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『沖縄教育』の性格に関する研究

一創刊の事情と発行状況を手がかりに一

梶 村 光 郎

はじめに

｢沖縄教育と近代学校に関する研究｣を進めるために､基本的な資料の一つである r沖縄

教育』の調査を､平成9 (1997)年度から3年間筑波大学中央図書館､東京大学教育学部図

書室､玉川大学図書館､日教組教育図書館､山形県立図書館､沖縄県立図書館､那覇市史編

纂室､琉球大学図書館などの教育 ･研究機関を対象に行なってきた｡その結果､ r那覇市史

だよりj (第8･9･10号合併号､昭和52年3月発行)にまとめられた以外に､沖縄県立図

書館､那覇市史編纂室､琉球大学図書館でコピー版の形であるが､ 『沖縄教育』を新たに確

認することができた｡ 『沖縄教育』については､それを概括的に紹介した阿波根直誠の ｢沖

縄教育｣ (F沖縄願史 別巻i昭和52年発行)や､新城安善の広い視野をもって取り組まれ

た詳細な ｢沖縄研究の諸誌とその背景｣ (r沖縄麻史 6j昭和50年発行)などの先行研究

があるが､ 打中縄教育Aの散逸がひどく､その結果言及されない部分が多く残されている状

況である.本論もそうした制約は免れないが､新しく確認できた F沖縄教育』もあり､それ

を踏まえて書誌学的な面からと ｢沖縄教育と近代学校に関する研究｣の面から､これまでよ

く分からなかった 作中縄教育』の性格について判明したことや考察したことを本論で述べる

ことにする｡

1 『沖縄教育』の創刊とその事情

F沖縄教育』は､ F琉球教育』 (明治28年10月25日創刊)を改題して､明治39(1906)午

3月25日付で､沖縄県庁内に置かれていた沖縄教育会からタブロイド版の新聞形式で創刊さ

れた｡雑誌の形式からタブロイド版の新聞形式に変更になったのは､明治39年2月18日に那

覇の松山尋常小学校内において開催された沖縄教育会の臨時総会での論議が関係 してのこと

であった｡創刊号に掲載された､沖縄教育会の臨時総会の様子を伝える ｢会報｣によれば､

定款の改正案の代わりに､会員によって提出された ｢通常会員は会費として毎月金五銭を前

納するもの (理由は雑誌を縮小 し費用を減するにあり)｣という建議を､会費五銭から七銭

へと修正して論議したことを伝えている｡そして､その結果 ｢建議技中毎月金五銭とあるを

七銭に修正し議に附したるも議論百出遂に議纏らず議決を-ヶ年間延期することに決し明治

三十九年度収支予算は前年度予算を襲用し雑誌を改良し体裁は防長教育体となし一部印刷費

金参銭位のものとし其他の事業を拡張すること及事業拡張等の為予算上の款項目の流用等凡

て理事者に一任することに満場一致可決せ り｣ということになった｡つまり､会費値上げに

関する部分の結論を一年間先延ばし､当面会費値上げをしないで事業の拡張を図ることとな

り､機関誌である F沖縄教育』の縮小が実現することとなったのである｡雑誌形式からタブ

ロイド版形式-の変更は､会費値上げを避けるための措置だったということが､この臨時総

会の議論から言えよう｡

と同時に,機関誌の縮小を会員の全員が肯定するということは,機関誌が会の活動の上で
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は必要であると認識していでも､それ以上の評価を得るほどの役割を果たしていなかったと

いうことであろう｡だから､先の ｢会報｣が示すように､2月21日に開かれた評議員会で､

｢二､夏期講習会開設の件｣､ ｢三､東北三県凶歎救他の件｣､ ｢四､本会にて倶楽部を設

くること｣といった議題とともに､ ｢一､雑誌改良の件｣が問題にされ､ ｢編纂委員を凡十

名増員し毎月1回編纂委員会を開き編纂方針を定め防長教育の僅我に依り本県にて刊行する

こと｣が決議されたのである｡こうして､組織的 ･計画的に機関誌を発行していくことにな

り､具体的に雑誌編纂委員会を構成する雑誌編纂委員の委嘱が2月26日に奈良原繁総裁から

なされたのである｡この時委嘱された人物は､西村光禰 ･大久保周八 ･菅野喜久治 ･本松虎

之助 ･鄭谷儀一 ･樺山純一 ･吉岡文太郎の七名で､全点沖縄教育会の会員であった.一応人的

な面で､従来の5名から12名へと編纂委員が増加し､機関誌の充実が図られようとしたので

ある｡新委員7名は､小林副会長と伸本という編纂委員とともに､2月28日に雑誌編纂委員

会を開いた｡そして､雑誌編纂の方針と創刊号について､次のようなことを決定したのであ

る｡

1､雑誌掲載項目

(1)主張 (2)論説 (3)学説教務 (4)教育資料 (5)思潮 (6)雑録 (7)嚢報 (8)文苑

(9)会報 (1(》法令

2､標題 沖縄教育

3､体裁紙幅 防長教育を参考とす

4､紙数 □号三枚 (十二頁)

5､発行日 毎月十五日 (三月の初号は二十五日)

6､初号の分担

主張 (大久保) 論説 (師範､中学､商業学校､視学) 学説教務 (市川) 教育

資料 (持寄) 思潮 (岡村､親泊) 雑録 (持寄) 桑報 (持寄) 文苑 (市川)

会報 (三部) 法令 (二部)

7､初号原稿締切 三月十日

8､委員集会 三月十二日 (会場那覇)

この方針は､きっそく実行に移され､3月12日の編纂会議での協議を経て､予定された3

月25日に､タブロイド版の 『沖縄教育』の創刊となったのである｡一冊､六銭｡発行所､沖

縄教育会｡発行兼編集人は､ 『琉球教育』の場合と同様に､宮城亀であった｡ただし､印刷

所は､大阪市東区今橋2丁目百八番屋敷にあった衆英舎から那覇西にあった沖縄新聞社へと

変更された｡これによって毎月の定期発行が可能となった｡頁立ては､12頁のところが10頁

となり､必ずしも予定したとおりではなかった｡しかし､内容面では (8)文苑と(10)法令が掲

載されなかったことを除けば,ほぼ予定どおりであった.
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ところで､誌名が ｢琉球教育｣から ｢沖縄教育｣-と2月28日の雑誌編纂委員会の議を経

て改題されたが､その点についての言及が 『沖縄教育』創刊号に掲載されている ｢会報｣で

は何もなされていない｡そういう点では､この改題には特別な意味があるようには思われな

い.しかし､ 『琉球教育』の最終号 (第106号)が､明治39年3月20日に発行され､ 円中絶

教育』も同じ月に創刊されたという事実に注目すると､この改題に特別な意味はない､と簡

単に言い切ってしまってよいかという疑問が出てくる｡一般的に､雑誌が改題されて発行さ

れる場合､前身の雑誌の最終号と後身の雑誌の創刊号が同じ月に発行されることは､発行主

体に変更があるなどの特別な事情がないかぎり､事務上の煩雑さなどから行なわれないのが

普通であろう｡ところが､それだけでなく､毎月15日発行としていながら､ 『琉球教育』の

最終号の発行される3月の25日に 『沖縄教育』の創刊号を発行するという原則と異なる対応

をもしているのである｡そうした事実から判断すると､ ｢琉球教育｣から ｢沖縄教育｣への

改題には不自然さがあるように思われる｡そして､その不自然さに対する認識が妥当だとすれ

ば､その不自然さをもたらしたところの特別な意味とは何なのかが問題になる｡この間題を

解明しようとする時に手がかりになるのは､伊波普猷の ｢田島先生の旧稿 『琉球語研究資料』

を出版するにあたって｣ (伊波編 『琉球文学研究』大正13年発行､ F伊波普猷全集第十巻j所

収､平成5年)という論稿の中で､Bという人物が次のように語っている言葉である｡

｢いつだったか､この新田先生が F沖縄は沖縄なり琉球に非ざる也jといふ愛国的論文を

琉球新報に出したら､名称の如きは誰がつけようがかまひやしない､支那人がつけた琉球が

お嫌ひなら､等 しく支那人がつけた日本の名称はどうする､といって田島先生に散々冷やか

されたことがあったね｡ところがこの時は日清戦争の真最中で､沖縄の教育家の愛国心も絶

頂に達してゐたと見えて､新田先生の提言でその機関雑誌の 『琉球教育』といふ名称まで

『沖縄教育』にかへて了った｡｣

ここに出てくる､ ｢沖縄は沖縄なり琉球に非ざる也｣という論文の執筆者である新田先坐

とは､沖縄師範学校の漢文の教員であった新田義尊のことである｡彼は､ r沖縄教育雑誌』

を F琉球教育』に改題する際に､ ｢私は予て此の以前より､沖縄教育と琉球教育との名称に

就きまして､一寸心づさを申した事もあり､又琉球といふことには､甚だ不同意であるのみな

らず､我が帝国国体上といひ教育上といひ､或は我が国粋保存上といひ､随分不穏当の名称

であると考へます｣(｢沖縄は沖縄なり琉球にあらず｣『琉球教育』第2号､明治28年11月

頃から翌年の4月頃までの間に発行された)というように､沖縄教育の ｢日本化｣ ･｢皇民

化｣の教育化という観点から ｢沖縄教育｣という誌名を強硬に主張した人物である｡だから

｢日清戦争の真最中｣に ｢沖縄教育｣-と改題されたというのは､時期にずれがあり妥当で

はないが､新田の提言によって改題がなされたというのは ｢影響されて｣と解すれば､あり

得る話ということになろう｡そして､ ｢琉球教育｣という誌名を推進した下国良之助が休

職を強いられ､新田の主張に批判的であった田島利三郎が諭旨免職となったということ (新

城安善 ｢沖縄研究の書誌とその背景｣ 『沖縄麻史 6』昭和50年発行)や､新田が明治35年
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に沖縄を離れる際沖縄私立教育会総裁奈良原繁の名で ｢感謝状｣が送られるという報道記事

(｢新田師範学校教諭｣ 『琉球教育』第75号,明治35年7月12日発行)は､改題当時の沖縄

教育会の気分をうかがわせるものであり､同時に教育会が新田の立場に近い立場にあったこ

とを示していよう｡そうであれば ｢琉球教育｣から ｢沖縄教育｣への改題は､沖縄教育の

｢日本化｣･｢皇民化｣の教育化をいっそう推進しようという意図があってのことと解釈さ

れよう.そのように解釈すると､ 『琉球教育』の最終号と F沖縄教育jの創刊号が同じ月に

発行されたということも理解することができる｡言い換えれば､それは沖縄教育の ｢日本化｣･

｢皇民化｣の教育化を推進するために ｢琉球教育｣という誌名を早急に払拭 したいという意

図があってのことだということである｡一方､そうだとすると､ 『琉球教育』の第106号の

発行を止めてその代わりに 作中縄教育』を創刊してもよかったのではないかという見方も出

てくるかもしれない｡しかし､第106号の発行準備や､ 『琉球教育』を印刷していた大阪の

衆英社との契約関係なども視野に入れると､その見方には無理があるように思われる｡した

がって､タブロイド版 r沖縄教育』は､沖縄教育会の財政問題を背景にしつつ､沖縄教育の

｢日本化｣･｢皇民化｣の教育化の推進のために誌名を変更して発行されたものなのだと見

なされよう｡それでは次に､現在所在が確認されるものを示しながら､ r沖縄教育｣の発行

状況を押さえ､その特徴を見ていくことにしよう｡

2 『沖縄教育』の発行状況とその特徴

今回新たに確認できた Ft沖縄教育Jの発行状況を､これまで所在が確認されているものと

合わせて表で示すと､次のようになる｡*印は､今回新たに確認できたものである｡また､

△印は､ 『沖縄教育』の発行状況の傾向を見るために､未発掘部分で号数が何年何月に発行

されたか推定されるものに付したものである.さらに､ 作中縄教育』の編集者の一人であっ

た島袋源一郎の ｢『沖縄教育』変遷と思ひ出｣ (『沖縄教育』第248号､昭和12年4月)で

発行状況が確認できる部分はそれにしたがっている｡

表1.F沖縄教育』の発行号数とその予想

発行月発行年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 lュ月

1906(明治39年) *1 *2 △3 △4 △5 *6 *7 *8 *9 *10

1907(明治40年) *11 *12 *13 △14 *15 *16 *17一*18 *19 *20 *21 △̀22

1908(明治41年) △23△24 △25 △26 △27 △28 △29 △30 31

1909(明治42年) 36 △37 △38 △39 △40 △41 △42 △43 △44

1910(明治43年) 45△46 47△48 △49 △50 △51 △52 53 △54 55 △56

1911(明治44年) 57 58 59 60 61 ･62 63 64 65 66 6.7 68
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1913(大正 2年) △81 82 △83 △84 85 △86 87 88 △89 90 △91 92

1914(大正 3年) 93 94 95 97 98 99

1915(大正 4年) 1(刀 102 103 104

1917(大正 6年) 109 △110 111 *115

1918(大正 7年)

1919(大正 8年)

1920(大正 9年)

1921(大正10年)

1922(大正11年) +al念や

1923(大正12年) 130 131

1924(大正13年) 132 133△134 135 136 137 138△139 140 141 142 143

1925(大正14年) 144 145 146 *147 *149

1926(大正15年) 150 151 152 153 154△155 156 157 158

1927(昭和2年) 160 161 162 163 164 165 166

1928(昭和 3年) △168 △169

1929(昭和 4年) 174 177

1930(昭和 5年) 186

1931(昭和6年) 187 188 189 190 191 192

1932(昭和 7年) 193 △194 195 196 △197

1933(昭和 8年) *198 199 200 201△202△203 204 205 △206 △207△208

1934(昭和 9年) A209 △210△211△212△213△214△215△216△217 △218△219△220

1935(昭和10年) △221 △222△223 *224△225△226△227△228 △229 △230△231△232

1936(昭和11年) A233 A234△235△236△237△238 △239 *240 241 242 243 244

1937(昭和12年) 245 △2 247*248 249 250 251△252△253 △254△255△256

1938(昭和13年) △257 △258△259△260 △261△262△263△264 △265 △266△267△268

1939(昭和14年) 269 △270△271△272 *273 274△275 276 *277 278△279△280

1940(昭和15年) 281 △282△283△284 △285△286 *287*288 △289 A290 *291△292

1941(昭和16年) △293 △294△295△296 △297 298A299 △3(X)△301△302 303 304

1942(昭和17年) △305 *306△307 308 309

-20-



無印の号数は､ F那覇市史だより』 (第8･9･10合併号)に掲載 された那覇市史編纂室

所蔵の r沖縄教育』･一覧表に基づ くものである｡ F那覇市史だよりj (第8･9･10合併号)

に掲載された 『沖縄教育』の目次集の ｢凡例｣の中に､ ｢m中縄教育』は､これに先立って

刊行されていた 『琉球教育』を改題 して､1906年 (明治39年)から1942年 (昭和17年)まで

通巻309号 (現在確認されている最終号)発刊された､沖縄県教育会発行の教育雑誌である｡｣

と述べられているが,上の表 1からもうかがえるように､通巻318号を現在確認 されている

号数の内の最終号にすると記述内容の変更をしなければならない｡つまり､今回の調査で昭

和18(1943)年まで F沖縄教育』が発行 されていたことを確認することができたのである｡

ただし､新城安善 ｢郷土の ドキュメントを探る｣ (｢沖縄 タイムス｣昭和45年10月2日付)

によれば､ ｢昭和20年頃まで｣発行 されていたという｡そのことをまだ確認することができ

ないが､ 『沖縄教育』の最終号の年月日はもっと降って くることは予想できることである｡

その確認は､今後の課題である｡

次の表2は､ 『沖縄教育』の発行状況を発行状態や誌紙の形態などに着目して､表 1に基

づき作成 したものである｡

表 2 m中縄教育』の発行状況

発行された号 発 行 期 間 号数 発行状態 誌紙の形態

1号～31号 1906年 3月～1908年 9月 31 毎月発行 タブロイ ド版

32号～35号 1908年10?月～1909年3?月 4 不定期発行 雑誌

36号～95号 1909年 4月～1914年 3月 60 毎月発行 雑誌

96号-100号 1915年 5?月～1915年 1月 5 隔月発行 雑誌

101号 1915年2?月～1915年67月 1 不定期発行 雑誌

102号～104号 1915年 7月～1915年11月 3 隔月発行 雑誌

105号-111号 1916年 5月～1917年 5月 7 隔月発行 雑誌

112号-129号､記念号 1917年67月～1923年107月 19 年2-3回発行 雑誌

130号～144号 1923年11月-1925年 1月 15 毎月発行 雑誌

145号-185号 1925年4月～1930年117月 41 不定期発行 雑誌

186号～197号 1930年12月～1932年10月 ll 隔月発行 雑誌

198号～199号 1933年 1月～1933年 2月 2 毎月発行 雑誌

200号～309号 1933年 4月～1942年 5月 110 毎月発行 雑誌
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『沖縄教育』を創刊する際に編纂委員会で決定された編纂方針を先に紹介したが､毎月発

行で12頁立てという形で創刊されることになっていた｡琉球大学に所蔵されている原本のコ

ピーを見ると､実際は明治39年3月の創刊号は､10頁｡ 4月号は､ 8頁｡ 6月号は､ 8頁｡

第7号は､10頁｡第8号は､ 8頁｡第9号は､ 8頁｡第10号は､ 8頁｡第11号は､ 8頁｡第

12号は､ 8頁｡第13号は､ 8頁｡第15号は､ 8頁｡第16号は､10頁｡第17号は､ 8頁｡第18

号は､ 8頁｡第19号は､ 8頁｡第20号は､ 8頁｡第21号は､10頁となっている｡方針通り12

頁立てで発行されたのでないことが､これらの事実から判明する｡また､ F沖縄教育』第7

号に掲載された ｢会報｣によれば､明治39年 8月11日と12日の両日に第20回の沖縄教育会総

会が開催され､ ｢雑誌は毎月諸君に配布せし憶裁のものに改良して680冊を印刷す｣ること

が庶務報告されている｡これにより､ 『沖縄教育』の創刊号が680冊の印刷発行であったこと

がはっきりしたわけである｡さらに､ ｢雑誌は改良して髄我を防長教育体となし一部印刷費

金三銭位のものとし｣と､同 ｢会報｣で前回の臨時総会での決議の確認がなされた｡すでに

『沖縄教育』が発行されていることを考慮すれば､1冊の印刷経費が3銭位であったと見て

よいだろう｡そして､定価が6銭であるから､雑誌の寄贈分などを80冊としてその分を除い

て大まかに計算すると､毎月36円の収益である｡嘱託となった編纂委員への謝礼や原稿料を

支払うと考えると､その収益は微々たるものであったろう｡そうであれば､経済面から雑誌

を充実させるということは､会の機関誌紙への予算が縮小傾向にある時､難しかったと思わ

れる｡当初の案では12頁立てだったのが､実際は8頁や10頁になったのも会の機関誌紙関係

の予算の縮小のあおりをうけてのことだったのかもしれない｡

また､雑誌の ｢改良｣ということで雑誌編纂委貞会の充実が図られ､組織的に編纂作業が

進められた結果､第31号までは毎月定期発行された｡しかし､第32号から第35号にかけて毎

月の定期発行がくずれてしまった｡その原因は明らかでないが､その後第95号まで毎月定期

発行が続いていく｡この辺の事情を島袋源一郎は ｢『沖縄教育』変遷と思ひ出｣の中で次の

ように記している｡

｢三十九年とい-ば日露大戦後の一大飛躍時代で随って教育雑誌の更に一段の発展を示す

ことになり F沖縄教育jと三度改題せられた｡然るに編韓に共の人を得なかったためか､其

の後四十一､二年頃は極めて貧弱な仮綴雑誌の膿我のものが配布せられてゐたことを記憶し

てゐる｡当時の雑誌は鎗りに何処にも其の古本さ-保有されてゐない始末で著しい没落であ

った｡処が明治四十二年末に至 り吾等の先輩親泊朝擢氏が教育会幹事に抜擢され､筆まめな

同氏の努力によって､山口瑞雨先生揮童の芭蕉図案の表紙で前例のない程美しい内容も比較

的豊富な r沖縄教育jが東京≡秀社で印刷され毎月発行となって､教育界に清新の気を注い

で呉れることになった｡｣

ここでいう ｢仮綴雑誌｣がタブロイド版の F沖縄教育Jを指しているとすれば､編纂委員

を増やし､組織的に編纂作業を進め､毎月の定期発行を実現させるなど雑誌の ｢改良｣を試

みたが､それは不十分であり､ ｢改良｣などと言えるものではなかったということだろう｡
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そうではなくて､島袋の言っていることがタブロイド版から ｢仮綴雑誌｣-の転換であり､

タブロイド版が評価され ｢仮綴雑誌｣が評価されないものだとしたら､その貧弱さの程度は

その比較からいって､よりいっそうひどいものであったと推測される｡また､親泊が編集に

関係した 『沖縄教育』が表紙も美しく､内容も充実し､毎月定期発行されたといわれている

が､彼が編集兼発行人として奥付に名を出している第60号の目次 (F那覇市史だより』第8

･9･10合併号参照のこと)や表 1の発行号数からもそのことが裏付けられる｡このように

雑誌の充実が見られる一方で､沖縄県教育会を振興させる案として語られた片山県税学の次

のような否定的な見方もこの頃あった｡この見方は､大正12年末までの r沖縄教育jの不活

発さの原因の一つとも考えられるので紹介しておこう｡

｢本県教育会として比較的多額の経費を要するものは雑誌の発刊にあるが如し 雑誌は固

より必要あらん 然れとも今日の如く多数有益の雑誌発刊せらるる時代に於ては県教育会雑

誌は必ずしも必要欠く可からさるものにあらす 経費に於て余裕あらんか雑誌の発刊不可な

しとせす 然れとも雑誌の発刊は比較的多額の経費を祢つの現状なりとせは大に考慮すへき

ことにあらすや･････---余は本県の如き現時の状態に顧みるときは宜しく雑誌は是を縮少し一

年二三回の発刊に止め是れか費用を他に転し差当り急務を感する教員の養成又は社会教育の

施設に用ゆる方可なりと信す｣ (片山県視学 ｢県教育会振興策 (-)｣｢沖縄毎日新聞｣明

治44年4月9日､ Ft沖縄願史 18j所収)

つまり､当時沖縄県の教育会には機関誌紙発行以外に展開しなければいけない差し迫った

事業があり､そのための経費を,機関誌紙の経費の節減を図ることで実現すべきであると､

片山は主張しているのである｡おそらく片山は､会費値上げのことも考慮 したであろう｡し

かし､それは明治39年の時に見送られているように会員の抵抗が多かった｡それならば､39

年の時と同じく､機関誌の ｢改良｣を口実に経費の削減を図ったようなやり方をしたほうが

よいと､考えたのではないだろうか｡広島県教育会が新聞紙のような三頁立ての機関誌を年に

4､5回発行するだけであると ｢県教育会振興策 (-)｣の中で紹介をしているが､そうし

た他県の動向も参考になったのであろう｡ただ､片山の主張は直ちには受け入れられなかっ

た｡片山の主張のようなことが実現するのは､表 1からも分かるように､大正3年の第96号

から大正12年の第130号以前までの 円中縄教育』においてであった｡当時の F沖縄教育』の

様子を､島袋は先に示した論稿の中で､次のように紹介している｡

｢其後親泊氏は都合によって編輯主任を辞したので､機関誌は願学務課内の視学属等役人

の手によって片手間に編纂されることになり､大正七年六月第百十三髄より願視学馬場定一

氏､第百二十六我は属田村浩氏が編輯人となり､多忙極まる行政の傍ら毎月雑誌を編纂する

ことは困難な事業で､遂に名案を考へた結果､各郡市号を次々と出し､当該部会に一切の材

料を提供せしめた｡しかし､之も長続きする筈はなく再び編輯専任幹事を置くこととなり大

正十二年十月現琉球新報主筆たる又書康和氏を抜擢して敏腕を振るって貰ふことにした｡此

に於て r沖縄教育』は一躍其のレベルを高め中央学会諸名士の論説を掲載する等大に充実し､
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未だ嘗て見ない権威ある雑誌となるに至った｡｣

ここには､熱心な編集者がいなくなったことや後任の多忙化が相侯って､ 『沖縄教育』が

不振になったことが述べられている｡同様なことを末原貫一郎が ｢本誌の復興に就て｣(F沖

縄教育』第130号,大正12年11月発行)で述べている｡第130号以前の発行状況がよく分かる

ので､それを紹介しておこう｡

｢仰も､本誌が沖縄教育なる名称の下に､刊行せられたるは明治四十三年親泊朝擢君を聴

し､月刊雑誌として発行したるに始まり､大正六年に至る｡爾来主任者の鉄除と共に､年二

回又は三回の発行によって､其の責を塞きしと錐も学勤課員の労徒に多くして､経営極めて

困難なり.当時一部識者の間に､各都市親を発行す-Lとの議あり｡大正十年始めて､宮古

号を刊行 してより島尻､国頭､中頭各郡我に及ふ｡此等各郡境は紙数二百頁乃至三百頁に達

し､内容豊富､諸種の研究亦見るへきものあり｡願下教育界の指針として､貢献せるb･の砂

なからず｡然れども紙数膨大にして､恰も著書の観あり｡経費に多額を要して､年内に二回

若しくは三回を越ることを許さす｡｣

発行状況に関して言えば､親泊が編集者の地位から退いて以降は,年2回乃至3回の発行

であり､大正10年以降も各郡市号で大部のものであったが､年2､3回は変わらなかったと

いうことが分かる｡大正10年以降は労力の面から､しかしそれ以前は労力と経費節減の面か

ら年2､3回の発行となったようにもとれる｡その評価は簡単に下せないが､親泊の後任の

馬場や田村も県視学や役人であり､片山の身近にいた人物達であるという点を考えると､片

山の主張に同調する気分があって結果的に 『沖縄教育』の不振を招いたのではないかとも考

えられる｡この点は､今後の検討課題の一つである｡

ところで､第130号から第168号までの 『沖縄教育』は､毎月の定期発行を一時実現させる

など､比較的号数を重ねたが､その背景には会の機関誌についての見方の転換と 『沖縄教育』

の独自性への認識があったと考えられる｡末原の先に示した論稿にある次の言葉がそのこと

を示していよう｡

｢各府願に於ける､教育雑誌発行の趣旨を按するに､教職者各自の研究の結果を発表して､

府解教育の故陥を摘発し､其の改善を図り､更に教職者各自の意志交換の具とするにあるが

如し｡教職者の勤勉は日を追ふて新なる研究､古きものの欠陥を発覚しつつあり､深淵なる

学術的研究も､日々に現れむとす｡此の種貴重なる研究の結果を網羅するが為には､年2回

又は3回の刊行を以てしては､到底其の要求を充すこと能はす｡之れ各府県に於て､教育雑

誌の発行を月刊とせる所以なりとす｡殊に教育雑誌か教育者各自の意思交換の具たり､夏期

講習を除きては､殆むと対談の期なき教育者避近の機関としては､毎月発行の極めて有意義

なるを信す｡｣

｢本誌か多数教育雑誌の間に介在して､意義あるは只沖縄を主題とし､沖縄特有の雑誌た

るにあり｡然も此の意義に於て本誌発行の必要緊切なるを思ひ､本誌の刷新を企図して､教

育界機関に図るところあり｡会員諸君亦提出事項を熱心討議せらる｡或は其の時宜を得さる
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ことを主張せらるるあり｡或は本誌の経過を叙 して､経営の至難なることを諭せらるるあり｡

黙れとも本誌月刊発行の趣旨に関しては､一人の異議者なし､幾多の注意と研究の後全員一

致の賛同を得､義に本誌復興の第一髄を発行するに至る｡｣

r沖縄教育』の毎月発行が､教月同士の意思交換や避近のための必要性､及び沖縄を主蓮

とする沖縄特有の雑誌であるという性格から求められていることがうかがえよう｡特に F沖

縄教育jが､沖縄を主題とする沖縄特有の雑誌であるという主張は､それまで見られなかっ

たものであり､ ｢沖縄教育と近代学校に関する研究｣の上からは注目される事実である｡ ｢琉

球教育｣から ｢沖縄教育｣への改題が､沖縄教育の ｢日本化｣･｢皇民化｣の教育化の推進

であったとすれば､末原の推進する 『沖縄教育』の月刊化は沖縄教育の主体性を自覚する活

動であると考えることができよう｡そして､末原が同じ論稿の中で ｢本県の置願は､内地各

藩に遅るること八年､願制の施行せられたるは､明治四十三年なりと云ひ､初等教育の普及､

中等教育の内容等今尚改善の除地砂からす｣ と言い､続けて ｢加之地は帝国の南端にありて

亜熱帯に属す｡夏日炎天を射る太陽､秋夜無塵の空に澄み亘る月光､地平線上に涌出する怪

雲等､天象地象的特異の趣あり｡斯の如き環境を背景とせる願人亦特異の性格を有す- く､

特異の文物制度を具備すへきは自然なり｡従って左に現出する雑誌沖縄教育か他解の其に比

して､特異の色彩を具備すへさは必然なり｣と叫ぶ時､日本の近代学校の教育のレベル-の

到達を目標にしつつ､沖縄教育としての独自な発展が追究されていたとみることができる｡

ところが､又吉康和､国書兵曹 (大正15年から昭和4年4月まで編集を担当)と続いたあ

たりまではその精神で発行されていたが､国吉が退いた後3､4カ月空白が生まれると､そ

の後は県教育会の代議員会の決議により経費等を考え､昭和 4年9月から昭和 8年に島袋源

一郎が編集を担当する頃まで､隔月の定期発行を原則として発行するようになっていく｡そ

うして､毎月の定期発行が実現するのは､昭和 8年3月に発行された200号からで､昭和17

年5月に発行された第309号までその状態が続いていくのである｡その辺の事情を､島袋源一

郎は次のように述べている｡

｢同月 (昭和 7年10月のこと- 梶村)比嘉主事 (重徳のこと- 梶村)退職 し､島袋源

一郎代わって就任同十一月には予定の職員録を出し､翌昭和八年一月より経費の捻出を計っ

て毎月刊行に引直した結果､投稿者並に読者に多少の関心を繋 ぐことを得且従来鹿児島市に

於て印刷 してゐたのを那覇市内に於て印刷せ しむることとし､其の刺激によって印刷 も漸次

向上するに至ったのは事実である｡然るに主事一人にて庶務会計並に昭和会館経理､教育参

考館の施設一切を切廻さねばならぬ事情があったので､到底其の負担に堪-兼ね､之より半

歳の後現幹事有銘興昭君を編輯主任として採用 し､以来不振の状態にあった本誌も精神溌刺

の気を以て鮮やかに隆々たる発展振 りを示 し今日では小冊子ながら他府願の教育雑誌に比 し

ても遜色なく先づ相当な内容のものを出すことになった｡｣(｢F沖縄教育｣変遷と思ひ出｣)

これを見ると､島袋､有銘と編集に人を得たことが毎月の定期発行 と内容の充実につなが

っていったことが分かる｡そして､そのことは 『沖縄教育』の消長に深 く関わる問題であっ
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た｡今まで見てきた 『沖縄教育』の歩みがそのことを物語っている｡また､有銘が昭和17年

かあるいはその翌年かに編集から退いたことは､昭和18年4月発行の 『沖縄教育』の第318

号の奥付にある編集兼発行人の名が武吉良達である点からも確認することができた｡その交

代が､ 『沖縄教育』の第310号から第317号までの間における毎月の定期発行の乱れにつなが

ったのではないかと考えられる｡そして､その後は廃刊まで武富が編集していたのではない

かと考えられるが､原本が未発掘なためそのことを確認できないでいる｡

以上述べてきたことを整理して言えば､ 『沖縄教育』は絶えず教育会の経費節減策と編集

者の確保という点で問題を抱えており､その間題に対する解決策が 『沖縄教育』の消長を決

定していたということである｡経費節減が強調される時,機関誌紙の発行号数の制限や頁数

の削減となって現れる｡一方､会員の 『沖縄教育』の固有の意義や機関誌活動に対する理解

が深まったり､実務的にもすぐれた見識ある編集者が確保されると､ 『沖縄教育』の発展が

見られるのである｡その両面の反映が､ 『沖縄教育』の表 1のような不統一な発行状況とな

っているのである｡そして､そうした 『沖縄教育lの発行状況は､ 『琉球教育』からの改題

の意図を結果的に阻害する役割を､振るわなかった時期には果たしたということである｡ 『沖

縄教育』の性格を解明する際は､そうした発行状況の消長をも内容の分析とともに考慮する

必要があるだろう｡さらに､付け加えておくと､ 『沖縄教育』が沖縄を主題とする沖縄特有

の雑誌であるという認識が広がり､沖縄の特異性に着目したことは､沖縄教育が ｢日本化｣･

｢皇民化｣の教育化の枠組に収赦することに対する批判につながるものであったと考えられ

る｡ 『沖縄教育』の可能性として押さえておきたい点である｡

3 『沖縄教育』の性格

『沖縄教育』が 『琉球教育』を改題したものであることは先に述べた通 りであるが､その

前身を探っていくと明治19(1886)年6月30日に創刊された 『沖縄私立教育会雑誌』にまで

遡ることができる｡この雑誌は､同年の 1月25日に220余名によって設立された沖縄私立教

育会によって発行されたものであるが､島袋源一郎の ｢『沖縄教育』変遷と思ひ出｣によれ

ば､この雑誌の形態は ｢四六版四髄活字表紙も新聞用紙八十八頁｣であった｡その内容は､

公布､勅令､省令､願達､論説､教育嚢報,寄書といったもので構成されていた｡しかし､

雑誌は創刊号の後が続かず､明治20年2月に 『沖縄願私立教育会記事』が 『沖縄私立教育会

雑誌』と同じ体裁で発行された｡二誌の違いは､ 『沖縄願私立教育会記事』が75頁となり､

頁数が13頁程減少したことだけで､公布､論説､嚢報など掲載された内容は､ 『沖縄私立教

育会雑誌』と同様なものであった｡隔月1回の発行で､14回位発行されたという｡

ところが､翌明治23年11月 (7月という説もある)に､休刊していた 『沖縄私立教育会雑

誌』の第2号が発行された｡以後､3カ月に1回の発行とされたが､沖縄私立教育会の名称

が沖縄願私立教育会-と変更されたのに伴い､翌年2月に 『沖縄願私立教育会雑誌』と改題

されて発行された｡その体裁は､5号活字､ ｢赤模造表紙｣で､頁数は4､50頁程度の雑誌
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であった｡内容は､論説､学術､本会記事､官令､抄録､雑報､質疑応答であったという｡

この雑誌は､隔月発行で､明治28年8月頃第26号を以て終刊となった｡その原因は､第25号

の付録として作成した愛国的な内容の F征清録Jの配布の差し止めであった｡このことを契

機に 『沖縄県私立教育会雑誌Jは F琉球教育』と改題され､明治28年10月に発行されること

となったのである｡ ｢琉球教育｣への改題に際しては､ ｢沖縄教育｣を支持する会員との間

で論争があったことは既に述べた通りである｡創刊号の主たる記事をながめると､学術､本

会記事､嚢報､官令､広告である｡この内容も第100号を見ると､論説､学術､教授及訓練､

文林､雑録､嚢報､本会記事､法令､広告となっており､創刊号当時よりも充実していった

ことがうかがえる｡特に､教授及訓練の欄が設けられたことは､教育実践に関する関心の高

まりを反映したものとして注目されるものである｡そして､日清 ･日露の両戦争とその勝利

を契機に ｢国民精神｣が盛り上がり､よりいっそうの沖縄教育の ｢日本化｣･｢皇民化｣の

教育化を図るために F琉球教育Jを改題して､明治39年3月に F沖縄教育lを創刊したので

ある｡

r沖縄教育jの発行母体は沖縄教育会である｡この組織は､沖縄願私立教育会を明治31年

に改称した社団法人 ･沖縄教育会を明治37年に改称して成立した半官半民の教育団体である｡

この組織は､大正4 (1915)年にもう一度改称し､沖縄解教育会を名乗るようになる｡

以上､ r沖縄教育』の前身を遡ってきたが､ F沖縄教育｣が教育会の機関誌紙であるとい

う性格は変わっていない｡だから､ F沖縄教育jの創刊号の ｢会報｣において報道された雑

誌の編纂方針にある ｢雑誌掲載項目｣の内容は､雑誌を縮小した上で決定されたものである

から､教育会の機関誌紙として最低限必要なものを示したものと考えられる｡それを示して

みると､(1)主張､(2)論説､(3)学説教務､(4)教育資料､(5)思潮､(6)雑録､(7)嚢報､(8)文苑､(9)

会報､(1(》法令､となる｡この枠組みで具体的にどのような記事や論稿が掲載されているのか

VII中縄教育』の創刊号を例に見てみよう｡

まず､(1)主張の欄には ｢戦後教育の一方面｣と題する､教員の生活や活動に対する反省を

促す意見が掲載されている｡会月に対する指導 ･助言的意味合いの強いものである｡(2)論説

には､ ｢奈良原総裁の演説｣などが掲載され､啓蒙的な役割を果たしている0(3)学説教務に

は ｢方言矯正策｣､ ｢訓練につきて｣という教育実践に関する報告が掲載されている｡(4)の

教育資料には､ ｢如何はしい普通語に就いて｣という研究報告が掲載されている｡(5)思潮に

は ｢時事短評｣､ ｢自然美芸術美と趣味的設備｣､ ｢偶感｣､ ｢時事漫筆｣が掲載され､会

貞同士の交流の場となっている｡(6)雑録 ･(7)嚢報には､ ｢妃念結婚式調｣､ ｢中学校入学志

願者及試験の概況｣､ ｢島尻郡教育｣､ ｢中学校の学友会｣が掲載され､社会 ･文化 ･地域

の教育についての情報を提供している｡(8)の文苑には､原稿が間に合わなかったためか何も

掲載されていない｡(9)会報には､ ｢臨時給集会｣､ ｢評議員会｣､ ｢雑誌編纂委員の嘱託｣､

｢雑誌編纂委員会｣､ ｢教育倶楽部設立委員嘱託｣､ ｢会員移動｣､ ｢会員領収証｣､ ｢寄贈

雑誌｣の記事と､教育会内の人事や組織､事業､活動などに関する記事が掲載され､会月-
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の連絡や報告が行なわれている｡

これらのことから言えることは､沖縄教育会が教育者を中心とする会月によって組織され

た教育団体であるために､教育に関する情報 (法令など教育行政に関するもの､教育理論に

関するもの､教育実践に関する会員の報告など)や､教育会の活動に関する情報 (総会など

の集会､組織､人事､事業など)､会員同士の交流を図る記事や文芸などが､記事の主要な

ものになっていることである｡そして､その他､会員の社会的文化的関心を促すための記事

(学術など)や､会員にとって必要な地域 (教育を含む)の情報が掲載される形になってい

るということである｡そして､これらの記事をとり上げることは､ F沖縄教育Jの編集の基

本方針として継承されていく｡そのことは､ ｢付録｣として後で紹介する予定の r沖縄教育』

の目次からも確認されるであろう｡

以上のことは､ 『沖縄教育Jに限らず教育会の機関誌に共通する性格であろう.そして問

題なのは､そうした性格の他に､時局の動きや沖縄という地域に関する課題などへの対応が

r沖縄教育jにおいてどのようであったかということである｡教育会が半官半民的な性格を

もつ教育団体であるために､時局や沖縄教育への認識の有り様によって､会の方向性が変わ

り､雑誌の性格に反映するだろう｡たとえば､ r沖縄教育Jの創刊には､沖縄教育の ｢日本

化｣･｢皇民化｣の教育化の推進が意図されていたことを先に述べたが､創刊号に掲載され

た ｢方言矯正策｣や ｢如何はしい普通語に就いて｣といった実践報告や研究の中に､そのこ

とが反映していたと思われる｡この言葉の問題は､ r沖縄教育』の歩みの中で絶えず間蓮に

なったことがらであり､そのことは昭和18年 4月に発行された r沖縄教育l第3)8号におい

て ｢標準語励行運動展開｣として特集されていることからも理解されるだろう｡一方､大正

期の教育改造の気運を察知し､子どもや地域に即して教育を考えるようになると､ F沖縄教

育』が担おうとする ｢沖縄教育｣の特異性が強調されるようになる｡先に紹介した末原の

｢本誌の復興に就いて｣の一文はそうしたものの一例であった｡また､その文が掲載された

『沖縄教育』の中には､ ｢本誌をして願文化運動の機関たらしめよ｣という宮平鹿行の文章

が掲載されているが､その中に大正新教育からの影響を認めることができるのである｡

｢今や願下の教育はプロゼクトメソード､ダルトンプラン新教育法の研究が漸次旺盛にな

りつつあるのは喜ぶべき現象であるが何れも近代思想の影響を受けて居るに拘はらず末流の

みに掲蹄せる感がある今少しく眼を大にして思想的に研究し学問的に論談して根本に触れる

必要があると思ふ｡要するに人間性目醒め然る後に教育の根本方針を樹立したい此の意味に

於て雑誌沖縄教育は単に型に散まった教育雑誌とせずして材料を多方面に蒐集し以て願文化

運動の機関たらしめたい｡｣

以上のことを整理すると､ r沖縄教育』には､沖縄教育の ｢日本化｣･｢皇民化｣の教育

化を推進する流れがあるが､必ずしも揺るがせにできないものではなく､機関誌の縮小や性

格の変更を通じて､子どもや地域に即した､しかも近代思想に連なる ｢異なる沖縄教育｣の

可能性を模索できるものであったということが言えよう｡しかし､ 『沖縄教育』のそうした
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可能性を発見し､現実化 しうる主体の形成が行なわれなければ､実際のところ難 しい｡その

主体をどこに兄いだすか､今後に残された研究課題である｡

終わりに

F沖縄教育』の創刊の背景には､沖縄教育の ｢日本化｣･｢皇民化｣の教育化を推進する意

図があった｡ F琉球教育jからの改選は､そのことを示すものであった｡しかし､発行状況

からそのことをみると､ r沖縄教育』の縮小化 (発行号数の減少､頁数の削減､未発行)や､

性格の変更を意図する動きもあり､創刊時の意図が必ず しも常に貫徹 していなかった｡ 『沖

縄教育』の性格を考える場合､そうした状況を加味 して分析 していかないと､一方的に ｢日

本化｣･｢皇民化｣の教育化を推進していたという評価だけになってしまいがちである｡ま

た 門中縄教育』の ｢日本化｣･｢皇民化｣の教育化の推進の流れと異なる別な沖縄教育の可

能性については､それを担う主体の形成という問題とともに今後の検討課題である｡

最後に､ 『沖縄教育jについて､発行状況を大分明らかにできたが､原本のさらなる発掘

を行い､その全体像を明らかにするという課題が残っている｡その意味で､本小論は､そこ

にいたる中間報告という性格をもつものである｡

[付録] 『沖縄教育』の判明分の目次

以下の目次は､ r沖縄教育』の新たに判明したものに関するものである｡体裁は､ r那覇

市史だより』の第8･9･10合併号に学んでいる｡すでに判明しているもので､ここに掲載

されていない部分の目次については､ 『那覇市史だより』の合併号を参照していただきたい｡

第 1号 (明治39年3月25日)

㊥主張 戦後教育の一方面/㊥雑録 吾が十年 会貞 摺/㊥論説 ○奈良原総裁の演説/

○吾人の所謂商業教育の日的 会員□□生/○誇大したる自覚心を拝す 会員 岡村紫峰/

㊥学説教務 ○方言矯正策 会員 上原孤峰/○訓練につきて 会員 渡嘉敷隆明/㊥敦育

資料 ○如何はしい普通語に就いて 会員 /㊥思潮 〇時事短評 会員 山川生/○自然

美芸術美と趣味的設備 会員 岡村紫峰/○偶感二三 会員 山川生/○時事漫筆 会員

上原孤峰/㊥会報 ○臨時給集会/○雑誌編纂委員会/○教育倶楽部設立委月嘱託/○雑誌

編纂委月会/○会員異動/㊥雑録嚢報 ○紀念結婚式調 会員 樺山南陸/○島尻郡教育/

○中学校入学志願者及試験の概況/○中学校の学友会/○廃物利用の好適例/○那覇区青年

団/○島尻郡の学校園/○島尻郡十五ケ間切組合実業学校補助/○那覇教員協会の定期会/

○南風原の慈喜函/○豊見城間切二校分設/○教育者の遠足会/○糸満水産校へ他府県より

入学照会/○会員領収証/○寄贈雑誌
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第 2号 (明治39年4月15日)

㊥主張 就学奨励について/㊥論説 産業組合を論ず 会員 樺山純一/㊥学説教務 租税

に就て 会員 □□生/㊥教育資料 ○如何はしい普通語に就いて (承前) 会員 市川敬

夫/○予が小学校に於ける理科教授の経験 東京市早稲田小学校訓導 宮本彦三郎/㊥思潮

○気□万丈其- 中山生/○時事短評 会員 山川生/○偶感二三 会員 山川生/㊥嚢

報 ○文部大臣の更迭/○医術開業試験/○農業科児童用筆記帳/○理科児童用筆記帳/○

県下各学校学級数/○師範学校高等女学校卒業証書授与式/○本科卒業生/○高等女学校卒

業生/㊥中学校嚢報 ○卒業式/○卒業生氏名/○知事の告示/○職員の勤怠/○生徒の勤

忠/○学年末成績/○入学志願者/○卒業生/○卒業生の志望/○中学修学旅行/○謝恩会/

○新学年教科書/○入学生体格検査/○養秀学校修業証書授与式/○那覇商業学校記事/○

中学校校外取締/○那覇各小学校校外取締/○那覇区各小学校卒業証書授与式/○私立那覇

幼稚園/○小学校の組織変更/○書屋武校実業学校参観/○豊見城青年会の学事奨励/○幻

灯器械の寄付/○島尻郡教育品展観会/○島尻郡部会の派遣委員/㊥会報 ○評議員会/○

会員異動/○雑誌編纂委員会/○連合教育会派遣委員/○会費領収書/○寄付雑誌

第6号 (明治39年8月15日)

㊥主張 本県産業界ノ状況ヲ述べテ実業教育二及ブ/㊥論説 ○沖縄県普通教育の進歩 会

員 統計博士/○主張 在真壁 会員 山川生/○教員に研究の余地を与ふべし 会員 孤

島浪人/㊥学説教務 ○所感 会員 無名氏/○生物の生活現象に就て 会員 安里清政/

㊥思潮 ○洞昔 会員 東浜/○漫筆 会員 中山生/○偶感 会員 天黄/㊥教育資料

無題 (各県の綴方作品の紹介) 会員 本松滴翠/㊥雑録嚢報 〇二部長の更迭/○講習会

開会/○久米島教育品展覧会/○仲西尋常小学校及学区内情況 (西瓜会/教育品展覧会/本

校卒業生の集会/屋富祖青年団の集会) 仲西漢那報/㊥会報 ○評議員辞任/○評議員会/

○副会長/○夏期講習会/○会員異動/○寄贈雑誌/○会費領収

第7号 (明治39年9月15日)

㊥主張 八月十二日教育総会に於ける奈良原総裁の演説/㊥論説 樺太島に関する地学的知

識の変遷 小林房太郎/㊥学説教務 ○貨幣を論ず 会員 樺山純一/○改正体操に就て

岡村紫峰/㊥思潮 ○屑々録その- 偶感子/○所感 本校滴翠/○続教育我観 岡村紫峰/

㊥教育資料 ○無題 (承前 ･各県の綴方作品の紹介) 会員 本松滴翠/○体育衛生百話/

㊥雑録 武笠教授の講話 (文体､言文一致などについて)/㊥桑報 ○中頭郡夏季講習会の

状況/○野村氏の賞与/○志賀重昂氏の近状/○中学校嚢報/○那覇商業学校記事 (修業式

と終業式/行商生/教員異動)/○文部省中等教員検定予備試験問題 (国語及漢文/地理科/

博物 (動物及生理)料/裁縫科)/㊥会報 〇第二十回総会 (庶務報告/役員の異動/会員

の異動/本会夏期講習会)/○会員異動/○寄贈雑誌/○会費領収
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第 8号 (明治39年10月15日)

㊥論説 ○樺太島に関する地学的知識の変遷 小林房太郎/○小学校実地授業参観より得た

る算術教授法所感 会員 稲垣隆太郎/㊥学説教務 ○貨幣を諭す (承前) 会員 樺山純

一/○地理と人生 会員 松魚山人/㊥思潮 ○屑々録その三 会員 偶感子/○続教育我

観 会員 岡村紫峰/㊥教育資料 ○修身科教授注意要項 沖縄師範学校附属小学校/○無

題 (承前 ･国頭郡児童の綴方作品の紹介) 会員 本松滴翠/㊥嚢報 〇第三回国頭郡教育

品展覧会並に重要物産品評会の状況 会員 秦蔵書/○那覇区立那覇商業学校嚢報/○首里

区立工業徒弟学校卒業式/○早稲田大学の文学科講義/㊥会報 会員異動

第9号 (明治39年11月15日)

㊥論説 本会総会に於ける江藤代議士の演説/㊥学説教務 ○小学校理科教授について 会

員 重藤利一/○高等小学校商業科教授法に就て 那覇区立商業学校教諭 石川於兎書/

㊥ 教育資料 実験せる育児談 会員 某女教員/㊥思潮 有絃無絃 玄々洞/㊥雑録 教

育小観 (承前) 会員 天夢山人/㊥嚢報 ○師範高女連合大運動会記事/○中学校嚢報/

○特命検閲使随員の来県/○大運動会/○中頭郡教育品展覧会雑感 (-､書方/二､綴方/

三､図画/四､手工科/五､意匠製作品/六､色々)/○国頭郡教育品展覧会記事 (委員の会

令/会場の設備/陳列室/報告書/縦覧人/本県小学校教員試験検定/県属と検定委員)/㊨

会報

第10号 (明治39年12月15日)

㊥学説教務 ○執意及び注意に関するティチエナ-氏の新説を述べ第三意識的要素の有無に

関する氏の意見に及ぶ 訳者 在広島 会員 志書屋孝信/○小学校理科教授について (承

前) 会員 重藤利一/○高等小学商業科教授法 (承前) 那覇商業学校教諭 石川於兎喜/

○体操科の生理的目的 会員 外聞完用/㊥思潮 紀律的生活 会員 宮城天夢/㊥雑録

教育小観 (承前) 会員 天夢山人/㊥文苑 教育者の権威 会員 宮城天夢/㊥嚢報 ○

文部省英語夏期講習会 会員 牧田芳陽/○那覇商業学校嚢報/○中頭郡校長会議事摘要/

㊥会報 ○会員異動/○寄贈雑誌

第11号 (明治40年 1月15日)

○祝辞 (対皇室) 沖縄教育会会員/○新年松 (短歌) 源繁/○新年の辞/㊥論説 海賊

と海運 会員 樺山南陸/㊥学説 ○官生騒動に就て 会貞 伊波普猷/○小学校理科教授

について (承前) 会月 重藤利一/○唱歌教授の片々 (-) 会員 錦城子/○読み方教

授の一二節 会月 佐久本嗣由/㊥文苑 聖き教壇に立ちたる教師 会員 宮城天夢/㊥雑

録 ○ペスタロツチ先生の紀念会 (ペスタロツチ先生の伝及主義/ペスタロツチ先生の歌)/

○兵庫県印南郡大塩村の就学奨励会/○漁者徳蔵の言 罵天生/㊥運動界 美里通信 美里
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校内 謎哉子/㊥本会記事 ○常集会/○講話会/○会員異動/㊥法令 文部省第十九号

第12号 (明治40年 2月15日)

㊥論説 ○沖縄県の植物帯上より看たる殖産所感 林学博士 本多静六/○数学の基礎観念

(数学と経済との関係) 会月 伸本政世/㊥学説教務 ○官生騒動に就て (承前) 会員

伊波普猷/○地理と人生 (つづき) 会月 松魚/㊥思潮 洞音 会員 玄立洞/㊥文芸

○偉人 ｢ペスタロツチ｣ 会員 宮城天夢/O｢ペスタロツチ｣先生を懐ふ 会員 宮城

天夢/㊥雑録 教育小観(承前) 会員 天夢山人/㊥嚢報 ○小学校教員試験検定合格者/

〇第十三回小学校数月試験検定/○小学校教員検定臨時委員/○児童の友と勢力雑誌/○井

上文学博士の来県/○島尻郡高等科全体の学年会要項/○三重県だより/○東京博覧会中の

珍奇なもの (是迄に無い趣向と新 しき機械)/㊥会報 ○地方委員任免/○講話会/○評議

会/○臨時総会並講話会/○会員異動/㊥法令 文部省令第二号

第13号 (明治40年3月15日)

㊥主張 県是としての商業教育/㊥論説 ○精神修養法 (井上博士の演説)/○心理的妖怪

(井上博士の演説)/㊥学説教務 ○官生騒動に就て (承前) 会員 伊波普猷/○唱歌教

授の片々 (承前) 会員 錦城子/㊥思潮 消費組合と各学校 会員 チ-アイ生/㊥文苑

校歌 (国頭郡天銘尋常小学校) 会員 宮城天夢/㊥雑録 ○文学博士井上円了氏来県中

の所感 会員 仲本政世/○教育小観 (承前) 会員 天夢山人/㊥雑録 ○戯言 会員

平良静川/○本邦海底電線延長現況/○韓国の人口/○会告/㊥嚢報 ○美里小学校に寄付

金/○県税学の新任/〇第十五回大南区域研究会状況 (南風原通信)/○美里通信 謎哉子/

○本会記事 (誌編纂委月会/会員の異動)/○新発明教授器具

第15号 (明治40年 5月15日)

㊥学説教務 ○中頭郡第一区隣校研究会に於ける伊波文学士の講演 琉球史の梗概並に社会

化 (承前) 天来子/○唱歌教授の片々 (承前) 醸城子/㊥思潮 精力集中と教育 (承前)

会月 城間岩大/㊥文苑 ○春の主神 会月 宮城天夢/○春陽の歌 会月 宮城天夢/

㊥雑報 ○振天府拝観 会員 秦蔵書/○教育小観 (承前) 会員 天夢山人/㊥五行欄

○真の教育家 会月 某/○ハイハイ教授 会員 滴翠/○部分教授 会員 滴翠/○活気

の誤解 会員 滴翠/〇時間の経済 会員 奥北/〇時は金権 会員 奥北/○本県教育界

の発展 会員 侠骨/○講習会教育品展覧会 会員 侠骨/○他府県視察 会員 侠骨/○

学校清潔法 会月 侠骨/○名和昆虫所農学校/㊥嚢報 ○小学校教育効績状及賞金授与/

○実業学校の組織変更/○英訳勅語/○普通教育奨励費/○小学校教員検定試験合格者/○

那覇商業学校講演大会/○新築落成式と展覧会/○名護長距離競争
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第16号 (明治40年 6月15日)

㊥論説 ○無題 (慶応幼稚舎を参観 しての感想) 秦蔵書/○小学校教員の職責 会員

渡嘉敷唯明/○英語研究の必要 会貞 子守山人/㊥学説教務 ○作文科教授問題に就きて

会員 虎渓子/○操行調査法 (-) 五代赤陽/○唱歌教授の片々 (承前)/㊥教育資料

方言集 沖縄県師範学校附属小学校/㊥五行欄 ○学校園 会月 滴翠/○自然的 会月

滴翠/○学校園 (-) (主要目的) 寒敦子/○学校園 (二) (と趣味教育)/○学校園

(≡) (設計の-)/○学校園 (四) (設計の二)/○学校園 (五) (設計のみ)/○学校

園 (六) (効果の-)/○学校園 (七) (効果の二)/○学校園 (八) (効果の三)/○敵

討 (-) 会員 白水/○敵討 (二) 会員 白水/○真の上手 会員 新垣/○問題 会

員 桃原蛍火/○教育者の責任 西原清月/○日本人の気質 会月 清月/○言語 (-) 会

員 山川生/○言語 (二) 会員 山川生/○談言 (-) 会員 春山外史/○談言 (二)

会員 香山外史/○談話 (≡) 会員 春山外史/㊥文苑 ○野べのさすらひ 会月 宮

城天夢/○自戒 在京 山川生/㊥雑録 ○妾想塚 会員 富原白水/○思のままに 会員

青山生/○所感 会月 天夢山人/○斬馬録- 会員 椿陰/○茶話 (お帽を取っておは

やう 婦女新聞/英国と女教師の増加/熊蜂と馬の戦争/六十年勤続 大農園/写真と電線

理学界/吹込科/縮緬一匹に繭五千 京都府教育会雑誌/母 東京教育会雑誌)/○時事

感脳録 会月 島尻 喜瀬生/○日本弘道会夏期講習会/○与那嶺惟俊君の名誉/㊥桑報

○県立高等女学校校友会総会の景況/○玉城尋常高等小学校書き方科研究考案/○国頭郡手

工図画科講習会/○西原教育情況一班 (甲､幻灯会を催せ し事/乙､家庭の訪問) 会員

活月/@会報 ○会報/○会員の移動/○帝国教育会主催第六回全国連合教育大会 (第-日)

報告 本山常吉/○帝国教育会主催全国連合教育大会 (第二日) 報告 本山高書/○全

国連合教育会規則改正案/○同盟各教育会提出議案/○決議案

第17号 (明治40年 7月15日)

○会告/㊥学説教務 ○作文科教授問題に就きて (承前) 会員 虎渓子/○東京高等師範

附属′J､学校諸教案例 (読み方教案)/○明治四十年六月九日本部間切小学校第二回実地授業

批評会 謝花尋常小学校第三学年算術科 KN生/㊥教育資料 ○研究資料 迷信叢録 会

員 天夢山人/㊥五行欄 ○公徳 会員 南陸/○バック 会員 南陸/○公設水泳場 会

員 呑洋生/○甘いもの食ふて油断すな 会員 懸念生/○問題 会員 なにが し/○放浪

会員 なにが し/○龍城 会月 なにが し/○上策 会員 なにが し/㊥文苑 ○梯椿の

歌 会員 宮城天夢/㊥雑録 ○所感 (承前) 会員 天夢山人/○斬馬録 (承前) 会員

格蔭/○遅刻生取壊ひに就 きて 会月 商松生/㊥嚢報 ○高島平三郎氏 秦蔵書/○修

正国定教科書使用期/○国定算術書/○教員講習/○准教員の無試験検定/○実業学科講習

不応/○普通学科夏期講習会/○沖縄県立高等女学校近況 富永
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第18号 (明治40年8月15日)

(-)､ (二)頁分欠｡/○児童研究 会員 金城光/㊥文苑 ○月下の露 会員 宮城天

夢/㊥五行欄 ○謡曲 会員 南陸/○禅学 会員 南陸/○商士道 会員 南陸/○図画

教授の緩慢 会員 滴翠/○図画教授の方法 会員 滴翠/○普通免許状貝読者/㊥雑録

○井上 (囲了)文学博士の報告/○商品鑑定法 会員 南陸/○感想録 会員 天夢山人/

○研究資料 迷信叢録 (承前) 会員 天夢山人/○新 披露/㊥桑報 ○夏季講習会薫報/

〇本県立中学校各学年作文科に関する要項/○学事視察情況報告 乙号 (紀行の部) 安江

注氏通信 (第-回)/○夏季休業中の心得 首里尋常高等小学校/○図画講習会/○鮎茶活

花の講習会/○学事視察情況報告 乙号の二/○本会夏期講習会/○高島平三郎先生教育的

心理学講義要目第一講/㊥会報 評議員会

第19号 (明治40年 9月15日)

㊥論説 堺今小学校に於ける教授上の欠点 会員 瀧口文夫/㊥学説教務 ○煎海鼠 会員

南陸/○修身教授の一般形式 会員 五代赤陽/○研究資料 迷信叢録 (承前) 会員

天夢山人/@五行欄 ○承認の独立自尊 会員 南陸/○南洋経営 会月 商陸/○商業大

学論 会員 南陸/○重役兼任の幣 会員 南陸/○経済思想 と徳義心 会員 南陸/○脆

玉が小 さい/○講究題 其一 会員 アイ生/○講究題 其二 会員 アイ生/○講究題

其≡ 会員 アイ生/㊥文苑 ○詩人 会員 宮城天夢/○青葉のかげ 会員 宮城天夢/

㊥雑録 ○斬馬録 (≡) 会員 格蔭/○睡眠と長寿との関係 (防長教育より転載)/㊥蓑

報 ○孔子祭典会/○井上博士沖縄紀行/㊥会報 ○講習会講師来県/○夏期講習会

第20号 (明治40年10月15日)

㊥論説 ○徳教諭 会員 仲本政世/○現今小学校に於ける教授上の欠点 (承前) 会員瀧

口文夫/㊥学説教務 ○数概念の成立につきて 会員 秦蔵書/㊥教育資料 研究資料迷信

叢録 (承前) 会員 天夢山人/㊥思潮 消費組合 と各学校 (本誌十三号の続) 会員 チ

-アイ生/㊥五行欄 ○堅板に水式 と横板に雨式 萩廼舎/○学校教師顧無悦色乎否 萩廼

舎/○不法行為 会員 常識生/○形式よりも実質を取れ (-) 会員 天夢/○形式より

も実質を取れ (二) 会員 天夢/㊥文苑 ○秋の七種/○北山城祉 会員 宮城天夢/㊨

雑録 ○那覇区各尋常小学校概評 秦蔵書/○斬馬録 (四) 椿蔭/〇三十万円の雨 侠骨/

○小学校に於ける動植物に就て 抜渉子/㊥菜報 ○本会総裁の叙勲/〇本会長の叙位叙勲/

○名誉の教育家/○本県教諭の異動/○勅語趣旨実践方法/○フレーベル会の活動/○三大

辞書四大掛図の特価発売/○博士の現在数/㊥会報 ○知事に建議/○評議員会/○会員異

動/○雑誌編纂委員会/○八重山郡支部会創設状況/㊥法令 ○文部省令第二十七号/○文

部省令第三十号/○会告
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第21号 (明治40年11月15日)

(≡)頁から (八)頁までの六頁分欠｡/㊥論説 ○商業教育論 会員 辻文八/○体操科

講習の急務 会員 秦蔵書/○現今小学校に於ける教授上の欠点 (承前) 会員 瀧口文夫/

㊥秦報 ○皇孫殿下の日課及び御食事/○本会総裁の名誉/○学校園設置の如影響 (京都府

教育会雑誌)/○小学校教員駐在法 (雑誌日本の小学教師)/○本誌編纂委員会

第115号 (大正7年11月1日)

㊥主張 ○徳風の樹立 川部生/㊥論説 ○所謂民本思想と国民思想 保田詮次郎/㊥研究

○本県の気象 (-) 那覇測候所長 筒井百平/○本県樫諺 謝花尋常高等小学校長 島袋

源一郎/○郊外教授の実際 島尻郡第二大里校訓導 玉城正保/㊥雑録 ○商人の公徳 樺

山南睡/〇一年現役兵の制定に就て学務課 宮城生/○今夏出張旅行の印象 第-中学校教

諭 岩井勇/㊥文苑 ○閑話一百遺 文学士 開通楼主人/○わが思 野琴子/○わが周囲

岩井勇/○間適集より 間適斉同人/㊥菜報 ○大正七年九月二十八日 時局二関スル知

事ノ訓令左ノ後如シ/○故奈良原男ノ追悼会/○参事貞会代議員会及総会/○通俗文庫新購

入図書/○薯渓会の採択せる小年書類/○新刊紹介/○冬期講習会/○高等師範学校入学試

験問題/○辞令/○同人閑語/○奈良原男爵家より本会に寄付

学制頒布五十年記念号 (大正11年10月30日)

㊥勅語/㊥学制頒布被仰出書/㊥発刊の辞/㊥沖縄県教育第一編 〇第一章 沿革概説/〇

第二幸 初等教育附幼稚園/〇第三華 中等教育 (沖縄県師範学校/沖縄県女子師範学校/

沖縄県立高等女学校/第一中学校/沖縄県立第二中学校/県立農学校/沖縄県立水産学校/

沖縄県立工業学校/国頭郡各村組合実科高等女学校/首里市立女子工芸学校/島尻郡久米島

仲里具志川両村組合立女子工業学校/図書館事業に就て)/〇第四章 実業補習学校及社会

教育 〔-､実業補習学校/二､社会教育 (一､図書館附巡回文庫/二､教育会/三､青年

団体/四､育英事業/五､新聞雑誌)〕/〇第五章 都市教育 〔第一節 那覇市教育 (一､

小学教育の沿革/二､商業学校沿革/三､私立女子技芸学校/四､市立実科高等女学校/五､

実業補習学校/六､将来の計画/七､青年団､処女会)〕/第二節 首里市教育 〔小学教育/

実業学校の部 (首里区立工業徒弟学校/首里市立女子工芸学校/青年会､処女会の沿革現

況将来)〕/第三節 島尻郡 〔-､小学校沿革及現況/二､実業教育 (1､実業学校の沿

革及現況/2､実業補習学校の沿革及現況/島尻教育部会沿革大要/青年会の沿革及現況)〕/

第四節 中頭郡 〔一､小学校 (沿革/設置/設備及び施設)/二､実業補習学校 (設置/設

備/生徒及教師)/三､教育研究機関 (教育部会/隣校研究会)/四､学事奨励機関 (字学

事奨励会/学区域を中心とする学事奨励会/村に於ける学事奨励/模範児童表彰/学資貸費)/

五､社会教育機関 (青辛団/婦女会/向上会)〕/第五節 国頭郡教育 〔-､初等教育/

二､高等小学校設置/三､尋常高等併置/四､実業補習学校/五､国頭郡各村組合立農学校/
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六､実科高等女学校/七､国頭郡教育部会 (ィ､図書館/ロ､講習会/ハ､宣伝事業/二､

講演会/ホ､教育功績者表彰､○将来学事施設上須要事項)/八､国頭青年団 (-､沿革､

現況並に将来/二､各村青年団の事業/本郡青年団の将来/青年団の事業)/国頭郡婦女会

(沿革/ィ､処女補習教育/ロ､短期講習会/ハ､手芸品展覧会/二､趣味の教育/ホ､生

活改善/へ､体育奨励)〕/第六節 宮古郡教育 〔一､各小学校創立年次/一､沿革大要

(1,廃藩置県前の教育/2､廃藩置県後の教育)/二､現況大要 (-､尋常科正教員養成

所の設置/二､研究訓導の派遣/三､郡教育研究会/四､青年教育/五､青年修養会/六､

教育部会)/三､将来の計画 (一､学校内部の設備を充実せしむること/二､学校増築準備

積立金を設けしむること/三､貧困児童の救護法を設けしむること/四､農村的教育施設の

充実を計ること/五､女子実業補習学校の併置を計ること)/○数の上より見たる郡の教育

状況/○宮古郡教育部会の状況 (-､沿革の大要/二､現今の状況)/二､宮古郡青年団の

状況 (-､沿革大要､二､現況の大要)/三､宮古郡婦女会状況 (-､沿革大要/二､

現況大要)〕/第七節 八重山郡教育 〔八重山郡教育の沿革/二､八重山郡教育部会 (一､

沿革及現況の概要/其の他/三､処女会沿革及現況)〕/㊥第二編 教育回顧 ○本県教育

に関する余の回顧 那覇市立商業学校長 樺山純一/○本県教育上の回顧 第一中学校長

山口沢之助/○本県教育に対する余の回顧 東恩納寛文/○本県教育に対する余の回顧 東

風平小学校長 西原校 外間政曙/○本県教育に対する余の回顧 松元栄之薬/○本県教育

に対する余の回顧 比嘉重徳/○余の回顧 野原真安/○本県教育に対する余の回顧 他聞

昌喜/○余の本県教育に対する回顧 南風原英意/○本県教育に対する余の回顧 勝間益彦/

㊥第三編 思潮 〇一､記念講演 生物を支配する原則 八田三郎/○学制頒布五十年記念

懸賞論文審査概況/○当選論文 二等賞 一､自学独創的学習訓練の具体的方案 天妃校

比嘉永元/○当選論文 二等賞 一､自学独創的学習訓練の具体的方案 男子師範 宮良長

包/○当選論文 二等賞 -､自学独創的学習訓練の具体的方案 越来校 比嘉浩/○当選

論文 二等賞 一､自学独創的学習訓練の具体的方案 天妃校 渡嘉敷綜良/○当選論文

二等賞 那覇小学校/○付録 (小学校教員補充拾年計画案/学級数及男女教員累年比較表/

規在中等学校在籍生徒都市別調/-箇年間中等学校平均入学志願者/中等学校卒業生都市別

調)

第147号 (大正14年9月1日)

○巻頭言 乾副会長を迎へて/㊥主張 ○人心の緊張 羽田格三郎/㊥論説 ○古琉球芸術

伊東忠太/○差別の世界と自由/㊥俳句 ○夏七句 木花/○団扇 花女/㊥研究 標準

語と沖縄語との対照研究 (承前) 桑江良行/〇月雑話 河島剛/○他府県教育の実際を視

察して本県教育-の希望 大城安正/○退庁後/㊥詩歌 ○詩二編 (まひる/人生と食後)

山之口猿/○和歌 五月雨 川島涙夢/秩父宮奉迎の記 川島涙夢/或日の感想 山里端

月/静寂 仙子/北谷の浜にて 光市路/㊥雑纂 ○他府県視察所感 長嶺将起/○秩父宮
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殿下の台覧に供した舞踊 ｢天川｣に就いて 玉城尚秀/○風雨の伊計 -記者/○教育会総

会/○編集後記

第149号 (大正14年12月1日)

○巻頭言 明日の考察/㊥研究 ○他府県教育の実際を視察して本県教育-の希翌 (其の二)

大城安正/○読方教授の研究 兼本松栄/○小山画譜に現はれたる花井考 (-) 漠那浪

笛/○知識と体験と教育観 喜納政敦/○教育界に与-る言葉 在静岡 春雄/○標準語と

沖縄語との対照研究 (承前)/㊥雑纂 ○沖縄県青年団競技大会記/○末原氏書簡 県案内

｢琉球｣を寄贈せるに対 しての謝状/○沖縄県恩賜男女青年団体事業奨励資金/○編集後記

第198号 (昭和8年 1月10日)

㊥会館の落成を寿ぐ ○会館の建設に際して 沖縄県教育会主事 ･昭和会館主事 島袋源一

那/○開館式の前後と当日の概況/○昭和開館建設経過/○工事報告/○開館式式辞､工事

報告並祝辞祝電 〔○式辞 沖縄県昭和会館長 上村靖/○告辞 沖縄県知事 井野次郎/

○祝辞 那覇地方裁判所長 守安富太郎/○祝辞 那覇市長 照屋宏/○祝辞 各学校長総

代 沖縄師範学校長 豊田信勝/○祝辞 各教育部会並青年団総代 国頭郡教育部会長 ･国

頭郡連合青年団長 比嘉永元/○祝電〕/○昭和会館建設成りて 昭和会館理事 諸兄里朝

活/○昭和会館に対する感想 昭和会館理事 志喜屋孝信/○ことはぎ 昭和会館理事 川

平朝令/○昭和会館の落成を祝す 県立第一中学校長 胡屋朝賞/○吾等の会館 沖縄県立

水産学校長 粟屋協二/○昭和会館開館を祝す 那覇市立商業学校長 崎浜秀主/○昭和会

館の落成を祝す 島尻郡教育部会長 宮城久栄/○昭和会館の竣成を祝す 中頭郡教育部会

長 渡嘉敷真睦/○会館の建設と将来の希望 伊江小学校 名嘉原幸吉/○精神的会館へ

普天間校 比嘉博/○自覚だ､結束だ､吾等は 甲辰校 米国三郎/○会館の落成を祝し機

関誌の刷新を祈る 川島涙夢/○吾等の会館 普天閉校 松根星舟/○吾等の会館 新垣隆

一/○吾等の教育殿堂 与勝′ト学校 島袋正輝/○吾等の会館 越来小学校 石川ハツ子/

㊥講演 ○歴史と琉球の史蹟 文学博士 西田直二郎/○琉球民族の研究に就いて 文学博

士 喜田貞吉/㊥研究 ○おもろさうしの読方 島袋仝発/○国語読本に現れた古事記の神

話及伝説 富里正光/㊥雑纂 ○本県奏任小学校/○他府県学事視察派遣/○全国小学校長

会議/○各校の創立記念式/○初等教育研究会評議員会/○県下中等学校訓練部打合会/○

県下中等学校数学研究会/〇九州沖縄八県連合教育会理事会/○全国師範学校長会協議/○

沖縄県昭和会館使用規定/○沖縄県郷土研究会会則案/○昭和会館だより/㊥編輯室より

烏袋/○御断り 島袋
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第224号 (昭和10年 4月10日)

○巻頭言 御親閲一周年に方 りて/○日露役後三十年非常時に対する我等の覚悟 陸軍省新

聞班/○生活しつつ祈 りつつ (研究校印象記三) 女師 川畑篤郎/○近詠 (短歌) 国吉

真起/○手前味噌 島袋盛敏/○算術教科書にある他称教材の検討 商業 ･工業 山里和弘/

○蓬莱島琉球と黄金の島大琉球 島袋源一郎/○送 り仮名法に就いて 深網笠/○宮古小馬

(短歌) 上聞政敏/○橋梁としての教育 (教育時評) 新崎寛直/○入学試問答案採点後

の感想 第二中学校/○知念タカ先生- 馬天居士/○数学の社会性 (二) 歌美絵子/〇

四月譜 花城具志/○校舎の憂欝 江島寂潮/○母の愛 島尻具志川校高一 上江洲ヨシ子/

○家のたかちゃん 大道校五 伊集ヨシ/○対級競技 (短歌) 香島郁夫/㊥雑纂 ○初等

教育研究会/○学校衛生並給食研究会/○会館日誌/○編集後記

第240号(昭和11年8月10日)

○宣言 義務教育延長促進全国教育大会/○国心と国語教育(続) 芦田恵之助先生講演記録/

○教壇記録 ペスタロッテ(高二) 指導者 ･芦田恵之助先生/○国語を恐れるな 芦田恵之

助氏語る/㊥郷土博物館開館式 (○沖縄県教育会附設博物館落成 ･開館式/○北殿修理工

事報告 沖縄郷土協会幹事 真栄田義厚/○沖縄郷土協会長式辞 沖縄郷土協会長 太田朝

敷/○郷土博物館建設経過報告 沖縄県教育会主事 島袋源一郎/○沖縄県教育会長式辞

沖縄県教育会長 福光正義/○沖縄県知事祝辞 沖縄県知事 蔵重久/○裁判所長祝辞 那

覇地方裁判所長 平山憤英/○沖縄県師範学校長祝辞 沖縄県師範学校長 長谷川亀太郎/

○首里市長祝辞 首里市長 高安玉兎/○祝電)/○開館するまで 郷土博物館 仲吉朝広/

○雲海空音録/○青葉の揺れ 真木滴/○教育会代議員会/○沖縄郷土博物館資料紹介/○

沖縄県教育会附設郷土博物館規定/○昭和十一年度沖縄県教育会附設郷土博物館歳入歳出追

加予算/○学校園に就いて(三) 農林校庭園係 渓川/○久良波前のハダラ 祖慶良次/○

演斎漫画 演斎主人/○女学校に於ける英語について 渡連文夫/○教壇生活第一歩 真和

志校 桑江直子/○衛生婦の悩み 丘由紀子/○涼しさ 生田花世/○島 海江田龍爾/○

涼味 新垣源蔵/○夏雑題 比嘉賀章/O ｢中城さうし｣抄 尚文子/○小学教科書に ｢君

が代｣を盛る/㊥雑録 (○決定義務教育延長案/○学務部長会議/○奏任待遇校長発令さ

る/○会館 日誌 (七月)/○編集後記/○謝近火御見舞

第248号 (昭和12年 4月10日)

○巻頭言 源遠流長/㊥創立五十周年記念式 ○式順/○余興/○会長式辞 沖縄県教育会

長 佐藤幸一/○教育功労者/○役員功労者/○沖縄県知事告辞 沖縄県知事 蔵重久/○

文部大臣祝辞 文部大臣 平生鉄三郎/○帝国教育会長祝辞 帝国教育会長 永田秀次郎/

○沖縄県会議長祝辞 沖縄県会議長 上聞徳之助/○那覇市長祝辞 那覇市長 金城紀光/

○中等学校長代表祝辞 沖縄県師範学校長 長谷川亀太郎/○小学校長代表祝辞 首里第一
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小学校長 竹富良達/○祝電/○被表彰者祝辞 当山正堅/㊥沖縄県教育会沿革概要 ○本

会創立前後の本県教育/○本会の創立/○事業/○昭和会館の建設/○各郡市教育部会の創

読/○歴代県教育会長/○歴代教育会副会長/㊥追憶 と希望 〇五十周年を迎へて 志喜屋

孝信/○商業学校時代 樺山純一/○西村光禰氏を懐ふ 崎浜秀主/○追憶 と所感 県立水

産学校長 粟屋協二/○県勢振興 と教育立県 県立第二中学校 山城篤男/○教育今昔与太

話 那覇尋高 上里堅蒲/0首里に於ける廃藩置県前の教育制度 沖縄県立女子工芸学校長

勝連盛英/○本県の女子実業教育の振興を論ず 沖縄昭和女学校長 八巻太一/○断髪騒

動 浦崎永春/○珊瑚礁に寄せる 里見哲太郎/○月俸金八円也 元国頭郡視学 後藤猪六/

○名護 と羽地 前与勝校長 松元栄之丞/○斯会創生五十年 熊本 馬場正義/○那覇 ･東

京 ･名古屋 東恩納寛文/○愉快な五ヶ年 大分県師範学校 池上弘/○島尻時代 と水産学

校時代 元水産校長 渡嘉敷唯功/○ (漢詩)題 沖縄県教育会創立満五十年記念 渡嘉敷

唯功/○ (漢詩)追憶明治二十八年卒業当時 名嘉元江村/○只感激 と感謝 比嘉重徳/○

夢の様な生徒時代 より教員時代迄 真栄田義厚/○気分教授法 久馬里忠/○盲唖教育の思

ひ出 与那嶺惟俊/○先生であってよかった 我那覇朝義/○教員互助会規約起草/○過去

の考察と明日の方向 宮里正光/○対批点一大正期素描一新崎寛直/○『沖縄教育』変遷 と

思ひ出 島袋源一郎/㊨ (雑録) ○県初等教育研究会/○昭和会館 (教育会)日誌 (三月)/

○中等学校数貝の平均給/○編集室より

第273号 (昭和14年 5月10日)

○巻頭言 愛 と知性 比嘉賀章/○所謂国体明徴 とはこれでも可いだらうか 加藤尺堂/○

思無邪録 首里正光/○入学試問出題方針並答案感想 (沖縄県師範学校/沖縄県立第一中

学校/沖縄県立水産学校)/○受験組を受持って 喜納政敦/○長江の水一度逝いて (玉城

秀春君戦死追悼)/○郷土雑記 部落の発達 (2) 島袋源一郎/○標準語励行の問題 山

城宗雄/○標準語励行大運動 沖縄県/○沖縄教育/○標準語徹底の鍵はどこにあるか (熱

誠 阿波根直英/言語教育 大湾政和/学校家庭社会 大湾梅成/小学校に於て 津波徳助/

いつでもどこでも 原神青醇/標準語励行標語 国頭部会)/○琉球語の三音韻性 に就いて

新垣源蔵/○耳による正 しい国語教育 岸田国士/○仮名遣記憶法 島袋良行/○内南洋

の学校廻 り (中) 八巻太一/○相補性理論 ONO/○教育界に望む (地位の安定 と待

遇の改善 我那覇朝義/教育に専念せよ 島袋盛敏/時代に即 して 伊江朝助/他県で特に

感 じたこと 外聞昭宏/故里に帰って 古堅ユキ子/我が校の名物 喜屋武真栄)/○女教

員気質を如何に見るか (積極的に 砂辺正孝/女性 として 山里将秀/明朗であれ ′ト泉

伝/女教員時代 知念生/信仰 を持て 篠原勇/なくてはならぬ TM生)/○広島の体育

伊野前武八/○体育所感 裸体生/○教育以前 花城具志/○台湾出向教員配置/○出向

退職/○教学局推薦図書/○会館 日誌/○教育会便 り/○後記
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第277号 (昭和14年9月10日)

○社会教育綱領並二努力事項/○日本文化の特質 東恩納寛惇 (講演要項)/○ (漢詩)逮

東恩納教授夏期講演 渡嘉敷唯功/○標準語励行の方法に関する一考察-ブロークンで行け一

字久本政元/○訓導雑感 (標準語/理科教育) 照影生/○本部景勝記 Y生/○精霊船

十郎/○教育の石垣 山城生/○実地授業 新井白石 大久保馨/○日本人と主語/○南島

雑記 高原三郎/○現実の精神と教育 比嘉賀章/○短期現役兵帰る/○会館日誌/○後記/

○沖縄県学校生徒児童書キ方奨励会規走 沖縄県教育会 ･沖縄教友会

第287号 (昭和15年 7月10日)

○小学校教育綱領/○社会教育綱領/○松浦文相訓示 (帝国教育会総会)/○神宮御親拝□

(ろ)簿奉拝の感激を語る 福地精英/○夏季講習会案内/○夏季講習会案内/○県下′ト青

年学校長会議/○県下中等学校長会議/○夏期講習会案内/○琉球歳時記 小野十露/○国

語読本読替文字の研究 (続) 首里正光/○視学合同視察/○全国小学校女教員大会/○夏

季講習会案内/○会館日誌/○後記/○沖縄県教育会主催 学校生徒児童書キ方奨励会規定

第288号 (昭和15年8月10日)

○巻頭言 教員の優遇について/○我国道徳教育の特質 松本浩記/○ラジオ ｢沖縄県の巻｣

に対する反響/○琉球のお話 島袋源一郎/○青年学校教授及訓練要目取扱の根本精神 永

山寛/○飲料水の体力及知能に及ぼす影響 新田頴健/○軍艦旗の下 前田英吉/○ラジオ

｢沖縄県の巻｣に対する反響/○教学の刷新 渡辺瑞美/○風雨の中の総会/○東亜教育大

会記/○新日本ノ誇 渡嘉敷唯功/○青年学校視察委員会/○島尻郡教育会総会/○中頭郡

部会総会/○女教員研究会総会/○初等教育研究会題目/○応召会員より ああ黒糖の味 !/

○日誌/○後記

第291号 (昭和15年11月10日)

○勅語/○座談会 新体制と教育/○蒲葵の花 (下) 花城具志/○理科教材研究 新垣源

蔵/○新体制と教育 野口援太郎/○パラオー沖縄に共通な植物について (下) 大城長二

郎/○首里都城の創建 島袋源一郎/○標準語について識者に訴ふ 喜納政廉/○仏領印度

支那 久志栄三/○俳句その折々 仲田青里/○雑報 (教育勅語五十年表彰/博物館かすり

展/教育勅語換発五十年記念式参列者)/○日誌/○後記/○国民学校教則案説明要領 (3)

文部省

第306号 (昭和17年 2月10日)

㊥論説 ○戦時下青少年の職業指導 新井巌/○風土記に現れたる上代人の思想 川畑篤郎/

㊥研究 ○我が校経営の重点 玉城常和/○国史教育の批判の問題 福地精英/○国民学校
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に於ける習字教育について 伊良波長幸/㊥随筆 ･詩歌 ○とりどりの道 新崎寛直/○平

敷屋覚書 伊地啓/○数-子逝 く 大木 哲/○ハワイ襲撃 白浜冷夢/○前線より 埼山

嗣英/㊥戦時特別施設 ○報国隊の組織 第二中学校/○模型航空機の製作 比嘉誠仁/㊨

入学考査特集 ○入学考査について 第二中学校/○入学考査について 越智通秋/○入学

考査について 嶺井強衛/○中等学校入学者選抜方法の趣旨について 当銘由金/㊥中等学

校弁論大会 〇世紀の若人に此の光栄あり 与儀達則/○吾等青年の進むべ き道 峰山秀水/

○東亜共栄圏の確立と標準語の励行 井上正晴/○大東亜戦争 と我等の使命 知名定善/○

皇軍将兵の奮闘と我等の覚悟 宮良長欣/㊥各教育部会総会 ○那覇市教育部会総会/○島

尻郡教育会総会/○中頭郡教育部会/○会館 日誌/○後記

第318号 (昭和18年4月15日)

○教育者信条/㊥巻頭言 敢て溌刺たる教育を望む/㊥論説 ○大東亜建設と国史教育 広

島高師 伊藤忠好/○体錬科教材解説 (徒手体操ノ部) 教学課喜屋武真栄/○失意一流離

一郷愁 新垣淑明/○標準語論 山田国民学校 泉正重/○標準語励行に関する一考察 高

嶺村立青年学校教諭 上原秀雄/○言語の戦時体制を叫ぶ 多良間村国民学校 垣花良香/

○標準語と本県教育 付属校 大城安哲/○県民皆唱愛唱歌 国民進軍歌 県教学課 ･翼賛

会支部撰/○郷土の観察の教師用書を読みて 那覇上山国民学校 国吉順質/㊥波上官主催

第六回県下中等学校雄弁大会入選作 (其の-) ○ 日本なければ世界無 し -中 尚詮/○

敵を知 り己を知る 二中 末吉業信/㊥教壇余禄 従に徹する (つづき) 北山生/㊥雑録

○県立高等学校設立具体案作成整備/○藤野教学官視察感想談/○帝国教育会新発足/○

県教学課の昭和十八年度重点行事表/○例規/○教育陣容刷新を企図 広範の教員異動/○

教進を簡抜 県が内政部長談発表/○国民校 ･青校教員異動/O ｢みたみわれ｣の曲当選発

表/○編集後記 新垣庸一/○教育綱領/○社会教育綱領
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