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はじめに

本報告書は、科学研究費補助金若手研究 (B) r沖縄戦を中心とした平和教育

教材開発研究J最終年次の研究報告である。

本報告書では、最終年次として研究のまとめを以下の 2点から行った。

一つ目は、研究題目にある通り「平和教育教材開発研究Jの成果としての授

業ワークシートとそのワークシートを活用した実践記録である。各学校に協力

していただき、実験的授業を実施することができた。授業をさせてもらった八

島小学校、上原小学校、瀬底小学校に感謝申し上げたい。

本研究は、 2時間で学べる沖縄戦学習として、小学校社会科歴史学習を想定

しているが、実践では主に離島・へき地地域の子どもたちが沖縄本島の沖縄戦、

多数の住民を巻き込んだ地上戦を学ぶ授業を実施した。ここには、沖縄県内に

おいても離島の子どもたちが、具体的に沖縄戦の地上戦闘について学ぶことも

なく、地上戦闘に関するイメージをもっていないという現実があった。教員は

修学旅行において沖縄戦学習を行うのであるが、その際有効な教材がないとい

う悩みが聞かれた。そのため、今回の実験的実践の中で離島の修学旅行の事前

学習としてとりくむこととなった。これは、沖縄ないし沖縄戦に関する予備知

識がなくても授業ができる教材化として、沖縄本島以外の子どもたちにも活用

できるものをつくることになると考えた。

二つ目は、離島における戦争遺跡の現状についての調査報告で、ある。西表島

には、「船浮要塞Jというアジア太平洋戦争期に建設された要塞がある。しかし、

そのほとんどは埋もれジャングルと化している。これまで、竹富町史や沖縄県

の戦争遺跡分布調査の中で調査研究がすすめられてきた。しかし、地元の話で

はそれ以外にもさまざまな遺構が残っていることが明らかとなった。拙著にお

いても、数回これらの遺跡に関する調査を実施し報告を出してきた。今回は、

独自に戦跡考古学に携わる研究者である山本正昭氏(沖縄県)、伊波直樹(島田

組職員)、そして船浮在住の池田米蔵氏にもご協力いただき、追加調査を実施し、

その活用の可能性について探ってきた。これについてはまだまだ課題もあるが、

今後沖縄県教育委員会において、文化財としての調査・保存・活用がすすむこ

とを期待したい。

本研究にご協力いただきましたすべての方に感謝申し上げます。この報告が

少しでも沖縄戦学習を豊かにできれば幸いである。

2013年 3月

山口剛史
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1部:沖縄戦学習教材の試行と実践の記録

沖縄戦学習ワークシートの解説

山口剛史

はじめに

ここでは、授業プリントのねらいと構成について解説する。この授業プリン

トはワークシート形式になっており、プリントをすすめていくことで沖縄戦学

習が進行できるようになっている。そういう点では「誰でもできるJ教材を目

指して作成した。以下、そのねらいについて解説したい。

授業プリントのねらい

今回作成した授業プリントは大きく 2つの内容から構成されている。

一つ目が、「物体Xの正体は?J という聞いではじまる「爆弾の破片J観察で

ある。これは、沖縄戦の被害や戦場の実相を具体的な「モノ」で見せたいとい

うねらし、からである。現代の子どもたちにとって、戦争は身近なものではない。

身近でないというよりも想像しがたい点が多い。そのような中、具体的に戦争

の被害、ここでは戦争における兵器の被害を具体的に子どもたちに実感させた

いと考えた。教室に「戦争」をみせる、それも沖縄戦当時の「ホンモノ j でみ

せることで、より身近に戦争をとらえさせられる(この場合は、戦争が人の命

を奪うもの、命を奪うものを身近にとらえさせたい)のではないかと考えた。

その時、具体的に沖縄戦で多くの住民の命を奪ったものとして考えられるの

が「艦砲Jである。「カンポーヌクエヌクサー(艦砲ぬ食えぬくさー)J、艦砲の

食べ残しという言葉があるほど、沖縄住民にとって艦砲とは地上戦を表す大事

な点である。この艦砲にふれることで、子ども達が沖縄戦の「地上戦Jの様子

を考えることになるのではないかと考えた。これは、多くの研究者が沖縄戦の

代名詞として「鉄の暴風Jという言葉をあげるが、その点にも合致している。

このようなねらいをもって、沖縄戦の遺物である「艦砲(爆弾)の破片j を準備

し、これに触れさせるということから沖縄戦を考えるという授業を構想するこ

ととした。

もう一つが、住民体験を読むということである。沖縄戦の実相は、沖縄住民

による戦争体験(オーラルヒストリー)によって記録されてきた。沖縄戦にお

いて住民がどのように逃げまどい、命を落としあるいは命をつないだ、かは生き

残った住民の体験によってしかわからない。そういう意味において沖縄戦体験



記録は、今も貴重な学習素材となっている。戦後 67年をむかえ、戦争体験者

の高齢化ならびに減少によってその価値はますます大きくなっている。そのた

め、沖縄戦学習教材開発をすすめるにあたって、住民体験記録を活用したもの

を作成することとした。証言から沖縄戦の実相、ここでは沖縄住民の体験した

沖縄戦から戦争について学ぶことで、軍隊(兵士)の戦争ではなく民間人が体

験した戦争について子どもたちと考えあいたいと考えた。

その中でも、「子どもの証言Jにスポットをあて証言を選択した。これは、戦

争学習における「当事者性Jという視点をとりいれたことによる。戦争学習に

おいて子どもたちに戦争犠牲者に対する「共感共苦Jをつくりだすことで、よ

り戦争犠牲者・遺族の痛みを理解することを大事にした。一人ひとりの犠牲を

数値として把握するのではなく、一人の人聞がどのような葛藤をして生き延び

てきたのかを考えさせることで、戦場のリアリティを獲得できるだろうと予想

した。そのため、証言を丹念に読み込ませ、体験者の置かれているシチュエー

ションを具体的に理解すること、そのうえで体験者の葛藤を追体験させる発問

により、「自分なりにその当事者になってみるJ授業をめざした。

このように、「モノJと「ヒトJによるリアリティの追求により、沖縄戦学習

の深化をつくることをねらいとした。

ワークシートの構成

今回作成したワークシートは3つの内容から構成されている。

1沖縄戦に関する確認クイズ

2物体Xの正体をさぐる

3伊佐順子氏の証言から「どう生き延びたのかJを考える

以下、それぞれに簡単な解説を付け加えたい。

1沖縄戦に関する確認クイズ

このクイズは、だれでも参加できる導入として考えたものである。最後の 5

問目がこの授業の直接的な導入になっている以外は、沖縄戦に至る道を考える

ための前提、沖縄戦の特徴を押さえるための質問として考えたものである。第

一間目の「日本が一番長い間戦争をしたのはどこの国Jは、小学校歴史授業の

ふりかえりとして入れたものである。多くの子どもが日本が戦争をした国をア

メリカと思っている。これは本研究においても多くの子どもたちがそう答えて

いた。実は、教科書にもある通り日本は 15年にもわたって中国大陸との戦争

を行っていた。それは勝った戦争ではなく負けた戦争であった。アジア太平洋

戦争という性格を小学生なりに確認させるためのクイズである。

第二問目から第四聞は沖縄戦を考えるうえで押さえておきたい事項としてと

3 
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りあげた。 2問目の f1945年 3月 26日にアメリカ軍が上陸した島は ?J とい

うクイズは、 2つのことに触れられるように入れた。一つ目は、沖縄戦の開始

をいっととらえるのかという点である。4月 1日の沖縄本島上陸が沖縄戦開始の

ように言われることがあるが、そうではなく 3月末の慶良問諸島の上陸から沖

縄の地上戦は始まっていることを意識させたいと考えているためである。 2つ目

は、慶良問諸島を位置づけることで強制集団死(r集団自決J) について触れる

ことができるようにするためである。2007年の高校日本史教科書検定問題以降、

沖縄住民の犠牲の一つ(それもとりわけ日本軍による犠牲)として、取り上げ

ることが多くなった。その点も踏まえ、教師の授業次第では一言触れることも

できるようにと考えた。

第3問目は、「住民の動員Jをめぐる問題を子どもたちに認識させるためのも

ものである。沖縄戦の特徴として「根こそぎ動員Jと言われる民間人をさまざ

まな方法(無法な方法も含む)にて戦場に動員をし、犠牲を強いたという事実

がある。その中でも子どもたちにとって身近で、あると考えられるのは、やはり

「学徒動員」であろう。ひめゆり学徒にかぎらず学徒動員された人たちが 15歳

からで、あったこと(中学 3年生にあたる)をおさえることは、子どもたちがた

だ戦争に巻き込まれたではなく、戦争に参加させられたかもしれないという点

を考える上で重要であると考えた。

第4問目は、「慰霊の日Jに関わる問題である。「慰霊の日 jを史実として「沖

縄戦が集結した日Jではなく、「司令官が自決したとされる日Jと押さえること

で、沖縄戦が 8月 15日以降も継続したことをしっかりと押さえたいと考えた。

これは沖縄県民の沖縄戦観をつくっていくうえで重要なことであるとしてこの

問題を入れている。

そして最後に授業の導入となる「沖縄戦の時、住民の命を奪う原因となった

ものは何?J というものを入れることで、戦争というものと「命を奪う・奪わ

れるJという関連を考えさせることにした。戦争がもっと言うと、兵器が人の

命を奪うものであるという現実を歴史から見つめ直させたいということと、現

代の子どもたちはゲーム機などで、戦争・戦闘に関わるゲームをやっている。

特に男子にその傾向は強い。そのため、そのような認識も含めて出させること

で、子どもたちの戦争認識をたくさん表現させることを試みた。ここには、あ

る意味正解はないため、子どもたちが安心して書き込めるクイズを準備すると

いう意味もあった。

このようにして、できるだけ少ないクイズで、沖縄戦の概要をつかむことを心

がけ、学習の導入とすることとした。授業の中心となる沖縄戦の特徴「住民犠

牲Jと「地上戦一鉄の暴風Jという特徴については、本授業の中心テーマとす

るため、クイズからは除外することとした。



2物体Xの正体をさぐる

ここは、五感(食べることはできないが)をつかった観察を中心とする作業

で、できるだけ触感も含め観察から仮説をたてさせることを目指したところで

ある。作業としては、「沖縄本島で多くの人が死んで、しまう原因Jという限定を

かけることで、「武器Jなし「兵器Jというイメージをつけたいと考えていた。

また、少人数であってもグループで、考える作業とすることで さまざまな仮説

を議論できる余地を残せるようにした。

3伊佐順子氏の証言から「どう生き延びたのかJを考える

今回、証言を読む際に考えたポイントは「どうやって生き延びたのかJであ

った。多くの沖縄戦学習が、「沖縄戦において住民がいかに命を奪われたのかj

という点に焦点が当たっている。これは戦争学習という点では当然のことであ

る。戦争の不条理(いかに理不尽に人の命を奪っているのか)を具体的に学ぶ

ことによって、戦争という直接的暴力を根絶していくのかを考えるのが平和教

育の重要な論点だからである。戦争の否定のためには、戦争の実相を具体的に

把握する必要がある。

しかし一方で戦争を題材とした平和教育にマンネリを指摘する声もある。そ

の主張のひとつが、「戦争の嫌悪感ではなく平和教育に対する嫌悪感をつくって

しまうJというものである。平和教育において、戦争体験の話ないし写真、映

画などを繰り返し見せられることで、戦争への嫌悪ではなく気持ち悪いものを

見せられる平和教育への嫌悪がおこり、平和教育というと「もうわかっているJ

という気持ちになってしまう。また、平和教育の結論が「戦争はだめ、平和が

大事Jという結論の押し付けになっている授業が多いため、子ども自身が思考

することなく、その結論を感想文として書けばいいという認識をもっているこ

ともある。子ども自身が「本当はどうなんだろう Ji自分だったらどうするのかJ

という葛藤を生み出すことで、平和教育に対するマンネリを解決できるのでは

ないか。

そのうえで、沖縄戦の体験記録について、その取扱い方法を工夫したのが「ど

う生き延びたのかj を考えることで、あった。戦争体験記録は多くの人々の不条

理な死を私たちに伝えてくれるものである。しかし、同時に体験者の語りは過

酷の戦場の中で九、かに生き延びたのか」という証言でもある。そこにスポッ

トを当てることで、生き残ることの困難な戦場を生き延びた経験として、子ど

もたちも読み取ることができるのではないか。そうすることで、たくさんの人々

の死がある戦場となんとか生き残ることのできた戦場を両方見せることができ

るのではなし、かと考えた。そこに「当事者性Jのある発問をつけることで、「戦

場の実相Jを子どもたちに追体験させることを授業にすえることとした。ここ

5 
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でも、証言によりリアリティをもたせるために伊佐順子氏の証言に出てくる食

事(芋のでんぷんと黒砂糖を水でまぜたもの)を準備し、子どもたちがより想

像しやすいような工夫をした。

なお証言は、公的に発行されている「北中城村史Jを活用し、子どもたちに

読みやすいよう、ルピをふるなどの改変をして提示することとした。

次のページからが、実践を重ねたうえで整理したワークシートである。



擾業プリント

沖縄戦の特徴とは~沖縄戦の謎にせまる

名前

はじめに

みなさん、今日は沖縄戦について考えてみたいと思います。これまでもいろいろな勉強をしだり、

本を読んだりしてきたことでしょう。今日は少しでもみなさんにたくさんの?をつくることができ

たらと思います。

1 .やってみよう~確認クイズ「沖縄戦とは?を者えるために」

(1 )日本が一番長い間戦争をしたのは、どこの国?

( ①アメリ力軍 ②イギリス軍 ③中国軍 ④その他 〉

(2)沖縄戦の時、 1945年3月26日アメリ力軍が上陸した島は?

( ①沖縄島 ②座間昧島 ③石垣島 ④その他

(3)女子学徒隊の中で有名な「ひめゆり学徒隊Jで一番若かったのは伺歳?

( ①12歳 ②15歳 ③18歳 ④その他

(4) 6月23日は「慰霊の日」です。この日は伺があつだ日?

( ①沖縄戦が終わつだ日 ②日本軍の司令官が死んだ日

③日本の戦争が終わった日 ④その他

(5)沖縄戦の時、住民の命を奪う原因となったものは伺?

2.やってみよう~物体×の正体は?

今日ちってきだ「物体XJは、沖縄本島で多くの人が死んでしまう原因となったものですo グル

ープでよく観察してみましょう。そして伺か予想を出しましょう。その理由ち書いてみましょう。

あなたのグループの予想

その理由

平和学習プリント 1ページ
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物体×の正体は一

沖縄戦の状況を表す言葉に、 i( 〉の暴風」という言葉があります。

沖縄本島は、沖縄本島への攻撃がはじまつだ時から、 3か月以上ちまさに暴風のような状態だっ

たのです。ある統計によると、沖縄本島南部では、 6月だけで 680万発にちなり、 1人あたり

52発にちなるという叡値があります。そんな中、沖縄の人々はどのようにして生き延びることが

できたのでしょうか?

3.想像してみましょう。 iどうやって沖縄の人は生き残ることができたのでしょう?J

実際に沖縄の人々はどうやって生き残ったのでしょうか?あなだが考えた「生き残る方法」をあ

げましょう。できるだけたくさんあげてみましょう。

4.行き残る方法についてみんなで共有しましょう。

沖縄戦では、さまざまな理由で i4人に 1人がなくなった」と言われています。逆に言えば 4

人に 3人は伺とかして沖縄戦を生き延びたわけです。きっといろいろな方法で生き残ったはすで

す。その方法について、みんなで確認してみましょう。自分が思いつかなかった意見を下に書きま

しょう。

平和学習プリント2ページ



考えてみよう:伊佐順子さんはどのように生き延びだのか

では、実際にみなさんと同じような年の方がどのように生き延びたのかを見ていきましょう。
今日みなさんと一緒に考えたいのは、伊佐順子さんという方の体験です。伊佐順子さん〈沖縄戦

当時 14歳〉の証言から、どのような揚所に逃げたのかを見ていきましょう。順子さんは、1協議お
という柑の出身で、南部に逃げ続けなんとか助かつだ方です。

1 .やってみようー伊佐順子さん家族が生き残るためにどうしたかを探そう

一緒に、伊佐順子さんの証言を読みましょう。読みながら、伊佐順子さん家族が隠れた揚所(生

き延びることができそうな揚所〉に線を引きましょう。

-伊佐順子さんの証言一

昭和20(1945)年3月の末になると、米
ちゅんじゅん

軍の空襲が激しくなり、仲順の多くは各
自の掘り込み墓をあけて避難していまし
だ。中には防空爆を掘ってそこに身を隠し
ている家族ちいました。私たちも最初は自

分の墓をあけてそこに避難していました。
私たちの家族は、 61歳の祖母力マー、 38
歳の父永俊、 37歳の母香、 14歳の私、 11 
歳の弟義行、 8歳の妹洋子、 5歳の弟永次
郎、生後6ヶ月の弟邦雄の8人でしだ。

ちゃだん すなベ

4月1目、米軍が北谷の砂辺の浜に上陸
したという情報があって、私たち家族8名

は、その日の夕方、わずかな衣類と少しの
食料を持参して出かけたのでしだ。おばあ
さんとお母さんは頭に乗せられるだけ荷

てんびんぼう

物を乗せて、父は天秤俸の片方に食糧、も
う片方に鍋・やかんを担いで行くんです。
私は当時5歳の幼稚園の弟をおんぶして、
そして当時4年生11歳の弟が10ヶ月の

弟のオムツを背負って、そして8歳の妹が

上
陸 4.1hiic

-~ロ一一一一一jiiT

1 0ヶ月の弟をおんぶして、家族は出来る範囲内でみんな協力して逃避行を続けていたんです。

I豪を出て鼓這部藩の後ろの松林にさしかかろうとしたとき、振り返って仲順を見ると、集潜は米
軍の砲撃で火の海になっていましだ。首里方面からヤンパルに避難していく人たちにも出会いまし

すえよし

たが、父は今更迷ってち仕方がないといって南に進んだのでした。夜明けには首里の末吉に着き、
自然壕を見つけてそこで休むことができました。

平和学習プリント 3ページ
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その壕にはすでに20r-.J 30人程の人たちが入っていました。末吉の擾には2週間以上ち隠れてい
たように覚えています。米軍が次第に近づき、 2キロ近くに迫ってきているとの知らせで、その濠

っかさ ん

を出て、南の津嘉山方面に歩き出レだのでした。日中は空からの攻撃があるので動けなくて、日暮
から夜中にかけての移動でした。

ひそ

津嘉山に着いだら、野原に墓を見つけ、その墓の入り口を開けて2r-.J3日はそこに潜んでいまし
たまぐすくそん まえかわ

た。しかし、周辺に井戸がないので、そこにおれないことになって玉城村の前川に移動していつ
だのです。そこには父の教え子がいましたので、その万を頼りにして行き、世話になりました。墓
1基を与えられてそこに家族8人避難しました。そこに1週間ほど隠れていました。

前川では日本の兵隊ともしばしば出会いました。私だちの側を通っていく4、5人ほどの兵隊に、
きこ

どこにいくのかを聞いたら、敵の陣地に斬り込みに行くのだということでした。そういう兵隊たち
なかがみ lまりょ ま疋

の話で、 「中頭方面では捕虜になっだ沖縄の人たちが、子どちは股を裂かれて殺され、女たちは米
おちちゃ

兵の玩具にされている」ということでした。 14歳の私はその話を聞いて、絶対に捕虜になるまい
と、両親に言い続けていまレた。

みなとがわ

そのうち、前川のすぐ近くの港川から米軍が上陸してきでいると聞いて、夜になって前川の墓
かんぼうしゃげさ

を出て南に向かつて進んでいきました。昼は艦砲射撃がばんばん釘ち込まれるので一歩ち外に出ら
しょうめいだん

れず、夜であっても照明弾が上がったりするので、おちおち歩けない状態でした。
多くの避難民が、日中は空から落とされる砲弾から身を守るために、ちょっとしだくぼみ、空

き家、木の下などにひしめき合っていました。空は米軍機のすさまじい音の連続。沖縄は雨季で
したので、泥沼のような道を人々が次から次ヘ定まった方角ちなく歩いていきます。少女の私は
そのような中、日本軍の勝利を信じて、捕虜にはなるまいと、ひたすら自分に言い聞かせながら、
に まと

逃げ惑まどう日々でした。

あらかき かわらぶき

何回目かの朝、たどり着いた所が新垣という集落でした。集落の集会所みたいな大きな瓦葺の

一軒家が見つかりました。そこには10人以上の人だちが避難をしていました。一時そこに身を寄
せていましたが、父が「ここにいだら危ないから外に出た方がよい」と言って、その家の石垣近く
の大きな木のところに肩を寄せ合って立ちつくしていると、しばらくしてその家にまともに直撃弾
が落ちたのです。

いとまんかねぐすく ほうとくがわ

私たちはあてどなく歩き始めていました。朝になって糸満と兼城の聞を流れている報得川に来
ていました。川の側にある岩陰に、子ども5名と母を置いて父と祖母が壕を捜しに行つだんです。

ごうおん

しばらくして向こうから米軍機が轟音をたてて飛来し、次第に僅空で向かつてくるのが、はっき
り見えました。その飛行機から黒い物体が落下してくるのが見えたかと思うと、私たちの頭上で
しょういだん さくれつ

焼実弾が昨裂しだのです。
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髪の毛がバラバラと焼けました。両手で払いのけながら、母が一人ひとりの名前を噂びながら上
の方ヘ登って行きましだ。そこに日本軍の壕がありましたが、軍隊はいませんでした。壕の前で子
どもたちをみんな集めて座っておりますと、さっさまで自分たちのいた所は、モウモウと炎があが
っています。するとまだ近くに爆弾が落ちましだ。その時に、当時数えで11歳の4年生の弟と5
歳の幼稚園の弟2人が爆風でなぎ倒されましだ。

右往左往している所に、祖母がまわりまわって私たちの所ヘ着きました。父の姿が見えません。
ぼうえいたい

I~\配していると、防衛隊風の方が通りかかって「川の中に人がいたよ」と言うので、きっと父に遣
いないと思い、そこに連れて行ってもらいました。頭の毛はなく、丸坊主になるほど焼けてしまっ
ていましたが、まさしく父でした。長袖ちズボンちあちこち千切れています。
父は、私たち家族を捜すだめ、燃えている火の中に飛び込んで大やけどをしていました。私も気

が動転してふるえが止まりませんでした。

その日の夕方、米軍が近づいてきたとの情報があって、私は軽い火傷をおっていましたが、撞虚

になったら太変だという思いがありましたので、早く量産台管の方ヘ行こうと言いました。誰も
聞き入れてくれませんでしたが、苦しい息の下で父が、「元気な者だけでち早く先に行っておきな
さい。生きていたら、どこかで必ず会えるのだから。すぐ発ちなさい」とすすめるので、母は準備
をはじめました。

そのとき、祖母は無傷で、父と2人の弟は動けない状態でした。祖母は3人を見捨てるわけには
いかす、残って見守ることになりました。残っていた食料を分け合い、母、妹〈洋子〉、三男〈邦
雄〉、私 (111買子〉の4人が先に進むことにしました。夫婦、親子がはじめて別れ別れになったので
す。

2.線を引いたところを確認しましよう。沖縄戦の時安全な揚所、危険煽所とはどういうところ

かまとめてみましょう。

平和学習プリント 5ページ
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3.者えてみようーちしあなただったら

伊佐順子さんは、 「捕虜になったら大変だという思いがありましたので、早く量産食背の方ヘ
行こう」と言っていますo ちしあなたが順子さんだったらどうしますか?自分なりに当時の状況を

想像して、下の①~③から選び理由を書きましょう。逃げなければ、 2km近くまで迫っている米
軍がやってきてつかまる可能性カ清いです。

私だったら、|① 伊佐順子さんと同じように喜屋武岬に行く

② 家族で離ればなれになるのはいやなので、家族一緒にとどまる

③ その他

その理由は

他の人の意見を聞いて、 「なるほど」と思ったことを書きましょう。

今日の慢業をやって、ちっと疑問に思ったこと

平和学習プリント 6ページ



その後の伊佐順子さんの話ー母の死一

なしろ かやぶ

夜、日本軍の防空震を出て、途中名城に着きましだ。茅賞きの空き家があったので、親子4人そ

こで一晩休むことにしたのですが、中に入った途端に私の右足首に纏詣舗肇の破片が刺さってしま
いましだ。今まで強気でいだ私が急に弱気になり、 「もう歩けない。私はここに残るから、お母さ
ん3人で喜屋武岬まで行って。痛くて歩けないから」と言うと、母は怒って「喜屋武まで行こうと
言ったのは誰なの。父や祖母、弟たちと別れてまで生きようとしだあなだに、私ちついてきたじゃ

っぇ

ないの。弱気になってどうする」と、励ましてくれましたので、気を取り直し、木の枝を杖にして

翌朝の4時ごろ歩き始めました。

喜屋武集落に着いたのは、朝の6時ごろでしだ。家屋の焼き払われた屋敷内に一時しのぎの壕を
見つけ、親子4人がやっと座ることができました。いつ爆弾が落ちてくるのかも知れない不安を抱

きながら、夕方、敵の員暴議が消えると、母は乳飲み子のおむつを洗う用意をしだり、小さなやか

んに水をくんできたりしていました。食事は、わずかに残った芋くす〈サツマイモからとったでん
ぷん〉と砂糖を水に溶かして4人で飲むのがやっとでした。食べ物が不十分なので、母の乳ち出ま
せん。 10か月の弟は泣く元気さえなく、大人と同じく芋くすの水で命を保っていました。

みす

伺日目かに、母がいつものように水くみのために壊の外に出て行つだ直後、近くでドカンと大き
Ictれつ

な爆弾の破裂する音がしました。不安がよぎり、 「お母さん、お母さん、早くおいで」と叫んでも

返事がありません。ちうだめかと思っていだら、母は這って戻ってきたのです。首の付け根から肩

にかけて、爆弾の破片で痛めつけられていました。服が絞れるほどの出血でした。薬ちガーゼち一
切持ち合わせがないので、手当も全くできず、傷をそのまま放置せざるをえませんでした。しばら

くすると、傷口からうじがわいてきましたが、頼れる人もなく、手の覧しようもないありさまで
した。

母が倒れた後は、 10か月の弟を妹に預けて、私が水くみに行きました。片手に木の枝の杖を、
もう片方にはやかんを持って、他の人たちの後に付いて行きました。水汲みの揚所は波打ち際にあ
りました。喜屋武の力一〈井戸〉と時ばれていましだ。

じゅす

力ーに下りるところの前方は海です。自に飛び込んだのは大海原を米軍の戦艦が帝状に数珠つな
ぎになった状態で広がっている光景でした。アメリ力の軍艦というのを初めて目の当たりにしたの
です。その軍艦が一斉にこちらを攻撃するのではないか、と恐怖にとらわれて立ちすくんでしまい
ました。もう助かることなど考えられませんでしだ。
気を取り直して、井戸に下りて行ってやかんいっぱいに水をくみ、家族のところに戻ったのです。

残り少なくなつだ芋くすと黒砂糖を茶碗一杯の水にかき混ぜて飲んでいました。これだけが唯一口
に入れられるものでした。一週間ほど、屋敷の壕にいたと記憶しています。母は、芋くすと砂糖を
溶かしだ水ち食べられなくなっていました。 10か月の弟ち骨と皮の状態でした。

異様なほど静かな朝がありました。今考えると、 6月23目だったのだと思います。タベまで艦
砲射撃がひどかったのに、その朝は、伺一つ物音がなく、うそのように静まり返っていました。母
は苦しい顔ち見せず、独り言のように、 「私だち夫婦は、一度だって争うこともなく子どもだちを
育ててきたのに、なぜこういう運命に」と、くやしがるばかりでしだ。

平和学習プリント 7ページ
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母は次第に元気がなくなり、朝、私たちに、 「今は静かだし、みんな一緒に寝ょうJというのに
したがってみんなで績になりました。私だちも極度の緊張の連続で疲れ果ててしまっていだのでし
ょう、母と枕を並べて寝入ってしまいましだ。何時聞か経って起きてみると、母は冷たくなってい
ました。妹を起こして、 「お母さんが亡くなっている」と言うと、妹はわあわあ泣き出しました。
しかし、私は不思議に涙一つ落ちませんでした。

その後は、くんできた残りの水できようだい3人、芋くすの水を飲み、母を毛布のようなもので
い疋い

くるんで、 2日間、遺体と一緒に過ごしていましだ。

いしゅう

遺体はむくみ、異臭を放つのだけれど、私もけがをしているので、どこにも動けません。外で家
ほうむ

族の遺体を葬るために穴を掘っている方がいましたので、その方に母の葬りちお願いしだのです
が、聞き入れてちらえませんでした。仕方なく母の側で、 「ごめんね」と涙を流していると、妹ち
泣き出していました。弟は眼だけ動かし、泣くことすらできないほど、細くなって座っていました。
その翌日、捕虜になったのです。 6月25日であったと思います。

母が亡くなって3日目の夕方、アメリ力兵が銃を突き付けて、 「デテコイ、デテコイJと言って
いました。私が手まねで歩けない、と告げると、そこらににあったざるを2つ用意してきで、弟と
私をそのざるに乗せて、妹は歩かせて多くの人の収容されている揚所ヘ連れていきました。連れて
行かれたところは、ど乙だったか覚えていません。糸満あたりであつだのでしょうか。最初、アメ
リ力兵がチョコレートを差し出したので、毒が入っているのではと思って、見ぬふりをしていると、
アメリ力兵は自ら食べてみせるのでした。水ち自ら飲んで男せてから、差し出しました。私は殺さ
ずに、朗けてくれるのかなと妹と言葉を交わしたりしていました。

だんか くしそん

そのうち私は担架に移され、車に乗せられ久志村のアメリ力軍の野戦病院に連れていかれました。
てきしゆっ かいほう

治療を受け、破片を摘出してもらったら痛みが軽くなり、次第に快方に向かっていきました。妹

と弟とは別々になってしまいいところは全くわかりませんでした。

ごえく かまら

その後、妹と幼い弟が越来柑嘉間良の孤児院に収容されたことを知りました。後/マ妹の話では、
孤児院では乳飲み子の弟は別々にされてしまって、妹は収容後、 2、3日たってから捜したのでし
たが、弟の姿は見えなかったそうです。今日まで弟の行方は知れないままです。

〈以上出典:北中城村教育委員会発行「北中城柑史第4巻戦争・証言編ーJ447""456ページ
一部、 JI頂序を入れ替えるなど表現を小学生向けに改変した〉
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実践例 1 石垣市立八島小学校での先行実践

はじめに

ここでは、 2011年度に石垣市立八島小学校において実践した内容について紹

介したい。ここでは多少ワークシートに違いはあるが、基本的な問いかけは同

じなので、ワークシートに書かれた子どもの認識を中心に報告としたい。

実践概要

実施日:2011年 11月 10日

実施校:石垣市立八島小学校

実施クラス :6年 1組、 6年 2組

時間数:各クラス 2時間

ワークシートに書かれた

あなたが考えた「生き残る方法Jをあげましょう。

をあげてください。

-なにかをかぶって直接あたらないようにする。

・かくれ場に逃げる。木の多い所にかくれる。山にかくれる 0

・だれにも気づかれないあなの中

・生きたいという力をもっ。ごうから絶対でない。アメリカ軍のめいれいにし

たがう。

・地面にあなをほってかくれればいい。走ってにげる。白はたをかかげる 0

.アメリカ

・おしいれの中にかくれる 0

.ごうの中

・人目のつかないところへにげる。

・ガマの中に入る。アメリカ軍が来たら死んだふり。穴をほって中に入る。ジ

ャングルがある所でこんなにほる。

-ごうにかくれた。

・あなをほってかくれる。

-ぼうくうごうの中でかくれておく。森の中でかくれておくどうくつも。

さんしてアメリカ軍に助けてもらう。

-穴をほって、そこに入り爆弾の破片をふせいだ0

.山奥に逃げる。

こフ

-地面ふかさ 10mほって基地のような物を作る。地面に小さい穴もつける(空

15 
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気のため)。外からなるべく食べ物と水をきちの中に入れる。見つかったら大変

なのでひじようぐちもつくっておく。ほったあなはかくす(ひじよう口もかく

す)。ひじよう口は 3こ2こくらい作っておく。たてにできる物(てつなどのか

たくて大きい物)を外からどんどんもってくる。

-海の中に逃げる0

.なにかをかぶる

・ぼうくうごうにかくれた。

-ごうの中やお墓の中にかくれる。

-ぼうくうごうの中にかくれる。山のおくににげる 0

.ごうの中に入る 0

・米軍の捕虜になってたすかった。

-大人数より少人数のところにいく。

-ひっしによけた。玉をあてずによけた0

・にげたり、どうくつなどにかくれる。

-沖縄のお墓は大きいのでそこにみんなでかくれてにげたと思う。白はたをあ

げて、助かったと思う。ひがいの少ない地域に行けば助かったと思う。

-ばくだんにあたらないように安全な場所ににげる。

-ごうににげこむ

・かべにかくれる。

-大きい岩をたてにする。ぼうくうごうにかくれる。海にもぐる 0

.ごうにかくれる

・土をほって、中に入って生き残った0

.ぼうくうごうやおはかの中に入る

-土の中をほったりしてその中に入る 0

.穴に入る

・できるだけだれにも分からない壕に入る

.ほりょになる

考えてみようーもしあなただったら

もしあなたが順子さんだったら，どうすると思いますか?下から選んでみまし

ょう。自分なりに当時の状況を想像して書いてみましょう。逃げなければ， 2 

km近くまで迫っている米軍がやってきてつかまる可能性が高いです。

私だったら，

① 伊佐順子さんと同じように喜屋武岬に行く 20名

その理由



-一人でも助かった方がいし、から。

-もし、ここでにげたらお父さんや祖母が死んでしまうかもしれないけど、生

きている事をねがってお母さんとにげる。

・せけんの人にこのことをしってほしし、から喜屋武岬にし、く。

-自分の家族がなくなってしまってもみんなで死ぬのは絶対こうかいすると思

うし、家族一人でも生きのびてどこかで会えるかもしれないからです。

-家族と離れたくないけど、家族のため生き残ったら家族も喜ぶと思うから0

.けがした人のためにも生きればいし、から。

-家族と離ればなれになるのは、いやだけど、米軍がもう近くまでいるのでし

ょうがなくにげる。

-自分が大きくなった時親にこれだけ大きくなったというところを見せてあげ

たいから。

-まだ生きたいから

-同じように喜屋武岬に行く。家族をおいていく 0

.助かると思うから0

• 6人よりおおくにげたほうがいし、から0

.たすかると思うから。

-家族のだれかが生きていたら会えるかもしれなし、から。

・みんなしんだらいやだから一人でも助かればいいと思った0

.米軍につかまれば何をされるかわからなし、から。

-自分の命だけでもたすかりたし、から。

-自分のお父さんがどうしてもいけといわれたらし、く 0

.自分の命が大事だから。

-もしかしたらさいごになるかもしれないのに、 1日2日3日ぐたい毎日いっし

ょにいたい。

② 家族で離ればなれになるのはいやなので，家族一緒にとどまる 16名

その理由

・もし一人でいってにげたとしてもそのあと生きているかわらかなし、から家族

とし、る。

・いのちのほうがいいけど、お父さんとか家族がし、なくなるからいやだ。もし

死ぬんだ、ったら家族で死んだ方がいい。

-家族とはなれてまで生き残ろうとは思わないから。

-家族とはなれるのがし、やだし、家族を残していきたくないので 2番にした0

.自分たちだけたすかるのはいやだから家族とははなれたくない。

-最後くらいは一緒に死にたい。

17 
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-みんなバラバラで死ぬより、家族そろって死んだほうがいいし、お父さんや

お母さんとかおいてにげるのはいやだから。

-自分だけ助かるのはいやだし、死ぬなら家族といっしょがいい。離ればなれ

になりたくなし、から。

-家族とはなれるよりか、一緒にいた方が少しは安全で一緒に逃げれるから。

・子どものため家族のために自分が大やけどをしてまでも助けようとしたのに

お父さんをおいてはいけない。

-家族をおいてたすかったらわるし、から。

・家族とはなれたくなし、!死ぬときは家族としにたい!

.やっぱり最後までいっしょにいたい。

・ほりょになったほうがいい

・死ぬときは家族一緒

-家族とははなれたくなし、から。もしかしたらほりょにされてたすかるかのう

せいがあるから。

③ その他 8名

その理由

・一人で喜屋武岬にいくのもいやだし、いっしょにとどまってつかまるのもい

やだからなんとかしてみんなで逃げる。

-はなればなれになるのはいやだし 可能性のあるかぎりにげたいから。

・「だれもがかくれないだろうと思う所にかくれるJ喜屋武岬にいって、おいつ

められたらいけないから。喜屋武岬で自殺するよりはよい。

・「自分の体にどろをつけて(においがわからなくなるように)葉がたくさんは

えている川に行く。かくれるJ喜屋武岬に行ってもころされる可能性もあるか

ら。

・喜屋武岬に行くより海の中で隠れて逃げ切る 0

・f家族と一緒に行く J家族と一緒ににげるから。

・「日本兵に見つからないように捕虜になる(家族で)Jほりょになったほうが

安全だから。

④ 無答 3名

|今日の授業をやって もっと疑問団ったこと

-弟が戦後 60年たっても、みつからないというので、今、生きているのかなあ



と思いました0

・この後じゅんこさんはどうなったのかな?

・なぜ弟は見つからなかったのか?妹は見つかったのか?伊佐順子さんは今も

生きているのか?

・父と祖母 11さいのおとうと 5さいのおとうとたちはどうなったのか。

-なぜアメリカ軍はチョコレートや水をわたしたのかふしぎ?おとうとはどう

なったのかが疑問です。

-伊佐順子さんの、 10か月の弟さんと 8才の妹さんはどうなったのですか。

60年後でも知らされないのはとってもぎもん。

-妹は、いまいっしょにいるのかなあ。この人、後のようすはどうなったのか

なあ。

-伊佐順子さんの弟はその後どうなったのかがすごく気になりました0

・アメリカ兵はなんで、、助けたんだろうと思った。

-弟の行方はどこなのか、弟は生きているのか。

・父、そぼは、どうなったかなと，思った。

・いもくずと黒ざとうをかくほんしてのんで¥これだけで生き延びてすごいと

思った。

・戦争で生き残る事がそんなにむずかしい事だと，思った0

.お父さんや祖父はどうなったかなと，思った。

• 1日l回でよく生きれたと思う。うじってなんだろう。

・ぼくは、アメリカ軍がなぜ爆弾やじゅうでうちつけたのになぜたすけたのか0

.なぜ沖縄の住人を助けたのかなと思った。

-なぜアメリカ軍はたすけてあげたのかがわからない。日本軍とちがって子ど

もはころさなし、かもしれない。

・おなかはすかなかったのか0

.最後の弟の行方がきになる。

・アメリカ兵がたすけてくれるとわかってたすかったからよかったとおもった0

.お父さんたちはどうなったかなと，思った。

-お父さんたちはどうなったか。

・で本当に米軍はひどいことをするのか

-私たちは今平和な世の中で暮らしているけど、昔の人はとても苦労して生き

延びてきたんだなと，思った。

・軍隊の食事はなんだ、ったのか。お父さんたちはどうなったのか0

.アメリカ軍がなぜーけんやにばくだんをおとしたのか。

・アメリカ軍は沖縄の約何人死にましたか。

・ JI慎子さんが、「私は一人でも喜屋武岬まで行く Jと言ったときすごく一人でい
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くゅうきがあるなぁと，思った。

-栄養失調にならなかったのか疑問。軍隊は何を食べていたのか?お父さんは

助かったのか?

-伊佐順子さんはにげて家族とはなれたけど食糧はどうして助かったのか疑問

に思いました。

-最後にお父さんはどうなったんで、すか?

• }I慎子さんが食べた物とべつのたべものがあるかしりたい0

.たべものはどうしたんだろう。

-伊佐順子さんはそうやっていきのびたことがわかってすごいと思いました。

この授業でおきなわ戦についていろいろわかったのでよかったです。

-伊佐順子さんはどうやってトイレをしているのか。

• 3日ぐらいなっていておなかはへつてないのか?

-むずい! ! ! 

・もっと体験した人の話を聞きたい。

-伊佐さんの長男、次男、父と祖母はどうなったかしりたい。



実践例 2 竹宮町立上原小学校で、の実践

はじめに

ここでは、2012年度に竹富町-立上原小学校において実践した内容を紹介する。

ここでは、前回の八島小学校で、の実践を踏まえワークシー トの修正を実施した。

なお上原小学校で、は、修学旅行事前学習として 211寺間扱いでの実践となった。

授業は、 上原小学校 10名以外に近隣校の西表小学校 6年生 3名、 白浜小学校 6

年生 2名の計 15名の集合学習の形式で実施された。

授業の実際

本時では、「住民の命をうばったものJということで、 「銃(アメリカ軍)J r栄
養不足Jr集団自決Jという意見がでた。写真はその時の板書のものである。こ

こでは、授業者との距離もあってか積極的に発言する子も少なかったため、あ

まり深入 りせずに、授業を進行させた。

2時間の時間配分としては、「沖縄戦確認クイズJr物体Xの正体」で 45分間、

伊佐順子証言の読み込みで 45分間とい う配分で、あったが、 最後 5分以上オーバ

ーすることとなった。

(1時間 目の議論]
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前半部分の「物体 Xの正体」に関する発表の部分で少しコメン卜しておきた

い。 5つのクツレープにわかれて議論してもらったのだが、そのうち 4つが 「ば

くだ、んの破片Jという説になった。その根拠は 「かたしリ「重しリ「鉄Jという

ものであった。 しかし、 一つのグルーフ。が形のいびつさに言及し、「とがってい

るJr破片と破片をあわせてみたらくっつきそうだ、ったので、とびちってわかれ

たものJという仮説を説明してくれた。また、「昔使っていたJI札や鍋Jという説

もでてきた。またその)11由を「悪い菌で病気になったj と説明してくれた。や

はり西表島の子どもたちは戦争に関する学習の中で、戦争マラリアや飢餓とい

う問題がどこかで残っていたのではないかと想像された。戦争と病気というの

が結びつくのはやはり、この地域が「戦争マラリアJという地上戦で、の死亡で

はなく病気による死亡者が多いことを表していると考えられた。

【21時間円の議論]

2時間目の議論の中心は、「あなたが伊佐順子さんだ、ったら」である。ここで

は、上記の写真のように、①が 2グ‘ループ、②が 1グループ、③が 2グルー7
0

となった。 しかし、同じ①でも、「生き残った方が家族のためになる。戦争を伝

えることができるJという家族のためにも自分が生き残ることに意味があると

いう意見をつくったグ、ループ。と、「死にたくないJr自分だけでも生きていた方

がいしリというとにかく自分の命を守るということを優先したグノレーフ'に分か

れた。②と③はむしろ似ており、「なんとか家族みんなで助かる方法はないのかJ



ということを思考したグループで、あった。

前回の八島小学校の実践、そしてこの上原小学校の実践の議論を通じて、一

つの課題が浮かびかがった。それは、伊佐順子氏の行動規範となっている以下

の文章である。

前川では日本の兵隊ともしばしば出会いました。私たちの側を通っていく 4、

5人ほどの兵隊に、どこにいくのかを聞いたら、敵の陣地に斬(き)り込(こ)みに

行くのだということでした。そういう兵隊たちの話で、「中頭(なかがみ)方面で

は捕虜(ほりょ)になった沖縄の人たちが、子どもは股(また)を裂かれて殺され、

女たちは米兵の玩具(おもちゃ)にされているJということでした。 14歳の私は

その話を聞いて、絶対に捕虜になるまいと、両親に言い続けていました。

つまり、伊佐順子氏の行動には「捕虜にならない、捕虜になれば米軍の玩具に

される(凌辱される)J という恐怖感があり、捕虜になるということを拒絶する

論理が心深く刻まれていることがわかる。沖縄戦の特徴として、「生きて虜囚の

辱めを受けずJという「戦陣訓Jが軍人だけでなく、一般住民にも広められ捕

虜になるということを禁止するような指導が存在していた。この点が伊佐順子

氏にも強くあった。思春期の少女が性的に凌辱されることに対する恐怖心は相

当なもので、あったはずである。

しかし、八島小学校の実践においても本実践においても、授業者と子どもが

一緒に証言を読んで、いる。しかし、子どもたちがこの文章に反応する、正確に

はこの文章を踏まえて家族との別れを決断するのかどうかという選択にならな

かった。これでは、伊佐順子氏の葛藤を再現することにはなっていない。単純

に「戦場において家族を置いていくかどうかJという悩みだけになっている。

もちろん、これだけでも子どもたちにとっては大きな悩みであるのだが、「戦場

の実相Jからするとかならずしも正確で、はないということになる。この点に関

する改善が必要となった。特に小学 6年の男の子にとってこの少女の葛藤を考

えるのは難しい(ほとんど無理なのではないか)という議論になった。しかし、

女子はそれなりに考えることができるのではなし、かということで、証言を読む

際にはこの点に留意しつつ授業を進行することが重要という反省になった。

授業後の子どもたちの感想

本授業後にワークシートとは別にアンケートを取ることとした。これは、修

学旅行の事前学習としてとりくんだこともあり、本授業が修学旅行に向け疑問

をふくらませることができたのかを確認するためのものであった。時間がない
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中で書かせたため、じっくりと思考した結果とは言い難いがここに掲載するこ

ととする。授業の最後にまとめとして、「安全な場所Jということと「ガマ」の

関係について述べたため、「修学旅行で確かめたいことJに「ガマについてJ書

いている子が多い。この点はもう少し配慮してまとめをすれば、もっと子ども

たちが授業と修学旅行をつなげて考える機会になったと思われる。

今日の学習を通して、沖縄戦についてわかったこと、もっと知りたいことはど

んなことですか?

-ほかに生き延びた方法はないか。

・九州などに行く人がいたということがわかった。

-私は畳 1枚に 1発おちてくる爆弾をしのいで、生き残った人はすごいなぁと思

いました。また、普段考えた事のないどうやって爆弾をしのいだかなどわかっ

てよかったです。もっと知りたい事は、戦争で何人なくなって何人生き残った

か知りたいです。

-ごうの中では何人ぐらい住んで、いたのか。ごう、ガマなどは全部でいくつあ

るのか?

-私が今日の授業でわかったことは、ばくだんの形や安全な場所、危険な場所

がわかった。もっと知りたいことは何で伊佐順子さんはなぜ①を選んだのか知

りたかったです。

-沖縄戦では爆弾で亡くなった人の方が多く 4人に 1人が亡くなっている。

-沖縄戦では、自決や銃でなくなったということが分かつたし、どこにいれば

安全で、どこにいたら危険かがよくわかったのでよかったです。

-私は「沖縄戦j の事を学び、山口先生が持ってきてくれた、爆弾の破片を見

て、実際にさわってみると、重く、少しとんがっていたし、でかくピックリし

ました。そしてその爆弾の破片は沖縄戦の時に、 1畳に 1つは落ちてくるという

事も聞いて、またそのことにもひ、っくりしたし、「では生きるためにどこににげ

れば良いかJを考えた事で今日一日とても「沖縄戦Jを深く理解する機会がで

きました。修学旅行でも真っ暗な壕に行くことで、沖縄戦をした人の気持ちを

考えたいです。

-私が分かつたことは、かたくて少し小さいのをもってみるととっても重い物

体 Xがばくだ、んのはへんだ、ったことです。そしてそれが近所にあるといってい

てとってもび、っくりしました。

-私は今日沖縄戦の勉強をしてとてもいろいろなことがわかりました。

・戦争とうじの人の話をしってこんなにきびしいじようきょうだ、ったんだなと

思いました。

-ぼくはてっぽうの玉があたって亡くなった人が多いと，思っていたけど、ばく



だんのはへんで亡くなった人が多かったので、想像以上にばくだんがおちたと

思う。

-僕は今日、この授業をして、ごうのちかくにばくだ、んのはへんがあったこと

や、どんなところがきけんなのか安全なのかとかをしることができました。

・米軍はどこから上陸したかということが分かつた。

・わかったこと 沖縄戦はとても激しかった。ばくだんの破片でなくなったと

いうことは初めて知った。もっと知りたかったこと 沖縄で亡くなった人のそ

のほかの原因

修学旅行の平和学習で実際に確かめたいことはどんなことですか?

.ごうの中は本当にくらいのか

・ごうの中のくらさや広さをしりたい

-今日の学習では味わうことのできない壌の中のくらさ、こわさを確かめたい0

.ガマの中がどんだけくらいのか?

・ガマは本当に真っ暗か確かめたいで、す。

・爆弾の破片があるかどうか確かめて当時の様子を想像する。

・私は修学旅行でにげていた人たちはどんなごうににげこんだのかを調べてみ

たいです。そしてどんな人が多くなくなったのか知りたいと思いました。

-実際壕に行つての暗さを確かめてみたいです。あとは平和祈念資料館で戦争

をした人の作文を読みたいです。そうすることで、その時の気持ちが伝わるか

もしれないからです。平和の礎を見て、「沖縄戦Jでどんだけ多くの人が犠牲に

なったかも、見て確かめたいです。

-私は修学旅行で実際に糸数の壕に行くとき、中はどんくらい暗いかどんくら

いの広さか入った時の感じなどを確かめたいし資料館では戦争とうじの写真も

確かめることができたらいいです。

-確かめたいことはいろいろな人がかくれていた「ごうJがどれだけくらいの

かみてみたいです。

・ごうに入って、ごうの中にもかくれるばしょはないかたしかめたいです0

・修学旅行に行って、もう一度沖縄戦争について考え直したい。

-沖縄戦では、どれだけの人が死んだのかを調べたいです。ごうの中はどんな

かんじなのか。

-ごうの中がどうなっているのか。

・ガマやごうはどういう所なのか。本当に 2-..3日過ごせるのか。
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実践例 3 本部|町立瀬底小学校で、の実践

はじめに

故後に、 2013年 1月 30円に実施した本部町立瀬底小学校で、の実践について紹

介する。この実践も修学旅行の411:前学習としてと りく まれたものである。5，6 

年生 10名を対象に実施したものである。i額底小学校は沖縄本山北部木1m半島と

備でつながっている離島である。そのため、修学旅行は沖細木仏中南部へ行く

こととなっている。平和学習等はとりくまれているが地上戦闘のイメージとい

う点では乏しいと いう教員の認、識もあり 、本授業をとりくむこととなった。

授業の実際

[ 1 時間円の議論]

こちらも 1時間同はやはり緊張感があり怠見が活発にでたとは言い難かった。

10人であったために 3つのグノレーフ。で、J受業をすすめた。「物体 Xの正体」に|現し

ては、 fl成車Jや「しゅりゅうだんJf8-29J という具体的な兵椛が出てきたこ

とに特徴があった。議論の途中では、「沖純に 8-29がげんぱくを落としたJと

いうような発言もあり、さまぎまな事実がつながっていないという徹子も見ら

れた。 しかし、観察に閲してはするどいものがあり、実際に般石を使って鉄か

どうかを確かめたり、さびや色の観察もしっかり行うなど、意欲的に取り組ん

でいた。



【2時間目の議論]
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且よけ ・・・・・
2時間目はだいぶリラックスして「生き延びる方法Jについてもいろいろな意

見が出てきた。「かさJr厚着」などの発想、も否定せずに受け止めた。「厚着Jは、

実際に多くの住民が行ったことであるし、 「防空頭巾」などもあることからあな

がち間違いではない。このような子どもたち一人一人の発想に「正解」という

意味づけを しながら、授業をすすめることが子どもたちの「発言できるJ安心

感をつくることになった。お墓については、 地元の老人からの聞き取りによっ

てつくられたものであった。実際にワークシートに書かれた声は以下のような

ものであった。

想像してみましょう ........-rどうやって沖縄の人は生き残ることができたのでしょ

う?J

-ぼうくうごう、海の中で、あつぎ、して熱い鉄から体を守ってた。

・ぼうくうごうにかくれる。 トイ レにかくれる。穴をほってかくれる。車の中

にかくれる。何かの部品(鉄)を分解して身を守る。

-土の中にかくれる。かさをもっ。ょうふくをいっぱいはく 。家ににげる。お

はかにはし1る。

-かくれそうなところにかくれる

-上の中にかくれる。全力しっそうで走る。家の中にいとく。相手を殺す。く

さにかくれる。

-深くくねくねあなをほってかくれた。

・穴にかくれた。ぼうくうごうにはいった。はかにかくれた0

・おはかにはいる。ぼうくうごうにはいる。日本軍のもとにいく 0

・ぼうくうごうの中。おはかの中。

・すきまにかくれる。おはかにかくれる。 しんだふりする。お金持ちはてつの

洋服を着る。学校にかくれる。アメ リカ軍と友達になる。

27 



28 

中心発問である「あなたが伊佐順子さんだったらJはこれまでの展開とは違

ったものがあった。一つは、上原小での課題として挙がっていた「伊佐順子氏

の捕虜になりたくない理由Jを強調して読んだことがあげられる。もう一つは、

一人ひとりの結論をもって意見交流するにとどめる(グループで統一しない)

ことで、自分の意見を最後まで主張しでもいいし、かっ意見を変えることもで

きるようにしたことである。その内訳は以下の通りである。

考えてみようーもしあなただ、ったら

もしあなたが順子さんだったら，どうすると思いますか?下から選んでみまし

ょう。自分なりに当時の状況を想像して書いてみましょう。逃げなければ， 2 

km近くまで迫っている米軍がやってきてつかまる可能性が高いです。

私だったら，

① 伊佐順子さんと同じように喜屋武岬に行く 6名(教員 2名)

その理由

-自分が生きのびる方法を考えるのでいっぱいいっぱいになりそうだから。今

はキレイゴト言っても、自分がそういう場面にあったら絶対、他の人のこと考

えられない。みんな自分がかわいい。でも、とりあえず近くにかくれる場所が

あるか探す!

-っかまったら死ぬから。

-自分はこどもにときにしにたくなし、から。

・おとうさんたちが死んでかなしいけど、自分がしにたくなし、から0

.ほりょになったらころされるから。

-捕虜になっておもちゃになりたくなし、から。伊佐順子さんと同じように喜屋

武岬ににげる。親と一緒にいたくても死ぬより一人でもにげたい。

② 家族で離ればなれになるのはいやなので，家族一緒にとどまる 3名(教員 2

名)

その理由

・ぼくは②がいいです。もしも①だと父や兄弟をおいていくわけにもないし③

だと時間がかかつて米兵につかまって殺されてしまうかもしれないけど、家族

と一緒に死んだほうがいし、。

-自分が生きていても、家族がし、なければ、いやだし、生きていて心残りにし

たくない。もし、にげたとしても最後まで生きのびれる保証はなし、から。

-自分も大事だけど、でも家族の方が大事だし、ずーと一緒にいたいからです。

あとあせってパニくるかもしれないけど、でもうごける人だけでこうどうして

もちょーふあんになる。



③ その他 1名(教員 1名)

その理由

-思いきって死を選ぶ(家族全員で)

-引きずってでもつれていく(教員の意見)

ここから読み取れることは、①を選んだ中に「殺されるJという子と明確に「捕

虜になっておもちゃになりたくなし、からJという子がいたことである。この子

は女の子であり「おもちゃJの意味を理解しての書き込みであった。残念なが

ら、この子の主張がクラス全体を揺るがすことはなかったし、授業者もここを

広げることができなかったのが課題で、あった。

そのかわりクラスの中でみんなが声をあげたのが、「思いきって死を選ぶJとい

う子の意見であった。この子は、最初は①を選んでいたのだが、②を選択した

子から「逃げても死ぬかもしれなしリと言われ、相当悩んでしまった。「どっち

にしても死んでしまうのであれば、家族みんなで思いきって死んだ方がいいの

ではJとこの子なりに結論づ、けたので、あった。「集団自決」の論理ともいえるこ

の意見は、当然ながら「投降すれば助かるJとしづ選択肢は除外された状態で

あり、その中での究極の選択をした例である。沖縄戦住民であれ、学徒であれ

追い詰められた状態で「死を選ぶJ選択をした論理と似ていると言える。この

子なりの論理でこの選択にたどりついたことは、当時の追体験をしたという点

で深い葛藤をしたと言えるのではないか。この子の思考は本授業のねらいを達

成したと言えるもので、あった。と同時に強制集団死「集団自決j について、「当

事者性j のある発聞を設定し、子どもたちと一緒に考えていける可能性を示し

てくれた。

もちろん授業の最後に、「投降しでも殺されなかったJという事実を伝え「死を

選ぶJことが最善の選択肢ということに歴史上はならなかったことをフォロー

をすることになった。

議論としては、①を主張する子「この場合、自分の命が大事という主張」と

②の主張「家族は見捨てられなしリという子が激論を交わしたことで、「戦陣訪IIJ

を背景とした①と③の主張を中心とした議論にはならなかったが、全体に意見

を共有したことで、「友達の意見Jとして自分とは違う意見を複数ワークシート

に書きこんだ子が多く、自分自身の意見をっくりあげて終わりではなく、その

意見を相対化するというプロセスは踏むことはできた。しかし、残念ながらそ

の結果どのような学びがあったかを書き出させることはできなかった。

この教材の可能性を広げてくれた授業実践となったとは言えるだろう。
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ワークシートに書かれた子どもの声

授業後に、何でも疑問に思ったことを書いていいとして書いてもらうと以下

のような疑問が出された。ここから、もっと戦争そのものの全体像や沖縄戦学

習から戦争そのものの構造へと深めていくことの重要性を感じさせられた。子

どもたちが「なぜ戦争がおこるのかJという問いに向かっていっている点、今

のアメリカとの関係と比較して「アメリカとどうやって仲直りしたか」という

疑問を出す子どももいたことは、沖縄戦学習をきっかけとしてテーマを広げて

いくことの重要性を感じさせる子どもたちの声で、あった。

これらの声にすべてこたえることはできなかったが、「平和新聞Jとして授業

者の意見を書いて、子どもたちに届けてもらった。

今日の授業をやって、もっと疑問に思ったこと

・墓や防空壕の他にかくれる所はあったのか。日本軍はどんな物を使って戦っ

たのか。

-焼けた土地の面積は?アメリカとどうやって仲直りしたか。

-どうしてせんそうがおきたか。どうして人を殺されたのか。何人なくなった

んですか。

-なんで、戦争がおきたのか。

・せんそうはなぜおこなわれたのか?どのようにしてこうげきされたとか、今

こっちに向かっているとかわかったのか。ばくだんは誰が作ったのか。アメリ

カの人はなぜ沖縄の人を助けたのか?なぜ沖縄がこうげきされたのか?

・日本人は、ばくだんや破片などで亡くなったけど、アメリカの人たちはどの

ようにして命を落としたのか。どうして日本とアメリカは戦争したのか。

・どうして沖縄の人までまきこんだのか。どうしてアメリカは強かったのか。

どうしてアメリカは沖縄をねらったのか。何人なくなったのですか。沖縄はな

ぜ

.沖縄戦でで、アメリカ軍以外にどことたたかつたんでで、すかo なんで、沖縄で戦争が

あったのか。

• JI慎子さんのようなけつだ、んをした人は何人くらいですか。

・どうして防空壕があるのかな。どうして戦争があるのかな。どうして戦争で

人が死ぬのかな。どうして死にたくないのに、殺されるのかな。どうしてテッ

ポウやばくだんやせんしゃなどが戦争につかわれるのかな。



|修学旅行事前平和学習 瀬底小5・6年の疑問
琉球大学 山口剛史(やまぐちたけし〉

先日は、みなさんと一緒に勉強ができてとても楽しかったです。ありがと うございました。

みなさんの発言や書いてく れたことは、相、が気づ‘かなかったこともたくさんありました。た

くさんの疑問が山てきたことで、私も 「もっと勉強したしリという気持ちになりま した。

修学旅行直前ですが、私なりにみなさんの疑問に答えたいと簡単な新聞にしてみました。

すべての疑問に答えるにはもう少し11寺山をいただきたいと思います。みなさんも修学旅行の

中で、「自分なりの答えJを見つけて、私に教えてほ しいです。

【授業の後に出されたみんなの疑問】

まずは、みんなの疑問を紹介します。どの疑問も沖縄戦を考えるうえで大半な疑問です。

98l1>II.豊唱。って.s:>と...にIlヲ疋こと

l主主 11;と工2巴ο預l:f主ie:弘、i

rx. ¥Itlヒとうh可でt令直りし1ミ怜

l1=人 t土.

事自の憎鱒告やコて.包:>ι価問Ii:Jlbだこと

臼れIj.、 iすとfヒ.;.._円高£均はいで壬tふたい)と、

づ'，，'}力作之tふιNつ/よLC守をおとltご仇'.

(.:'Lγ併と町、l有lri獄 事4ためヴ t

41今P梅毒のイ"c!!1ごちY首¥1，予向は 革、主の育協."

06車掌l立ピ下.:r;;吻1¥'，(:華'?7..場料;7.折内L

湖底小学校平和学習新IlfJ1ページ

31 



32 

すべての質問に答えることはできませんが、いくつか答えてみたいと思います。難しい

質問もたくさんありますので、これは次回答え(山口の意見)を紹介できるようにしたい

と思います。

質問:日本人は爆弾や破片などで亡くなったけど、アメリカの人たちはどのようにして命

を落としたのか?

質問:日本軍はどんなものを使って戦ったのか。

アメリカ軍の記録や日本軍の記録をみると、沖縄戦の中ではアメリカ軍だけが攻撃したわ

けではありません。日本軍も爆弾や大砲を使ってアメリカ軍を攻撃しています。平和祈念資

料館でも日本軍の使った武器などを見ることができます。確認してみてください。

日本軍の攻撃の特徴として、「肉弾攻撃(にくだんこうげき)Jというものがあります。日

本軍は爆弾を持ったままアメリカ軍の戦車に体当たりするなど、自分を犠牲にする攻撃の方

法を数多くとりました。これはアメリカの人たちには理解しがたいものでした。沖縄の生徒

(中学生から高校生)もこのような体当たり攻撃をさせられました。

日本軍の武器はアメリカ軍に比べて性能も悪く、量も少なかったことは確かです。ですの

で、アメリカ軍の死者の数と日本軍の死者の数には大きな違いがあります。これは平和の礎

や平和祈念資料館で確認することができます。

質問:どのようにしてこうげきされたとか今こっちに向かってくるとかわかったのか?

これは沖縄の人々がどのようにアメリカ軍の攻撃をわかったのかという意味だと思いま

す。沖縄の人々はさまざまな方法で情報を得ていました。一番わかるのは、「目に見えるJ

ということです。戦車や兵隊を見て逃げたという人たちもいます。

次には「音jです。だんだん大砲の音が近くなるのを聞いて、アメリカ軍がせまっている

のを知った人たちもいます。

そして「日本軍からの情報Jです。沖縄の人々は、日本の兵隊が通っていく時などにその

状況を聞いています(伊佐順子さんもそうでしたね)。

このように自分たちが生き延びるためには、あらゆるところから情報を集めて自分たちの

いる場所が安全か危険か、どちらに逃げるべきかを考えています。

ただ6月の沖縄本島南部の状況は、あちらこちらからアメリカ軍がせまってきますので、

「どこに逃げてもアメリカ軍がいる」という状況だったことが多くの証言から知ることがで

きます。

|質問:基や防空壕の他にかくれる所はあったのか。

住民の証言をたくさん読んで確認してほしいと思います。木の下や森、道ばたの溝、井戸、

家の中など、「爆弾Jをよけるためにいろいろな場所を探しています。その中でとても安全

だったのが「ガマJだったのです。ほかにどのような場所があるか調べてくださいね。
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|質問:川畑人 向 沖 縄 山 助 けたのか?

この質問はいろいろな角度から考えることが大事だと思います。

まずーっ目は、戦争にはルールがあるということです。スポーツのようなルールとは言え

ないのですが、「戦争にもルールが必要だ」という考え方がヨーロッパにはありました。(だ

ったら戦争なんかしなくていいのにという意見があるかもしれません。私もそう思います)

その中で、「戦えない人、戦わない人(兵隊でない人)には攻撃しない、助けるJというル

ールをつくったのです。

「戦えない人Jとは、負傷している人(けがをして戦えない人)、降伏した人(降参して

戦う意志を持っていない人)のことです。

「戦わない人J(兵隊でない人)は、一般市民つまり沖縄では武器を持っておらず、逃げ

まどっている人々(避難民といいました)のことです。

そのような人を攻撃(殺す)ことはしてはいけない、保護しなさいというルールをヨーロ

ッパではつくったのです。これは国際社会のルール、つまり国をこえて守りましようという

ノレールでした。アメリカ軍はこのようなルールを守って助けたということができます。

二つ目は、アメリカ軍は沖縄を占領して自分たちのものにする計画だ、ったという点です。

アメリカの人たちは沖縄の歴史を勉強していました。「もともと日本で、なかったことJr強制

的に日本の中に入れられたことjを知り、アメリカ軍が占領した時には、このような歴史を

ふまえ、「沖縄の人Jと「日本の人Jをわけることで、アメリカ軍が占領した時に支配しや

すいようにしたのです。

このようないろいろな考え方があります。詳しく知りたい人は調べてみてください。一つ

目の問題は、日本がこのルールを守らなかったということで大きな問題になりました。戦争

が「たくさんの人の命Jを奪うものですが、国際社会が「これはおかししリ「ノレール違反だJ

と思うような行為を日本はたくさんしてしまったのです。もちろん、アメリカ軍もルール違

反はしています。日本各地の空襲(無差別に爆弾を落とした)や原爆投下などはそのルール

違反のーっとも言われています。

戦争にルールが必要と言っても、守られることはありませんでした。このことからも戦争

がいかにたくさんの人の命を勝手にうばってしまうものかを考えることができると思いま

す。

もう一つの問題は、沖縄戦の後に沖縄はアメリカの支配下におかれます。その中でたくさ

んの基地がつくられます。アメリカは、ソ連(今のロシア)や中国に対抗するため、沖縄に

たくさんの基地をつくることを決めていました。

そのためには、沖縄の人の反発を少しでも少なくするようにさまざまな方法を考えたので

す。沖縄に今基地があること、日本とアメリカはいつから仲良くなっていったのかにもつな
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がりますので、ぜ、ひ興味を持って戦争が終わった後の沖縄の歴史も調べてほしいと思います。

|質問:どうして沖縄山でまきこんだ帆

これは、まず日本軍に大きな責任があるといわれています。日本軍は人手が足りなかった

ために沖縄の人々に基地(飛行場や陣地と言われる隠れる場所)をつくる手伝いをさせまし

た。戦争がはじまるぎりぎりまでこのような準備があったため、一般住民を安全な場所に避

難させることはできませんでした。対馬丸のように、避難しようとした人々がアメリカ軍の

潜水艦に沈められるということもあり、沖縄の外に避難することは難しいことでした。その

ため、狭い沖縄に軍隊も住民も閉じこめられることになりました。

また、日本軍はたくさんの沖縄の人を兵隊にしました。「根こそぎ動員Jという言葉があ

ります。動ける人たちはみんな軍隊として、アメリカ軍と戦いなさいということでした。そ

れが、「鉄血勤皇隊(てつけっきんのうたい)Jという名で動員された男子学生でした。女子

学生は、「ひめゆり学徒Jのように看護婦の補助として病院などで働くことになりました。

このように、たくさんの人を軍隊の一部として巻き込んで日本は戦争をしたのです。

沖縄戦もそうですが、アメリカ軍も投降してきたり、避難してきたりした住民を助けるこ

とはしました。しかし、住民がいてもいなくてもたくさんの爆弾を落としたことは事実です。

この前の学習でもあったように、だから多くの住民が死んだのです。そういう意味では、ア

メリカ軍も住民が巻き込まれることをわかって、たくさんの爆弾を落としているのです。

どうしてこんなことになるのか。私の意見は次のようなものです。

戦争は、「敵から住民の命を守るために戦っているわけではなしリのです。住民を巻き込

んでも「奪いたいものJr守りたいものJが軍隊にはあるのです。軍隊と言うよりは「国J

そのものかもしれません。「国Jは、一人一人の国民(住民)の命よりも大事なものがある

と思っているのだと思います。だから、たくさんの兵隊、住民が犠牲になっても戦争をやめ

ることはなかったのです。

それは一体何か?いろいろな表現があると思いますが沖縄戦の時には、

「できるだけ日本に有利な条件で戦争を終わらせたいJ

ということだと言われています。

日本が負けるということは、政治家も天皇もわかっていました。しかし、どう負けたらい

いかを考えていました。そうした考えのもと沖縄戦は行われたのです。この「有利な条件J

とはどういったものか、ぜひ平和祈念資料館やいろいろな本で確かめてほしいと思います。

楽しく思い出いっぱい、だけどいろいろな勉強ができる修学旅行を楽しんでください。

瀬底小学校平和学習新聞 4ページ



2部 :離島における戦争遺跡の現状と教材化

はじめに

ここでは、本研究においてとりわけ詳細を調査した「西表島11碕山望楼」に関

する調査報告について、八重山文化研究会の例会にて報告させていただいた内

容を採録することで、報告に変えたい。

離島における戦争遺跡を活用した教材化について

ここでは、「西表島の戦争Jということで 2011年に竹富町立船浦中学校にお

いて 「平和学習」として実践したワークシートを掲載しておきたい。この授業

は慰霊の 日に合わせた平和月間の特設授業としてとりくんだものであり、前半

を沖縄戦の概説、後半を西表島の戦争という 211寺間構成で授業づくりと してと

りくんだものである。

ここでの中心的な発問は、「なぜ軍隊は住民を西表島に集めたのかj という点

であった。波照間島の西表島南風見回への強制疎開だけでなく、各島々の住民

が西表島へと疎開させられているという事実を碓かめながら、その理由を採っ

てみようと学習であった。その時の子どもたちの意見が以下の通りである。

戦争遺跡の活用という点では不十分な点は多いが、地域素材を活かした平和

学習の構築として先行実践を踏まえた教材開発と なった。

I l ~ みん者向~史
・7 ラ'J'?があ3停扶助τ吋1γ村・そ閉しそ¥，11

叫んLf;???!?lfJttB抑 制 し い，1-(1) l' {:tf{ 1: i納νf品川{川1/.1~ I .... { ¥ ¥ ~ m 1y.， 為吹い
ど?し? (13日ρ 同Lれ 7V4 「給料老〕のお合

. ，J\~兵動小人

2MlU5 7zzz P胤乍れピで;)一つ咋れ刊tμ川A尚街川仰川附Tγ叶叶1ト1-，
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沖縄・八重山文化研究会 11月定例会資料

沖縄県立芸術大学附属研究所

平成 23年 11月 20日(日) 17: 00"" 

西表島 『崎山望楼』の実態と現状

はじめに

発表者:伊波直樹(株式会社島団組主任調査員)

山本正昭(県立埋蔵文化財センター調査班主任)

山口剛史(琉球大学教育学部准教授)

西表島における戦争遺跡の調査及び調査成果は、県立埋蔵文化財センターが実施した『沖縄県戦争遺跡詳

細分布調査 (VI) 一八重山諸島編一~ (2006年)の刊行。そして、琉球大学教育学部による「離島における

平和教育教材開発研究j 事業による『隙島における平和教育教材開発研究 I一戦争遺跡“西表島船浮・対馬

要塞跡"の実態調査から見る教材の可能性一~ (2007年)などによってその内容が充実しつつある。特に「船

浮要塞跡Jついては先述した 2fI骨の他に、本研究会でも伊波が 2008年 4月によってその成果が報告された経

緯もあり、西表島の戦争遺跡は船浮要塞跡を中心に調査・研究が展開されている状況と言える。

しかし今回は、これまで研究論文等で一切紹介されてこなかった西表島崎山に残る通称「望楼(海軍監視

所)Jに関するついて、現地調査によって明らかになった現状と遺跡の形状について報告したい。 2011年 3

月、離島における平和教育教材開発研究j 事業により「崎山望楼Jの調査を行い、詳細な実測データや遺構

の構造を明らかにすることができた。また本望楼は日露戦争時に活用されたと言われていることから、日露

戦争期の文献より望楼建設の経過について明らかにした。本報告では崎山望楼の調査成果及び日露戦争期の

文献から、今後における崎山望楼の位置づけについて迫っていきたい。

1.沖縄県内における監視所の動向について(山本)

1894 (明治 27)年に海軍望楼条例により全国に 15ヵ所の監視施設を設置する。 1900(明治 33)年には「海

軍望楼」と解消され、更に日露戦争前には全国 19ヵ所に設置された。九州、|・奄美・沖縄地域の海軍望楼の所

管は佐世保鎮守府であり、鎮守府望楼監督官が各望楼の監督を行った。望楼での主な任務として海上の監視、

艦船との通信、気象観測があった。

1900年 喜屋武村役場が喜屋武l崎820余坪を海軍望楼地として寄付を行う。

1904年 全国に 79ヵ所の望楼を設置。沖縄県内では喜屋武望楼と西表望楼の 2ヵ所が設置される。

1914年 辺戸崎、喜屋武、平安名、西表に望楼の設備工事計画の要領書が佐世保鎮守府司令長官あてに提

出される。

1937年 「防空法j制定。全国各地に監視哨が建設される。

1938年頃 与那城監視哨が設置される。

1941年「防空監視隊令Jにより臨時立哨から常時立哨へと変わり、取視哨の設備、人員が強化される。

1942年頃 久米島に上回森の監視所が設置される。

1943年 石垣島・平久保崎、嘉手納、本部に監視哨が設置される。沖縄県内ではこの時期に西表(崎山)、
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宮古、平久保崎、糸満、那覇、与那城、嘉手納、金武、本音11、国頭、久米島の 11ヵ所の防空監

視11111が設置されていた。

19111ド 南大東村股視所が設置される。

1915年 4片 嘉手納監視1I1'iの監視隊が解散。

1915年 5月 久米品 ・上問森の監視所が空襲により破壊される。

1915作・ 6月 沖純ti脳会結

1945年 8月終戦

O~I'制県内で現缶、 7 ヵ所の股視11向朗;が椛認されている。

①建造物が残存する監視11門跡

本部脱税1I~1 (本部町谷茶)、与那城脱税1I~1 (うるま市展段名)、監視所跡(南大東村字南)

②建物基礎が残存する監視111'1跡

ヒ rll森の監視lI~ì跡(久米品Iwr宇七江洲)、糸満監視IIl'ì跡(糸満市字糸満)、嘉手納監視11自跡(北谷町字浜)11)、

平久保tIY.'fの海軍特設見張所跡(石垣市字平久保)

③建物以外の辿桝が残存している監視11門跡

喜屋武の望楼跡(糸満市字喜屋武)

@痕跡が見られないもの、場所の特定がされていないもの。

宮7片、月I~制、金武、国頭の1詑視H自跡

県内の主な監視lI~ì跡

写真 O l .ïl時I~舵視1I1!IWt!J;①(木部|町字谷~) 写真 02本部監視H向跡②(本部町字谷茶)

八文研レジュメ Pagc. 2 
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77.μ03嘉手納監視哨跡①(北谷町字浜)11) 

写点 05 1干・)J I~城l庇視l鴨跡①

(うるま市与那城字屋慶名)

'.!..j. t; 07糸満取視IIW跡①(糸満市字糸満)

八文イUfレジュメ Page. 3 

'与点 04必手納1託視IIjlf跡②(:1ヒ谷IlIr字浜)11) 

'7・ .l.'~ 06 1子 )JI~城l位制1情跡②

(うるまrli与那峨'字屋嵯名)

'lfú08 糸満位制1I向跡②(糸11~í市中糸il~í)



写真 09ヒ問森のl政視l哨跡①(久米品IIIT字上江洲)

写真 11ギ久保附の海軍特設見張所跡①

(石垣市平久保)

2.崎山望楼に関わるこれまでの先行研究

現在まで2つの先行研究が挙げられる。

( 1 ) 石垣市史、竹富町史の戦争体験記録

写真 10上回森のl監視11向跡②(久米島町字上江洲)

写真 12平久保附の海軍特設見張所跡②

(石垣市平久保)

石垣市市史編集室編『市民の戦時戦後体験記録第一集~ 1983、竹富町史編集委員会編『竹富町史第

十二巻資料編戦争体験記録~ 1996の 21I1~からは崎山望楼に関する体験記録がある。特に川平永美氏

の証言記録では、J11平氏自身がl崎山望楼にて空襲を体験しており 、その様子も体験談して記録して

し、る政重なものである。

( 2 ) 松，山昭司氏による戦争遺跡 fll崎山望楼」の紹介

元石垣市職員の松品H封司氏が八重山1iJ:日新Illl(2003年 10月 111ヨ)、八重山地区タウン誌「ゃいまj

に、 11崎山望楼を発見した/レポを投稿している。「望楼発見物語一亜熱帯原生林を行く一上下Jと題さ

れたノレポは短いながらも、戦争辿跡発見の昔労が記されている。松島氏は平成 14年 9月に4度目の

調査で、見つけたと している。ここで山ー重な成果となっているのは、望楼跡のコンクリー 卜基礎が見

えるように伐探した写以を成している ~n・である。

八文研レジュメ Page.4 
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~'.Jl① 望楼発見物語上より 'LJ.I'f② 望楼発見物語下より

3.崎山望楼の実地調査

2011 年(平成 23)3月 5日'"'-'6日に発表者 3::f:1と、西表島船浮集落在住で、公民館館長 (2011年 4月現在)

である池山米政氏に協力を依頼し、調査を実施した。今回の調査において、2基の建物跡を確認する事が出

来た。いずれもコンク リート基礎が残存しているが、建物の平面形状、立地等異なる特徴が見られたため、

ここでは建物跡①、 ②と して各詳細を述べる。
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第 1図 崎山望楼の位置図

八文研レジュメ Page. 5 

40 

-圃a‘。

ぉ~J‘

ζ〉智竃圃・



、 p 、"
a 、.~ ." 旬、

、 4‘. 
一
町 r、E

。_-_-~ 

-守

-仏
マP
J

r
/
」

。
.1; ¥.----

、、，
町、

1・.，
r ・77: 、

、 、.c，

てご -C1S7
'γヌパン筒 i

'1.<イミ崎 t

1: ¥ 子、/

l 

第2図崎山望楼の拡大図

/ ........， 
¥ I ~ 

1 陥tml
l/  
¥ 
'- ~/ 
¥、-_/

7. 3m 

a
d
 皐

&r 

。 aπ1 o 5m 
トー一一一一一一一一

第3図建物跡①平面図 第4図建物跡②平面図

4. r崎山望楼Jの建設(日露戦争期における「西表望楼J)に関わる文献資料

これまで見てきたように本調査において崎山望楼に関する現状を明らかにすることができた。しかし、「崎

山望楼Jに関する史料は明治期、つまり日露戦争時期にさかのぼることで見ることができる。つまり「崎山

望楼」は日露戦争の際つくられた仮設望楼として建設されたことに起源を持つ。

先行研究としては、沖縄における望楼建設に関する歴史的検討を行った吉浜 (2003)がある程度であった。

ここでは吉浜が検討の対象に入れていなかった「極秘 明治37. 8海戦史j の記述を中心に望楼の設置に

八文研レジュメ Page.6 
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ついて見てし、く。なお、史料においては海軍の正式名称、は西表望楼となっている。そのため今後は西表望楼

として記述してし、く。

望楼に関する記述は、「第四部防備及ヒ運輸通信巻四第四章望楼J)に記載されている。具体的にその記述

を見てみると、「明治三十七八年戦役中望楼一覧表Jに喜屋武望楼、西表望楼の 2つが掲載されており、佐世

保鎮守府所管海軍望楼、鎮守府直属望楼として以下のような項目でしめされている。

常設若 望楼名 所在 電信局 艦船ニ 起工年 竣工年 開始年 配員 傭人通

クハ俄 ト連絡 封スル 月日 月日 月日 船

設 スル通 通信器

信器 ノ設備

綴設 喜屋武 沖縄本 電話 完備無 三七 三七 コ七 准士官 人夫一

島南部 線電信 八、二 九、一 九、一 一、下

アリ 七 五 -ノ4、4 士二

卒四

偲設 西表 八重山 電話 完備無 三七、 三七、 三七、 准士官 人夫一

列島西 線電信 八、二 九一 九一 一、下

表島 アリ 七 五 七 士二

卒一

表 1:明治三十七八年戦役中望楼一覧表 2

その地図が掲載してあり、地図で確認することができる 3。望楼設置に関しては[原 2002]の記載と同じく、

「九日山本海軍大臣ノ¥坊ノ仰、浦埼、喜屋武埼、西表島、釣掛埼、韓国蔚島、同済州島、同牛島、同巨文

島及ヒ同蔚山港角ニ、仮設望楼ノ設置を令ス、(望楼一選定報告ハ備考文書ニ在リ)J 4とある。実際に備考文

書には、「五十五披 明治三十七年九月八日海軍中尉馬来新一ノ提出セル釣掛埼防ノ岬屋久島浦埼西表島喜屋

武埼綴設望楼ノ位置選定報告書J5という文書が掲載されている。当時の海軍がどのように西表島を認識して

いたのかを知るうえでも引用してみたい。

「西表島ノ西端

西表島ノ西端八重目埼ニ於テ海図上二四七吹ノ少シク内方ニ於テ位置ヲ選定ス北三十三度東ヨリ北西南

ヲ経テ南二十二度東ニ至ル医域ヲ展望シ得ルナリ輿那国島、沖ノ紳島及ヒ波照間島ノ中央迄ハ其ノ視界中ニ

アリ其ノ高サハ詳ナラサルモ約三百吹内外トス海岸ノ、珊瑚礁岩ニシテ平穏ナル天候ニ於テノvト舟着岸シ得清

水ハ遠カラサル渓谷ヨリ湧出ス此ノ慮ヨリ崎山及ヒ船浮等ニ海陸交通シ得ルモ寒村ニシテ糧食ヲ得ルコト困

難ナルへシ風土病ノ流行盛ナレハ是ニ針スル警戒肝要ナリ飯匙蛇ハ近年稀ニシテ害毒モ大島ノ知ク大ナラス

トJ6 

このように地勢の特徴だけでなく、水の有無から周辺の集落の様子、食糧事情、風土病(マラリアのこと

) JACAR : C05110030100、極秘明治37. 8年海戦史総目次/第4部防備及ひ運輸通信(防衛省防衛研究所)
2 ACAR : C0511 0 1 09900 (第8画像目から)、極秘明治37. 8年海戦史第4部防備及ひ運輸通信巻4/第3編通信/第4

章望楼(防衛省防衛研究所)より。表はその他の望楼もあるため、 2つのみをピックアップし、 「同Jはわかりやすく
再度記載した。
3 ACAR : C05110109900 (第 21画像目)
4 ACAR : C0511 0109900 (第42画像目)
5 ACAR : C05110110100 (第 7画像目)極秘明治37. 8年海戦史第4部防備及ひ運輸通信巻4/備考文書(防衛省防衛研
究所)
6 ACAR : C05110110100 (第 391画像目)
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か)、飯1&蛇(ハブ)まで記述されていることは、駐屯のための諸条件を検討していることがうかがえる。

第IJLJi';'t望桜の本文記述に戻ると、表にもある通り「西表望楼ハ十七日(中略)各事務を開始スJ7とある。

その後、「卜一月十六日鮫品佐世保鎮守府司令長官ハ、 111木海軍大臣ヨリ左ノ訓令ニ接ス、左記鷲盤品外七箇

所ノ曜楼ニハ抑i次無線電信ヲ装備スヘシ 追テ若器具機械rl:J外図注文ニ係ノレモノアリ来一月中旬ニ至ラサレハ

全部到若セサノレモ;I:t;ノ L十l若干ハ不述受領ノ見込ナノレヲ以テ到着次第時々之ヲ其ノ府ニ送致セシムヘキ二十l左

記)1的序ニ基キ設世)iI&~十ヲフヘシJ 8とあり、西表向は 2番目に設置することとなっている。ちなみに喜屋武

は 3番問である。これ以上の詳細lな記述は本文にはないが、「第 8部 会計経理巻 6.7. 87:¥IJ1I骨J9には、

附闘と してさまざまな位ji'~図が掲，脱されている。その第五十九班、第六十税、第六十一慌がその位置図とな

っているので、今回澗持したものと照らし合わせるべく紹介したい。
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第5図:第五十九蛾西表偲望棲位置図
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第6図:第六+城西表偲望楼毘置図
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第6図:第六十一競西表島無線電信柱外二廉建霞位置図

5.まとめ

・f崎山望楼Jは指摘したように昭和期に建設されたものであろうことは、竹富町史の証言等からも推測でき

る。

-日露戦争期の「西表望楼」と現在確認している望楼とが同一の場所であるのかは不明であり、現在の場所

が正しく、望楼を改築したのか、移築しているのかなど再調査して確認する必要がある。

※本研究の一部は科研費若手Br沖縄戦を中心とした平和教育教材開発研究』により実施された。
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船浦中平和学習ワークシート

2011年6月20日

西表島にも戦争があった

~竹富町の沖縄戦について考えよう~

名前

今日は短い時間ですが、西表島でおこつだ戦争について、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。

1 .やってみよう「ミ二クイズ:沖縄戦の特徴」

① アジア・太平洋戦争 (15年戦争 :1931年.-.1945年〉で日本が一番長く戦争をした国は?

② 沖縄県にアメリ力軍がはじめて上陸しだのは伺年伺月?

③ 沖縄戦の際、沖縄本島では激しい戦闘が各地で行われました。その激しさをあらわす言葉として

f( )の暴風」といいます。

④ 沖縄県の各地で、当時の高校性 (15歳くらいから〉ち軍隊の一員として戦闘に参加させられまし

だ。男子生徒は (A )として、女子生徒は (8 )と呼ばれました。

(A 

(8 

⑤ 沖縄方言を話した住民が、日本軍によって〈 〉の容疑で殺されるという事件があ

りました。

⑥ 6月23日は「慰霊の日」です。この日は伺があった目だと言われている?

⑦ 沖縄戦で亡くなった竹富町出身者のうち死亡理由で一番多いのは?
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2.竹富町の戦争

では、ます竹富町の戦争を考えるために、クイズの7番目で考えた理由について一緒に作業をしなが

ら警えてみましょう。下の表は沖縄戦で亡くなった人の数です。

島一富一

2
一
7

竹一
アメリ力軍の攻撃

( ? ) 

やってみよう:亡くなった人の数の多い順に下の表に書き入れてみようo

アメリ力軍のこうげき つ

1. ( 〉島 〉人 1. ( 〉島 〉人

2. ( 〉島 〉人 2. ( 〉島 〉人

3. ( 〉島 〉人 3. ( 〉島 〉人

4. ( 〉島 〉人4. ( 〉島 〉人

5. ( 〉島 〉人 5. ( 〉島 〉人

6. ( 〉島 〉人 6. ( 〉島 〉人

7. ( 〉島 〉人7. ( 〉島 〉人

合計 〉人 合計 〉人

沖縄戦で死亡した数の一番多い波照間島には、次のような歌があります。

「星になったこどもたち」作詞波照閏小学校全児童

一
、
南
十
字
星

波
照
閤
恋
し
い
と

ほ
し
に
な
っ
た

み
た
ま
た
ち

ガ
タ
ガ
タ
ふ
る
え
た

(

?

)

で

一
人
二
人
と

星
に
な
る

苦
し
い
よ
さ
む
い
よ

お
母
さ
ん

帰
り
た
い

波
照
間
ヘ

一
、
南
風
見
田
海
岸
に

き
ざ
ま
れ
て
い
る

忘
れ
な
石
と

い
う
言
葉

戦
争
が
な
け
れ
ば

子
ど
も
た
ち

楽
し
く
み
ん
な

あ
そ
ん
で
だ

さ
び
し
い
よ

お
父
さ
ん

帰
り
た
い

波
照
間
ヘ

帰
り
た
い

い
た
い
よ

帰
り
た
い

j皮照間国民学校(当時の波照間小学校〉の子どもたちも323人のうち66人がだまにあたらすになく

なっています。波照間島の人々はアメリ力軍のこうげきをうけていないのになぜ多くの人がなくなっだ

のでしょうか。当時の波照間島のことを知っている方のお話を読んでみましょう。
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波照間島のおばさんのお話

戦争の始まる前、波照間島の人口はおよそ1600人で食べることには不自由しない

し、どろぼうもいないので平和な島でした。

昭和20(1945)年のことです。 1月と2月に1度ずつ空しゅうがあり、 3月末

ごろ波照聞に住む私たちはマラリアでよく知られていた南風見ヘ行かなくてはならな

くなりました。

南風見に行って1か月ぐらいはみんな元気でレた。しかし、後からマラリア病人が出

始めました。中には子ども6人を残してなくなっていったお母さんもいました。マラ

リアを治すくすりもなく、しだいに食べ物ちなくなり始めましだ。死んでしまう人ち

多くなり、元気な人は毎日病人のかん病、すい事、そう式と大変でしだ。それでも私

たちは波照間島にちどることはできませんでしだ。 8月になってようやくみんなが波

照間ヘ帰ることができました。

帰った後、どこの家でち南風男にいたころよりもマラリアがはげしくなりました。

最初のクイズ7の答え、前ページ表の中の( ? )にははいるのは?

〉です。

波照間島の人々はどうしてマラリアでこれだけ多く死ななければいけなかったのでしょうか?

西表島の南風見回の海岸には、下のような碑が建立されています。

戦争当時、荷風見に行った波照間島の人1275人のうちマラリアにかからなかったのはたつだの16 

人でした。マラリアとは、熱が上がったり下がったりをくり返す、命を落とすことちあるおそろしい病

気です。当時は、西表島はマラリアの島とレて知られており島の中でち危隙な地域とそうでない揚所が

ありました。南風見は危隙な地域として住民が住まなかった揚所の一つです。そんな危隙な地域にどう

して、波照間島の人々は移動していったのでしょうか?
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波照間島のおじさんのお話

昭和20(1 945)年の3月末ごろのことです。「アメリカ軍が波照聞に来るから

一人残らずに南風見ヘ疎開するように」と軍から命令がありました。お年よりの方々

は南風見にはマラリアがあることを知っておられて反対しました。また、「西表はマラ

リアがあってI~\配だ。島にはみんなが入れるくらいの洞くつがあるから、疎開には反

苅だ」という人ちいました。しかし、「反苅するものはきり殺す」とある軍人が刀をぬ

いたので疎開するしかなかったのです。

疎開先での生活はだんだんひどくなり、 「このままでは全滅してしまう、島に帰して

くれ」と言ってもその軍人は聞いてくれませんでしだ。

そこで、7月の末ごろついに識名校長先生が石垣にいた軍の責任者に直訴したので、

私だちは8月になってようやく波照間島にもどることができたのです。

「忘勿石ハテルマシキナ」という文字は、この識名校長先生が、波照聞に戻るさい、南風男の石にきざ

んだものです。

句--

南風見の浜

子どもたちが勉強していた揚所・ここが臨時の学校でした。
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実はこのような疎開は波照間島だけで行なわれていたのではありません。次の表はそれぞれの疎開先

をあらわしています。どこからどこへ疎開していったのかはやじるしを、疎開地には企を倒にならって

地図に書き入れてみよう。

住んでいた揚所 疎開した揚所
作業をやってわかったことを書きましょう。

波照間島 南風男、古見、由布

竹富島 由布島

黒島 カサ崎

新城島(上地・下地〉 大原

鳩間島 上原、船浦

西表島祖内 ウーシーク森

西表島星立 ウーシーク森、波照間森

西表島船浮 大原

西表島綱取 ぴいさんかー

西表島白浜 仲良川近くの山
L_ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ー'

む韓関島

。

Q~~ U鎚

ノ疎開の道のり

企 疎開 先

. マラリアがあった地域
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3.今ち西表島に残るちの (なんのための施設か考えてみよう〉

け)外離島にある施設跡

(2)サパ崎にある施設跡

(3)祖納にある施設

自分の予想
1・ーーーーー・・ーー・・ーー-ーー--ーーーーー・・・ーーーーーーーーーー・・ーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー"ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・・・ー'ーーーーー、， ， 
" ， ， ， ， 

， ， 
I 

L_ーー-ー-_ _ーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー再開園・・ーーー__ー・ー__ _ーーー-ーーーーーーーーーーーー__ _ーーーーーーーーーーーーーー
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