
発行社 著者・編者 備考
1 『全記録　 分離期 ・ 軍政下時代の奄美復帰運動、文化運動』 南方新社 間　弘志 １　点 原本・３４４頁 奄美博物館
2 『復帰運動の記録と体験記』 和泊町教育委員会発行 和泊町歴史民俗資料館 １　点 原本・２４０頁 奄美博物館
3 『米軍政府の鉄壁を越えて』 奄美瑠璃懸巣之会 崎田　実芳 １　点 原本・４２５頁 奄美博物館
4 『軍政下の奄美』 奄美郷土研究会 奄美郷土研究会 １　点 原本・４４３頁 奄美博物館
5 『軍政下　奄美の密航・密貿易』 南方新社 佐竹　京子 １　点 原本・２７６頁 奄美博物館
6 『奄美返還と日米関係』 南方新社 ロバート・D・エルドリッチ １　点 原本・３３３頁 奄美博物館
7 『奄美群島の近現代史』 海風社 西村　富明 １　点 原本・３８８頁 奄美博物館
8 『瀬戸内チュたちの戦後十年誌』 私家版 徳永　茂ニ １　点 原本・２３１頁 奄美博物館
9 『奄美の烽火（のろし）』 日本共産党奄美地区委員会 党史編さん委員会 １　点 原本・２６５頁 奄美博物館
10 『新版　　奄美の烽火（のろし）』 日本共産党奄美地区委員会 「奄美の烽火」新版編集委員会 １　点 原本・２７１頁 奄美博物館
11 『旅立ち』 南方新社 右田　稲良 １　点 原本・３６９頁 奄美博物館
12 『灯火にたやさず』 未来工房 西　シガ子 １　点 原本・２５９頁 奄美博物館
13 『炎の航跡』 潮風出版社 水野　修 １　点 原本・２３０頁 奄美博物館
14 『あの日　あの時』 南海日日新聞社 実島　隆三 １　点 原本・２７１頁 奄美博物館
15 『あれから　　５０年』 私家版 前田　勝章 １　点 原本・２３８頁 奄美博物館
16 『青春の軌跡』 私家版 幸田　博夫 １　点 原本・３６６頁 奄美博物館
17 『わが町の戦中戦後を語る』 瀬戸内町中央公民館 屋島　一 １　点 原本・２７２頁 奄美博物館
18 『琉球弧奄美の戦後精神史』 五月書房 里原　昭 １　点 原本・２６９頁 奄美博物館
19 『書庫の息吹き』 南方新社 鹿児島県立図書館奄美分館編 １　点 原本・９４頁 奄美博物館
20 『泉芳朗詩集』 泉芳朗詩集刊行会 泉　芳朗 １　点 原本・２８９頁 奄美博物館
21 『うらみの北緯三十度線』 有限会社　ホートク 深佐　源三 １　点 原本・１９４頁 奄美博物館
22 『戦後の奄美教育誌』 名瀬市教育委員会 名瀬市教育委員会編 １　点 原本・６８０頁 奄美博物館
23 『自らの鎖を解く日まで』 回覧舎 間　弘志 １　点 原本・１６６頁 奄美博物館

24 『今こそ祖国へ』
泉芳朗頌徳記念像

建立委員会
泉芳朗頌徳記念像
建立記念誌編集委

１　点 原本・１９１頁 奄美博物館

25 『戦後の奄美の教育』
鹿児島県教育庁大

島教育事務局
祖国復帰10執念記
念誌刊行委員会

１　点 原本・３０１頁 奄美博物館

26 『奄美の日本復帰運動史資料』 私家版 吉田　慶喜 １　点 原本・１１６頁 奄美博物館
27 『古稀の歩み』 楠田書店 楠田　豊春 １　点 原本・１００頁 奄美博物館
28 『わたしたちの過去～現在～未来（教育編）』 名瀬市教育委員会編 １　点 原本・３８１頁 奄美博物館
29 『戦後日本の形成と発展』 日本経済評論社 皆村　武一 １　点 原本・２８７頁 奄美博物館
30 『奄美復帰史』 南海日日新聞社 村山　家國 １　点 原本・６２２頁 奄美博物館
31 『奄美の群像　さばくりⅡ』 交文社 右田　昭進 １　点 原本・４２７頁 奄美博物館
32 『林蘇喜男雑纂（５）』 私家版 林　蘇喜男 １　点 原本・１０６頁 奄美博物館
33 『奄美教育』 海風社 寿　富一郎 １　点 原本・２０４頁 奄美博物館
34 『奄美社会運動史』 JAC出版 松田　清 １　点 原本・３８５頁 奄美博物館
35 『アメリカ軍政下の奄美大島における「文化活動年表」』 私家版 里原　昭 １　点 原本・116頁 奄美博物館
36 『奄美大島復帰運動回顧録』 私家版 金井　正夫 １　点 原本・３８５頁 奄美博物館
37 『夢ごよみ』 夢ごよみ刊行会 亀井　フミ １　点 原本・326頁 奄美博物館
38 『太平洋戦争　体験記』 根瀬部大正会編 １　点 原本・７１頁 奄美博物館

39 『郷土の先人に学ぶ（続）』
「郷土の先人に学
ぶ」刊行委員会編

１　点 原本・２３９頁 奄美博物館

40 『郷土の先人に学ぶ　第４集』
「郷土の先人に学
ぶ」刊行委員会編

１　点 原本・２９１頁 奄美博物館

41 『激動二十年』 毎日新聞社西部本社 柳本　見一 １　点 原本・２０７頁 奄美博物館
42 『名瀬市・選挙３５年史』 広報社 名瀬市選挙管理委員会 １　点 原本・288頁 奄美博物館
43 『戻ちたぼれ　－奄美大島悲願の記録ー』 五月書房 高木　義夫 １　点 原本（コピー版）・１９４頁（和

綴）
奄美博物館

44 『奄美の自動車史－陸運行政と業界の歩み－』 全大島自動車連合会編 恵　重二 １　点 原本・３２８頁 奄美博物館
45 『奄美群島復興の成果』 鹿児島県 １　点 原本・２３２頁 奄美博物館
46 『海越えた駅伝思い出の記』 私家版 日高　純 １　点 原本・４９頁 奄美博物館

47 『奄美群島日本復帰４０周年記念誌』
奄美群島日本復帰40
周年記念事業実行委

１　点 原本・１４７頁 奄美博物館

48 『泉　芳朗先生回顧録』
伊仙町立歴史民俗

資料館
１　点 原本・３０頁 奄美博物館

49 『わが町の文化』 伊仙町文化協会
「わが町の文化」編

集委員会
１　点 原本・７４頁 奄美博物館

50 『占領下の奄美の教育』 奄美大島連合教職員組合 三原　明夫 １　点 原本・２２頁 奄美博物館
51 『奄美群島日本復帰５０年の回想』 楠田書店 楠田　豊春 １　点 原本・１１８　頁 奄美博物館
52 『奄美群島人口調査結果報告』 大蔵省印刷局 総理府統計局 １　点 原本・４１頁 奄美博物館

53 『奄美群島復帰４０周年記念誌』 鮮明堂
奄美群島日本復帰40
周年記念事業実行委

１　点 原本・１６６頁 奄美博物館

54 『鹿教組奄美支部　３０年史』
鹿児島県教職員組
合奄美地区支部編

１　点 原本・３１４頁 奄美博物館

55 『「臨時北部南西諸島政廰・広報」調べ』 １　点 原本・８頁 奄美博物館
56 『奄美の新しい未来像を求めて』 奄美振興研究会 １　点 原本・１７頁 奄美博物館
57 『第３次奄美群島振興開発計画』 鹿児島県 １　点 原本・２２頁 奄美博物館
58 『日本占領重要文書　第１巻　基本篇』 ㈱日本図書センター 外務省 １　点 原本・２０１頁 奄美博物館
59 『日本占領重要文書　第２巻 政治・軍事・文化篇』 ㈱日本図書センター 外務省 １　点 原本・８１頁 奄美博物館
60 『日本占領重要文書 第３巻　経済篇Ⅰ』 ㈱日本図書センター 外務省 １　点 原本・３１０頁 奄美博物館
61 『日本占領重要文書　第４巻　経済篇Ⅱ』 ㈱日本図書センター 外務省 １　点 原本・２７６頁 奄美博物館
62 『日本占領重要文書　第５巻　特殊財産篇』 ㈱日本図書センター 外務省 １　点 原本・３０５頁 奄美博物館
63 『日本占領重要文書　第６巻 外国人篇』 ㈱日本図書センター 外務省 １　点 原本・３１２頁 奄美博物館

64 『GHQ日本占領史１　GHQ日本占領史序説』 日本図書センター
天川晃・荒敬・竹前栄
治・中村隆英・三和良

１　点 原本・１２５頁 奄美博物館

65 『GHQ日本占領史２　占領管理の体制』 日本図書センター
天川晃・荒敬・竹前栄
治・中村隆英・三和良

１　点 原本・１８４頁 奄美博物館

66 『GHQ日本占領史３　物資と労務の調達』 日本図書センター
天川晃・荒敬・竹前栄
治・中村隆英・三和良

１　点 原本・２０８頁 奄美博物館

67 『GHQ日本占領史４　人口』 日本図書センター
天川晃・荒敬・竹前栄
治・中村隆英・三和良

１　点 原本・１５６頁 奄美博物館

68 『GHQ日本占領史５　BC級戦争犯罪裁判』 日本図書センター
天川晃・荒敬・竹前栄
治・中村隆英・三和良

１　点 原本・２３３頁 奄美博物館

69 『GHQ日本占領史６　公職追放』 日本図書センター
天川晃・荒敬・竹前栄
治・中村隆英・三和良

１　点 原本・２０２頁 奄美博物館

70 『GHQ日本占領史７　憲法制定』 日本図書センター
天川晃・荒敬・竹前栄
治・中村隆英・三和良

１　点 原本・１５３頁 奄美博物館

71 『GHQ日本占領史８　政府機関の再編』 日本図書センター
天川晃・荒敬・竹前栄
治・中村隆英・三和良

１　点 原本・２２１頁 奄美博物館

72 『GHQ日本占領史９　国会の民主的改革』 日本図書センター １　点 原本・２０９頁 奄美博物館

73 『GHQ日本占領史１０　選挙制度の改革』 日本図書センター
天川晃・荒敬・竹前栄
治・中村隆英・三和良

１　点 原本・３６５頁 奄美博物館

74 『GHQ日本占領史１１　政党の復活とその変遷』 日本図書センター
天川晃・荒敬・竹前栄
治・中村隆英・三和良

１　点 原本・２２７頁 奄美博物館

75 『あか土便り』 沖洲通信社 池田　信秋 １　点 原本・１９１頁 奄美博物館

76 『わが青春は炎の中に　〔上〕』
名瀬市四谷区青年団
機関誌「新青年」復刻

版・発行委員会
崎田　実芳 １　点 原本・４３７頁 奄美博物館

77 『わが青春は炎の中に　〔下〕』
名瀬市四谷区青年団
機関誌「新青年」復刻

版・発行委員会
崎田　実芳 １　点 原本・３９１頁 奄美博物館

78 『米国版対日終戦史録』 国会報道記者会 官公庁資料編纂室 １　点 原本・６０２頁 奄美博物館
79 『日本占領　Vol １』 文藝春秋版 児島　襄 １　点 原本・２９８頁 奄美博物館
80 『日本占領　Vol ２』 文藝春秋版 児島　襄 １　点 原本・３０１頁 奄美博物館
81 『日本占領　Vol 3』 文藝春秋版 児島　襄 １　点 原本・３３３頁 奄美博物館

奄美群島日本復帰関係書籍目録（奄美市立奄美博物館所蔵）



82 『日本政治裁判史録　明治・前』 第一法規 我妻　栄　編 １　点 原本・５５８頁 奄美博物館
83 『日本政治裁判史録　明治後』 第一法規 我妻　栄　編 １　点 原本・５８７頁 奄美博物館
84 『日本政治裁判史録　大正』 第一法規 我妻　栄　編 １　点 原本・５８９頁 奄美博物館
85 『日本政治裁判史録　昭和・前』 第一法規 我妻　栄　編 １　点 原本・５８９頁 奄美博物館
86 『日本政治裁判史録　昭和後』 第一法規 我妻　栄　編 １　点 原本・６０４頁 奄美博物館
87 『日本國會百年史　戦後篇』 国会百年史刊行会 官公庁文献研究会 １　点 原本・９０２頁 奄美博物館
88 『激動の政治百年史　吉田茂』 国会功労者議員連盟 吉田　茂著 １　点 原本・５６１頁 奄美博物館
89 『近代化教科書の変遷　東京書籍七十年史』 東京書籍 １　点 原本・８８６頁 奄美博物館
90 『明治文化資料叢書　第４巻　外交篇』 風間書房 明治文化資料叢書刊行会 １　点 原本・３２９頁 奄美博物館
91 『博士学位論文』 ロバート・D・エルドリッチ １　点 コピー・４６１頁 奄美博物館
92 『アメリカの沖縄統治関係法規総覧Ⅰ』 月刊沖縄社 １　点 原本・４６８頁 奄美博物館
93 『アメリカの沖縄統治関係法規総覧Ⅱ』 月刊沖縄社 １　点 原本・５０６頁 奄美博物館
94 『アメリカの沖縄統治関係法規総覧Ⅲ』 月刊沖縄社 １　点 原本・４９３頁 奄美博物館
95 『アメリカの沖縄統治関係法規総覧Ⅳ』 月刊沖縄社 １　点 原本・７９３頁 奄美博物館
96 『外交記録文書　第一巻』 外交史料館 外務省文書課 ３　点 コピー、２０３頁 奄美博物館
97 『南西諸島帰属問題　第一巻』 外交史料館 外務省文書課 ３　点 コピー・３２４頁 奄美博物館
98 『外交記録文書　奄美群島、日米間返還協定関係　第二巻』 外交史料館 外務省文書課 ３　点 コピー・２７９頁 奄美博物館
99 『外交記録文書　奄美群島　第二巻』 外交史料館 外務省文書課 ３　点 コピー・２９２頁 奄美博物館
100 『外交記録文書　奄美群島、日米問返還協定関係　第三巻』 外交史料館 外務省文書課 ３　点 コピー・１６１頁 奄美博物館
101 『外交記録文書　奄美群島、日米問返還協定関係　第四巻』 外交史料館 外務省文書課 ３　点 コピー・９２頁 奄美博物館
102 『外交記録文書　奄美群島、日米問返還協定関係　第五巻』 外交史料館 外務省文書課 ３　点 コピー・１９５頁 奄美博物館
103 『外交記録文書　奄美群島、日米問返還協定関係　第六巻』 外交史料館 外務省文書課 ３　点 コピー・４３４頁 奄美博物館
104 『華・通信文・史』 NTT鹿児島情報案内センター １　点 コピー・９７頁 奄美博物館

105 『名瀬市議会五十年史』 名瀬市議会
名瀬市議会五十年

史編さん委員会
１　点 原本・B５（５５８頁） 奄美博物館

106 『名瀬市政だより』 名瀬市企画調整課 １　点 原本・５００頁 奄美博物館
107 『不滅の偉業』 久野織物株式会社 堀之内　蛟龍 １　点 原本・２０９頁 奄美博物館
108 『天城町自治行政史』 天城町 自治行政史編さん委員会 １　点 原本・９２７頁 奄美博物館
109 『奄美近代経済社会論』 皆村　武一 １　点 原本・２８５頁 奄美博物館
110 『新しいまちづくり』 私家版 川口　隆 １　点 原本・１５８頁 奄美博物館
111 『奄美の振興開発』 本処あまみ庵 吉田　慶喜 １　点 原本・２７４頁 奄美博物館
112 『地方自治を住民の手に』 あけぼの出版 吉田　慶喜 １　点 原本・３１０頁 奄美博物館
113 『南海の海運王　有村治峯の足跡』 南海日日新聞社 実島　隆三 １　点 原本・２２１頁 奄美博物館
114 『日本糖業史』 味燈書屋 樋口　弘 １　点 原本・５８７頁 奄美博物館
115 『本邦糖業史』 ダイヤモンド出版 樋口　弘 １　点 原本・６３６頁 奄美博物館
116 『市政だより　縮刷版第２巻』 名瀬市企画調整課 １　点 原本・４６２頁 奄美博物館

117 『名瀬町史』
鹿児島県名瀬町史編

纂委員会
１　点 コピー・１71頁 奄美博物館

118 『本場奄美大島紬協同組合創立八十周年記念誌』 本場奄美大島紬協同組合 １　点 原本・２５６頁 奄美博物館
119 『ネリヤカナヤからの創造』 名瀬市総務課 １　点 原本・１６頁 奄美博物館
120 『奄美群島調査報告書』 復帰問題研究課 １　点 原本・１６４頁 奄美博物館
121 『泉芳朗の闘い』 沖洲通信社 大山　勝男 ２　点 原本 奄美博物館
122 『潮風』 潮風出版社 水野　修 ２　点 原本 奄美博物館
123 『奄美　復帰５０年』 至文堂 松本　泰文・田畑　千秋編 １　点 原本・３９２頁 奄美博物館
124 『ヘビ年の青春』 右田　昭進・前田　勝章編 １　点 原本・１４６頁 奄美博物館
125 『奄美郷土研究会報第３５号』 奄美郷土研究会 １　点 原本・B５ 奄美博物館
126 「集団自決の場所ー奄美諸島からー」 奄美郷土研究会 １　点 原本・B５ 奄美博物館
127 「あんとき　くんとき　なちかしゃー　写真集」 １　点 コピー・A３　　　１２１頁 奄美博物館
128 『徳之島におけるー戦争体験記』 徳之島郷土研究会 １　点 原本・B５（１８０頁） 奄美博物館
129 『終戦５０周年記念　戦争体験記　第２集』 徳之島郷土研究会 １　点 原本・B５（２３４頁） 奄美博物館
130 『記念誌　創立百周年』 名瀬市立名瀬小学校 １　点 原本・B６（１０２頁） 奄美博物館

131 『創立百周年記念誌』
創立百周年記念誌編

集委員会
１　点 原本・B５（１４２頁） 奄美博物館

132 『あさひ』
創立百周年記念誌編

集委員会
１　点 原本・B５（２８０頁） 奄美博物館

133 『創立７０周年記念記念誌』 70周年行事実行委員会 １　点 原本・B５（１７２頁） 奄美博物館
134 『奄美中央病院４０年のあゆみ』 １　点 原本・A４（１１２頁） 奄美博物館
135 『創立４０周年記念記念誌』 １　点 原本・A４（３３６頁） 奄美博物館
136 『少年使節団物語』 文芸社 島岡　稔 １　点 原本・Ｂ６（１１８頁） 奄美博物館
137 『奄美サミットｉｎ関西』 関西奄美会総連合会 １　点 原本・Ｂ５（１６７頁） 奄美博物館
138 『記念誌』 名瀬市立小宿小学校 １　点 原本・Ｂ５（９８頁） 奄美博物館
139 『カツオと共に１００年』 宝勢丸鰹漁業生産組合 吉野　清勇 １　点 原本・Ｂ５（２１３頁） 奄美博物館

140 『組合３０年史』 名瀬市職員労働組合
名瀬市職員労働組合
30年史編集委員会

１　点 原本・Ｂ５（３０４頁） 奄美博物館

141 『奄地婦連記念誌』
奄美大島地域婦人会

連絡協議会
１　点 原本・Ｂ５（１８６頁） 奄美博物館

142 『安陵魂』 関西安陵会 １　点 原本・Ｂ５（３３６頁） 奄美博物館
143 『３０年の歩み（奄美群島振興開発基金）』 奄美群島振興開発基金 １　点 原本・Ｂ５（３０３頁） 奄美博物館
144 『創立九十周年記念誌（鹿児島県立大島病院）』 鹿児島県立大島病院 １　点 原本・Ｂ５（１９２頁） 奄美博物館

145 『創立５０周年記念誌（鹿児島県大島染織指導所）』 鹿児島県大島染織指導所
鹿児島県大島染織指
導所創立50周年記念

誌編集委員
１　点 原本・Ｂ５（１０２頁） 奄美博物館

146 『創立百周年記念誌（名音小・中学校）』
名音校創立百周年記
念事業実行委員会

１　点 原本・Ｂ５（１５９頁） 奄美博物館

147 『三十年の歩み（奄美建設業協会）』 奄美建設業協会 １　点 原本・Ｂ５（２４８頁） 奄美博物館

148 『知名町奄美群島日本復帰５０周年記念誌』 知名町
知名町「奄美群島日本
復帰50周年記念事業」

実行委員会
１　点 原本・Ａ４（３７８頁） 奄美博物館

149 『南海日日新聞五十年史』 南海日日新聞社
南海日日新聞五十年

史編纂委員会
１　点 原本・Ｂ５（４１３頁） 奄美博物館

150 『東京奄美会八十年史』 東京奄美会
東京奄美会八十年史

編纂委員会
１　点 原本・Ｂ５（８８８頁） 奄美博物館


