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Editor’s Note on Special 10th Issue

Since it was launched in 2010, the International Journal of Okinawan Studies has published 
the latest research fi ndings within Okinawan Studies from the International Institute for Okinawan 
Studies (IIOS) at the University of the Ryukyus. Prior to this special 10th issue, the journal has 
published a number of outstanding papers and book reviews by international contributors as the 
outcome of “studies on Okinawa and related regions.” There has been a demand, however, for the 
scope of IJOS to expand as we become more inclusive of more diverse topics for Okinawan Stud-
ies. Today, the journal accepts a wider range of topics as long as those topics are related to the 
problems that Okinawa faces or that the regions discussed are related to Okinawa. Thus, the intel-
lectual vein of Okinawa is vigorously connected with other veins in contemporary global society, 
wherein each vein has its own complexity.

In this 10th issue, we set the special topic of “Current Perspectives and Praxis in Okinawan 
Studies” and are publishing six excellent papers related to the most recent research fi ndings and 
pedagogical practices in Okinawan Studies. We also, as a “new research trend,” share with our 
readers a paper that discusses  an issue that may not yet have a direct connection with Okinawan 
Studies but may pertain to the problems in Okinawan society. Therefore, this issue represents the 
current form of IJOS, which we perceive as further sophistication of our role.

We, the members of the editorial committee, hope to fulfi ll our responsibility to continue to 
develop this journal so that it can contribute to the global community while pursuing our efforts to 
make IIOS and Okinawa an academic center. On behalf of the editorial committee, I would like to 
thank all the contributors, reviewers, referees, guest editors, advisory board members, and the edi-
tors and staff of Kenkyusha, whose contributions made this 10th issue possible. I hereby would 
like to express my deepest gratitude to them as well as to encourage their further support for us. 

Ikue Kina
Editor-in-Chief
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IJOS　10号発刊によせて

International Journal of Okinawan Studies は 2010年より出版を開始し、本号を以て通巻 10号
を数えることとなった。IJOSは、沖縄における「沖縄研究」の成果を琉球大学国際沖縄研究
所から世界へ向けて発信することを理念として誕生した国際学術誌である。掲載する論文や
書評の射程を「沖縄と沖縄に関する地域の研究」と位置づけ、国内外から投稿されたレベル
の高い論文や書評を掲載してきた。その一方で、巻を重ねていくにつれ、本誌の射程を拡充
する必要性が出てきたことも事実である。それは他でもない「沖縄研究」の射程が広くなっ
てきたこととも関わる。このため、本誌では、近年、対象とする研究課題の射程を「従来の
沖縄研究では議論されていない分野やトピックであっても、沖縄の直面する課題とも関わる
とみなすことができるテーマ」にまで広げることとなった。これにより、「沖縄研究」をさら
に深めるというミッションの遂行はもとより、沖縄という地域の地下に流れる豊かな知の鉱
脈が、複雑に入り組む現代グローバル社会の課題へもつながりゆくことが可能になったので
はないかと思う。

10号記念の意味を持つ本号では、テーマを「沖縄研究における近年の展望と実践」とし、
国外における沖縄研究の最新の研究成果と教育実践について示唆に富む論文を掲載している
ほか、「研究動向」として、沖縄研究と直接には関わらなくとも確実に通底する問題について
の研究成果も掲載している。これが 10号の時点での IJOSの形であると考えられるが、この
形は号を重ねていくごとに、さらに進化し続けることであろう。
沖縄がグローバルなレベルでの研究拠点となるよう、IJOSはこれからもそのあり方を模索
しつつ、国際沖縄研究所の国際学術誌としての役割を果たしていきたい。10号に至るまでに
関わって頂いた執筆者、査読者、ゲストエディター、編集顧問の皆様、そして、これまで本
誌の編集を支えてくださってきた研究社の方々に、この場を借りて深い感謝の意を表しつつ、
今後とも多くのご支援およびご鞭撻を賜りたい。

IJOS 編集委員長　喜　納　育　江


