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はじめに 

 

 本稿では、沖縄県の久米島旧具志川村で成立した郷土誌を振り返り、その発

行の経緯や一部内容の関連性について考え、久米島の郷土誌の特徴について考

えることを目的としている。とりわけ、最近、久米島博物館に寄贈されること

になった故仲村渠
なかんだかり

昌
しょう

清
せい

氏が作成した 2 冊の郷土史資料を中心に、また昭和

12（1937）年発行の『島尻郡誌』との関連を中心に考えてみたい 1。 

 沖縄では、郷土誌の刊行が相次いでいる。郷土研究が熱を帯び、市町村史に

とどまらず、字誌、また村落の記念誌、学校記念誌など、こうした刊行物を取

り上げれば相当数に及ぶと思われる。ただし、刊行物を地方史・地域史の研究

としてみれば、県や市町村、あるいは研究者や研究機関がその編集主体となっ

ているものを除けば、かならずしもその研究水準は高いとは言えない。たとえ

ば、多くの字誌の内容は、その地域の歴史や民俗の報告に限定されるわけでは

なく、写真による村の変遷や、古老の昔語り、民話、芸能、現在の村の構成員

についての情報などが掲載されており、村の備忘録と言って良いものも多い。 

 しかし、刊行物の研究水準はともかく、こうした刊行物が一種のブームのよ

うに刊行され続けているこの現状をどのように理解すべきなのだろうか。 

 郷土愛や郷土へのこだわりの強さと言ってしまえばそれまでだが、こうした

地方郷土誌の刊行の特徴を今ひとつ別の角度から考えてみるという必要はない

だろうか。 

 こうした沖縄の郷土史を考える際に、馬淵東一の指摘は興味深い 2。馬淵は

沖縄の地方郷土誌研究の特色を考えるに際して、近世期に琉球王府が「琉球国
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由来記」、「琉球国旧記」、「球陽」、「遺老説傳」等の歴史書や地誌、民俗

誌、説話集などの編纂に当たって、地方の旧事や由来を報告させたことが、沖

縄の地方郷土史家の伝統を育てることになった可能性があると述べている。 

 たとえば、「琉球国由来記」は琉球王府が編纂した、地方史、民俗誌、地誌

であるが、首里王府は、各間切の番所に対して、古くからの伝承、地域の城や

神を祀る聖地の由来、地域で勲功があった人物、地方の行事等を報告させ、そ

うした報告を用いて康熙 52（1713)年に「琉球国由来記」21巻をまとめている。 

 馬淵は、こうした刊行物から沖縄民俗文化の再評価、沖縄民族主義の萌芽を

読み取ろうとしているが、この考えに対する評価については今後に俟ちたい。

しかし、地方郷土史家の伝統を育むことになったという指摘にそって久米島の

地方史、郷土誌を考える事は史料的にも十分に可能である。 

 戦禍によって多くの史料が焼失、散逸した沖縄にあって、久米島は比較的被

害が少なかった。事実、「琉球国由来記」が提出を求めた各地方の資料のうち、

久米島では「久米仲里旧記」と「久米具志川間切旧記」が現存している 3。 

 現存する「久米仲里旧記」は康煕 42(1703)年の編述、旧久米島仲里村の前身

となる仲里間切の島番所で作成されたものである。また「久米具志川間切旧記」

は乾隆 8（1743）年の編術でこちらも旧久米島具志川村の前身である具志川間

切の番所で編述されている。 

 「久米具志川間切旧記」の成立は「久米仲里旧記」に遅れること 40年であり、

「琉球国由来記」の成立後となっているが、現存する史料は、康煕 42（1703）

年の報告の再提出であり、最初の報告の補筆と考えるべきものであったと考え

られている。「久米具志川間切旧記」の奥書には、王府の命により、隠居した

島の地方役人の話を主にまとめられたものであるという説明が付け加えられて

いる。 

 久米島からのこうした報告書が島外に向かった先では「琉球国由来記」の参

考資料となったが、島内に向かっては様々な刺激を与えたであろうと考えられ

る。この点は、後に検討したい。 

 郷土誌作成の流れは、近代になっても大きな違いは無かったという考えもあ

る。むしろその延長線上に、明治、大正、昭和期の郷土誌が成立した可能性に

ついて考えることも可能である。 

 沖縄県立図書館貴重資料デジタルライブラリに『（沖縄）県史編纂資料』と

いう沖縄の各市町村から集められた大部の資料が公開されている。大正 3

（1915）年にまとめられたこの資料は、大正期に沖縄県が県史を編集するに当

たって各市町村役場やその地方の教育関係者から「地方の歴史」を報告させた

ものであるという 4。 

 富島荘英は、以上の点を踏まえて、大正初期の『（沖縄）県史編纂資料』は

「琉球国由来記」の編集者がとった同じ方法を用いて地方から旧事や由来を報

告させたものであるという。大正期の『沖縄県史』計画は結局頓挫したが、県

史編纂のための郷土資料を地方に要請した事が、明治以降沖縄の地方郷土史家

達に、琉球国由来記以来の郷土史研究の伝統に加えて、あらためて、それぞれ

の郷土の歴史に目を向けさせ、郷土誌への関心を新たにするきっかけとなった

と考える事はできよう。 

 ところで、『（沖縄）県史編纂資料』のなかに大正 3 年 11 月 13 日付の「久

米島郷土誌」という郷土史資料がある（沖縄県立図書館貴重資料デジタルライ

ブラリ、第 4 分冊島尻編 186～216 頁）。県史編纂の為に久米島においてもこう

した郷土資料が作成されていた事は、郷土の再発見を促す大きなきっかけとな

ったと考えられよう 5。 

 

仲村渠昌清資料 

 

 久米島で確認できる郷土誌は前述の「久米島郷土誌」だけではない。久米島、

とりわけ旧具志川村側には大正以降何冊かの郷土史資料がまとめられてきた。

このうち主に本稿で中心的に検討する資料は、『大正十一年 具志川村郷土史

料 大長』および『昭和三年戊辰 久米島郷土史々料』と題された 2 冊の久米島

関係郷土史資料である。作成者は仲村渠昌清で、明治 11（光緒 4）年 2 月 14

日に当時の久米島具志川間切に生まれ、昭和 18 年 4 月 25 日に亡くなっている。 

 この資料は、仲村渠昌清死去の後、遺族によって他の多くの資料と共に長ら

く保管され資料の散逸を免れてきた。資料点数は、数え方によっても変わって
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由来記」、「琉球国旧記」、「球陽」、「遺老説傳」等の歴史書や地誌、民俗

誌、説話集などの編纂に当たって、地方の旧事や由来を報告させたことが、沖

縄の地方郷土史家の伝統を育てることになった可能性があると述べている。 

 たとえば、「琉球国由来記」は琉球王府が編纂した、地方史、民俗誌、地誌

であるが、首里王府は、各間切の番所に対して、古くからの伝承、地域の城や

神を祀る聖地の由来、地域で勲功があった人物、地方の行事等を報告させ、そ

うした報告を用いて康熙 52（1713)年に「琉球国由来記」21巻をまとめている。 

 馬淵は、こうした刊行物から沖縄民俗文化の再評価、沖縄民族主義の萌芽を

読み取ろうとしているが、この考えに対する評価については今後に俟ちたい。

しかし、地方郷土史家の伝統を育むことになったという指摘にそって久米島の

地方史、郷土誌を考える事は史料的にも十分に可能である。 

 戦禍によって多くの史料が焼失、散逸した沖縄にあって、久米島は比較的被

害が少なかった。事実、「琉球国由来記」が提出を求めた各地方の資料のうち、

久米島では「久米仲里旧記」と「久米具志川間切旧記」が現存している 3。 

 現存する「久米仲里旧記」は康煕 42(1703)年の編述、旧久米島仲里村の前身

となる仲里間切の島番所で作成されたものである。また「久米具志川間切旧記」

は乾隆 8（1743）年の編術でこちらも旧久米島具志川村の前身である具志川間

切の番所で編述されている。 

 「久米具志川間切旧記」の成立は「久米仲里旧記」に遅れること 40年であり、

「琉球国由来記」の成立後となっているが、現存する史料は、康煕 42（1703）

年の報告の再提出であり、最初の報告の補筆と考えるべきものであったと考え

られている。「久米具志川間切旧記」の奥書には、王府の命により、隠居した

島の地方役人の話を主にまとめられたものであるという説明が付け加えられて

いる。 

 久米島からのこうした報告書が島外に向かった先では「琉球国由来記」の参

考資料となったが、島内に向かっては様々な刺激を与えたであろうと考えられ

る。この点は、後に検討したい。 

 郷土誌作成の流れは、近代になっても大きな違いは無かったという考えもあ

る。むしろその延長線上に、明治、大正、昭和期の郷土誌が成立した可能性に

ついて考えることも可能である。 

 沖縄県立図書館貴重資料デジタルライブラリに『（沖縄）県史編纂資料』と

いう沖縄の各市町村から集められた大部の資料が公開されている。大正 3

（1915）年にまとめられたこの資料は、大正期に沖縄県が県史を編集するに当

たって各市町村役場やその地方の教育関係者から「地方の歴史」を報告させた

ものであるという 4。 

 富島荘英は、以上の点を踏まえて、大正初期の『（沖縄）県史編纂資料』は

「琉球国由来記」の編集者がとった同じ方法を用いて地方から旧事や由来を報

告させたものであるという。大正期の『沖縄県史』計画は結局頓挫したが、県

史編纂のための郷土資料を地方に要請した事が、明治以降沖縄の地方郷土史家

達に、琉球国由来記以来の郷土史研究の伝統に加えて、あらためて、それぞれ

の郷土の歴史に目を向けさせ、郷土誌への関心を新たにするきっかけとなった

と考える事はできよう。 

 ところで、『（沖縄）県史編纂資料』のなかに大正 3 年 11 月 13 日付の「久

米島郷土誌」という郷土史資料がある（沖縄県立図書館貴重資料デジタルライ

ブラリ、第 4 分冊島尻編 186～216 頁）。県史編纂の為に久米島においてもこう

した郷土資料が作成されていた事は、郷土の再発見を促す大きなきっかけとな

ったと考えられよう 5。 

 

仲村渠昌清資料 

 

 久米島で確認できる郷土誌は前述の「久米島郷土誌」だけではない。久米島、

とりわけ旧具志川村側には大正以降何冊かの郷土史資料がまとめられてきた。

このうち主に本稿で中心的に検討する資料は、『大正十一年 具志川村郷土史

料 大長』および『昭和三年戊辰 久米島郷土史々料』と題された 2 冊の久米島

関係郷土史資料である。作成者は仲村渠昌清で、明治 11（光緒 4）年 2 月 14

日に当時の久米島具志川間切に生まれ、昭和 18 年 4 月 25 日に亡くなっている。 

 この資料は、仲村渠昌清死去の後、遺族によって他の多くの資料と共に長ら

く保管され資料の散逸を免れてきた。資料点数は、数え方によっても変わって
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くるのだが、現状で 89 点。ただし、プライバシーに関わる内容を含むものが多

く、遺族からは、内容を精査の上公開を決定してほしいという条件付きで久米

島博物館に寄贈されることとなった。このうち約 3 割の資料については目録化

して一部簡単な内容説明を付して報告しており、現在も作業継続中である 6。 

 2 冊の郷土史資料は仲村渠昌清が、当時の具志川村役場の書記として務めて

いた際、『大正十一年 具志川村郷土史料 大長』は主に公務として、また『昭

和三年戊辰 久米島郷土史々料』は「公務之余暇ヲ利用シテ」作成したものであ

る。 

 2 冊は、各約 150 枚の具志川村役場罫紙等にカーボンやペン等で作成された

手書き原稿を二つ折りにして綴られたそれぞれ 300 頁前後の資料である。一部

目次はあるものの、完成された原稿ではなく、ページが一部切り取られていた

り、繰り返しや書き直し等が散見する。また、『具志川村郷土史料』と『久米

島郷土史々料』は若干の表記などの違いはあれ、重複する部分も多い。内容を

見ると、単純な勘違いと思われる年号など基本情報の他、記述にもいくらか疑

問点が見られる。「郷土史」「地方史」「民俗誌」という観点からみればいさ

さか問題点が多いとも言えよう。 

 もっとも、著者仲村渠昌清も『久米島郷土史々料』の巻頭で「近キ将来製本

目的ニテ本史料ヲ記入シアリ見当リ次第前后ヲ分タズ記入アリ」と述べている

ように、自身が参照した郷土史関係資料を備忘録としてまとめたノートと考え

るべきであろう。 

 この資料は、久米島の地方郷土誌の成立を考える上で非常に興味深い資料と

なっているが、この資料の重要性を次の 4 点にまとめておきたい。 

 まず第 1 に、この資料は、現在見ることのできない家譜 7、また間切関係資

料の写など久米島の郷土資料等を参照している。残念ながら、原本からの忠実

な引用ではなく、読み下しの後に表現が改められているかにうかがわれる。ま

た項目ごとに引用、参照元を明示しているわけではない。しかしながら、資料

名、当時の所有者、またその内容を簡略紹介しているという点を考慮すると、

原本が散逸した現在、二次資料とはいえこの資料的価値は大きいと判断できよ

う。 

 2 番目に、この資料には廃藩置県の頃の久米島の状況を書き残している。そ

して、明治前期の教育家、政治家の功績を、家譜の勲功の体裁に倣って紹介し

ており、これを久米島の「偉人」として紹介、列記している。これによって、

記録化、資料化されてこなかった、幾人かの久米島の明治期地方役人の動きの

一端を知ることができると考えられる。 

 3 番目の点であるが、戦前に刊行された郷土誌、また戦後に出版された具志

川村の『具志川村史』や島内小中学校の記念誌に寄せられた郷土史、字誌、教

育関係資料の郷土史関係資料、また関連の記述などには、「久米島郷土史々料」

の内容を引用、参考としてあげられている場合がごく僅かだがある。また、典

拠は全く示されていないものの、その内容から見て「久米島郷土史々料」、「具

志川村郷土史」からの引用、もしくは参照したとしか判断できない記述も見受

けられる。どうやら、久米島郷土史史料は、幾人かの島内郷土史家達には知ら

れていたと考えられるが、仲村渠昌清の名前はただ一例をのぞいて、ほとんど

言及されてこなかった。 

 2 冊の郷土史資料は明示されなかったものの、基礎資料、あるいは参考資料

として用いられていたと考えられる。もっとも、どのような事情で引用や参照

が明示されなかったのかは不明である。また、前述の大正十一年「具志川村史

材料」や「仲里村史材料」について言及のある郷土史資料も現在のところ見当

たらない。既に述べたように、明白な表記の誤り、疑問をいだかざるを得ない

ような内容の誤りも散見することから、仲村渠昌清の郷土史資料は参考として

用いられたものの、資料そのものの紹介や引用にいささか躊躇したのかもしれ

ない。 

 4 番目に、『具志川村郷土史料』は『島尻郡誌』のために用意された「市町

村史」（後述）の元資料として作成される点である。周知のように、『島尻郡

誌』は島尻郡教育部会によって昭和 12(1937）年に 刊行された郷土史資料であ

る。しかし、郡誌編纂の計画は大正 8 年からあったようで、『島尻郡誌』の「緒

言」によれば、「当時郡役所から詳細な調査要項を示して各町村市を編纂せし

め、それを資料として郡誌を発刊」する予定であったという。そして「大正一

二年に各町村から資料が出揃った」という。昭和三年の『久米島郷土史々料』
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くるのだが、現状で 89 点。ただし、プライバシーに関わる内容を含むものが多

く、遺族からは、内容を精査の上公開を決定してほしいという条件付きで久米

島博物館に寄贈されることとなった。このうち約 3 割の資料については目録化

して一部簡単な内容説明を付して報告しており、現在も作業継続中である 6。 

 2 冊の郷土史資料は仲村渠昌清が、当時の具志川村役場の書記として務めて

いた際、『大正十一年 具志川村郷土史料 大長』は主に公務として、また『昭

和三年戊辰 久米島郷土史々料』は「公務之余暇ヲ利用シテ」作成したものであ

る。 

 2 冊は、各約 150 枚の具志川村役場罫紙等にカーボンやペン等で作成された

手書き原稿を二つ折りにして綴られたそれぞれ 300 頁前後の資料である。一部

目次はあるものの、完成された原稿ではなく、ページが一部切り取られていた

り、繰り返しや書き直し等が散見する。また、『具志川村郷土史料』と『久米

島郷土史々料』は若干の表記などの違いはあれ、重複する部分も多い。内容を

見ると、単純な勘違いと思われる年号など基本情報の他、記述にもいくらか疑

問点が見られる。「郷土史」「地方史」「民俗誌」という観点からみればいさ

さか問題点が多いとも言えよう。 

 もっとも、著者仲村渠昌清も『久米島郷土史々料』の巻頭で「近キ将来製本

目的ニテ本史料ヲ記入シアリ見当リ次第前后ヲ分タズ記入アリ」と述べている

ように、自身が参照した郷土史関係資料を備忘録としてまとめたノートと考え

るべきであろう。 

 この資料は、久米島の地方郷土誌の成立を考える上で非常に興味深い資料と

なっているが、この資料の重要性を次の 4 点にまとめておきたい。 

 まず第 1 に、この資料は、現在見ることのできない家譜 7、また間切関係資

料の写など久米島の郷土資料等を参照している。残念ながら、原本からの忠実

な引用ではなく、読み下しの後に表現が改められているかにうかがわれる。ま

た項目ごとに引用、参照元を明示しているわけではない。しかしながら、資料

名、当時の所有者、またその内容を簡略紹介しているという点を考慮すると、

原本が散逸した現在、二次資料とはいえこの資料的価値は大きいと判断できよ

う。 

 2 番目に、この資料には廃藩置県の頃の久米島の状況を書き残している。そ

して、明治前期の教育家、政治家の功績を、家譜の勲功の体裁に倣って紹介し

ており、これを久米島の「偉人」として紹介、列記している。これによって、

記録化、資料化されてこなかった、幾人かの久米島の明治期地方役人の動きの

一端を知ることができると考えられる。 

 3 番目の点であるが、戦前に刊行された郷土誌、また戦後に出版された具志

川村の『具志川村史』や島内小中学校の記念誌に寄せられた郷土史、字誌、教

育関係資料の郷土史関係資料、また関連の記述などには、「久米島郷土史々料」

の内容を引用、参考としてあげられている場合がごく僅かだがある。また、典

拠は全く示されていないものの、その内容から見て「久米島郷土史々料」、「具

志川村郷土史」からの引用、もしくは参照したとしか判断できない記述も見受

けられる。どうやら、久米島郷土史史料は、幾人かの島内郷土史家達には知ら

れていたと考えられるが、仲村渠昌清の名前はただ一例をのぞいて、ほとんど

言及されてこなかった。 

 2 冊の郷土史資料は明示されなかったものの、基礎資料、あるいは参考資料

として用いられていたと考えられる。もっとも、どのような事情で引用や参照

が明示されなかったのかは不明である。また、前述の大正十一年「具志川村史

材料」や「仲里村史材料」について言及のある郷土史資料も現在のところ見当

たらない。既に述べたように、明白な表記の誤り、疑問をいだかざるを得ない

ような内容の誤りも散見することから、仲村渠昌清の郷土史資料は参考として

用いられたものの、資料そのものの紹介や引用にいささか躊躇したのかもしれ

ない。 

 4 番目に、『具志川村郷土史料』は『島尻郡誌』のために用意された「市町

村史」（後述）の元資料として作成される点である。周知のように、『島尻郡

誌』は島尻郡教育部会によって昭和 12(1937）年に 刊行された郷土史資料であ

る。しかし、郡誌編纂の計画は大正 8 年からあったようで、『島尻郡誌』の「緒

言」によれば、「当時郡役所から詳細な調査要項を示して各町村市を編纂せし

め、それを資料として郡誌を発刊」する予定であったという。そして「大正一

二年に各町村から資料が出揃った」という。昭和三年の『久米島郷土史々料』
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巻頭には参照資料が列記してあり、そのなかに「具志川村史材料 大正十一年 

具志川村役場著書」「仲里村史材料 大正十一年 仲里村役場著書」の二冊の

書名が紹介されている。これが『島尻郡誌』がいうところの「各市町村史を編

纂せしめ」た久米島の報告とみて良かろう。残念ながらこの 2冊は現在確認で

きない。 

 大正 11年の『具志川村郷土史料』には『島尻郡誌』編纂のために仲村渠昌清

が「累代町村代表者氏名及政治家功績人名累歴教育家、學者、孝子、節婦、篤

行者ノ調査」を担当したとあるので、「具志川村史材料」のうち、これらの記

述が昌清の手になるものと考えられる。『島尻郡誌』編纂のための「各町村史」

は「詳細な調査項目」が示されているわけだから、昌清担当の「累代町村・・・・・

篤行者」というのはその調査項目であったとも考えられる。 

 すなわち、『島尻郡誌』を編纂する資料として、沖縄県南部の島尻郡役所は

沖縄本島南部の村々に資料を提供させたのである。こうした方法は、上述した

ように琉球王府以来の伝統的手法であったと言えるだろう。 

 本稿では最後に言及した 4番目の問題を紹介、検討したいと考えているが、

その前に仲村渠昌清についていま少し紹介しておきたい。 

 

仲村渠昌清について 

 

 仲村渠昌清は、明治 44年 8月、大正 6年 1月 20日、大正 9年 12月 10日付

の自身の履歴書を 3通残している。その他、昌清の家筋に関係する系図等がそ

の子孫によって戦後に作成されている。履歴書は、3 通それぞれ微妙に内容が

異なっていたり、記載情報に濃淡があったり、また内容にも若干の矛盾点が見

られる。最後の間切役人として一歩を踏み出した興味深い人物の履歴書でもあ

るので、内容の検討は後日に譲るとして、ここでは、3 通の履歴書他、資料で

明らかになる概略のみ紹介することとしたい。 

 仲村渠昌清は、明治 11（光緒 4・1878）年 2月 14日に父大田親雲上昌慶、母

真牛の三男として当時の久米島具志川間切山里村のイチノハタ（屋号）に生ま

れている。父大田親雲上昌慶は光緒元（明治 8・1875）年に具志川間切の惣耕

作当に就任しているが明治 13（光緒 6・1880）年に退職、明治 18（光緒 11・1885）

年に 47 歳で死亡している。 

 さて、父昌慶が亡くなった年、昌清は 7 歳で西銘小学校初等科に入学してい

る。長兄昌孝はこの時 18 歳、次兄昌則は 12 歳であった。 

 父亡き後、数年間の昌清家族の生活についてはよくわかっていない。ただ、

イチノハタは過去に何名か地頭代を輩出した島の名望家であり、イチノハタの

分家に当たるアガタイリとともにウエーキ（富農）であったとかんがえられる。

アガタイリには、父昌慶の弟（昌清の叔父）昌英が養子に入り、昌清の次兄昌

則も続いて養子となっている。昌則は明治 29（1896）年具志川尋常小学校準訓

導を拝命して後教育畑を歩んだ後、大正 12（1923）年に具志川村長に就任し昭

和 2 年迄その職にあった。 

 昌清が『島尻郡誌』の資料収集のため公務として資料整理し、自身のための

備忘録として大正 11 年の『具志川村郷土史史料』をその一環として整理した後、

昭和 3 年の『久米島郷土史々料』を「公務之余暇」に整理し始めていたのは兄

昌則が村長だったまさにその頃のことである。 

 さて、当時の昌清に話を戻すと、西銘尋常小学校を終えて、明治 26 年なぜか

那覇高等小学校高等科に入学している。仲村渠昌清資料には当時の小学校教科

書類が含まれているがそのうちの 1 冊『高等新作文用書 上』（明治 27 年）に

は「明治二十七年三月 那覇三笑堂ニ於テ購求ム」と購入日のメモがあり、また

署名もある。この時に那覇に出ていたことは確かであろう。ただ、どのような

経緯で那覇に出ることになったのか、また那覇での所在や生活等、この間の事

情は全く不明である 8。 

 ところが明治 28 年 9 月 20 日に高等科 3 年で中退し、同年 10 月 10 日に具志

川間切の島文子となっている。昌清はこの時、村役人としての一歩をふみだし

たことになる。もっとも、明治 30 年 4 月 1 日に「沖縄県間切島吏員規定」が施

行され、文子職が廃職となり、わずか 1 年半で昌清は失職する 9。 

 翌明治 31 年 4 月 5 日には久米島高等小学校高等科 3 学年に編入学するが 1

年後の明治 32 年 3 月に卒業を待たず高等科三年をなぜか退学している。 

 そして同年 4 月に、「俸金二円」で「仲地・山里二ヶ村雇」となっているが、
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巻頭には参照資料が列記してあり、そのなかに「具志川村史材料 大正十一年 

具志川村役場著書」「仲里村史材料 大正十一年 仲里村役場著書」の二冊の

書名が紹介されている。これが『島尻郡誌』がいうところの「各市町村史を編

纂せしめ」た久米島の報告とみて良かろう。残念ながらこの 2冊は現在確認で

きない。 

 大正 11年の『具志川村郷土史料』には『島尻郡誌』編纂のために仲村渠昌清

が「累代町村代表者氏名及政治家功績人名累歴教育家、學者、孝子、節婦、篤

行者ノ調査」を担当したとあるので、「具志川村史材料」のうち、これらの記

述が昌清の手になるものと考えられる。『島尻郡誌』編纂のための「各町村史」

は「詳細な調査項目」が示されているわけだから、昌清担当の「累代町村・・・・・

篤行者」というのはその調査項目であったとも考えられる。 

 すなわち、『島尻郡誌』を編纂する資料として、沖縄県南部の島尻郡役所は

沖縄本島南部の村々に資料を提供させたのである。こうした方法は、上述した

ように琉球王府以来の伝統的手法であったと言えるだろう。 

 本稿では最後に言及した 4番目の問題を紹介、検討したいと考えているが、

その前に仲村渠昌清についていま少し紹介しておきたい。 

 

仲村渠昌清について 

 

 仲村渠昌清は、明治 44年 8月、大正 6年 1月 20日、大正 9年 12月 10日付

の自身の履歴書を 3通残している。その他、昌清の家筋に関係する系図等がそ

の子孫によって戦後に作成されている。履歴書は、3 通それぞれ微妙に内容が

異なっていたり、記載情報に濃淡があったり、また内容にも若干の矛盾点が見

られる。最後の間切役人として一歩を踏み出した興味深い人物の履歴書でもあ

るので、内容の検討は後日に譲るとして、ここでは、3 通の履歴書他、資料で

明らかになる概略のみ紹介することとしたい。 

 仲村渠昌清は、明治 11（光緒 4・1878）年 2月 14日に父大田親雲上昌慶、母

真牛の三男として当時の久米島具志川間切山里村のイチノハタ（屋号）に生ま

れている。父大田親雲上昌慶は光緒元（明治 8・1875）年に具志川間切の惣耕

作当に就任しているが明治 13（光緒 6・1880）年に退職、明治 18（光緒 11・1885）

年に 47 歳で死亡している。 

 さて、父昌慶が亡くなった年、昌清は 7 歳で西銘小学校初等科に入学してい

る。長兄昌孝はこの時 18 歳、次兄昌則は 12 歳であった。 

 父亡き後、数年間の昌清家族の生活についてはよくわかっていない。ただ、

イチノハタは過去に何名か地頭代を輩出した島の名望家であり、イチノハタの

分家に当たるアガタイリとともにウエーキ（富農）であったとかんがえられる。

アガタイリには、父昌慶の弟（昌清の叔父）昌英が養子に入り、昌清の次兄昌

則も続いて養子となっている。昌則は明治 29（1896）年具志川尋常小学校準訓

導を拝命して後教育畑を歩んだ後、大正 12（1923）年に具志川村長に就任し昭

和 2 年迄その職にあった。 

 昌清が『島尻郡誌』の資料収集のため公務として資料整理し、自身のための

備忘録として大正 11 年の『具志川村郷土史史料』をその一環として整理した後、

昭和 3 年の『久米島郷土史々料』を「公務之余暇」に整理し始めていたのは兄

昌則が村長だったまさにその頃のことである。 

 さて、当時の昌清に話を戻すと、西銘尋常小学校を終えて、明治 26 年なぜか

那覇高等小学校高等科に入学している。仲村渠昌清資料には当時の小学校教科

書類が含まれているがそのうちの 1 冊『高等新作文用書 上』（明治 27 年）に

は「明治二十七年三月 那覇三笑堂ニ於テ購求ム」と購入日のメモがあり、また

署名もある。この時に那覇に出ていたことは確かであろう。ただ、どのような

経緯で那覇に出ることになったのか、また那覇での所在や生活等、この間の事

情は全く不明である 8。 

 ところが明治 28 年 9 月 20 日に高等科 3 年で中退し、同年 10 月 10 日に具志

川間切の島文子となっている。昌清はこの時、村役人としての一歩をふみだし

たことになる。もっとも、明治 30 年 4 月 1 日に「沖縄県間切島吏員規定」が施

行され、文子職が廃職となり、わずか 1 年半で昌清は失職する 9。 

 翌明治 31 年 4 月 5 日には久米島高等小学校高等科 3 学年に編入学するが 1

年後の明治 32 年 3 月に卒業を待たず高等科三年をなぜか退学している。 

 そして同年 4 月に、「俸金二円」で「仲地・山里二ヶ村雇」となっているが、
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翌年依願退職し、「俸金二円五拾銭」で「西銘・上江洲二ヶ村雇」となってい

る。仲地、山里、西銘、上江洲は具志川村の字名でそれぞれが字の祭祀などで

は一体となって行われ、本分家関係などでつながりの深い集落である。 

 翌明治 34年 8月には「俸金三円」にて「具志川間切雇」となり、明治 38年

には「具志川間切書記」となるが、明治 43年には「依願免職」し、44年に「具

志川仲里両村組合雇」となっている。その後、大正 6年に、また具志川村村雇

となり、大正 6年に改めて具志川村書記となり、昭和 6年書記を辞職している。 

 ここでは、時代背景等の説明や、昌清の生活史についても触れなければなら

ないが、これらは、他の資料と共に改めて別の機会に検討することとして、履

歴書等にあること、また、郷土史に関わる範囲での紹介に留めた 10。 

 

『島尻郡誌』と『具志川村郷土史史料』 

 

 仲村渠昌清資料の郷土史関係資料 2冊のうち、内容的に『島尻郡誌』との関

係が深いのは『大正十一年 具志川村郷土史料 大長』である。「大長」とは、

「ウフナガ」と読むが、これは仲村渠昌清の自宅屋号である。先にも述べたと

おり、『具志川村郷土資料』には次のような記述があり、この間の事情を説明

するものである。 

 

  覺 

 大正十一年島尻郡郷土誌材料編纂ノ時人物累歴功 

 績調査ハ各戸所蔵ノ系圖勲功書ト西銘東内間 

 所蔵中山世鑑西銘山根所属ノ康煕年間久米 

 具志川間切蔵元重要日記寫（芭蕉紙綴）ト 

 仲里間切真謝寺ノ側系圖及勲功書ト那覇上 

 ノ蔵阿嘉ノ系圖寫ト久米島按司由来記ト 

 君南風由来記ト七種類書冊充分調査應 

 用シテ調査製セリ 

 而シテ口碑アリテ記録ナキモノハ各個人御位牃ノ記 

 事及仕明地手形ニヨリ調査をナシタリ 

  （略） 

 大正十一年島尻郡誌編纂用トシテ累代町村代表者氏名 

 及政治家功績人名累歴教育家、學者、孝子、節婦、 

 篤行者ノ調査主任ハ當時具志川村書記仲村渠昌清氏 

 （四十六歳）担任調査セリ尤モ四百五十年以前（久米島按司時代） 

 二遡リ調査ニテ大ニ困難ヲ極メタリ 三百年以前ト目今トハ 

 植物ノ名称、物品ノ名、地跡ノ名称、文章ノ用語等大ニ 

 今ト異リ調査方困難ヲ極メタリ 而シテ其不明ノ處ハ 

 玉那覇殿内ノ上江洲智行氏（当七十八才）ヲ師匠ニ御依 

 頼シテ一所ニテ往昔ノ事ヲ調査ヲ遂ゲタリ 

 此外西銘蔵根ノ仲村渠昌凞氏（当七十□才）ノ口碑ヲ参 

 考ニ供シ調査ヲナシ完結ナシタリ 

   大正十一年十一月   仲村渠昌清氏記ス 11 

 

 要するに、仲村渠昌清自身が、島内、特に具志川村に残る資料（この部分は

省略している）を用いて島尻郡誌編纂用資料を作成しようとし、島の古老（隠

居した村役人）二人を頼りとして、調査を完成させた。これが大正 11年 11月

のことである。 

 ただ、この事よりもまして興味深い仲村渠昌清の意見が、先の引用の前に述

べられているので、こちらも引用して解説を加えておきたい。 

 

   具志川村郷土誌作成順序 

    （略） 

 慶安年間 1．第一回大田親雲上昌暢氏調査主任トナル（旧記ヨリ抜書） 

 享保年間 2．第二回大田親雲上教満氏調査主任トナル（口碑ヨリ記入ス） 

 明治十二年 3．第三回調査委員 

          上江洲親雲上教直氏（兼城川之端ノ祖） 

          大田親雲上 昌慶氏（山里池之端ノ祖） 
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翌年依願退職し、「俸金二円五拾銭」で「西銘・上江洲二ヶ村雇」となってい

る。仲地、山里、西銘、上江洲は具志川村の字名でそれぞれが字の祭祀などで

は一体となって行われ、本分家関係などでつながりの深い集落である。 
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ないが、これらは、他の資料と共に改めて別の機会に検討することとして、履

歴書等にあること、また、郷土史に関わる範囲での紹介に留めた 10。 

 

『島尻郡誌』と『具志川村郷土史史料』 
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  （略） 

 大正十一年島尻郡誌編纂用トシテ累代町村代表者氏名 

 及政治家功績人名累歴教育家、學者、孝子、節婦、 

 篤行者ノ調査主任ハ當時具志川村書記仲村渠昌清氏 

 （四十六歳）担任調査セリ尤モ四百五十年以前（久米島按司時代） 

 二遡リ調査ニテ大ニ困難ヲ極メタリ 三百年以前ト目今トハ 

 植物ノ名称、物品ノ名、地跡ノ名称、文章ノ用語等大ニ 

 今ト異リ調査方困難ヲ極メタリ 而シテ其不明ノ處ハ 

 玉那覇殿内ノ上江洲智行氏（当七十八才）ヲ師匠ニ御依 
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 此外西銘蔵根ノ仲村渠昌凞氏（当七十□才）ノ口碑ヲ参 

 考ニ供シ調査ヲナシ完結ナシタリ 

   大正十一年十一月   仲村渠昌清氏記ス 11 

 

 要するに、仲村渠昌清自身が、島内、特に具志川村に残る資料（この部分は

省略している）を用いて島尻郡誌編纂用資料を作成しようとし、島の古老（隠

居した村役人）二人を頼りとして、調査を完成させた。これが大正 11年 11月

のことである。 

 ただ、この事よりもまして興味深い仲村渠昌清の意見が、先の引用の前に述

べられているので、こちらも引用して解説を加えておきたい。 

 

   具志川村郷土誌作成順序 

    （略） 

 慶安年間 1．第一回大田親雲上昌暢氏調査主任トナル（旧記ヨリ抜書） 

 享保年間 2．第二回大田親雲上教満氏調査主任トナル（口碑ヨリ記入ス） 

 明治十二年 3．第三回調査委員 

          上江洲親雲上教直氏（兼城川之端ノ祖） 

          大田親雲上 昌慶氏（山里池之端ノ祖） 
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          嘉手苅親雲上智綱氏（西銘石垣殿内ノ祖） 

          首里大屋子 智直氏（西銘垣花ノ門ノ祖） 

        右四名委員ノ内主任ハ左ノ二名ナリ 

        主任 大田親雲上昌慶氏（山里池ノ端） 

        主任 首里大屋子智直氏（西銘垣花門） 

         右両人ハ廃藩当時ヨリ明治十三年ニ亘リ貢納布、貢 

         租、其他例帳ノ調査委員トナリ大ニ人民ノ便利ヲ計レリ 

         明治十二年久米島奉公人士族ニ変更申請委員トナリ 

         大ニカツ竭セリ然ルニ其効果ナカリキ其原因ハ縣 

         庁ニ於テ豊見城親方主トナリ採用却下トナセリ 

 大正十一年  第四回調査委員 

         具志川村長仲村渠良金氏 

         具志川村書記   安村仁秀氏 

         具志川村書記   仲村渠昌清氏 

         具志川村書記   安村仁則氏 

         具志川村書記   仲村渠昌研氏 

         具志川村書記   上江洲昌偉氏 

         具志川村助役   山城昌晃氏 

         具志川村林野監守 仲村渠智隆氏 

        右八名委員ノ内左ノ二名調査主任トナレリ 

        一往古ヨリ農工商ニ関スル調査主任 

             具志川村書記安村仁秀氏 

        一往古ヨリ累代代表者治績調査主任 

             具志川村書記仲村渠昌清氏 12 

 

 仲村渠昌清は久米島具志川間切（村）で郷土誌が 4回に亘って作成されてき

たとして、その過程を説明しているので、補足の説明をしておきたい。 

 まず、第 1回としているのは、大田親雲上昌暢が中心となってまとめられて

いると言うが、この具体的な内容が、この引用の前に述べられている。 

 慶安年間 一 尚貞王御世向象賢国務大臣ノ時久米島ニ對スル遺 

        老傳、日記口碑ハ西銘山根二代ノ祖大田親雲上 

        昌暢氏ノ調査主任トナリ編纂セリ 

        日記寫ヨリ抜書（久米島按司由来記モ編纂ス） 

      一 昌貞王御代康煕年間中山世鑑外巻臣民ニ對ス 

        ル材料調査主任ハ西銘二代ノ祖大田親雲上 

        昌暢氏ノ調査主任トナリ編纂セリ 13 

 

 慶安年間（1648～1651年）は、琉球王国で通用する清の暦で順治年間（1644

～1661年）におおよそ該当するが、この時、西銘という集落の山根（ヤマンニ

ー）という屋号の家の大田親雲上が、久米島の伝説、久米島を支配していた按

司時代（この場合は、地方豪族）の伝説をまとめたという。これは王府からの

命によるものだと言う。 

 但しこの点は年代が少々年代が合わない。『遺老説傳』は乾隆 10（1745）年

成立の歴史書『球陽』の外巻で説話集として編まれた資料である。この成立が

『球陽』成立に前後すると言っても、慶安期とおおよそ 100年の差があり、合

理性に欠ける。ただし、西銘の大田親雲上昌暢は当家の家譜によれば 14康煕 30

（1691）年に 61歳で死去しているので、昌清が言うところの「慶安」年間に昌

暢が間切役人として活動していたことは確実で、「琉球国由来記」「球陽」「遺

老説傳」などの材料となった久米島具志川間切の資料を纏め始めていた可能性

は完全に否定できない。 

 いずれにせよ、仲村渠昌清は「旧記」といわれていた資料によって、これを

もって久米島具志川間切の郷土誌の嚆矢としているようである。 

 次に第 2回目の郷土誌編纂は大田親雲上教満が主導して行われたと言うが、

この点は少々興味深い。この個所も、引用文の前に具体的に紹介されている。 

 

 享保年間  一 尚敬王御世雍正年間蔡温文若国務大臣ノ時久米 

        島系圖譜編纂委員ハ左記四名ニシテ其時 

        之主任ハ左ノ内大田親雲上教満氏ナリト傳フ 
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         具志川村林野監守 仲村渠智隆氏 

        右八名委員ノ内左ノ二名調査主任トナレリ 

        一往古ヨリ農工商ニ関スル調査主任 

             具志川村書記安村仁秀氏 

        一往古ヨリ累代代表者治績調査主任 

             具志川村書記仲村渠昌清氏 12 

 

 仲村渠昌清は久米島具志川間切（村）で郷土誌が 4回に亘って作成されてき

たとして、その過程を説明しているので、補足の説明をしておきたい。 

 まず、第 1回としているのは、大田親雲上昌暢が中心となってまとめられて

いると言うが、この具体的な内容が、この引用の前に述べられている。 

 慶安年間 一 尚貞王御世向象賢国務大臣ノ時久米島ニ對スル遺 

        老傳、日記口碑ハ西銘山根二代ノ祖大田親雲上 

        昌暢氏ノ調査主任トナリ編纂セリ 

        日記寫ヨリ抜書（久米島按司由来記モ編纂ス） 
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 慶安年間（1648～1651年）は、琉球王国で通用する清の暦で順治年間（1644

～1661年）におおよそ該当するが、この時、西銘という集落の山根（ヤマンニ

ー）という屋号の家の大田親雲上が、久米島の伝説、久米島を支配していた按

司時代（この場合は、地方豪族）の伝説をまとめたという。これは王府からの

命によるものだと言う。 

 但しこの点は年代が少々年代が合わない。『遺老説傳』は乾隆 10（1745）年

成立の歴史書『球陽』の外巻で説話集として編まれた資料である。この成立が

『球陽』成立に前後すると言っても、慶安期とおおよそ 100年の差があり、合

理性に欠ける。ただし、西銘の大田親雲上昌暢は当家の家譜によれば 14康煕 30

（1691）年に 61歳で死去しているので、昌清が言うところの「慶安」年間に昌

暢が間切役人として活動していたことは確実で、「琉球国由来記」「球陽」「遺

老説傳」などの材料となった久米島具志川間切の資料を纏め始めていた可能性

は完全に否定できない。 

 いずれにせよ、仲村渠昌清は「旧記」といわれていた資料によって、これを

もって久米島具志川間切の郷土誌の嚆矢としているようである。 

 次に第 2回目の郷土誌編纂は大田親雲上教満が主導して行われたと言うが、

この点は少々興味深い。この個所も、引用文の前に具体的に紹介されている。 
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        之主任ハ左ノ内大田親雲上教満氏ナリト傳フ 
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          系圖編纂委員 

 享保十一年 一仲村渠親雲上昌慰氏  仲地西濱川一代祖 

       一上江洲親雲上智意氏  西銘石垣殿内六代祖 

       一大田親雲上 教満氏  兼城石垣殿内五代祖 

       一山里親雲上 昌喬氏  仲地屋川門ノ元祖 

       右四名ノ内主任ハ大田親雲上教満氏 

       喜久里教宋氏口碑傳ヲ記入ス（兼城石垣ノ祖）15 

 

 享保年間（1716～1736年）は、清の康煕年間後半から、雍正年間にかかるが、

ここに記載されていることは、家譜系図の作成であって、郷土誌ではない。18

世紀乾隆期に久米島で家譜が作成されて士族身分を願ったものの結果として承

認を得られなかった経緯がある 16。久米島には、今でもこうした家譜を確認、

また発見することがあるのだが、こうした経緯が口碑として伝わっていたこと

は知られていなかった。 

 ここで重要なことは、仲村渠昌清は、この家譜編纂を、郷土誌の流れに位置

づけているのである。事実、仲村渠昌清の 2冊の郷土史の半分近くが、こうし

た家譜を参照した記事となっている。また、王府が望んだ地方の旧事や記録に、

地域の偉人の勲功などがある事から、家譜を広く地域の歴史書として認識した

のであろう。 

 第 3回は明治期になる。ここに記された出来事はこれまで報告された事がな

い。非常に興味深い出来事である。明治 12年は琉球藩に廃藩置県が武力を持っ

て断行された年に当たる。明治 13年に亘って「貢納布、貢租、其他例帳」を調

査すると同時に明治 12年に「久米島奉公人士族ニ変更申請」を行ったとある。

この役を引き受けた一人が大田親雲上昌慶で仲村渠昌清の実父である。 

 これに関しては補足説明が必要だが、前述の 18世紀乾隆期の家譜作成、士族

身分が得られなかったことが伏線となっている。久米島地方役人が明治期戸籍

編成に際して士族身分への格上げを県当局に要請し、18世紀と同じく却下され

たという。実はこの頃、久米島具志川村の一部では家譜や系図などが新たに十

数点作成されている。乾隆期から約 100年を経てもなお、こうした身分への強

いこだわりがあったと推察される。 

 第 2回に続いて、ここでも昌清は家譜編纂を郷土誌と同じ流れのなかに位置

づけようとしている。 

 昌清が郷土誌作成の過程に登場するのが第 4回の『島尻郡誌』編纂資料作成

である。これについては、既に言及しているが、上述の資料ではこの調査は「農

工商ニ関スル調査」、「往古ヨリ累代代表者治績調査」の 2つに大きく分かれ

ており、累代代表者治績調査の担当が昌清本人であると記されている。累代代

表者治績調査とはすなわち、具志川間切の古い家系、村役人を輩出した家系、

名望家などに伝わる家譜類、また旧家に伝承されていた旧番所資料の写しなど

を用いて、村役人の代表者たる歴代地頭代や島の偉人として取り上げる人物の

勲功を調査していたものと考えられる。 

 したがって、ここでは、家譜資料の調査が郷土誌作成につながるものとして

考えられていたと言えよう。昌清のなかでは、家譜を通して自らの一族の勲功

やつながりを発見し、その延長線上に郷土そのもののを発見したのだと言えよ

う 17。 

 

『久米島郷土史々料』 

 

 それでは昭和 3 年の『久米島郷土史々料』は何だったのだろうか。大正 11

年版が具志川村に限った資料集であったのが、昭和 3年版は仲里村もあわせた

久米島全体を対象としようとしている。もっとも仲里村側の資料は、個々の家

譜にあたって確認したわけではなさそうで、『久米島郷土史々料』の巻頭にあ

げられた参考資料の中で明らかに仲里村の状況に言及している資料は、大正 11

年の「仲里村史材料」および、既に紹介した「久米島郷土誌」のほぼ 2冊であ

る。仲里村の記述については、昌清は、「久米島郷土誌」からの引用でしのい

でいるように見受けられる。これは、多数の引用中、誤字や脱字などもそのま

ま引用していることから明らかである。 

 内容的には、『具志川村郷土史史料』に仲里村側の資料を追加して久米島郷

土誌を作成するための資料集であったが、彼の志はたかく、この資料作成の目
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的は『久米島郷土史々料』の序文に「公務之余暇ヲ利用シテ國家世之為メ本郷

土史料大綱ヲ編纂」するとあるので、仲村渠昌清氏が当時の郷土教育、郷土研

究の影響を受け、郷土誌の編纂を試みようとしたものとも考えられる。したが

って、内容的には大正 11 年の『具志川村郷土史史料』の延長線上にあり、郷土

誌に関する考え方も、それを引き継いでいると考えて良かろう。 

 

 本稿では、仲村渠昌清資料のうち、郷土資料についてとりあげ、その特徴を

通して、当時の久米島の「郷土誌」に関する一つの考え方を提示したが、仲村

渠昌清資料はまだ他にも参照しなければならない資料があり、また同時期の具

志川村の人物で何人かの地方役人出身者の資料も相当数存在している。まずそ

うした資料の整理をまずは当面優先させることとしたい 18。 

 

 

 

註 

1．本稿では、仲村渠昌清の 2 冊の郷土史資料と『島尻郡誌』との関係について言及、紹

介することを目的としている。但し、仲村渠昌清資料の評価、仲村渠昌清の紹介は、す

でに刊行済みの報告書『仲村渠昌清資料集－郷土史関係資料』（2015、平成 26 年度駒澤

大学特別研究助成による報告書）の解説部分（307～361 頁）の一部を書き改めたもので

ある。同報告書は仲村渠昌清の郷土史資料 2 冊の影印とその一部翻刻を解説付きで紹介

したものだが、公刊物ではなく、また仲村渠昌清の紹介、彼の郷土史資料の評価などは

これまで紹介されたことがないため、そうした部分に限って書き改め原稿化している。 

 また、本稿の内容の一部で、仲村渠昌清の郷土史史料と他の久米島の郷土誌との関連

について、2015 年度第 3 回久米島研究会（2015 年 9 月 13 日・於久米島博物館）におい

て口頭発表している。 

2．馬淵東一・小川徹「解説」『沖縄文化論叢』第 3 巻 12～16 頁 1971。なお、「解説」

は馬淵東一と小川徹による共同執筆であるが、後に『馬淵東一著作集』第 2 巻（1974 年・

社会思想社）に再収録された「解説」は「沖縄民俗社会研究の展望」と改題され、「解

説」の馬淵執筆部分のみを再掲している。再掲論文には、引用した当該個所が記載され

ているので、本稿では馬淵東一の指摘としている。 

3．仲原善忠「校注仲里旧記」および「校注具志川間切旧記」『仲原善忠全集』第 3 巻、

1978 年、沖縄タイムス社。全集の編者による「あとがき」によれば、この原稿は未発表

であり、全集に初めて掲載、公刊されたものであるという。なお、「校注仲里旧記」は

昭和 25 年 12 月、「校注具志川間切旧記」には昭和 24 年夏という日付が入っているとい

う。元史料（「具志川間切旧記」は写本）は現在琉球大学付属図書館の貴重資料デジタ

ルアーカイブの「仲原善忠文庫」で公開されている。 

4．『（沖縄）県史編纂資料』については、次の論文に詳しく紹介されている。富島荘英

「県史編纂資料について」『沖縄県図書館協会誌』第 7 号、昭和 51 年。 

5．この資料は、管見の限りではあるが、沖縄県立図書館、鹿児島県立博物館、久米島（個

人蔵、現在所在不明でコピーのみ現存）に残された 3 冊のみ確認している。謄写版 31 枚

を半折りにしている。内容は 3 冊とも全く同じである。ただし、表紙が微妙に異なって

いる。本文は謄写版であるが表書きは墨書きで、3 冊ともその字は微妙に異なっている。

最も大きな違いは編者名であり、沖縄県立図書館版は編者名が無く、表紙に「大正参年

十一月十三日」の日付を大きく入れている。残り 2 冊には日付はなく、2 冊共に「久米島

尋常高等小學校長本山満吉監修 久米島各學校各役場共編」と編者名が入っている。さ

らに興味深いことは、久米島版の表紙裏には「本山先生寄贈 明治四十一年三月（以下

略）」とのメモがある。この日付の真偽は判断できないが、仮にこれが正しいとすれば、

「久米島郷土誌」は本来、『（沖縄）県史編纂資料』の為に作成された資料ではないと

言うことになる。また、仲村渠昌清の『昭和三年戊辰 久米島郷土史々料』巻頭部分にリ

ストアップされた参考資料には、「久米島郷土誌 大正元年」とある。いかなる経緯で

この資料が作成されたのか改めて調査・検討する必要がある。なお、本山満吉は佐賀出

身の教育者で、この頃は確かに久米島尋常高等小学校の校長職にあった。郷土資料が本

土出身の教育者達が主導する形で作成されていたのだとしたら、郷土史資料の性格や目

的について、また別に検討する必要が生じる。この点は、久米島に残される教育関係資

料を検討して改めて報告したい。 

6．拙稿「仲村渠昌清資料について」『久米島博物館紀要』第 15 号、2015 

7．久米島の家譜については、上江洲均「久米島の家譜について」『沖縄県文化財調査報

告書第九十集。沖縄の家譜－歴史資料調査報告書Ⅵ』沖縄県教育委員会、1989、下郡剛
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「乾隆二十四年作成の久米島具志川間切家譜」『日本歴史』、778 号、2013 を参照。な

お、久米島の家譜は 18 世紀中頃に成立しているが、その後ごく一部を除いて継ぎ足し（久

米島では単なる加筆）も行われてはいない。しかしながら、19 世紀中頃にも家譜類、父

母記等の家系資料が編纂されており、これにより特定家系の系統を相当の深度まで遡る

ことができる資料となっている。なお 20 世紀中頃にも家譜・系図が編纂されるが、その

体裁は現代的であり、家譜に見られるような個人の勲功の記載はない。久米島では興味

深いことに 100 年毎にこうした家譜が作成されている。（拙稿「久米島の家系資料につ

いて」『駒沢大学・文化』21 号）。 

8．前掲拙稿「仲村渠昌清資料について」の資料目録 No.25 が当該の資料である。 

9．『沖縄県史 第 13 巻 沖縄県関係公文書 2』琉球政府、1966、662 頁以降 

10．仲村渠昌清資料はプライバシーに関わる資料も含む大部の資料となっており、当時

の給与、収入、支出、模合、副業などの経済的側面、また結婚や分家等の生活史、ある

いは村での人間関係などさまざまな角度から検討が可能である。残念ながら日記は残さ

れていないが、出納簿等も保管されていたり、日々の出来事もときおり書き込まれてい

たりするので、明治から大正にかけての離島地方役人の生活史資料として活用ができる

かもしれない。これらは改めて資料を検討し、公開が許される範囲での報告を考えてい

る。この点は後日に期したい。 

11．引用した該当個所は(1)の報告書『仲村渠昌清資料集－郷土史関係資料』の影印資料

から（126～127 頁）。なおあきらかな誤字などは修正している。 

12．『仲村渠昌清資料集－郷土史関係資料』の影印資料（125～126 頁）。 

13．『仲村渠昌清資料集－郷土史関係資料』の影印資料（123 頁）。 

14．「太史氏家譜」『西銘誌』2003、728 頁～に翻刻が掲載されている。 

15．『仲村渠昌清資料集－郷土史関係資料』の影印資料（123～124 頁）。 

16．前掲註(7)を参照。 

17．島尻郡誌の内容と、仲村渠昌清の郷土史資料の内容比較については、原本家譜、郷

土史資料、島尻郡誌の記述と 3 つのデータを比較する必要があり、紙数を相当程度超過

するので、これに関しては、郷土資料の内容別に整理してそれぞれ改めて報告すること

にしたい。 

 なお、本文末に 2 冊の郷土資料の内容を目次化しておく。元々郷土誌の資料備忘録の

ような性格を持つことから、目次はついていない。なお、一つの目次項目に数頁が費や

されることがある一方で、わずか数行ということもある。一つの内容目安としておきた

い。 

18．現在平成 27 年度科学研究費基盤(c)「久米島の明治大正期の郷土史および民俗資料

の整理と研究」で平成 31 年度まで継続調査中である。 

 

※本研究は平成 26 年度駒澤大学特別研究助成によっています。記して感謝申し上げます。 

 

 

仲村渠昌清郷土史史料 2冊の目次 

  本文には目次がない。見出しがある場合には本文の表記のママ用いた。無い場合は

内容に見出しおよび場合によって若干の説明を付した。 

 

『大正十一年 具志川村郷土史料 大長』 

  [年表作成のためのメモヵ] 

 第四章 第四節 累代町村代表者（其一） 

 第四章 行政 第四節 累代町村代表者（其二） 

 具志川村自明ノ洪武年間至大正十一年累代村代表者 

 系図略記（具志川村舊家年代壹覧表 其一） 

 系図略記（具志川村舊家年代一覧表 其二） 

 [破損・破り取られている] 

  字西銘（石垣殿内）五代 上江洲智源 

  字西銘（石垣殿内）六代 上江洲智意 

  字西銘（石垣殿内）七代 上江洲智英 

  字西銘（石垣殿内）八代 上江洲智常 

  字西銘（石垣殿内）十代 上江洲智俊 

  字西銘（東ノ内間）一代 上江洲智慶 

  字西銘（内間殿内）一代 上江洲智長 

  字西銘（内間殿内）二代 上江洲智谷 
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「乾隆二十四年作成の久米島具志川間切家譜」『日本歴史』、778 号、2013 を参照。な

お、久米島の家譜は 18 世紀中頃に成立しているが、その後ごく一部を除いて継ぎ足し（久

米島では単なる加筆）も行われてはいない。しかしながら、19 世紀中頃にも家譜類、父

母記等の家系資料が編纂されており、これにより特定家系の系統を相当の深度まで遡る

ことができる資料となっている。なお 20 世紀中頃にも家譜・系図が編纂されるが、その

体裁は現代的であり、家譜に見られるような個人の勲功の記載はない。久米島では興味

深いことに 100 年毎にこうした家譜が作成されている。（拙稿「久米島の家系資料につ

いて」『駒沢大学・文化』21 号）。 

8．前掲拙稿「仲村渠昌清資料について」の資料目録 No.25 が当該の資料である。 

9．『沖縄県史 第 13 巻 沖縄県関係公文書 2』琉球政府、1966、662 頁以降 

10．仲村渠昌清資料はプライバシーに関わる資料も含む大部の資料となっており、当時

の給与、収入、支出、模合、副業などの経済的側面、また結婚や分家等の生活史、ある

いは村での人間関係などさまざまな角度から検討が可能である。残念ながら日記は残さ

れていないが、出納簿等も保管されていたり、日々の出来事もときおり書き込まれてい

たりするので、明治から大正にかけての離島地方役人の生活史資料として活用ができる

かもしれない。これらは改めて資料を検討し、公開が許される範囲での報告を考えてい

る。この点は後日に期したい。 

11．引用した該当個所は(1)の報告書『仲村渠昌清資料集－郷土史関係資料』の影印資料

から（126～127 頁）。なおあきらかな誤字などは修正している。 

12．『仲村渠昌清資料集－郷土史関係資料』の影印資料（125～126 頁）。 

13．『仲村渠昌清資料集－郷土史関係資料』の影印資料（123 頁）。 

14．「太史氏家譜」『西銘誌』2003、728 頁～に翻刻が掲載されている。 

15．『仲村渠昌清資料集－郷土史関係資料』の影印資料（123～124 頁）。 

16．前掲註(7)を参照。 

17．島尻郡誌の内容と、仲村渠昌清の郷土史資料の内容比較については、原本家譜、郷

土史資料、島尻郡誌の記述と 3 つのデータを比較する必要があり、紙数を相当程度超過

するので、これに関しては、郷土資料の内容別に整理してそれぞれ改めて報告すること

にしたい。 

 なお、本文末に 2 冊の郷土資料の内容を目次化しておく。元々郷土誌の資料備忘録の

ような性格を持つことから、目次はついていない。なお、一つの目次項目に数頁が費や

されることがある一方で、わずか数行ということもある。一つの内容目安としておきた

い。 

18．現在平成 27 年度科学研究費基盤(c)「久米島の明治大正期の郷土史および民俗資料

の整理と研究」で平成 31 年度まで継続調査中である。 

 

※本研究は平成 26 年度駒澤大学特別研究助成によっています。記して感謝申し上げます。 

 

 

仲村渠昌清郷土史史料 2冊の目次 

  本文には目次がない。見出しがある場合には本文の表記のママ用いた。無い場合は

内容に見出しおよび場合によって若干の説明を付した。 

 

『大正十一年 具志川村郷土史料 大長』 

  [年表作成のためのメモヵ] 

 第四章 第四節 累代町村代表者（其一） 

 第四章 行政 第四節 累代町村代表者（其二） 

 具志川村自明ノ洪武年間至大正十一年累代村代表者 

 系図略記（具志川村舊家年代壹覧表 其一） 

 系図略記（具志川村舊家年代一覧表 其二） 

 [破損・破り取られている] 

  字西銘（石垣殿内）五代 上江洲智源 

  字西銘（石垣殿内）六代 上江洲智意 

  字西銘（石垣殿内）七代 上江洲智英 

  字西銘（石垣殿内）八代 上江洲智常 

  字西銘（石垣殿内）十代 上江洲智俊 

  字西銘（東ノ内間）一代 上江洲智慶 

  字西銘（内間殿内）一代 上江洲智長 

  字西銘（内間殿内）二代 上江洲智谷 
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  字西銘（山根二代）   仲村渠昌暢 

  字西銘（山根三代）   仲村渠昌敷 

 第十六章 人物 第一節 政治家 

  字仲地（東殿内一代）  仲村渠昌興 

  字仲地（東殿内二代）  仲村渠昌通 

  字仲地（東殿内三代）  仲村渠昌足 

  字仲地（東殿内六代）  福里昌喬（ヤガ門ノ元祖久米仲） 

  字仲地（西濱川一代）  山里昌慰 

  字仲地（後ランズク一代）濱川昌途（馬ノ角持所者） 

 第十六章 人物 第一節 政治家 

  字山里（池ノハタ二代） 仲村渠昌賢 

  字山里（池ノハタ三代） 仲村渠昌英 

 第十六章 人物 第一節 政治家 

  字具志川（殿内一代）  儀間道真 

  字大田（村后殿内）   上江洲智包 

  字兼城（石垣）四代   喜久里教冝 

  字兼城（石垣）五代   喜久里教満 

  字山里（東殿内）二代  上江洲智善 

  字兼城（川端）二代   喜久里教直 

  字嘉手苅（殿内）八世  上江洲孝永 

  字西銘（内間前）一代  上江洲智齊 

  字西銘（垣花門）四世  上江洲智儀 

  字兼城（川ハタ）三代  喜久里教宣 

 第四章 行政 

  第一節 旧藩時代 

  第二節 間切島時代 

  第三節 特別町村時代 

  第四節 累代町村代表者 

 第十六章 人物[目次のみ] 

  第一節 政治家 第二節 實業家 第三節 學者 第四節 教育家 

  第五節 教育家 第五節 軍人 第六節 孝子節婦 第七節 篤行者 

 第十六章 人物 第四節 教育家 

  教育家 喜久里教隆 

 第十六章 人物 第六節 孝子節婦 

  孝子 笠末若茶良按司 

 第十六章 人物 第六節 孝子節婦 

  孝子 首里親雲上 智隆 

  節婦 君南風 

  節婦 伊敷索按司ノ娘 

 第十六章 人物 第七節 篤行者 

  字西銘 上江洲智慶室 上江洲思樽 

  字山里 上江洲智行 

 第十三章 社寺宗教 

  第一節 社寺 

  第二節 祭神ニ関スル状況 

 第四章 第四節 累代町村代表者（其一） 

     第四節 町村代表者（其二） 

 島尻郡長宛の沖縄縣教育編纂資料に関する回答(具志川村長名義)大正十一年 

 大正十二年島袋源一郎講演[レジメカ、謄写版] 

 溜池鑿開調査 具志川村 

 仲里村溜池鑿開調査 

 第三節 工業 

  一、工業一班 

  二、機織業者数及織機別員数 

  三、織物産額 

  七、製帽業者数及其生産髙 

 紬由来 

 大正十五年一月二十三日調査 鎌倉芳太郎 儀間昌徳 
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  字西銘（山根二代）   仲村渠昌暢 

  字西銘（山根三代）   仲村渠昌敷 

 第十六章 人物 第一節 政治家 

  字仲地（東殿内一代）  仲村渠昌興 

  字仲地（東殿内二代）  仲村渠昌通 

  字仲地（東殿内三代）  仲村渠昌足 

  字仲地（東殿内六代）  福里昌喬（ヤガ門ノ元祖久米仲） 

  字仲地（西濱川一代）  山里昌慰 

  字仲地（後ランズク一代）濱川昌途（馬ノ角持所者） 

 第十六章 人物 第一節 政治家 

  字山里（池ノハタ二代） 仲村渠昌賢 

  字山里（池ノハタ三代） 仲村渠昌英 

 第十六章 人物 第一節 政治家 

  字具志川（殿内一代）  儀間道真 

  字大田（村后殿内）   上江洲智包 

  字兼城（石垣）四代   喜久里教冝 

  字兼城（石垣）五代   喜久里教満 

  字山里（東殿内）二代  上江洲智善 

  字兼城（川端）二代   喜久里教直 

  字嘉手苅（殿内）八世  上江洲孝永 

  字西銘（内間前）一代  上江洲智齊 

  字西銘（垣花門）四世  上江洲智儀 

  字兼城（川ハタ）三代  喜久里教宣 

 第四章 行政 

  第一節 旧藩時代 

  第二節 間切島時代 

  第三節 特別町村時代 

  第四節 累代町村代表者 

 第十六章 人物[目次のみ] 

  第一節 政治家 第二節 實業家 第三節 學者 第四節 教育家 

  第五節 教育家 第五節 軍人 第六節 孝子節婦 第七節 篤行者 

 第十六章 人物 第四節 教育家 

  教育家 喜久里教隆 

 第十六章 人物 第六節 孝子節婦 

  孝子 笠末若茶良按司 

 第十六章 人物 第六節 孝子節婦 

  孝子 首里親雲上 智隆 

  節婦 君南風 

  節婦 伊敷索按司ノ娘 

 第十六章 人物 第七節 篤行者 

  字西銘 上江洲智慶室 上江洲思樽 

  字山里 上江洲智行 

 第十三章 社寺宗教 

  第一節 社寺 

  第二節 祭神ニ関スル状況 

 第四章 第四節 累代町村代表者（其一） 

     第四節 町村代表者（其二） 

 島尻郡長宛の沖縄縣教育編纂資料に関する回答(具志川村長名義)大正十一年 

 大正十二年島袋源一郎講演[レジメカ、謄写版] 

 溜池鑿開調査 具志川村 

 仲里村溜池鑿開調査 

 第三節 工業 

  一、工業一班 

  二、機織業者数及織機別員数 

  三、織物産額 

  七、製帽業者数及其生産髙 

 紬由来 

 大正十五年一月二十三日調査 鎌倉芳太郎 儀間昌徳 
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 堂之大親并堂之比屋由来 

 石敷索按司由来記 後編ノ部 

 仲城按司由来記 

 具志川按司由来記 

 石敷索按司由来記 前編ノ部 

 堂之大親出生地 傳説ノ部 

 学者 首里親雲上道眞氏（具志川殿内一代祖） 

 医者 山里親雲上（山里シリ一代祖） 

 学者 山里親雲上  （四代ノ祖 山里殿内） 

    山里親雲上  （六代ノ祖 山里殿内） 

    山里親雲上景綱（八代ノ祖 山里殿内） 

    山里親雲上景元（九代ノ祖 山里殿内） 

 学者 仲村渠親雲上智谷（西銘内間殿内二代祖） 

    上江洲親雲上智徹（同  家  三代祖） 

    上江洲親雲上智圓（同  家  四代祖） 

 学者 仲村渠親雲上  （西銘芋畑  一代祖） 

 学者 山里 親雲上景元（山里殿内） 

 学者 上江洲親雲上智直（西銘垣花門） 

 記 [乾隆二四年の仲里間切、具志川間切の家譜作成関係者名メモカ] 

 覺 大正十一年調査 [遺老説傳等資料作成に関わる伝承記録、 

            また家譜作成時の伝承や経緯など] 

 具志川村郷土誌作成順序 [康煕年間～大正期に四回の郷土誌（家譜含む） 

              作成が試みられたその経緯の説明] 

  覺 [大正十一年郷土誌作成経緯] 

 [間切役職者氏名 同治年間？] 

 覺 大正十五年調査 [字具志川屋号殿内] 

 廃藩当時具志川村重要吏員 第一次 

 廃藩後第二次具志川村重要吏員 

 西銘山根系圖ヨリ抜書[系図ならびに墓について] 

 記 [旧役場規模帳よりの抜書 紬について] 

 記 [有力 5 家の墓作成時期について] 

 久米島旧奉公人ハ元士族ニテ百姓トハ趣キヲ異ニセリ其由来ノ件 

 風俗改良ノ部 

 右葬式改正ト共ニ下男、下女、解放の件 

 廃藩当時行政裁判ヲ受ケシ者 

 三山（南山・中山・北山）統一前ノ城址及城主 

 具志川字名変更日記 

 三山時代ヨリ総地頭職時代具志川村統治者 

 尚眞王ヨリ尚寧王時代具志川村統治者 

 [奥野彦六郎への私信控カ カーボン写 昭和 3 年] 

 仲地東殿内系圖 [系図写メモ] 

 ヤガー門系圖 [系図写メモ] 

 粟国敷系圖 [系図写メモ] 

 前ランズク系圖 [系図写メモ] 

 仲地安里系圖 [系図写メモ] 

 

『昭和三年戊辰 久米島郷[土史々料]』 

 久米島郷土史々料 序文 

 郷土史々料  昭和四年調 

 球美島（久米島）神代記 昭和四年調 

 神代外敵ト戦闘傳（有史以前） 

 郷土史々料 上古事蹟 中古事蹟 下昔事蹟  昭和四年 

  神代及上古ノ部 口碑ヨリ昌清著書 

  起源對照表  球美島調 

  球美島開化紀元・元年定年演説書 口碑ヨリ昌清著書 

  久米島歴史々料（久米島上古ノ部）昭和四年現在調 

  球美各城建築表 口碑傳昌清著書 

  日本 琉球 支那 久米島 對照表 
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 堂之大親并堂之比屋由来 

 石敷索按司由来記 後編ノ部 

 仲城按司由来記 

 具志川按司由来記 

 石敷索按司由来記 前編ノ部 

 堂之大親出生地 傳説ノ部 

 学者 首里親雲上道眞氏（具志川殿内一代祖） 

 医者 山里親雲上（山里シリ一代祖） 

 学者 山里親雲上  （四代ノ祖 山里殿内） 

    山里親雲上  （六代ノ祖 山里殿内） 

    山里親雲上景綱（八代ノ祖 山里殿内） 

    山里親雲上景元（九代ノ祖 山里殿内） 

 学者 仲村渠親雲上智谷（西銘内間殿内二代祖） 

    上江洲親雲上智徹（同  家  三代祖） 

    上江洲親雲上智圓（同  家  四代祖） 

 学者 仲村渠親雲上  （西銘芋畑  一代祖） 

 学者 山里 親雲上景元（山里殿内） 

 学者 上江洲親雲上智直（西銘垣花門） 

 記 [乾隆二四年の仲里間切、具志川間切の家譜作成関係者名メモカ] 

 覺 大正十一年調査 [遺老説傳等資料作成に関わる伝承記録、 

            また家譜作成時の伝承や経緯など] 

 具志川村郷土誌作成順序 [康煕年間～大正期に四回の郷土誌（家譜含む） 

              作成が試みられたその経緯の説明] 

  覺 [大正十一年郷土誌作成経緯] 

 [間切役職者氏名 同治年間？] 

 覺 大正十五年調査 [字具志川屋号殿内] 

 廃藩当時具志川村重要吏員 第一次 

 廃藩後第二次具志川村重要吏員 

 西銘山根系圖ヨリ抜書[系図ならびに墓について] 

 記 [旧役場規模帳よりの抜書 紬について] 

 記 [有力 5 家の墓作成時期について] 

 久米島旧奉公人ハ元士族ニテ百姓トハ趣キヲ異ニセリ其由来ノ件 

 風俗改良ノ部 

 右葬式改正ト共ニ下男、下女、解放の件 

 廃藩当時行政裁判ヲ受ケシ者 

 三山（南山・中山・北山）統一前ノ城址及城主 

 具志川字名変更日記 

 三山時代ヨリ総地頭職時代具志川村統治者 

 尚眞王ヨリ尚寧王時代具志川村統治者 

 [奥野彦六郎への私信控カ カーボン写 昭和 3 年] 

 仲地東殿内系圖 [系図写メモ] 

 ヤガー門系圖 [系図写メモ] 

 粟国敷系圖 [系図写メモ] 

 前ランズク系圖 [系図写メモ] 

 仲地安里系圖 [系図写メモ] 

 

『昭和三年戊辰 久米島郷[土史々料]』 

 久米島郷土史々料 序文 

 郷土史々料  昭和四年調 

 球美島（久米島）神代記 昭和四年調 

 神代外敵ト戦闘傳（有史以前） 

 郷土史々料 上古事蹟 中古事蹟 下昔事蹟  昭和四年 

  神代及上古ノ部 口碑ヨリ昌清著書 

  起源對照表  球美島調 

  球美島開化紀元・元年定年演説書 口碑ヨリ昌清著書 

  久米島歴史々料（久米島上古ノ部）昭和四年現在調 

  球美各城建築表 口碑傳昌清著書 

  日本 琉球 支那 久米島 對照表 
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  支那 上代 

  球美島（久米島）中古事蹟（有史以後） 目次（丁数） 

   久米島郷土誌概要地誌（一） 

   神代久米島全島守護之神君南風（三） 

   各部落守護ノ守神ノロクモイ（四） 

   自神代至近代 各部落ノ根神ト比屋、大屋子、ヘーク由来 （四ノ一） 

   特別保護建造物 君南風ノロクモイ神社（五） 

   神職基金調（五ノ一） 

   久米島郷土誌史蹟概要古昔ノ部（六） 

   有史以来中山王トノ関連（六ノ一） 

   殊勲者（六ノ一） 

   久米島按司由来記 久米全島ノ長伊敷索按司ノ事蹟也（七） 

   久米島文學傳来鼻祖（七ノ一） 

   久米島諸按司征伐由来記（七ノ一） 

   仲城城下ニ観音堂ヲ建テ天神ヲ祀ル（八） 

   久米両郡惣地頭職ヲ置ク（八） 

   古昔城址名稱（九） 

   記録ニ有セシ累代統治權者氏名（一〇） 

   按司職廃止後久米島統治者氏名（一〇） 

   按司代遣官時代統治者氏名（一〇ノ一） 

   廃按司代遣官建地頭代職時代氏名（ 一〇ノ一） 

   伊敷索城跡（一一） 

   具志川城跡（一二） 

   仲城城跡（一三） 

   登武那覇城址（一四） 

   平度の比屋䆴の跡（一四ノ一） 

   糸武謝の神岩（一四ノ一） 

   遺跡 菩薩堂（一五） 

   同  観音堂（一五の一） 

   太陽石
オテライシ

（一七） 

   堂の大親記念碑（一七の一） 

   口碑傳説 石塘根（一八） 

   名勝 久米の五枝松（一九） 

   天然記念物 カワツクイ洞窟（二○） 

   孝子 笠末若茶良按司（二一） 

   孝子 首里親雲上 智隆（二三） 

   中城按司 忠臣 堂の大親（二四） 

   具志川按司 忠臣 具志川大親（二四） 

   登武那覇按司 忠臣 宮平の大親（二四） 

   中城按司 不忠臣 堂の比屋（二四） 

   具志川按司 不忠臣 眞志の大親
よなほーしのひや

（二四） 

   登武那覇按司 不忠臣 平度の比屋（二四） 

   節婦 君南風（二五） 

   節婦 伊敷索按司娘（二六） 

   殖産興業及文化ニ貢献者 堂の大親（二八） 

   殖産興業水道開鑿ノ鼻祖 首里親雲上道眞（三〇） 

   殖産興業水道開鑿ノ鼻祖 仲地親雲上昌興（三四） 

   殖産興業溜池新築ノ鼻祖 大田親雲上昌足（三八） 

   殖産興業ニ貢献者 馬ノ角所持者 濱川親雲上昌途（三九） 

   殖産興業ニ貢献者 溜池新築鼻祖 上江洲親雲上智意（四一） 

   殖産興業ニ貢献者 百石献上者及義捐者鼻祖 上江洲親雲上智英（四三） 

   殖産興業ニ貢献者溜池新築鼻祖 上江洲親雲上智常（四六） 

   殖産興業ニ貢献者水道開通鼻祖 比嘉親雲上智久（五〇） 

   殖産興業ニ貢献者溜池新築鼻祖 輿座親雲上絜賢（五一） 

   防風林植付貢献者 宮平親雲上絜聰（五二） 

   殖産興業ニ貢献者水道開鑿者真謝港浚功業者 宇江城親雲上絜時（五三） 

   殖産興業ニ貢献者 堂之大屋子（五四） 

   殖産興業ニ貢献者 長タケ並松植付 上江洲親雲上智善（五五） 
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  支那 上代 

  球美島（久米島）中古事蹟（有史以後） 目次（丁数） 

   久米島郷土誌概要地誌（一） 

   神代久米島全島守護之神君南風（三） 

   各部落守護ノ守神ノロクモイ（四） 

   自神代至近代 各部落ノ根神ト比屋、大屋子、ヘーク由来 （四ノ一） 

   特別保護建造物 君南風ノロクモイ神社（五） 

   神職基金調（五ノ一） 

   久米島郷土誌史蹟概要古昔ノ部（六） 

   有史以来中山王トノ関連（六ノ一） 

   殊勲者（六ノ一） 

   久米島按司由来記 久米全島ノ長伊敷索按司ノ事蹟也（七） 

   久米島文學傳来鼻祖（七ノ一） 

   久米島諸按司征伐由来記（七ノ一） 

   仲城城下ニ観音堂ヲ建テ天神ヲ祀ル（八） 

   久米両郡惣地頭職ヲ置ク（八） 

   古昔城址名稱（九） 

   記録ニ有セシ累代統治權者氏名（一〇） 

   按司職廃止後久米島統治者氏名（一〇） 

   按司代遣官時代統治者氏名（一〇ノ一） 

   廃按司代遣官建地頭代職時代氏名（ 一〇ノ一） 

   伊敷索城跡（一一） 

   具志川城跡（一二） 

   仲城城跡（一三） 

   登武那覇城址（一四） 

   平度の比屋䆴の跡（一四ノ一） 

   糸武謝の神岩（一四ノ一） 

   遺跡 菩薩堂（一五） 

   同  観音堂（一五の一） 

   太陽石
オテライシ

（一七） 

   堂の大親記念碑（一七の一） 

   口碑傳説 石塘根（一八） 

   名勝 久米の五枝松（一九） 

   天然記念物 カワツクイ洞窟（二○） 

   孝子 笠末若茶良按司（二一） 

   孝子 首里親雲上 智隆（二三） 

   中城按司 忠臣 堂の大親（二四） 

   具志川按司 忠臣 具志川大親（二四） 

   登武那覇按司 忠臣 宮平の大親（二四） 

   中城按司 不忠臣 堂の比屋（二四） 

   具志川按司 不忠臣 眞志の大親
よなほーしのひや

（二四） 

   登武那覇按司 不忠臣 平度の比屋（二四） 

   節婦 君南風（二五） 

   節婦 伊敷索按司娘（二六） 

   殖産興業及文化ニ貢献者 堂の大親（二八） 

   殖産興業水道開鑿ノ鼻祖 首里親雲上道眞（三〇） 

   殖産興業水道開鑿ノ鼻祖 仲地親雲上昌興（三四） 

   殖産興業溜池新築ノ鼻祖 大田親雲上昌足（三八） 

   殖産興業ニ貢献者 馬ノ角所持者 濱川親雲上昌途（三九） 

   殖産興業ニ貢献者 溜池新築鼻祖 上江洲親雲上智意（四一） 

   殖産興業ニ貢献者 百石献上者及義捐者鼻祖 上江洲親雲上智英（四三） 

   殖産興業ニ貢献者溜池新築鼻祖 上江洲親雲上智常（四六） 

   殖産興業ニ貢献者水道開通鼻祖 比嘉親雲上智久（五〇） 

   殖産興業ニ貢献者溜池新築鼻祖 輿座親雲上絜賢（五一） 

   防風林植付貢献者 宮平親雲上絜聰（五二） 

   殖産興業ニ貢献者水道開鑿者真謝港浚功業者 宇江城親雲上絜時（五三） 

   殖産興業ニ貢献者 堂之大屋子（五四） 

   殖産興業ニ貢献者 長タケ並松植付 上江洲親雲上智善（五五） 
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   殖産興業ニ貢献者 甘蔗黒糖鼻祖 上江洲親雲上教直（五六） 

   殖産興業ニ貢献者 紬改良者 上江洲親雲上智慶 同人室思樽（五七） 

   篤行者殖産興業貢献者 大田親雲上智行（五八） 

   文化ニ貢献者及義捐者鼻祖 大田親雲上昌暢（六一） 

   文化ニ貢献者 學校建設鼻祖 上江洲親雲上智源（六一ノ一） 

   文化ニ貢献者 山里親雲上景□（六三） 

   文化ニ貢献者 山里親雲上景□（六三） 

   文化ニ貢献者 山里親雲上景綱（六三） 

   文化ニ貢献者 山里親雲上景元（六三） 

   文化ニ貢献者 仲村渠親雲上智谷（六四） 

   文化ニ貢献者 上江洲親雲上智徹（六四） 

   文化ニ貢献者 上江洲親雲上智圓（六四） 

   文化ニ貢献者 仲村渠親雲上（六四ノ一） 

   文化ニ貢献者 宇江城親雲上 俗称仲里村片目地頭代  （六五） 

   文化ニ貢献者 大田親雲上昌慶（六六） 

   文化ニ貢献者 上江洲親雲上智直（六八） 

   醫術ニ貢献者 山里親雲上（七○） 

   大工術ニ貢献者 儀間親雲上（七〇ノ一） 

   救恤義捐ニ貢献者 難破船貧民 仲村渠親雲上教冝（七一） 

   不良徳ノ人 難破船 具志川大掟某人（七二） 

   具志川村水道開鑿者一覧表 各本ノ水道（七三） 

   具志川村溜池開鑿者一覧表 各溜池及古溜池（七四） 

   仲里村溜池及五水道及真謝港各溜池及水道開鑿開通、浚ヒ一覧表（七五） 

   現代教育家 喜久里教隆（七六） 

   衣食住（七七） 

   婚禮葬式（七八） 

   祭祀祝儀（七八ノ一） 

   年中行事（七九） 

   雑歌（八二） 

   久米ノ五枝ノ松（八二ノ一） 

   旧藩時代 ウシデーク歌（八二ノ一）  停 

   紬布起源及経過（八五） 

   砂糖起源及経過（八五） 

  覚 堂之大親 

  兼城ノロクモイ 五月ウマチ ウムイ 

  兼城ノロクモイ 六月ウマチ ウムイ 

  御主加那志への御願 

  伊敷那覇按司城建のオムイ 

 久米島郷土史々料 序文 

 郷土史々料  昭和四年調 

 球美島（久米島）神代記 昭和四年調 

 沖縄縣治要覧 第一章総説 第一部沿革 一置縣ノ始末 

 沖縄縣治要覧 第一章総説 第一部沿革 一置縣ノ始末 

                       （カーボン紙写し前段同文） 
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   殖産興業ニ貢献者 甘蔗黒糖鼻祖 上江洲親雲上教直（五六） 

   殖産興業ニ貢献者 紬改良者 上江洲親雲上智慶 同人室思樽（五七） 

   篤行者殖産興業貢献者 大田親雲上智行（五八） 

   文化ニ貢献者及義捐者鼻祖 大田親雲上昌暢（六一） 

   文化ニ貢献者 學校建設鼻祖 上江洲親雲上智源（六一ノ一） 

   文化ニ貢献者 山里親雲上景□（六三） 

   文化ニ貢献者 山里親雲上景□（六三） 

   文化ニ貢献者 山里親雲上景綱（六三） 

   文化ニ貢献者 山里親雲上景元（六三） 

   文化ニ貢献者 仲村渠親雲上智谷（六四） 

   文化ニ貢献者 上江洲親雲上智徹（六四） 

   文化ニ貢献者 上江洲親雲上智圓（六四） 

   文化ニ貢献者 仲村渠親雲上（六四ノ一） 

   文化ニ貢献者 宇江城親雲上 俗称仲里村片目地頭代  （六五） 

   文化ニ貢献者 大田親雲上昌慶（六六） 

   文化ニ貢献者 上江洲親雲上智直（六八） 

   醫術ニ貢献者 山里親雲上（七○） 

   大工術ニ貢献者 儀間親雲上（七〇ノ一） 

   救恤義捐ニ貢献者 難破船貧民 仲村渠親雲上教冝（七一） 

   不良徳ノ人 難破船 具志川大掟某人（七二） 

   具志川村水道開鑿者一覧表 各本ノ水道（七三） 

   具志川村溜池開鑿者一覧表 各溜池及古溜池（七四） 

   仲里村溜池及五水道及真謝港各溜池及水道開鑿開通、浚ヒ一覧表（七五） 

   現代教育家 喜久里教隆（七六） 

   衣食住（七七） 

   婚禮葬式（七八） 

   祭祀祝儀（七八ノ一） 

   年中行事（七九） 

   雑歌（八二） 

   久米ノ五枝ノ松（八二ノ一） 

   旧藩時代 ウシデーク歌（八二ノ一）  停 

   紬布起源及経過（八五） 

   砂糖起源及経過（八五） 

  覚 堂之大親 

  兼城ノロクモイ 五月ウマチ ウムイ 

  兼城ノロクモイ 六月ウマチ ウムイ 

  御主加那志への御願 

  伊敷那覇按司城建のオムイ 

 久米島郷土史々料 序文 

 郷土史々料  昭和四年調 

 球美島（久米島）神代記 昭和四年調 

 沖縄縣治要覧 第一章総説 第一部沿革 一置縣ノ始末 

 沖縄縣治要覧 第一章総説 第一部沿革 一置縣ノ始末 

                       （カーボン紙写し前段同文） 
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