
          地理・歴史

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

沖縄県の百年（県民100年史 ; 47）
金城正篤, 上原兼善, 秋山勝, 仲地

哲夫, 大城将保 著
山川出版社 2005.3 GC311-H195

沖縄県の歴史 第2版（県史 ; 47）
安里進, 高良倉吉, 田名真之, 豊見

山和行, 西里喜行, 真栄平房昭 著
山川出版社 2010.11 GC311-J205

沖縄戦後50年の歩み : 激動の写真記録 : 太平洋戦争・沖縄戦終結

50周年
「沖縄・戦後50年の歩み」編集委員会 編沖縄県 1995.3 GC311-H72

沖縄の記憶 : 〈支配〉と〈抵抗〉の歴史 奥田博子 著 慶應義塾大学出版会 2012.5 GC311-J308

琉球・沖縄の地図展 : 時空を超えて沖縄がみえる : 平成28年度沖

縄県立博物館・美術館博物館企画展
沖縄県立博物館・美術館 編 沖縄県立博物館・美術館 2017.2 GC311-L380

沖縄の名城を歩く 上里隆史, 山本正昭 編 吉川弘文館 2019.3 GC311-M15

歩く・知る・対話する琉球学 : 歴史・社会・文化を体験しよう 松島泰勝 編著 明石書店 2021.11 GC311-M176

つながる沖縄近現代史 : 沖縄のいまを考えるための十五章と二十

のコラム
前田勇樹, 古波藏契, 秋山道宏 編 ボーダーインク 2021.11 GC311-M203

これならわかる沖縄の歴史Q&A = HISTORY OF OKINAWA 第2版 楳澤和夫 著 大月書店 2020.5 GC311-M95

首里城 : 写真集 : 今・昔 改訂版 那覇出版社 2020.3 KA372-M67

沖縄ノート（岩波新書） 大江健三郎 著 岩波書店 1970 KH449-6

新聞が見つめた沖縄 諸見里道浩 沖縄タイムス社 2021.4 UC21-M28

沖縄県の歴史散歩（歴史散歩 ; 47） 沖縄県の歴史散歩編集委員会 編 山川出版社 2014.1 Y77-L1777

琉球の考古学 : 旧石器時代から沖縄戦まで（ヒスカルセレクショ

ン. 考古 ; 6）
宮城弘樹 著 敬文舎 2022.4 GC311-M202

琉球・沖縄歴史遺産ガイド 上里隆史 監修 宝島社 2022.4 GC311-M201

沖縄1935 : 写真集 週刊朝日編集部 編 朝日新聞出版 2017.7 GC311-L399

沖縄を知る事典 「沖縄を知る事典」編集委員会 編 日外アソシエーツ 2000.5 GC311-G255

琉球 : 沖縄復帰50年記念特別展

東京国立博物館, 九州国立博物館,

NHK, NHKプロモーション, 読売新

聞社 編集

NHK 2022.5 K16-M785

地球の歩き方 J04 2023～2024年版 地球の歩き方編集室 編集 地球の歩き方 2022.5 Y94-M23968

          沖縄戦

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

写真でわかる事典沖縄戦 = the Battle of Okinawa : 1945年3月26

日-6月23日
平塚柾緒 著

PHPエディターズグルー

プ
2020.4 GB544-M14

沖縄戦の図 : 丸木位里・丸木俊共同制作
丸木位里, 丸木俊 [画] , 佐喜眞美術

館 編
佐喜眞美術館 2006.3 Y93-J1478

図説沖縄の戦い : 太平洋戦争の戦場（ふくろうの本） 太平洋戦争研究会 編 , 森山康平 著 河出書房新社 2003.6 GB541-H11

定本沖縄戦 : 地上戦の実相 柏木俊道 著 彩流社 2012.6 GB544-J25

沖縄戦 : 第二次世界大戦最後の戦い
アメリカ陸軍省戦史局 編 , 喜納健

勇 訳
出版舎Mugen 2011.3 GB541-J46

沖縄戦における住民問題 原剛 著 錦正社 2021.3 GB544-M20

証言沖縄スパイ戦史（集英社新書 ; 1011） 三上智恵 著 集英社 2020.2 GB544-M9

記録・沖縄「集団自決」裁判 岩波書店 編 岩波書店 2012.2 AZ-719-J88

沖縄の島守 : 内務官僚かく戦えり 田村洋三 著 中央公論新社 2003.4 GK128-H14

沖縄戦と孤児院 : 戦場の子どもたち 浅井春夫 著 吉川弘文館 2016.3 EG57-L756

沖縄戦の全学徒隊（ひめゆり平和祈念資料館資料集 ; 4）
沖縄県女師・一高女ひめゆり同窓

会立ひめゆり平和祈念資料館 編

沖縄県女師・一高女ひめ

ゆり同窓会立ひめゆり平

和祈念資料館

2008.6 GB541-J8

対馬丸ガイドブック 対馬丸記念会 監修 東洋企画印刷 2005.10 GB541-H49

沖縄・問いを立てる 4　友軍とガマ : 沖縄戦の記憶 社会評論社 2008.10 GC311-J57

沖縄戦75年戦禍を生き延びてきた人々 琉球新報社社会部 編著 高文研 2020.8 GC311-M121

平和は「退屈」ですか : 元ひめゆり学徒と若者たちの五〇〇日 下嶋哲朗 著 岩波書店 2006.6 A75-H236

沖縄戦、米軍占領史を学びなおす : 記憶をいかに継承するか 屋嘉比収 著 世織書房 2009.10 GB531-J120

沖縄「平和の礎(いしじ)」はいかにして創られたか 高山朝光, 比嘉博, 石原昌家 編著 高文研 2022.6 GC311-M218

関西館ミニ展示 資料リスト

沖縄
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沖縄の戦争遺跡 : 〈記憶〉を未来につなげる 吉浜忍 著 吉川弘文館 2017.7 GC311-L389

沖縄戦の戦争遺品 豊里友行 著 新日本出版社 2021.4 GC311-M144

          基地問題

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

沖縄・米軍基地データブック 高橋哲朗 著 沖縄探見社 2011.6 AZ-675-J63

本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること : 沖

縄・米軍基地観光ガイド

須田慎太郎 写真 , 矢部宏治 文 , 前

泊博盛 監修
書籍情報社 2011.6 AZ-675-J66

〈沖縄〉基地問題を知る事典 前田哲男, 林博史, 我部政明 編 吉川弘文館 2013.2 AZ-675-L5

知る沖縄 木村司 著 朝日新聞出版 2015.9 AZ-675-L57

日米地位協定 : 在日米軍と「同盟」の70年（中公新書 ; 2543） 山本章子 著 中央公論新社 2019.5 AZ-675-M12

沖縄米軍基地全史（歴史文化ライブラリー ; 501） 野添文彬 著 吉川弘文館 2020.6 AZ-675-M45

沖縄・基地白書 : 米軍と隣り合う日々
沖縄タイムス社「沖縄・基地白

書」取材班 編著
高文研 2020.9 AZ-675-M49

沖縄の米軍基地 沖縄県知事公室基地対策課 編
沖縄県知事公室基地対策

課
2018.12 AZ-675-M7

軍用地政策の変遷 : 基地のない島から基地の島へ沖縄の変貌を紐

解く : 沖縄県公文書館復帰50周年企画展第2弾
沖縄県公文書館

沖縄県文化振興会公文書

管理課
2022.2 AZ-675-M74

戦後沖縄と米軍基地 = Postwar Okinawa and U.S.Military

Bases,1945-1972 : 「受容」と「拒絶」のはざまで : 1945～1972

年

平良好利 著 法政大学出版局 2012.10 GC311-J312

調査と情報 = Issue brief 1152 pp,1-13

「沖縄県の米軍施設・区域の返還状況 : 施政権返還以降の経緯と

現状」

針谷 晃平 国立国会図書館 2021.7.13 Z1-403

レファレンス = The reference 72(2)=854 pp.29-58

「在日米軍によるオスプレイの配備と訓練活動 : 経緯と現状」
鈴木 滋 国立国会図書館 2022.2 Z22-554

沖縄憲法なき戦後 : 講和条約三条と日本の安全保障 古関彰一, 豊下楢彦 [著] みすず書房 2018.2 GC311-L430

基地で平和はつくれない : 石川文洋の見た辺野古 石川文洋 著 新日本出版社 2016.5 AZ-675-L74

呪縛の行方 : 普天間移設と民主主義 琉球新報社 編著 琉球新報社 2012.4 AZ-675-J83

沖縄(ウチナー) : 抵抗と希望の島 鎌田慧 著 七つ森書館 2010.4 GC311-J132

「沖縄問題」とは何か : 「琉球処分」から基地問題まで 藤原書店編集部 編 藤原書店 2011.2 GC311-J186

ドキュメント〈アメリカ世(ゆー)〉の沖縄（岩波新書 新赤版 ;

1921）
宮城修 著 岩波書店 2022.3 GC311-M205

          沖縄返還

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

特集 沖縄「復帰」ゼロ年 岩波書店 2022.5 Z23-12

沖縄返還と東アジア冷戦体制 : 琉球/沖縄の帰属・基地問題の変容 成田千尋 著 人文書院 2020.12 A99-Z-M86

沖縄返還をめぐる政治と外交 : 日米関係史の文脈 河野康子 著 東京大学出版会 1994.1 A99-ZU-E137

ドキュメント・沖縄返還交渉 三木健 著 日本経済評論社 2000.1 A99-ZU-G68

沖縄返還とは何だったのか : 日米戦後交渉史の中で（NHKブック

ス）
我部政明 著 日本放送出版協会 2000.6 A99-ZU-G71

沖縄返還・日中国交正常化・日米「密約」 : 外交証言録
栗山尚一 著 , 中島琢磨, 服部龍二,

江藤名保子 編
岩波書店 2010.8 A99-ZU-J51

星条旗と日の丸の狭間で : 証言記録・沖縄返還と核密約（沖縄大

学地域研究所叢書）

具志堅勝也 著 , 沖縄大学地域研究

所 編
芙蓉書房出版 2012.5 A99-ZU-J90

沖縄返還と日米安保体制 = Reversion of Okinawa and the

Japan-U.S. Security Arrangements
中島琢磨 著 有斐閣 2012.12 A99-ZU-L3

佐藤栄作 : 最長不倒政権への道 (朝日選書 ; 966) 服部龍二 著 朝日新聞出版 2017.12 GK191-L713

他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス 若泉敬 著 文芸春秋 1994.5 A99-ZU-E143

「沖縄核密約」を背負って : 若泉敬の生涯 後藤乾一 著 岩波書店 2010.1 GK154-J21

日本復帰と反復帰 : 戦後沖縄ナショナリズムの展開（早稲田大学

学術叢書 ; 43）
小松寛 著 早稲田大学出版部 2015.5 GC311-L230

戦場が見える島・沖縄 : 50年間の取材から 嬉野京子 著 新日本出版社 2015.9 GC311-L235

日米関係のなかの沖縄 我部政明 著 三一書房 1996.8 A99-ZU-G15

          社会

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

戦後沖縄と復興の「異音」 : 米軍占領下復興を求めた人々の生存

と希望
謝花直美 著 有志舎 2021.6 GC311-M162

沖縄の戦後思想を考える 鹿野政直 著 岩波書店 2011.9 GC311-J237

沖縄の社会構造と意識 : 沖縄総合社会調査による分析 安藤由美, 鈴木規之 編著 九州大学出版会 2012.4 EC39-J68

私の沖縄問題 部落解放・人権研究所 編 解放出版社 2022.7 xxx
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地元を生きる : 沖縄的共同性の社会学
岸政彦, 打越正行, 上原健太郎, 上

間陽子 著
ナカニシヤ出版 2020.10 EC111-M58

時代を彩った女たち : 近代沖縄女性史 琉球新報社 編 ニライ社 1996.9 EF72-G115

アメリカンビレッジの夜 : 基地の町・沖縄に生きる女たち
アケミ・ジョンソン 著 , 真田由美

子 訳
紀伊國屋書店 2021.9 AZ-675-M66

沖縄アンダーグラウンド = OKINAWA UNDERGROUND : 売春街

を生きた者たち
藤井誠二 著 講談社 2018.9 ED47-L52

沖縄子どもの貧困白書

加藤彰彦, 上間陽子, 鎌田佐多子,

金城隆一, 小田切忠人 編集委員 ,

沖縄県子ども総合研究所 編

かもがわ出版 2017.10 EG57-L1134

沖縄文化論 : 忘れられた日本 新版（中公叢書） 岡本太郎 著 中央公論新社 2002.7 GC311-G351

琉球弧の視点から 島尾敏雄 著 講談社 1969 KH555-5

沖縄イメージの誕生 : 青い海のカルチュラル・スタディーズ 多田治 著 東洋経済新報社 2004.10 GC311-H154

クロスロード・オキナワ : 世界から見た沖縄、沖縄から見た世界 鎌倉英也, 宮本康宏 著 NHK出版 2013.8 GC311-L55

多層性とダイナミズム : 沖縄・石垣島の社会学 関礼子, 高木恒一 編著 東信堂 2018.3 EC111-L174

沖縄の業界地図 = Okinawa industry map : 沖縄ビジネス一挙レ

ビュー 2017
大城淳, 豊川明佳 編 沖縄大学Bizplus 2017.6 DC134-L21

沖縄経済ハンドブック 2020年度版
沖縄振興開発金融公庫調査部金融

経済調査課 編

沖縄振興開発金融公庫調

査部金融経済調査課
2020.12 DT322-M9

          民俗

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

海を渡る神々 : 死と再生の原郷信仰（角川選書 ; 306） 外間守善 著 角川書店 1999.5 GD33-G279

「おもろさうし」選釈 : オモロに現われたる古琉球の文化 伊波普猷 著 慧文社 2015.9 KG861-L7

〈沖縄〉論集成 : 叢書わが沖縄 第1巻 (わが沖縄 上) [谷川健一] [編] 日本図書センター 2008.9 GC311-J45

神と村 仲松弥秀 著 梟社 1990.7 GD33-E175

全南島論 吉本隆明 著 作品社 2016.3 GC311-L277

沖縄と色川大吉 三木健 編 不二出版 2021.9 GC311-M170

沖縄しきたり歳時記 稲福政斉 著 ボーダーインク 2015.9 GD28-L74

沖縄・暮らしの大百科 : 冠婚葬祭・年中行事・風水　[本編] 崎間麗進 監修 , 那覇出版社 編 那覇出版社 2004.11 GC311-H177

沖縄の親族・信仰・祭祀 : 社会人類学の視座から（琉球弧叢書 ;

22）
比嘉政夫 著 榕樹書林 2010.6 GC311-J159

沖縄のまじない : 暮らしの中の魔除け、呪文、呪符の民俗史 山里純一 著 ボーダーインク 2017.2 GD38-L86

ユタの境界を生きる人々 : 現代沖縄のシャーマニズムを再考する

（アカデミア叢書）
平井芽阿里 著 創元社 2020.12 GD33-M198

沖縄の神と食の文化（プレイブックスインテリジェンス = Play

books intelligence）
赤嶺政信 監修 青春出版社 2003.4 GC311-H31

神の島の死生学 : 琉球弧の島人たちの民俗誌（沖縄大学地域研究

所叢書）
須藤義人 著 芙蓉書房出版 2019.8 YU17-M92

沖縄の民俗芸能論 : 神祭り、臼太鼓からエイサーまで（ 叢書・沖

縄を知る）
久万田晋 著 ボーダーインク 2011.3 KD86-J106

沖縄の空手 : その基本形の時代 津波高志 七月社 2021.4 FS37-M219

みんなの文化財図鑑 有形文化財編 沖縄県教育庁文化財課 編 沖縄県教育委員会 2020.3 Y6-N20-M158

みんなの文化財図鑑 無形文化財編 民俗文化財編 沖縄県教育庁文化財課 編集 沖縄県教育委員会 2021.3 Y6-N21-M192

沖縄島建築 = OKINAWA ARCHITECTURE : 建物と暮らしの記録

と記憶（味なたてもの探訪）
普久原朝充 監修 , 岡本尚文 写真 トゥーヴァージンズ 2019.12 KA81-M39

琉球弧 : 海洋をめぐるモノ・人、文化（歴博フォーラム民俗展示

の新構築）
国立歴史民俗博物館, 松尾恒一 編 岩田書院 2012.3 YU17-J870

          しまくとぅば

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

琉球語の秘密 村山七郎 著 筑摩書房 1981.9 KF131-22

うちなーぐち講座 : 首里ことばのしくみ 宮良信詳 著 沖縄タイムス社 2000.3 KF131-G21

沖縄語会話 中松竹雄 著 沖縄言語文化研究所 2000.9 KF131-G26

ひとことウチナーグチ 沖縄文化社 編 沖縄文化社 2001.7 KF131-H10

うちなあぐちへの招待 野原三義 著 沖縄タイムス社 2005.2 KF131-H21

琉球方言とウチ・ソト意識 内間直仁 著 研究社 2011.9 KF131-J21

しまくとぅばの課外授業 : 琉球語の歴史を眺める 石崎博志 著 ボーダーインク 2015.8 KF131-L21

沖縄語をさかのぼる 島袋盛世 著 白水社 2021.5 KF131-M17

琉球諸語と文化の未来 波照間永吉, 小嶋洋輔, 照屋理 編 岩波書店 2021.3 KF131-M19

よくわかるウチナーグチ 徳元英隆 沖縄文化社 2020.8 KF131-M22

悲しき亜言語帯 : 沖縄・交差する植民地主義 仲里効 著 未来社 2012.5 KG855-J5

しまくとぅば県民意識調査報告書 平成30年度 沖縄県 2019.3 Y121-M3762
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ユファルーとガラサー : 赤しょうびんとカラス : おきなわのみん

わ

比嘉美代子 文・絵 , 吉本初枝 しま

くとぅば訳 , 沖縄県しまくとぅば

普及センター, 中城村文化協会う

ちなーぐち部会 編集 , 真栄城栄子

監修

沖縄県文化観光スポーツ

部文化振興課
2021.3 Y17-N21-M1184

          食

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

沖縄の人だけが食べている 仲村清司 著 夏目書房 2003.7 EF27-H250

大琉球料理帖（とんぼの本） 高木凛 著 新潮社 2009.1 EF27-J212

沖縄の食文化 外間守善 著 沖縄製粉 2010.3 EF27-J620

おきなわが食べてきたもの 上里隆史 文 , ぎすじみち 絵 ボーダーインク 2019.4 Y2-N19-M214

琉球料理 : 受け継がれる伝統料理を味わう。
沖縄県文化観光スポーツ

部文化振興課
[2019] Y121-M1047

母と娘が伝える琉球料理と食文化 新島正子, 安次富順子 著 琉球新報社 2020.4 Y73-M928

沖縄肉読本 編集工房東洋企画 編 編集工房東洋企画 2010.1 GD51-J70

泡盛の文化誌 : 沖縄の酒をめぐる歴史と民俗 新装改訂版 萩尾俊章 著 ボーダーインク 2016.1 GD51-L139

琉球菓子 安次富順子 著 沖縄タイムス社 2017.7 GD51-L189

沖縄・奄美の文献から見た黒砂糖の歴史 名嘉正八郎 著 ボーダーインク 2003.12 DL684-H4

欲望の砂糖史 : 近代南島アルケオロジー 原井一郎 著 森話社 2014.6 GC292-L21

          音楽

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

ヤマトンチュのための沖縄音楽入門 : はじめて音楽と出会う本 金城厚 著 音楽之友社 1997.11 KD153-G7

琉球の音楽を考える : 歴史と理論と歌と三線（沖縄学術研究双書 ;

15）
金城厚 榕樹書林 2022.2 KD153-M3

琉球古典音楽の思想 : 沖縄人の想いをめぐって 勝連繁雄 著 沖縄タイムス社 2007.9 KD320-H10

島唄を歩く 1 小浜司 著 , 琉球新報社 編 琉球新報社 2014.6 KD320-L3

島唄を歩く 2 小浜司 著 , 琉球新報社 編 琉球新報社 2014.9 KD320-L2

琉球列島島うた紀行 第2集 (八重山諸島・宮古諸島) 仲宗根幸市 編著
琉球新報カルチャーセン

ター
1998.2 KD320-G5

奄美・沖縄哭きうたの民族誌 酒井正子 著 小学館 2005.6 KD320-H5

沖縄を知って三線を楽しもう 上巻 渡嘉敷政子 監修・編曲・著 渡嘉敷政子 2014.5 YM511-L584

沖縄の歌100選 : 県民が選んだ 第2版 ラジオ沖縄 編 ラジオ沖縄 1999.11 KD320-G10

音の力「沖縄」 コザ沸騰編 DeMusik Inter. 編 インパクト出版会 1998.4 KD153-G9

音の力「沖縄」 奄美/八重山/逆流編 DeMusik Inter. 編 インパクト出版会 1998.5 KD153-G9

近代沖縄の洋楽受容 : 伝統・創作・アイデンティティ 三島わかな 著 森話社 2014.1 KD151-L6

オキナワンロック50周年記念史 = Okinawan rock

commemorating 50 years
沖縄県ロック協会 編 沖縄県ロック協会 2014.6 KD286-L119

          紅型

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

紅型（京都書院美術双書. 日本の染織 ; 18） 吉岡幸雄 本文 京都書院 1993.9 KB16-E1135

玉那覇有公「紅型」 : 珠玉の技・創作の世界 玉那覇有公 著 , 浦添市美術館 監修 沖縄タイムス社 1996.11 KB16-G433

不思議の国・沖縄と芹沢[ケイ]介 : 開館25周年記念展 静岡市立芹沢[ケイ]介美術館 編
静岡市立芹沢[ケイ]介美

術館
2006 KB16-H824

紅型 = Bingata : 琉球王朝のいろとかたち : 沖縄復帰40周年記念 サントリー美術館 2012.4 KB16-J1066

琉球の型紙 富山弘基 解説 青幻舎 2009.3 KB16-J438

紅型（日本民藝館所蔵沖縄染織品 ; 第3巻） 柳悦州 編
沖縄県立芸術大学附属研

究所
2018.3 KB16-L1402

琉球紅型 兒玉絵里子 著 ADP 2012.1 KB441-J86

鎌倉芳太郎資料集 : 沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館所蔵

第3巻 (紅型見本・裂)

沖縄県立芸術大学附属研究所伝統

工芸部門 編

沖縄県立芸術大学附属研

究所
2015.2 KB441-L61

よみがえった奇跡の紅型 中川なをみ 著 あすなろ書房 2019.11 KB441-M21

沖縄染織王国へ (とんぼの本) 與那嶺一子 著 新潮社 2009.5 KB441-J33

          自然

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

沖縄天気ことわざ : 気象季語から旧暦まで 石島英, 正木譲 著 琉球新報社 2001.3 ME221-G48

琉球列島 : 生物の多様性と列島のおいたち（Tokai library） 安間繁樹 著 東海大学出版会 2001.10 RA145-H17

美ら島の自然史 : サンゴ礁島嶼系の生物多様性
琉球大学21世紀COEプログラム編

集委員会 編
東海大学出版会 2006.7 RA145-H151

みんなの文化財図鑑 天然記念物編 沖縄県教育庁文化財課 編集 沖縄県教育委員会 2022.3 Y6-N22-M94
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ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検（岩波ジュニア新書 ; 936） 盛口満 著 岩波書店 2021.6 Y11-N21-M637

やんばる学入門 : 沖縄島・森の生き物と人々の暮らし 盛口満, 宮城邦昌 著 木魂社 2017.4 RA145-L166

サンゴ礁の人文地理学 : 奄美・沖縄、生きられる海と描かれた自

然
渡久地健 著 古今書院 2017.3 GC294-L50

沖縄のサンゴ礁を楽しむ磯の生き物 改訂（おきなわフィールド

ブック ; 2）
屋比久壮実 著 アクアコーラル企画 2014.7 RA455-L31

沖縄さかな図鑑 = Commercial fishes and shellfishes of

Okinawa : 沖縄県の釣魚・水産物がほぼすべて分かる南の島のさ

かな図鑑

下瀬環 沖縄タイムス社 2021.3 RA6-M52

沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか? : サメ博士

たちの好奇心まみれな毎日
佐藤圭一, 冨田武照, 松本瑠偉 著 産業編集センター 2022.6 RA12-M39

琉球の樹木 = Trees and Shrubs of the Ryukyu Islands : 奄美・沖

縄～八重山の亜熱帯植物図鑑（ネイチャーガイド）
大川智史, 林将之 著 文一総合出版 2016.11 RB2-L79

植物の本 : 沖縄の野山を楽しむ（おきなわフィールドブック ; 1） 屋比久壮実 著 アクアコーラル企画 2004.2 RA255-H172
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