
№ 作品名称 作者・出土・伝来 時代・年代世紀 所蔵者・寄贈者

1 沖縄県舟路詳細之図
沖縄県元地理掛千葉常固写
森氏信家旧蔵

明治19 (1886)年写 國學院大學図書館

2 壺形土器（パナリ焼） 沖縄県竹富町新城島 江戸・明治時代・19ｃ 琉球大学考古学研究室

3 深鉢形土器残片 沖縄県南城市百名貝塚出土 縄文時代後期・晩期 琉球大学考古学研究室

4 深鉢形土器残片（在地） 沖縄県伊江村具志原貝塚出土 貝塚時代 琉球大学考古学研究室

5 壺形土器残片（九州産・山之口式） 沖縄県伊江村具志原貝塚出土 貝塚時代 琉球大学考古学研究室

6 小型壺形土器 沖縄県伊江村具志原貝塚出土 貝塚時代 琉球大学考古学研究室

7 貝札 沖縄県伊江村具志原貝塚出土 貝塚時代 琉球大学考古学研究室

8 貝匙（復元） 池村茂作製 個人蔵

9 『琉球神道記』 釈良定(袋中)著 原本：琉球王国時代・萬暦33(1605)年 國學院大學図書館

10 『中山世鑑』（復刻） 向象賢(羽地朝秀)編
琉球王国時代
原本：琉球王国時代・慶安３(1650)年

個人蔵

11 高麗瓦残片 沖縄県那覇市首里城跡出土 琉球（高麗）・14世紀 琉球大学考古学研究室

12 青磁残片 沖縄県那覇市首里城跡出土 明・14‐16世紀 琉球大学考古学研究室

13 青花残片 沖縄県那覇市首里城跡出土 明・14世紀 琉球大学考古学研究室

14 赤絵磁器残片 沖縄県那覇市首里城跡出土 明・15‐16世紀 琉球大学考古学研究室

15 華南三彩残片 沖縄県那覇市首里城跡出土 明・15‐16世紀 琉球大学考古学研究室

16 『琉球入貢紀略』（天保３年本） 山崎美成著 江戸時代・天保３(1832)年 國學院大學図書館

17 琉球人行列絵巻
公寳写
天保3（1832）年 尚育王謝恩使

江戸時代・19世紀 國學院大學図書館

18 『南島志』 新井白石著
江戸時代・18‐19世紀
原本：江戸時代・享保４(1719)年

國學院大學図書館

19 『琉球入貢紀略』（嘉永３年再版本） 山崎美成著 江戸時代・嘉永３(1850)年 國學院大學図書館

20 琉装 紅型 琉球舞踊衣装 昭和時代・20世紀 個人蔵（新垣義夫）

21 琉装 芭蕉布 昭和時代・20世紀 個人蔵（新垣義夫）

22 琉球藩廃止ノ太政官達写 井上毅旧蔵 原典：明治時代・明治12(1879)年 國學院大學図書館（梧陰文庫）

23 明治十二年三月琉球藩処分ノ勅語及御達文写 井上毅旧蔵 原典：明治時代・明治12(1879)年 國學院大學図書館（梧陰文庫）
24 一新後ノ琉球処置 井上毅旧蔵 原典：明治時代・明治12(1879)年 國學院大學図書館（梧陰文庫）
25 尚家御取扱振ニ付意見 井上毅旧蔵 原典：明治時代・明治17(1884)年頃 國學院大學図書館（梧陰文庫）
26 松田道之・木梨精一郎告諭 井上毅旧蔵 原典：明治時代・明治12(1879)年 國學院大學図書館（梧陰文庫）

　（３）琉球王国の成立

　（２）琉球の文化

　（１）島津氏の琉球侵攻
■第Ⅱ章　島津氏の琉球侵攻と明治政府による琉球処分

　（３）「梧陰文庫」にみる琉球処分

國學院大學博物館 企画展

うちなーぬ　ゆがわりや －琉球・沖縄学と國學院－
令和４(2022)年５月19日（木）～７月23日（土）

■ 第Ⅰ章　琉球・沖縄の歴史と文化

　（２）南西諸島の先史文化

沖縄復帰50年

　（１）南西諸島の地理的環境

アンケートに

ご協力ください



27 随庵随録(田島利三郎履歴書草稿）
田島利三郎編
伊波普猷旧蔵

明治時代・明治30(1897)年頃 琉球大学附属図書館〔伊波普猷文庫〕

28 配流餘材
田島利三郎編
伊波普猷旧蔵

明治時代・明治27(1894)年 琉球大学附属図書館〔伊波普猷文庫〕

29 おもろさうし
田島利三郎書写
伊波普猷旧蔵

明治時代・明治28(1895)年
原典：琉球王国時代・16-17世紀

琉球大学附属図書館〔伊波普猷文庫〕

30 『日本文化の南漸』 伊波普猷著 昭和時代・昭和14(1939)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

31 『海南小記』（折口信夫自装スクラップ） 柳田國男著 大正時代・大正10(1921)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

32 『海上の道』 柳田國男著 昭和36(1961)年 個人蔵

33 沖縄採訪手帖（久高島の図） 折口信夫筆 大正時代・大正10(1921)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

34 久高島・外間ノロ
沖縄県南城市久高島
折口信夫撮影

大正時代・大正10(1921)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

35 沖縄採訪記（石垣島名蔵御嶽の供物図） 折口信夫筆 大正時代・大正12(1923)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

36 アンガマ
沖縄県石垣市石垣島登野城
折口信夫撮影

大正時代・大正12(1923)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

37 首里天界寺跡 三平等殿内の祭壇
沖縄県那覇市首里
折口信夫撮影

大正時代・大正12(1923)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

38 『琉球国王の出自』（草稿） 折口信夫著 昭和時代・昭和12(1937)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

39 『日琉語族論』（草稿） 折口信夫著 昭和時代・昭和25(1950)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

40 桜花（太平洋戦争出陣記念帳） 蒲生豊雄編 昭和時代・昭和18(1943)年 國學院大學校史・学術資産研究センター
41 故江藤千萬樹君略伝 坪井良平編 昭和時代・20世紀 國學院大學博物館

42 首里城跡に建設された琉球大学 昭和28(1953)年頃撮影 写真提供：琉球大学
43 開学まもない頃の琉球大学 一番奥の建物（大学本館）の前の位置が首里城正殿跡昭和25(1950)年頃撮影 写真提供：琉球大学

44 琉球大学開学式典の様子 参列者の着席位置が首里城正殿跡 昭和26(1951)年2月12日 写真提供：琉球大学

45 奄美大島名瀬に設けられた琉球大学奄美分校

開学時の琉球大学では奄美・沖縄・宮古・八重山諸
島ごとの学生定員が設けられており、奄美には分校
が置かれたが、1953年12月に奄美群島が日本に返
還されると廃校となった

昭和27(1952)年5月5日頃 写真提供：琉球大学

46 校舎が整った琉球大学 現在の首里城公園一帯をキャンパスとした琉球大学 昭和36(1961)年9月29日 写真提供：琉球大学

47 日本留学生証明書 琉球政府文教局発行 昭和時代・昭和33(1958)年 個人蔵（宜保榮治郎）
48 日本渡航証明書 琉球列島米国民政府発行 昭和時代・昭和42(1967)年 個人蔵（新垣裕之）
49 身分証明書 國學院大學発行 昭和時代・昭和51(1976)年 個人蔵（渡慶次馨）

50
琉球の年中行事とそれに伴ふ伝説及風俗（折口信夫教授「民
俗学」３年次レポート）

外間守善著 昭和時代・昭和24(1949)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

51 『「おもろさうし」の研究』（博士論文） 外間守善著 昭和時代・昭和52(1977)年 國學院大學折口博士記念古代研究所

20220518

　（３）柳田國男・折口信夫と沖縄研究

　（２）琉球大学の設置と國學院

■第Ⅲ章　琉球・沖縄学の展開
　（１）沖縄学の始まり-田島利三郎と伊波普猷

　（２）伊波普猷と沖縄学

　（３）米軍支配下の学生たち

■第Ⅳ章　沖縄戦と米軍支配
　（１）学徒出陣と「学問の道」

■第Ⅴ章　琉球・沖縄研究と國學院
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