代
を生き抜く「糧」となりうるのは果たして? 四六判/266頁本体 1,500円

2004/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-25-3

小西由浩 他 著

沖国大公開講座12

  自治の挑戦 ―これからの地域と行政

自らの流れを創り出し、政治構造の周縁からの変革を目指す-。「自治」の挑戦
を地方の目で見据えた一冊 四六判/291頁本体 1,500円

2003/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-21-0

遠藤庄治 他 著

沖国大公開講座11

  沖縄における教育の課題   
学級崩壊、総合的な学習の時間導入、週5日制、少子化、情報化への対応…。多
様な課題に直面する教育の全体像を捉えなおし、意欲的に沖縄の21世紀の教
育を展望する 四六判/390頁本体 1,500円

2002/2/24 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-14-8

新屋敷文春 他 著

沖国大公開講座9

  転換期の法と政治   

次世紀への展望を切り開くために何をなすべきか。転換期に立つ法と政治の動
向を、幅広い視点から検証する 四六判/416頁本体 1,500円

2000/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-10-5

葛綿正一 他 著

沖国大公開講座8

  異文化接触と変容   
古往今来、世界中でおこなわれてきた人や物、ことばの交流、異文化接触がも
たらす文化の葛藤、変容、そして成熟の過程を、沖縄・日本・アジア・欧米をめぐ
る事例をもとに解明していく 四六判//413頁本体 1,500円

1999/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-909647-15-3

小川護 他 著

南島文化研究所叢書4

  共同売店の新たなかたちを求めて ―沖縄における役割・課題・展望―

沖縄が発祥地であり独自の歩みを続けている共同売店。その歴史、特色、そし
て今後の展望について総合的に分析する 四六判/442頁本体 1,500円

2020/8/31 発行 編集工房東洋企画
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ISBN 978-4-938984-70-0

名城敏 他 著

南島文化研究所叢書2

  韓国・済州島と沖縄   
古の昔から済州島の文化や風習習慣は沖縄と類似点が見られ、その名残を今
にとどめていると言われる。沖縄の文化や風俗、習慣などのルーツを垣間みる
内容とした 四六判/256頁本体 1,500円

2009/3/31 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-938984-40-7

高橋俊三 他 著

南島文化研究所叢書1

  八重山の地域性   

独特の発展を続ける八重山地域…その風土、言語、芸能、音楽に至るまで、島
が育んだアイデンティティーを様々な方面から総合的に分析！ 四六判/355頁本体 1,500円

2006/3/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-905412-66-3

垣花隆夫 著

  

  琉球の古陶 その美と流れ

古陶収集700点の魅力を高精細FM印刷で忠実に再現
A4判変形/322頁本体 6,000円

2017/4/1 発行 編集工房東洋企画

ISBN 978-4-944116-36-2

座間味栄議 著

  

南山・中山・北山 三山とグスク グスクの興亡と三山時代

沖縄の各地域に散らばるグスク（城郭）を、その歴史とともに詳しく解説。
A5変型/304頁本体 1,760円

2012/05/30 発行 むぎ社

ISBN 978-4-944116-21-8

伊波勝雄 著

  

世替わりにみる 沖縄の歴史   

原始より今日に至るまでの琉球・沖縄の歴史を、七度の「世替り」を通して解
説。 A5変型/376頁本体 1,500円

2003/1/ 発行 むぎ社

ISBN 978-4-944116-41-6

家庭料理友の会編

  

家庭でつくる 沖縄行事料理とふるまい料理   

沖縄の行事料理・季節に合わせた家庭料理を紹介。
A5判/184頁本体 1,600円

2013/12/25 発行 むぎ社

ISBN 978-4-944116-46-1

家庭料理友の会編

  

家庭でつくる 沖縄の漬物とおやつ   

「地漬」と呼ばれる黒糖を使った漬物や、ちょっとしたおかず、デザートのレシ
ピ。 A5判/184頁本体 1,600円

2015/11/28 発行 むぎ社
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ISBN 978-4-944116-45-4

むぎ社編

  

絵でみる 御願365日   

第二回「この沖縄本がスゴい！」受賞。沖縄の年中行事の「祈願と拝み方」を、
絵を交えて具体的に分かりやすく解説しています。 A5変型/184頁本体 1,600円

2015/04/25 発行 むぎ社

ISBN 978-4-944116-09-6

湧上元雄・大城秀子著

  

  沖縄の聖地   

沖縄に点在する「御嶽」などの聖地をピックアップして、その歴史と由来を解
説。 B5判/156頁本体 2,500円

1997/5/ 発行 むぎ社

ISBN 978-4-944116-39-33

田仲花朱・虹水著

  

琉球風水 福を招く家づくり墓づくり   

ユタ(霊能者)と独自占法の易学士が語る「福を招く家づくり墓づくり」の極意！
A5変型/200頁本体 2,000円

2013/01/29 発行 むぎ社

ISBN 978-4-89805-189-4

柳宗悦 著　松井健 編

  

  芭蕉布物語   

日本民芸運動による沖縄織物文化への最大の讃歌と松井健による詳細な解
題。 B5変判/120頁+ｸﾞﾗﾋﾞｱ8頁本体 1,500円

2016/9/20 発行 榕樹書林

ISBN 978-4-89805-192-4

ティネッロ・マルコ 著

〈琉球弧叢書30〉

  世界史からみた「琉球処分」   

「琉球処分」を西欧列強はどうみていたのかを新史料をもとに分析！
A5判/360頁本体 5,800円

2017/3/20 発行 榕樹書林

ISBN 978-4-89805-193-1

林子平 著

〈沖縄学研究資料９〉

  琉球三省并三十六嶋之図   

江戸期の日本の琉球認識のベースとなった古地図復刻版！
515㎝×728㎝/1枚本体 1,000円

2017/4/13 発行 榕樹書林

ISBN 978-4-89805-194-8

仲間勇栄 著

〈沖縄学術研究双書10〉

  蔡温と林政八書の世界   

琉球近世の大宰相蔡温の名著を現代語で訳注し、その時代背景と琉球の山林
野保全の思想を探る。 A5判/324頁+巻頭ｸﾞﾗﾋﾞｱ4頁本体 4,800円

2017/7/15 発行 榕樹書林
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ISBN 978-4-89805-190-0

藤本恵祐 著

  

  拳父　上地完文風雲録 上地流流祖の足跡を訪ねて

中国福建、和歌山、伊江島の上地流の三大聖地を訪ね、上地流形成の実像を探
る。 四六判/182頁本体 1,600円

2017/9/2 発行 榕樹書林

ISBN 978-4-89805-223-5

石川文洋 著

がじゅまるブックス16

石川文洋　フォト・アイ　 ベトナム戦争と沖縄   

ベトナム戦場の実像を世界に発信して高い評価を得た著者が、故郷沖縄の今日
を考える。 A5判/110頁本体 1,300円

2020/12/5 発行 榕樹書林

ISBN 978-4-89805-221-1

豊里友行 著

がじゅまるブックス15

豊里友行　フォト・アイ おきなわ　辺野古の貌(かお) 今を撮る

混迷の度を増す辺野古の海に密着して、レンズが捉えた沖縄の民と土地の声。
A5判/ｶﾗｰ16頁+ﾓﾉｸﾛ84頁本体 1,000円

2020/4/15 発行 榕樹書林

ISBN 978-4-89805-222-8

島袋盛敏 著　仲程昌徳 解題

  

  琉歌散歩   

1960年、沖縄タイムスに90回に渡って連載されたエッセイの書籍化、格好の琉
歌入門書。 B6判/206頁本体 1,800円

2020/7/25 発行 榕樹書林

ISBN 978-4-89805-161-0

船越義珍 著　宮城篤正 解題

  

  空手道教範（昭和16年増補版の復刻） 附：大日本空手道　天の型

日本空手道の父・船越義珍が昭和10年に刊行した松濤館空手道の不朽の原
典。 A5判/352頁本体 2,800円

2012/5/15 発行 榕樹書林

ISBN 978-4-89805-209-9

摩文仁賢和・仲宗根源和 著　摩文仁賢栄 解説

  

  攻防拳法　空手道入門　普及版   

1983年に刊行された糸東流空手道の真髄の復刻版。
A5判/220頁本体 2,500円

2018/7/7 発行 榕樹書林

ISBN 978-4-89805-218-1

大城冝武 著

琉球弧叢書33

  絵解き「琉球処分」と東アジアの政治危機   

漫画に描かれた「琉球処分」と、その文化記号論的「絵解き」から東アジアの政
治危機下の琉球を捉える。 A5判/218頁本体 3,600円

2019/12/28 発行 榕樹書林
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ISBN 978-4-89742-262-6

琉球新報社

  

  ４月から始まる沖縄の手帳（黒）   

旧暦、行事、潮時表、年齢早見表、菜園メモ、沖縄の主な出来事など情報満
載。 ハンディーサイズ/216頁本体 980円

2021/01/20 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-263-3

琉球新報社

  

  ４月から始まる沖縄の手帳（黄）   

旧暦、行事、潮時表、年齢早見表、菜園メモ、沖縄の主な出来事など情報満
載。 ハンディーサイズ/216頁本体 980円

2021/01/20 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-260-2

藤原健

  

  終わりなき 〈 いくさ 〉 ～沖縄戦を心に刻む

毎日新聞元編集局長が沖縄で戦跡を歩き、人々の声を訊く。戦争体験を受け継
ぎ、記憶を絶やさないために。 A5判/208頁本体 2,000円

2020/06/30 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-258-9

新島正子　安次富順子

  

母と娘が伝える 沖縄料理と食文化   

母娘２代にわたる琉球料理研究家による琉球料理と沖縄の食文化を理解し、
調理の手助けとなる永久保存版。 B5判/152頁本体 3,500円

2020/04/10 発行 琉球新報社

ISBN 974-4-89742-259-6

松本由香　佐野敏行

  

  沖縄の染め織りと人びとの暮らし 家族と地域文化、経済とツーリズムから考える

沖縄の染め織りと受け継ぐ人々を訪ねて‐染め織の営みを記録し、暮らしと伝
統の結びつきにふれる。 A5判/235頁本体 2,273円

2020/03/26 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-254-1

琉球新報社

  

  れ！首里城 報道写真と記事でたどる歴史

首里城の歴史、復元から焼失までを写真と記事で振り返る。焼失当日に配布し
た号外と別刷り特集の付録あり。 A4変型判/73頁本体 1,000円

2019/12/02 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-253-4

國吉眞正

  

沖縄口朗読用読本 昔物語   

音読で学ぶ沖縄口！地域に伝わる?昔ばなし”を音読しながら楽しく学ぶ沖縄口
朗読用読本。音声CD付き。 B5判/159頁本体 2,000円

2020/01/24 発行 琉球新報社

74



ISBN 978-4-89742-250-3

ゆたかはじめ

  

  もうひとつの沖縄文化 ゆたかはじめのゆんたくゼミ

桜坂市民大学の名物講座から生まれたエッセイ。当たり前に映る沖縄の風物や
暮らしに独自の視線を向ける。 四六判/247頁本体 1,800円

2020/01/03 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-248-0

宮良信詳：訳注　ミキシズ：絵

  

沖縄語で語る「竹取物語」 竹取やー御主前ぬ物語   

日本最古の物語を沖縄語に翻訳。「竹取物語」をうちなーぐち独特の響きにな
れ親しみ、味わい、楽しめる。 B5判/160頁本体 2,500円

2019/09/02 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-247-3

普久原恒勇

  

  ぼくの目ざわり耳ざわり   

沖縄音楽の鬼才・普久原恒勇の初の単著。世情への辛らつな批評と古里沖縄へ
の熱い思いのエッセイ集。 四六判/268頁本体 1,800円

2019/09/02 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-246-6

仲里利信

  

  沖縄から伝えたいこと 戦争体験・教科書問題・国会議員の日々を顧みて

「オール沖縄」を体現した政治家・仲里利信が生い立ちから辺野古まで、ゆる
ぎない闘いの日々を振り返る。 A5判/224頁本体 1,500円

2019/02/15 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-244-2

徳永桂子 著　上原明子 イラスト

  

  ココロ・カラダ不思議つながり   

ココロもカラダもおとなに向かって成長している子どもの質問や相談に、思春
期保健相談士がやさしく答える。 A5変型判/128頁本体 1,250円

2019/01/29 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-245-9

琉球新報社編　伊佐尚記・大城徹郎

  

  焦土に咲いた花 戦争と沖縄芸能

かつて標準語で沖縄の組踊を演じるよう命じられた時代が、戦時中の芸能への
規制、軌跡の戦後復興を追う。 A5判/184頁本体 1,000円

2018/12/25 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-239-8

矢崎泰久　中山千夏

  

  いりにこち   

琉球新報で掲載した矢崎泰久、中山千夏両氏のエッセイ「いりにこち」の書籍
化。福島原発、米軍基地、９条…。 四六判/340頁本体 1,806円

2018/12/08 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-238-1

藤原　健

  

  魂の新聞 「沖縄戦新聞」沖縄戦の記憶と継承ジャーナリズム

「沖縄戦の記憶/記録を継承する」という思想。「沖縄戦新聞」など戦後沖縄の
新聞ジャーナリズムを検証する。 A5判/400頁本体 2,315円

2018/12/03 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-236-7

春田吉備彦

  

  沖縄県産品の労働法   

沖縄の「雇用社会」「生活社会」の根底にある問題とは何か。新聞を活用し身
近な労働問題・法律問題を館がる。 A5判/264頁本体 1,980円

2018/10/01 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-237-4

新崎亜子

  

  豆腐×ｍａｇｉｃ Ｈｅａｌｔｈｙ＆Ｂｅａｕｔｙ

美と健康のスーパー食材　日本の伝統食材・豆腐をマジカルアレンジ！五感で
美しいレシピを紹介。 B5変型判/80頁本体 1,400円

2018/10/02 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-235-0

富川盛武

  

  アジアのダイナミズムと沖縄の発展   

経済新時代へと舵を切れ！重層的に拡大発展するアジアにあって、沖縄の優位
性・潜在力を生かす時がきた。 A5判/343頁本体 1,500円

2018/09/13 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-070-7

琉球新報社編

  

  沖縄戦新聞 当時の状況をいまの情報、支点で

龍新報記者が沖縄戦辻の報道を検証し、新たな事実、貴重な証言など加味し
ながら再構成した新聞 A4判変箱入り/60頁本体 800円

2005/09/15 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-224-4

琉球新報社編

  

戦後75年・施政権返還45年 沖縄戦後新聞 過去の出来事を現在の視点で

過去の出来事を現座の視点で。
A4判変箱入り/48頁本体 750円

2017/06/30 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-225-1

古居智子

  

Ｗｉｌｓｏｎ　ｉｎ　Ｏｋｉｎａｗａ ウィルソン　沖縄の旅 1917

伝統のプラント・ハンターが撮った沖縄100年の時を経てよみがえる風景。
B4変型判/112頁本体 2,324円

2017/09/07 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-213-8

徳元佳代子

  

  徳元佳代子のやさしいやさい おきなわプランター栽培

美味しい野菜をプランター栽培方法、レシピも紹介！
A5判/146頁本体 1,600円

2017/06/01 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-222-0

琉球新報社編

  

  2016沖縄県民意識調査報告書 調査期間　2016年10月15日～11月25日

県内20歳以上の男女を対象に実施しており、質問は「生活意識」「人間関係」
「儀礼、慣習」「郷土意識」「文化意識」「社会・政治意識」の６分野で構成さ
れています。 A4判/88頁本体 1,370円

2017/04/29 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-214-5

琉球新報社　社会部編

  

  未来に伝える沖縄戦⑥   

中学生、高校生が沖縄戦体験者を訪ね証言を聞き取る。
A5判/88頁本体 933円

2016/10/21 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-204-6

琉球新報社　社会部編

  

  未来に伝える沖縄戦⑤   

中学生、高校生が沖縄戦体験者を訪ね証言を聞き取る。
A5判/88頁本体 933円

2016/02/24 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-184-1

琉球新報社　社会部編

  

  未来に伝える沖縄戦④   

中学生、高校生が沖縄戦体験者を訪ね証言を聞き取る。
A5判/88頁本体 933円

2015/06/23 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-167-4

琉球新報社　社会部編

  

  未来に伝える沖縄戦③   

中学生、高校生が沖縄戦体験者を訪ね証言を聞き取る。
A5判/88頁本体 933円

2014/03/10 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-161-2

琉球新報社　社会部編

  

  未来に伝える沖縄戦②   

中学生、高校生が沖縄戦体験者を訪ね証言を聞き取る。
A5判/88頁本体 933円

2013/08/11 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-196-4

伊佐眞一

  

  沖縄と日本の間で（下） 伊波普猷・帝大卒論への道

沖縄学の父・伊波普猷の原始的思想が今ここに！
四六判/452頁本体 1,940円

2016/09/30 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-195-7

伊佐眞一

  

  沖縄と日本の間で（中） 伊波普猷・帝大卒論への道

沖縄学の父・伊波普猷の原始的思想が今ここに！
四六判/356頁本体 1,940円

2016/06/30 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-194-0

伊佐眞一

  

  沖縄と日本の間で（上） 伊波普猷・帝大卒論への道

沖縄学の父・伊波普猷の原始的思想が今ここに！
四六判/344頁本体 1,940円

2016/03/31 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-224-4

与並岳生

  

続「琉球王女百十踏揚」 走れ思徳   

百十踏揚の遺児、南蛮を翔る。
A4判/456頁本体 750円

2017/12/08 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-227-5

當山善堂

  

  八重山の芸能探訪 伝統芸能の考察・点描・散策

八重山古典民謡保存会師範の著者が取り組んできた八重山芸能保存・研究活
動の本。 A5判/416頁本体 3,426円

2018/01/05 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-221-3

土肥直美

  

  沖縄骨語り 人類学が迫る沖縄人のルーツ

過去からのメッセージには私たちの知らない知恵と勇気が詰まっている。
新書判/187頁本体 980円

2018/03/16 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-228-2

真喜志きさ子

  

  母の問わず語り 辻遊廓追想

沖縄版宝塚「乙見目劇団」で男役を演じ続けた上間初枝がひとり娘だけに語っ
た人生の出発点とは… A5判/216頁本体 2,250円

2017/11/15 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-230-5

琉球新報社編

  

  正義への責任③ 世界から沖縄へ

2016年6月から17年3月（シリーズ終了）まで本紙に掲載した20人の文書をまと
めました。 A5判/88頁本体 565円

2017/12/01 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-208-4

琉球新報社編

  

  正義への責任② 世界から沖縄へ

2015年4月から16年4月まで本紙に掲載した17人の文書をまとめました。
A5判/79頁本体 565円

2016/06/23 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-193-3

琉球新報社編

  

  正義への責任① 世界から沖縄へ

2014年10月から15年3月まで本紙に掲載した12人の文書をまとめました。
A5判/56頁本体 565円

2015/11/19 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-210-7

島袋貞治　

  

  奔流の彼方へ 戦後70年沖縄秘史

米情報機関ＣＩＣの実態に迫る。
新書判/288頁本体 1,000円

2016/08/15 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-200-8

琉球新報社編

  

  一条の光　㊤ 屋良朝苗日記　

日本復帰と自己決定権回復へヤミを貫き前途を照らす。
A5判/336頁本体 2,600円

2015/12/07 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-226-8

琉球新報社編

  

  一条の光　㊦ 屋良朝苗日記　

「沖縄が歴史上手段として利用されてきたことを排除する」「鈍角的態勢」で
おおらかに。 A5判/380頁本体 2,759円

2017/10/15 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-158-2

琉球新報社

  

  新エネルギー時代 沖縄の今　これから

県内エネルギーの現状はじめ、再生可能エネルギー導入に向けた県内最先端
の取り組みなど解説。 新書判/192頁本体 933円

2013/05/23 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-192-6

戸川幸夫

  

  イリオモテヤマネコ "生きた化石度物”の謎

イリオモテヤマネコ発見50年を記念して、動物文学の第一人者の名著を復刻。
新書判/303頁本体 790円

2015/11/19 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-192-6

高良富夫

  

  琉球ことばの科学 情報時代の琉球語探検

古代日本語を色濃く残す沖縄方言を情報科学の面から分析。
新書判/215頁本体 980円

2016/04/29 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-191-9

ももココロ

  

ウチナー四コマ漫画 がじゅまるファミリー⑧   

沖縄のことわざを百人一首風にした「御万人一首」や読者から募集したキャラク
ター似顔絵も掲載しました。 A5判/176頁本体 905円

2016/03/24 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-166-7

ももココロ

  

ウチナー四コマ漫画 がじゅまるファミリー⑦   

2010年連載の選り抜き集です。「がじゅまるカルタ」や「沖縄のお祝い紹介」も
掲載。 A5判/175頁本体 905円

2014/01/31 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-160-5

ももココロ

  

ウチナー四コマ漫画 がじゅまるファミリー⑥   

第6巻は2000回を迎えた09年の傑作集です。恒例の書き下ろし漫画「まんが
道」も収録しています。 A5判/175頁本体 905円

2013/06/01 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-151-3

ももココロ

  

ウチナー四コマ漫画 がじゅまるファミリー⑤   

琉球新報掲載４コママンガ。2008年の作品からのよりぬき集。
A5判/175頁本体 905円

2012/09/19 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-102-5

ももココロ

  

ウチナー四コマ漫画 がじゅまるファミリー④   

2007年よりぬき集。「がじゅまるファミリーの作り方」など掲載。
A5判/180頁本体 905円

2009/04/16 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-101-8

ももココロ

  

ウチナー四コマ漫画 がじゅまるファミリー③   

2006年よりぬき集。ウチナー漫画家こぼれ話。
A5判/180頁本体 905円

2009/04/16 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-095-0

ももココロ

  

ウチナー四コマ漫画 がじゅまるファミリー②   

2005年よりぬき集。「がじゅまるファミリー」キャラクター似顔絵応募作品24
点」掲載 A5判/180頁本体 714円

2008/07/20 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-138-4

新里堅進

  

  まんが首里城ものがたり㊦   

琉球王朝（首里城）を中心とした琉球史を史実に基づき、分かりやすく漫画で
紹介。 A5判/277頁本体 1,262円

1992/10/20 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-083-7

新里堅進

  

  まんが首里城ものがたり㊤   

琉球王朝（首里城）を中心とした琉球史を史実に基づき、分かりやすく漫画で
紹介。 A5判/255頁本体 1,262円

1992/10/20 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-181-0

新城俊昭、仲村顕、西銘章、高良由加利、金城睦

  

  人ものがたり 琉球・沖縄の先人たち

人物をしれば「歴史」感動に関わる。古琉球、近世の琉球、近代沖縄、戦後の
沖縄の先人たちを紹介。 B5変型判/128頁本体 1,730円

2015/04/28 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-173-8

琉球新報社編

  

  呪縛の行方 普天間移設と民主主義

普天間飛行場の「県外移設は困難」という「呪縛」の実態を検証。日本ジャー
ナリスト会議賞受賞。 四六判/332頁本体 1,524円

2012/04/29 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-146-9

琉球新報社編

  

  ヒストりゅ～ 琉球沖縄の歴史

沖縄の歴史をコンパクトに分かりやすくするためイラストを多用し、大人も子ど
もも楽しみながら学べる一冊。 B5変型判/120頁本体 1,695円

2012/06/20 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-145-2

琉球新報社編

  

  山田實が見た戦後沖縄   

写真集。大正生まれの写真家・山田實が、戦後沖縄の姿を写真で紹介。
A5判/256頁本体 1,695円

2012/06/20 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-148-3

琉球新報社編

  

基地と経済 ひずみの構造   

「基地がないと県の経済は立ち行かない」という誤解を解く。平和・協同ジャ
ーナリスト基金賞奨励賞受賞。 新書判/212頁本体 933円

2012/08/11 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-182-7

又吉亮二

  

  Ｄｒ又吉の知って楽しい食育の力   

家族の健康を支える食習慣の大切さを現役医師がやさしく解説。
A5変型判/160頁本体 925円

2015/06/06 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-183-4

鹿谷麻夕　鹿谷法一　藤井晴彦　佐藤寛之

  

  おきなわ自然さんぽ   

4人のフィールドワークのプロにより沖縄の生き物深い話。
B5変型判/112頁本体 1,400円

2015/05/25 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-199-5

森山和泉

  

天才児 ひなとかのんの　おひさま日記⑤   

2014年7月10日から2015年4月9日までの連載をまとめました。
A5判/80頁本体 933円

2016/02/01 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-197-1

森山和泉

  

天才児 ひなとかのんの　おひさま日記④   

2013年10月3日から14年7月3日までの連載30回分と書き下ろし「思春期編」
も収録。 A5判/80頁本体 933円

2015/09/30 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-169-8

森山和泉

  

天才児 ひなとかのんの　おひさま日記③   

広汎性発達障がいのある双子のエピソードを漫画と解説でわかりやすくまとめ
た一冊です。 A5判/80頁本体 933円

2014/03/22 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-157-5

森山和泉

  

天才児　 ひなとかのんの　おひさま日記②   

広汎性発達障がいのある双子の考え方や感じ方、長所などを漫画と解説でまと
めた一冊です。 A5判/80頁本体 933円

2013/03/27 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-149-0

森山和泉

  

天才児　 ひなとかのんの　おひさま日記①   

琉球新報連載中の６コマ漫画。広汎性発達障がいのある双子の小学生の日常
を、母親の優しい目線で描き、理解を深める1冊 A5判/80頁本体 933円

  発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-056-3

イラスト：安室二三雄　訳・解説：岡田　輝雄

  

  執心鐘入 イラストで見る組踊

沖縄の古典演劇「組踊」を創作した玉城朝薫の「執心鐘入」がイラストで初登
場。国立組踊劇場開場記念出版。 B5判/37頁本体 1,500円

2003/12/08 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-051-2

大山伸子校訂

  

生誕120年記念 宮良長包作曲全集   

珠玉の名曲長包メロディー　全１０２曲を収録！
B5判/188頁本体 2,800円

2003/06/10 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-178-0

新里光雄

  

  琉球古典音楽の誘い   

野村流師範による工工四徹底解説。
A4判/227頁本体 4,000円

2015/03/29 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-251-0

遠藤庄治：文　安室二三雄：絵　新城浪夫：訳

  

  THE　BEST21B OKINAWAN　FOLK　TALES   

21世紀に残したい沖縄の民話を新城浪夫が英語訳。
A5判/120頁本体 2,500円

2020/04/07 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-082-0

遠藤庄治：文　安室二三雄：絵

  

２１世紀に残したい 沖縄の民話２１話   

次の世紀の人たちに伝えたい沖縄の民話21話を収録。
A4判/60頁本体 1,800円

2000/07/07 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-249-7

本間まん

  

  句集　俳句の考古学   

「21世紀の俳人登場」と謳われた前作から10年。本間まんの俳句世界再び。
四六判/135頁本体 1,000円

2019/09/26 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-188-9

外間哲弘　ミゲール・ダルーズ

  

  The 7 Samurai  of  Okinawa Karate   

漫画「沖縄空手７人の侍」の英訳版。
A5判/263頁本体 2,500円

2015/09/14 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-170-4

山口栄鉄

  

  幻の琉球国聖典   

琉球王国時代の魂ともすべき「おもろさうし」の発見に“前史”あり。
A5判/206頁本体 2,300円

2014/05/12 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-123-0

琉球新報社経済部編

  

  ものづくりの邦   

沖縄の製造業先進100社。明日を拓く地場産業を一挙紹介。
A5判/418頁本体 1,886円

2011/06/20 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-110-0

山里勝己

  

  琉大物語 1947-1972

沖縄戦後史の断面に新たな光をあてるドキュメント。
四六判/286頁本体 1,714円

2010/02/18 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-046-6

仲宗根　政善

  

  ひめゆりと生きて   

生き残った者の苦悩と慟哭。ひめゆり学徒引率教師の日記。
A5判/344頁本体 2,400円

2002/08/06 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-179-7

小原猛 著　三木静　絵

  

  琉球妖怪大図鑑㊦   

現在まで語り継がれる沖縄妖怪を地域別に紹介。沖縄妖怪の世界へようこそ！
A5判/127頁本体 1,480円

2015/03/29 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-177-3

小原猛 著　三木静　絵

  

  琉球妖怪大図鑑㊤   

現在まで語り継がれる沖縄妖怪を地域別に紹介。沖縄妖怪の世界へようこそ！
A5判/127頁本体 1,480円

2015/02/23 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-186-5

山城博明

  

イリオモテヤマネコ発見50年 山猫の棲む島   

イリオモテヤマネコ野生の顔に、感動と恐怖心でシャッターを押す手が震え
た。 A4判/64頁本体 1,900円

2015/09/11 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-176-6

小浜司

  

  島唄を歩く②   

現代の島唄の興隆を担う戦後生まれのウタサーを紹介。
A5判/152頁本体 1,500円

2014/09/26 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-173-5

小浜司

  

  島唄を歩く①   

沖縄民謡黄金期を築い人々の軌跡、その情熱の記録。
A5判/150頁本体 1,500円

2014/06/27 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-175-9

高良富夫

  

  音とことばの実験室   

科学の立場から音とことばの仕組みを解き明かす傑作ショート・コラム。
新書/94頁本体 800円

2014/08/28 発行 琉球新報社

ISBN 978-89742-134-6

琉球新報社編

  

ユネスコ無形文化遺産登録 世界の至宝　組踊   

受け継がれ、輝き続ける組踊の歴史と魅力を解説したビジュアル・ガイドブッ
ク！ A5判/76頁本体 933円

2011/09/30 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-130-8

大城貴代子　垣花みち子　渡久地澄子

  

  煌めいて女性たち   

沖縄の発展を支えた女性たちの半生。
A5変型判/130頁本体 1,429円

2011/08/22 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-087-5

内村千尋

  

  不屈　瀬長亀次郎日記 第１部　獄中

米軍統治下の沖縄で、平和と民主主義を求め続けた亀次郎の戦い。獄中編。
四六判/360頁本体 1,667円

2007/11/11 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-100-1

内村千尋

  

  不屈　瀬長亀次郎日記 第２部　那覇市長

米軍統治下の沖縄で、平和と民主主義を求め続けた亀次郎の戦い。那覇市長
編。 四六判/422頁本体 2,190円

2009/04/04 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-132-2

内村千尋

  

  不屈　瀬長亀次郎日記 第３部　日本復帰への道

米軍統治下の沖縄で、平和と民主主義を求め続けた亀次郎の戦い。日本復帰へ
の道編 四六判/488頁本体 2,362円

2011/08/28 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-118-6

小波津正光

  

まーちゃんの お笑いニュース道場   

奇才の県産芸人が新聞をにぎわすニュースに鋭い鉄拳で突っ込む！
新書判/200頁本体 933円

2010/10/16 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-198-8

孫薇

  

  中国から見た古琉球の世界   

中琉間に築かれた500年にわたる平和的な交流。その始まり、群雄割拠の古琉
球時代の琉球を、中国人研究者である著者が、漢籍史料からひもとく A5判/230頁本体 1,900円

2016/02/15 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-206-0

遠山光一郎

  

  アジア輝く息吹 ウチナー新時代

アジアのウチナーンチュから教えてもろうアジアの大切なこと。
四六判/270頁本体 1980円

2016/03/11 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-162-9

儀間比呂志

  

沖縄むかし話 津堅赤人   

「ワンの師匠はアガリの太陽」武人・赤人の痛快冒険譚。
A4変型判/37頁本体 1,800円

2013/11/22 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-154-4

  西本裕輝

  

  どうする「最下位」沖縄の学力   

沖縄の学力向上には何が必要か。家庭の教育力という観点から最良の処方箋
を提示。 A5判/92頁本体 1,429円

2012/11/15 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-119-3

稲嶺惠一

  

稲嶺惠一回顧録 我以外皆我が師   
２期８年、沖縄県知事をまっとした稲嶺惠一氏。座右の銘は「我以外皆我が
師」。幼少期、青年期、経済人、そして激動期の知事の記録。そこには常に人へ
の感謝があった。 四六判/463頁本体 2267円

2011/01/09 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-105-6

与並岳生

  

  南獄記   

島津斉彬急死、250年余に及んだ薩摩の琉球支配が破綻！
四六判/514頁本体 1,857円

2009/09/21 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-099-8

喜久山守良

  

  沖縄で楽しむ家庭菜園   

沖縄の気候・土壌にあった野菜づくり。種まきから収穫までを、写真と図解で
わかりやすく解説 A4判/132頁本体 2,000円

2009/03/27 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-094-3

琉球新報社編

  

  沖縄列伝 戦後史の証言者たち

各界リーダーの歩んできた道。父母の教え、戦世、貧困、起業、挫折、再出
発……。戦後復興の裏に秘められた、数々のドラマが大きな反響を呼んだ新聞
連載、待望の刊行！ A5判/398頁本体 2,190円

2008/07/16 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-078-4

松本順司

  

全身麻酔の魁 高嶺徳明   

日本で初めて全身麻酔手術が、琉球の士族高嶺徳明によって行われた。
四六判/321頁本体 1,800円

2007/02/28 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-077-6

那覇市歴史博物館編

  

  戦後をたどる 「アメリカ世」から「ヤマトの世」へ

「アメリカ世」から「ヤマト世」へ。那覇市史　通史篇第3巻（現代史）
A4変型判/315頁本体 2,400円

2007/02/11 発行 琉球新報社
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ISBN 978-4-89742-069-5

大塚勝久

  

大塚勝久写真集 うつぐみの竹富島   

日本人が失ってきた多くのものが、原初の形でここには残っている。
A4横変型判/180頁本体 5,800円

2005/10/27 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-004-0

大塚勝久

  

大塚勝久写真集 南の風 沖縄・宮古・八重山諸島

風・光・海・心ー大塚勝久のおきなわー
A4横変型判/152頁本体 4,400円

1998/07/18 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-058-X

山内昌尚

  

  戦後沖縄通貨変遷史 米軍統治時代を中心に

通貨で知る沖縄の歩み。懐かしのB円からドル、円、そして幻の久米島金券ま
で、時代とともに移り変わってきた戦後沖縄の通貨を原寸・カラーで掲載。 A4判/67頁本体 1,600円

2004/04/10 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-024-5

琉球新報社

  

  新南嶋探験 笹森儀助と沖縄百年

激動の100年を照射する歴史ドキュメント！
A5判/302頁本体 2,500円

1999/09/15 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-89742-216-9

東江亜季子

  

  私のポジション 「沖縄×アメリカ」ルーツを生きる

ハーフ、ダブル、ミックス…アメリカ系ウチナーンチュ。沖縄でハーフを考える。
新書判/112頁本体 920円

2017/04/20 発行 琉球新報社

ISBN 978-4-908598-48-7

RAY PAYNE（レイ・ペイン）

  

  RIDE THE EAST WIND ～東の風に乗って～

沖縄のステーキサムズグループの創始者レイ・ペイン青年期のストーリー
A5判/292頁本体 1,800円

2020/12/24 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-41-8

宮地竹史

  

四季の星空ガイド 沖縄の美ら星   

魅力いっぱい沖縄の星空！島々に伝わる星々の名前や物語がいっぱい！魅力あ
ふれる南の島の星空を楽しむガイドブック B5変形判/136頁(ｵｰﾙｶﾗｰ)本体 1,800円

2020/8/ 発行 琉球プロジェクト
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ISBN 978-4-9907517-2-2

稲福ひろみ、オフィス細百合

  

  天才天使の気質学　 改訂版

シンプルな２つのテーマで、子供を見て、育てるための情報を掲載。子供たちを
倖せな成功者へ導くためのヒントがたくさん詰まった、子育てお助け本 四六判/156頁本体 1,600円

2018/10/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-904856-05-5

上間陽恵

  

  しあわせのたね   

命は光のたね、愛のたねです。そしてあなたこそが「しあわせのたね」なので
す・・・ A5判/72頁(ｵｰﾙｶﾗｰ)本体 1,800円

2018/9/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-9905176-2-5

島袋善光

  

学ぼう！ ウチナーグチと英語で日本の諺   
日本語の「ことわざ（諺）」に類似している沖縄方言の「ことわざ（諺）」を列
挙し、それぞれの諺を「英訳」。諺の中での日英の考え方や文化の違いが見ら
れ、沖縄方言の諺との比較対象も興味深いものがあるかと思います。 B5判/544頁本体 2,778円

2018/5/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-21-0

池間一武

  

  沖縄の戦世 県民は如何にしてスパイになりしか

いまだ続く沖縄のイクサユー（戦世）本土に捨て石にされ、あげくはスパイの汚
名をきせられた住民の＜沖縄戦体験記＞ A5判/270頁本体 1,800円

2017/12/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-22-7

平敷慶宏

  

  琉球王朝と海外国家としての繁栄   

今に蘇る琉球王朝の海外交易ロマン！琉球王朝の貿易で栄えた輝かしい時代
に鋭く迫る！ A5判/192頁本体 1,300円

2017/12/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-9903145-7-6

  

  

  体にやさしいおきなわ弁当はじめましょう   

常備菜とまとめづくりで楽しくい弁当をつくりましょう！
B5判/96頁(ｵｰﾙｶﾗｰ)本体 1,350円

2013/5/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-11-1

三木健、シネマ沖縄

  

  空白の移民史 ニューカレドニアと沖縄

空白の歴史と、その後の交流の歴史。（ドキュメンタリー映画「まぶいぐみ」映
画原作本） A5判/240頁本体 2,000円

2017/5/ 発行 琉球プロジェクト
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ISBN 978-4-9906757-0-7

海野文彦・ゆうな社

  

  復帰前へようこそ おきなわ懐かし写真館

第１回この沖縄本がスゴイ！受賞。懐かしい写真が呼び起こすあの日の記憶、
あの日の沖縄。にぎわい、街角、暮らし、クルマ、子どもの姿まで、いつかみた風
景を探す復帰前の沖縄散歩。 A5判/136頁本体 1,200円

2012/10/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-09-8

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）創刊号  

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2017/1/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-10-4

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第２号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2017/3/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-12-8

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第３号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2017/5/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-13-5

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第４号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2017/7/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-19-7

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第５号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2017/9/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-20-3

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第６号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2017/11/ 発行 琉球プロジェクト
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ISBN 978-4-908598-23-4

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第７号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2018/1/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-24-1

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第８号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2018/3/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-25-8

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第９号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2018/5/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-26-5

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第10号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2018/8/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-32-6

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第11号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2018/10/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-33-3

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第12号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2019/1/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-908598-40-1

編集「まぶいぐみ」実行委員会

ぬじゅん

ドキュメントぬじゅんー沖縄写真・まぶいぐみ ぬじゅん（NUJUN）第13号   

沖縄の「いまここ」で起こっていることを記録し発信し、写真の力を沖縄の力に
変えていく・・・ A4判/22頁本体 463円

2019/12/ 発行 琉球プロジェクト
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ISBN 9784-9904297-0-6

當山善堂

八重山古典民謡集

  精選八重山古典民謡集（一） CD・歌詞（歌意・解説・語意）附

八重山民謡の深奥から厳格な文法的研究を経て放つ新解釈、今、歴史の中の
人々の姿が鮮明に る！中舌音の二通り表記、音数律、音階の明記、CD２枚付
き A5判/274頁/CD2枚本体 4,762円

2008/5/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-9904297-4-4

當山善堂

八重山古典民謡集

  精選八重山古典民謡集（二） CD・歌詞（歌意・解説・語意）附

八重山民謡の深奥から厳格な文法的研究を経て放つ新解釈、今、歴史の中の
人々の姿が鮮明に る！中舌音の二通り表記、音数律、音階の明記、CD２枚付
き A5判/340頁/CD2枚本体 5,714円

2009/11/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-9904297-5-1

當山善堂

八重山古典民謡集

  精選八重山古典民謡集（三） CD・歌詞（歌意・解説・語意）附

八重山民謡の深奥から厳格な文法的研究を経て放つ新解釈、今、歴史の中の
人々の姿が鮮明に る！中舌音の二通り表記、音数律、音階の明記、CD２枚付
き A5判/322頁/CD2枚本体 6,000円

2011/5/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-9904297-5-1

當山善堂

八重山古典民謡集

  精選八重山古典民謡集（四） CD・歌詞（歌意・解説・語意）附

八重山民謡の深奥から厳格な文法的研究を経て放つ新解釈、今、歴史の中の
人々の姿が鮮明に る！中舌音の二通り表記、音数律、音階の明記、CD２枚付
き A5判/370頁/CD2枚本体 6,000円

2013/1/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN   

こんひでこ

  

  どうしようどうしよう   

中途難聴になった著者の苦しさや不安から生まれた言葉”どうしよう”をタイトル
に仕上げられました A4判/38頁本体 1,300円

2019/6/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN   

こんひでこ

  

  なまえ   

名前をもらえなかった赤ちゃん、名前を失った女、名前を忘れられた男～「平和
の礎」のなまえはいまも語る～ A4判/36頁本体 1,500円

2017/4/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN   

こんひでこ

  

  こいのぼりくん辺野古の海へ行く   
きっかけは怪じゅう鳥のうなり声だった。こいのぼりくんは震えた。怪じゅう鳥
のシマがつくられると聞いて。こいのぼりくんはキジムナーと飛んで飛んで飛ん
で辺野古の海へ・・・ A4判/40頁本体 1,500円

2016/3/ 発行 琉球プロジェクト
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ISBN   

こんひでこ

  

  うみをおよいだこいのぼりくん   
こいのぼりくんが海の中を大冒険！「あいつら」がさんごをぐちゃぐちゃにした
り、海を汚してしまう。環境を壊してしまうのは人間。環境が壊れることで魚や
ジュゴンは大迷惑。 A4判/32頁本体 1,500円

2014/4/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-931314-65-1

絵：松崎洋作、文：船越義彰、ニライ社

  

  おきなわの路面電車 れ！チンチン電車

大正3年～昭和８年まで、那覇の街を走っていた。チンチン電車が鮮やかなイラ
ストで る。 B5判/48頁(ｵｰﾙｶﾗｰ)本体 1,500円

2006/7/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-931314-45-7

ゆたかはじめ、ニライ社

  

  沖縄に電車が走る日   

鉄道のない沖縄の鉄道ばなし
四六判/259頁本体 1,500円

2000/12/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-88024-176-8

宮良ルリ、ニライ社

  

  私のひめゆり戦記   

宮良さんがどうしてあのガス弾の下から生き残ったのか、その生命の強さ、深
さ、貴さを思い続けている。 A5判/192頁本体 1,200円

1994/1/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-931314-37-6

吉川敏男、ニライ社

  

  薬草と漢方のすすめ 改訂

カラー写真で見る親しめる手引書
A5判/128頁(ｵｰﾙｶﾗｰ)本体 2,000円

1999/9/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-931314-66-5

船越義彰、ニライ社

  

  琉歌・恋歌の情景   

既存の琉歌集から恋歌103首を選び、著者独特の語り口で評釈したしみじみと
した味わいの琉歌集。 A5判/240頁本体 1,600円

2007/5/ 発行 琉球プロジェクト

ISBN 978-4-931314-20-7

琉球新報社編、監修：外間米子

  

近代沖縄女性史 時代を彩った女たち   
近代以降、新しいことに立ち向かい差別と闘いながら時代を懸命に生きた沖縄
の女たち。巫女、キリスト教者、行商、女医、教育者、作家、議員など80人の女
性の生き様を紹介。 A5判/525頁本体 3,800円

1996/9/ 発行 琉球プロジェクト
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