
平成 27年度琉球大学附属図書館・琉球大学博物館（風樹館）
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宮古諸島のくらしと風景
花城梨枝子

（附｝萬図出館長 ・教育学部教授）

この度、琉球大学附屈図書館と博物館（風樹館）では、宮古島市教育委員会との共催により企画展「宮

古諸島のくらしと風景」を開催することとなった。この企画展は、琉球大学が地域との連携により学

びのコミュニティを構築する 「ちゅら島の未来を創る知の津梁（かけ橋）」事業の一環でもある。附

属図苫館では、沖縄戦で多くの資料や文化財を失った経緯から、 1950年の開館以降、琉球 ・沖縄閲

係の貴噴なコレクションを収集 ・保管してきた。また 1967年に開館した風樹館でも現在の首屯城復

元の重要な且礎資料となった考古学資料をはじめ、 i巾縄の伝統1芸作祉，ゃ、動植物の貴重な椋本類を

収蔵してきた。今回の企画展では、通常公IHIをしていない宮古諸島関辿の写真資料パネルを附脳図苫

館から展ぷし、 I専物館（風樹館）からは、これまで禎極的に収集してきた沖縄の路算の複製白料を展

示する。

薄物館（風樹館）で常設展示している邸覧をみると、それらは、 Ilil切の戸数、砂糖、材木、反物、

島を視察に訪れた役人をもてなすための鶏の供出記録となっている。文字を知らない一般庶民は、邸

の結びで数値を記録する。宮古 ・八璽山諸島では、邸算は人碩税徴収の筋記として、納税の伝逹手段

として利用された。今回は邸算の複製だけでなく、附属図告館所蔵の須藤利一奇撒資料から 「宮古窮

法／平良安附 I著 l」や「八重山算法」、「琉球筍出表」も展示される。

終戦直後の宮古諸島の様子を撮影した USCAR（琉球列島米国民政府： UnitedStates Civil 

Administration of the Ryukyu Islands)の写真資料では、 一昔前の宜古を楽しんで頂きたい。保艮の

海岸線の何と美 しいこと。宮古民政官府庁舎や保良の貯水場、パサノ桟橋からみた宮古製氷所、瓦

屋根の多良l~J小中学校の暖かい空気。 琉球大学名警教授である中山盛茂も 1 962 年頃に多良間島で調

査をしており、その時の写真資料に、忠臣仲宗根豊見親組の台本や八月踊りがある。特に費重なの

は、琉球干府が順治9年にだした大宮古II_il切の水納目差まさりの任命市である。琉球王府の影菩力は、

約 350 年前にはすでに海を渡って宮占諸島にまで及んでいた。 その他にもジョージ•H ・ カー (George.

H.Kerr)が、 「琉球列島文化調査 (1960~ 1962)」で収集し、その後琉球大学附屈図書館へ寄附した

写真も展示される。写真にある狩俣の民家や久松の募地のあたりは、 今はどう変わっているのだろう

か。すでに失われてしまった宮古諸島の苗なつかしい風景を、現在の風累と重ね合わせて楽しんで頂

ければ幸いである。

22日の 「ギャラリートーク」（宮田千夏 ：附屈図書館）では展示パネルの解説、 28日には「出古

の邸算とマータ」（佐々木健志 ：I専物館）と｝姐した講演会も開催される。

凡例

I. -4咄は、平成 27年 11月 22日(IJ)~ 11月 29H (日）まで宮占島1i中央公民館において開催される

平成 27年度琉球大学附屈図占館 ・琉球）ぐ紐り物館 （風樹館）介l山i展 「出古諸島のくらしと風景」のI屁

祠釘料解説（パンフ レット）である。

2.展ぷ賀料には図版に掲載していないものもある。

3.木内の糾集は、琉球大学附屈図内館が担‘りした。
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ユースカー

1. USCAR関係資料

保良貯水場

昭和 25(1950)年に設立し、 昭和 47(1972)年まで存続した琉球列島米国民政府 (United

States Civil Administration of the Ryukyu Islands)が収集した写真である。琉球大学では、昭

和 46(1971)年 4月に 「戦後資料収集調査委員会」を設岡し、米国の沖縄統治に関する資

料の収集に羞手した。昭和 47(1972)～昭和 49(1974)年度にかけて、同委員会と附屈図

書館とが協力して、米国国立公文告館所蔵の民政府所憐文書を中心に、約 60万枚におよぶ賀

料の複写を行った。内容は、 民政府資料、復帰準備委員会資料、裁判所記録、那覇地裁資料、

全軍労資料、個人所蔵資料、 米・琉政府往復文内など多岐にわたる。今同展ぷする写真資料も、

上記のような収集作業の一環として入手したものと思われるが、詳細はイ＜明であるc

（山本ちひろ）

平良港 宮古民政官府庁舎
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2. ジョージ •H ・カー関係資料

久米島調査l.I」のカー (1960年頃）

ジョージ • H・カー (George.H.Kerr)は、米国ペンシルベニア州の牧師の家に生まれた。Il{1

和 4(1929)年、リッチモン ド大学へ入学、東洋人の学友の影響で東洋史に興味をもつ。 し

かし当時の米国で東洋史を設置する）く学はほとんどなく、ロリンズ大学、さらにハワイ大学へ

進学、 「太平汗史」「アジア史」の科日を屈修した。

昭和 10(1935)年、ハワイ大学で修士課程を修めると助成金を受け来口。同大在学中に教
ろうや出まさみら

えを請うた蝋山政道の紹介により、東京帝国大学 ・早稲田大学 ・東洋文）市に出入りを許され、

研究を続けた。また、日本滞在中に数多くの美術工芸品に触れる機会を得た。
かたせきたけお

昭和 12(1937)年、台北第一中学校の臨時英語教師として渡台、台湾では金関丈夫（台北
あさいえりん ばえばるらようほ かびらちょうしん

帝国大学教授） ・浅井恵倫（台北帝国大学教授）、南風原朝保（医師）、川平朝申らと知り合う。

また、台浩で日本や琉球の書画丹芯などを多数収集した。

昭和 15(1940)年、コロンビア大学大学院閲士課程へ進学するが、翌年II米開戦となり学

業を中断、戦時中ば情報将校としてアメ リカ海軍に勤務した。昭和 18(1943)年、洵軍少周

となり、コロンビア大学内の悔甲市政大学 ・台湾調査班の点任者に就任。戦後は台北領事館の

副領事として赴任するが、政権を握る同民党を批判したため、 2.28事件が起こると急迎退職 ・

帰国している。

昭和 22(l 947)～昭和 26(1951)年までワシン トン大学、スタンフォー ド大学でそれぞ

れ日本史を担当、昭和 25(1950)～昭和 31(1956)年、フーバー研究所及び図書館の上級

研究員として就任した。また、米陸軍の琉球列島科学』甜査プロジェクトに参加。沖縄で現地調

査に従事する傍ら、琉球関係欧文文献史料の収集を行った。調査の成果は 1956年 『琉球の歴

史』として刊行された。昭和 35(1960)～昭和 37(1962)年にかけて行われた 「Ryukyu

Cultural Survey」（琉球列島文化調査）にも参加、調査期問中複数回来沖した。後年は薔作活

動に専念、昭和 40(1965)年 『FormosaBetrayed』(『山切られた台湾』）を出版。平成4(1992) 

年 8月 27日、移住先のハワイで永眼。卓年 81歳。

琉球大学附屈図書館では、図告 ・写貞集 ・書館j.その他の Kerr資料を所蔵している。
すとうりいち

同資料は、台湾生活で親交のあった金関丈夫・須藤利ー・川平朝申・南風原朝保ほか雑誌『南烏』

関係者との交流によって琉球・沖縄の歴史や文化への閲心を深めたカーが、後年に加わったフー

バー研究所の沖縄歴史概説刊行のための調査や 「RyukyuCultural Survey」（琉球列島文化調杏）

で収集した多木贔な記録の一部である。なお、フーバー研究所での調査は、後に調査報告『Ryukyu:

Kingdom and Province Before 1 945』 （邦題 ： 『琉球 — -I:•国と 1 945 年以前の沖縄 —』 1 953 年）

として出版された。 （久貝典子）
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「RyukyuCultural Survey」（琉球列島文化調査）

RYUKYU CUL TUR AL SURVEYー 1960

University of the Ryukyus -Honolulu Academy of Ans -Was必• University 

In Cooperation with the Cultural Property Protection Commissl011 
of the Ryukyu Islands, and Shuri Museum 

Subject: 

Location: 
-t.a• 99陀， -999,

Hl&'ara,＂し咄0

ownership：叩塾2“"匹 90l'l

Description and Comment Negative T/6U 

加弓（＂匹匹 d坤 aはIi)四 aneoltlaee ot lllported 
“ァ心1biii!s. 

ヽ

1

2

3

4

5

6

 

「RyukyuCultural Survey」の調査シート

この調査は、II召和 35(1960)～昭和 37(1962)年、カーを巾心にホノルル・アカデミー・オブ・

アーツ（主催）、琉球大学、早稲田大学、琉球政府立博物館、琉球政府文化財保誕委員会の合同でロッ

クフェラー財団の資金援助を受け、琉球の文物調査（文化財を含む） を目的に行われた。調査は

沖縄本島各地（周辺離島を含む）• 宮古 ・ 八重山・ 奄美諸島で行われた。 カーの収集した写真そ

の他資料は、昭和 30(1955)～昭和 62(1987)年にかけて一部が琉球大学附屈図書館へ寄贈

された。 （久貝典ーf)

7
 



なかやませいも

3. 中山盛茂関係資料

中山盛茂 (1963年）

中山盛茂は、明治 37(1904)年具志川間切田場村生まれである。昭和 2(1927)年、沖縄県

師範学校専攻課を卒業した。昭和 5(1930)年、立正大学専門部高等師範科歴史地理学科卒業。

昭和 25(1950)年 琉球大学創設に伴い教授に就任した。研究者としての活動のほかに琉球大

学創立後 12年問教務部長も勤め、本学の初期の教務行政の基礎を築いた人物でもある。

昭和 45(1970)年に本学を退官。同年、沖縄タイムス社「文化貸」を受貸した。昭和 51(1976)

年には本学の名脊教授となる。昭和 53(1978)年逝去。享年 73歳。著害に 『琉球史辞典』（琉

球文教図甚、昭和 44(1969)年などがある。この辞典は、沖縄学のなかで最初に出た辞腹とし

て知られている。

史学の研究者としては、琉球のノロの研究や民俗のフィールドワークが高く評価されている。

中山は、昭和 42(1967)年 8月に琉球大学史学会をたちあげ、初代会長を務めた。この学会は、

琉球大学の史学科教臼や卒業牛をt休に、歴史研究の成果を高め、会員の親睦を図ることを目

的としており、現在まで続いている。

中山盛茂関係資料は巾山がかつて所蔵していた資料である。調査ノー ト、調査写真、書籍、

パンフレット類などからなっている。

調査写真は、昭和 35(1960)年ごろ撮影されたものが多い。県内各地の古文書や県内のノロ

の拝所と家屋と辞令淋を撮影したものが貰重である。このノロ関連の調査写真は、県内市町村

のほとんどを網羅している点でも特筆すべき資料である。

年中行事の写貞として、多良間の八月踊り、久高島の八月祭などがある。賓料にはそのほか

に中山盛茂の市箸のひとつである 刀琉球史辞典この原稿、 1960年代の新問スクラップなども

含まれている。

この資料は‘胚成 26(2014)年にご迫族から琉球大学附屈図書館に寄贈された。保存状態がよ

く、内容も多岐にわたることから、今後の沖縄の民俗研究に寄与する ことが期待される。宮古

島調査資料は今回が初公開である。 （崎原綾乃）
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l頓治 9(1652)年 10月9日付

辞令書・

多良間島調査

中山は多良間島調杏を行っている。

調査nが明記されていないが、資料か

ら判断すると昭和 36(1961)年ごろの

可能性が高い。

中山が調査に入った［l寺期はまだカメ

ラが珍しかった頃であり、多良間の風

景写貞、民俗写真として価値が高い。

民俗研究の視点から撮影されたものが

多く、多良間の港、船、サトウキビ畑、

辞令内、多良間の八月踊、組踊台本な

どを撮影している。

特に費重なのが辞令，J__｝．の写真であ

る。首里王府が順治 9(1652)年 10月

9日発行したもので、大出古間切の水

納「l差にまさり（男性名）を任命する

という内容である。辞令書は首里エ府

が役人やノロ ・司（つかさ）などを任

命するたびに発行していたものだが、

現存するものは少ない。特に 17世紀

以前のものはほとんど残っていない。

（崎原綾乃）

上2枚 多良間島字仲筋の 「八J=j踊り」
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4. 
すどうりいち

須藤利ー関係資料

須藤利ーは明治 34(1901)年、東京生まれ。大正 15(1926)年に東京帝国大学t学部船

舶丁一学科を卒業後、 rrl)賀船渠株式会社に入社。昭和 2(1927)年に退社 し、昭和 3(1928) 

年に台湾総督府台北高等学校講師就任、図両を教えた。

他方、台湾在住期には南島研究にも傾注。昭和 9(1934)年に初めて沖縄を訪問して以降、

計 6|uIにわたり沖縄調査を実施した。須藤の1具l心は、琉球古米の数学史の研究や異国船来琉

記の翻訳に注がれ、従米あまり顧みられることのなかった、 わら狩や象形文字「カイダー字」

に光を当てるなど、 ユニークな業績を残した。昭和 13(1938)年、八重山に伝わる算法吉に

翻刻 ・解説を付して 『八重山算法』を自毀出版。昭和 15(1940)年、バジル ・ホールの 『大

琉球島探検航海記』を抄訳 ・出版。昭和 19(1944)年、南島研究に1具lする論文や雑記をま と

めた 了南島覚書』 を 1••I」行した。
こ ばたあつし

また、昭和 15(1940)年、台湾で南島研究会を設立。須藤、金関丈夫、小菓田淳、
なかむらただゆ 9 みしまいたる ひがサいしょう かびらちょうしん さしゃばえいじゅん

中村忠行
せなはちょうせん

、 三 島格、比粛盛章、 川平朝 Fl—l ら任台の研究者 と、 喜舎場永殉、 瀬名波長宜、
みやらけんてい まさきっとむ

宮良貿貞、正木任ら八雫山の研究者とが共同して、雑誌 『南島』を刊行した。『南島』第 l岨

は八玉山、第 2輯はれ1_l縄全休、第 3輯は宮古を特集。戦況の悪化により第 3輯で廃刊となった。

昭和 17(1942)年、須藤は東京に戻り第一高等学校教授に就任。戦後は東京大学、日本大

学の教授をつとめた。昭和 37(1962)年、日本洵市史学会を設立。昭和 42(1967)年、日

本図学会初代会長就任。昭和 50(1975)年没。

琉球大学附屈図古館は、昭和 55(1980)年に須藤利一関係資料 23点を受入。『八重山卵法』

などの須藤の著作 ・論考のほか、宮古に伝わる符法を沖縄県立宮古中学校長が謄写版で発行し

た 『宮占算法』、カイダー字による 『琉球算出表』などを所蔵する。 （山本ちひろ）
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5. 琉球大学博物館所蔵わら算関係資料

， 

氏チ算（宮古島友利 • 砂川）

米粟算（宮古烏比病村 現：宮古島市城辺）

粟符（複製） （池間烏 池間 ・前里）

わら算は、庶民がまだ文字を使えなかった琉球モ国時代から1リ］治の初めころまで、物の数を

1記録したり計ね機として使われたりした沖縄独自の民具です。わら算には、税として納める穀

類や布の量、家畜の取引や荷物の受け渡しの記録、仕事の出欠の記録などのほか、祭祀に使わ

れる氏子の数を記録したものなどがあります。わら算の素材にはおもに稲わらが使われました

が、ほかにもイグサ、アダン、ビロウ、ソテツ、ゲットウなどの身近な植物が利用されま した3

水田が少なかった宮古諸島では、ススキやアダナシ（アダンの気根）、ゲットウなどが多く使

われ、用途においても家畜の数培などを扱ったものがよく見られます。

琉球大学t専物館では、県内各地で今でも残るわら算の調査と標本の収集を進めてきました。

これまでの調査で、宮古諸島からも祭祀で使われているわら算が複数確認され、地域の方々の

ご厚意によりそれらの貴重なわら算の標本が保存されています。 （佐々 木健志）

1 1 
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6. 所蔵館の紹介

琉球大学附属図書館

琉球大学附屈図占館は、昭和 25(1950)年に現在の首里城跡地に琉球大学が開学した事

に際し、琉球大学文化センター（インフォメーシ ョンセンター）として開館した。昭和 27
しさやこうしん

(1952)年初代学長の，認ど屋孝信の退官を機に新図礼｝館の建設が計画され、昭和 30(l955)年

12月に 5階建ての志喜屋記念図書館が落成し、開館した。

昭和 47(1972)年の沖縄県の本士復帰に伴い、 琉球大学は国に移管され、 国立大学となっ

た。昭和 56(1981)年、琉球大学のキャンパス移転にともない、図書館も現在地に中央館

新館を落成。開館し、現任に至っている。

先の大戦で多くの四重資料が焼失 ・散逸したことをうけ、図書館では開学当初より、郷

土資料の入手に力をいれてきた。昭和 30(1955)年 5月にロックフェラー財団から1火団購入
い は ふ ゆ う

費として寄付された 5000ドル (60万 B円）のうち、 15万 B円で伊波普猷文廊を購入した
しまぷくろげんしち

のをはじめ、昭和 32(1957)年に島袋源七氏蔵出を受入、また、昭和 34(1959)年にはブー
プール

ス高等弁務官を代理人として Bull文庫が寄贈された。昭和 37(1962)年には宮良殿内文庫、
やな lヽ Itら ただ お

そのほか Kerr文）rliや矢l--J、J原忠雄文庫などの各氏の真重な蔵書を収集した。さらなる沖縄関

係資料の整備 ・充実を図るため、昭和 52(1977)年度から半成 13(2001)年度まで、沖縄関

係文献資料保存事業費が文部省より配分され、賓料収集がなされている。

現在、当館では沖縄関係資料を約 5万点所存し、う ち約 2000点を貴重資料扱いとして）折

蔵している。 （富山千以）

／ 

間学当初の図古館 志喜屋記念図書館



ビオトープで飼育しているヤギ

イリオモテヤマネコの毛皮標木（パラタイプ標本）

大船柱頭部破片

琉球大学博物館（風樹館）

琉球大学では、教育や研究活動の支援をII的

に、昭和 42(1967)年に全国の大学に先駆けて

大学11付属の資料館 「風樹館」を首里キャンパス

に設齢した。「風樹館」の名称は琉球大学へI専

物館を脊附した金城キクの命名により、 『韓詩

外伝j巻）Lの 「風樹の嘆（樹静かならんと欲す

れども風止まず。子祗わんと欲すれども親待た

ず。往きて見るを得べからざる者は親なり）」

が巾来となっている。昭和 58(1983)年のキャ

ンパス移転にともない、風樹館も 「琉球大学資

料館（風樹館）」 として昭和 60(1985)年に現

在地に移転した。平成 27(2015)年 4月 lI Iよ

り、 「琉球大学Idi物館（風樹館）」に名称変史し、

現任に到る。

tしり物館には、学内の研究者が教育や研究括動

の一閑として、 じに琉球列島で収集した 17万

点あまりの椋本や資料を収蔵している。常設展

示室では、イ リオモテヤマネコやヤンバルクイ

ナなどの希少牛物の剥製標本をはじめ、「大龍

柱頭部破片」や 「瑞泉門前龍樋碑文破片」等、

首串城関迎の考古資料、染織や漆湘等の沖縄の

伝統」二凶貸料、古農具やわら符などの民俗資料

が展ぷされている。また、自然観察の場として

利用できる 「学校ビオ トープ見木園」が併殷さ

れており、昆虫やメダカなどが観察できるほか、

チョウ類の食華や資源植物なども植裁展示して

いる。 （冨田千哀）

13 



宮古諸島のくらしと風景

さしおんの，，イスラII一
会場内の写真を見ながら正解だと思うものに0をつけてね ！

せんこ さつえい

問① これは戦後に撮影された、ある

学校の写真だよ。

学校名はなんだろう？
いらぶ

(A)伊良部小中学校
たらま

(B)多良間小中学校
たいら

(C)平良中学校

J
 ．．

 

せきひ こうてい

問②この石碑はある国の皇帝から
おく

贈られたものなんだ。

どこの国かな？

(A)イギリス

(B)フランス

(C)ドイツ

③番

問③この糸（チョマ）
もの

物の名前はなにかな？
ばしょうふ

(A)芭蕉布
みやこじょうふ

(B)宮古上布
ゅんたんざはなうい

(C)読谷山花織

①番

げんりょう ぉリ

を原料としてできる織

14 

④番

問④この鳥の名前は何だろう？
と

ヒント：今は獲ってはいけない鳥だよ！

(A)サシバ

(B)ヤンバルクイナ

(C)カラス



⑤番

⑦番

問⑤これはかつて宮古の支配者だった腐嘉
ねとうゆみや

根豊見親が父親のために建てたと伝えられ
はか

ているお墓だよ。

石段は何段あるかな？ 数えてみよう。

ほうねんさい

(A) 3段

(B) 13段

(C) 23段

問⑥これは多良間島の豊年祭「スツウプ
みき

ナカ」で、男の人たちがお神酒を飲むと
つのざら

きに使う角皿というものだよ。

何と言ってお神酒を飲むのかな？

(A)ヤッカヤッカ

(B)リッカ リッカ

(C)ヒヤサッサー

しゅうらく ぜい

問⑦昔はこれを使って集落の人数や税として
こくるい

納める穀類や布の量を記録したんだって。

これは何かな？
ざん

(A)わら算

(B)マータ

(C)サン

おつかれさまでした！

クイズの答えを書き終

わったら、会場の人に

きじむんのスタンプをも

らってね ！

15 



平成 27年度琉球大学附属図書館・琉球大学博物館（風樹館）

企画展 宮古諸島のくらしと風景

主催琉球大学附属図書館

琉球大学博物館（風樹館）

共催宮古島市教育委員会

期間平成27年 11月 22日～ 29日

企画 琉球大学附属図書館研究開発室

花城梨枝子（附属図書館長・教育学部教授）

赤嶺守（法文学部教授）

大城學（法文学部教授）

豊見山和行（法文学部教授）

前城淳子（法文学部准教授）

里井洋一（教育学部教授）

金城ひろみ（法文学部准教授）

琉球大学博物館

佐々木健志（学芸員）

スタッフ

附属図書館（情報サービス課沖縄資料担当）

冨田千夏崎原綾乃久貝典子林あんリ

山本ちひろ 輿那嶺政江宮城寄子

博物館（風樹館）

佐々木健志島袋美由紀

印刷 株式会社近代美術

※本企画展は 「ちゅら島の未来を創る地の津梁

（かけ橋）事業」の 一環として実施するものです。

微況加）の拠点


