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１．テーマとサブテーマ、

　⑴テーマ　　　「国際理解と平和」
　⑵サブテーマ　「沖縄を知ろう」

２．学年目標、ねらい、伸ばしたい力など

　⑴学年目標
　１年を通して、計画的で無理のない学習をさせ
る。

　⑵ねらい
　　沖縄を多角的にとらえさせる
　⑶伸ばしたい力
　　・沖縄を多角的にとらえる力（Ｂ）
　　・論理的に自分の考えを相手に伝える力（Ｂ）
　　・他の発表を多角的に評価する力（Ｂ）
　⑷活動内容

　講義、調べ学習、夏休み自由研究、自由研究相互
評価会、映画鑑賞、研究旅行（アポイントメント取
り・フィールドワーク・平和宣言を含む）、研究旅
行中のベストショット発表会、お礼状作成、研究収
録作成など

　⑸評価基準と方法
　　１）方法

　調べ学習、提出物、発表会などの自己評価・相
互評価会、発表会などの相互評価・講義、調べ学
習、提出物、発表会、相互評価会などの、教員に
よる評価

　　２）基準
　　①講義について

　真剣に取り組んでいる・おおむね真剣に取り
組んでいる・努力を要する
　ワークシートが完成している・おおむね完成
している・努力を要する

　　　②提出物について
　真剣に取り組んでいる・おおむね真剣に取り
組んでいる・努力を要する

　　　③相互評価会・発表会
　真剣に取り組んでいる・おおむね真剣に取り
組んでいる・努力を要する
　論理的に自分の考えを伝えている・おおむね
伝えている・努力を要する
　他の発表を多角的に評価している・おおむね
評価している・努力を要する

　　　④以上（1）～（3）を踏まえ、総合的に学年目標
の達成・テーマの理解・つけさせたい力の習得
について

　　　　出来ている・・・・・・・Ａ
　　　　おおむね出来ている・・・Ｂ
　　　　努力を要する・・・・・・Ｃ
　⑹系統性
　　１）前年度とのつながり

　前年度は「生命と環境」をテーマに、人と人と
の関わり、人と自然との関わりを生徒は学んだ。
その経験が、今年度のアポイントメント調整、
フィールドワーク、平和講演につながると考え
る。また、前年度の研究集録への取り組みは個人
研究で、それぞれが集録のまとめ方を学んだ。
従って今年度はその経験を活かしてグループ単位
での研究集録に効率よく取り組めると考える。

　　
２）「持続可能な開発のための能力」（ＥＳＤ）との

関わり
　「国際理解と平和」は人類の永遠のテーマであ
る。開発が進む地球において、それは常に考慮さ
れなくてはならない事柄である。今年度学習する
ことが、今後地球市民として生きていくために大
いに役立つと考える。

国際理解と平和Ⅱ
～沖縄を知ろう～

第５節　高校２年生

【キーワード】　沖縄　フィールドワーク　国際理解　平和　総合学習　ＳＳＨ

【抄録】　高校２年生の総合学習のテーマは「国際理解と平和」である。研究旅行中に実施する沖縄でのフィールド
ワークを通し、生徒が平和の尊厳や現代社会の様相を実感させることを目指している。
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３．授業計画

４．沖縄研究旅行概要

　⑴目的
・総合人間科の学年テーマ「国際理解と平和」を深

めるため、沖縄についての体験を積む。
・戦争・歴史・文化・経済など多面的に経験し、平

和や国際理解についての考えを深め、自身のキャ
リア形成につなげる。

・集団行動を通じて、生徒相互の親睦を図り、責任
感／協調性／礼儀などをやしなう。

　⑵学習過程
　　１）旅行前
　　　・平和学習を中心に沖縄の今と昔についての学習
　　　・グループによるフィールドワークの計画立案
　　　・映画「ＧＡＭＡ～月桃の花」鑑賞
　　２）旅行中

・戦跡めぐり・安里要江さん講話等による平和学
習

　　　・フィールドワークによる班別テーマの追求

　　３）旅行後
　　　・フィールドワークのお礼状作成
　　　・資料記録のまとめ、研究集録作り

　⑶旅行日程
１日目　11月10日（水）
中部国際空港（JAL3251便）＝那覇空港＝＝首里城
公園＝＝ひめゆり資料館＝＝糸数壕＝＝沖縄レイン
ボーホテル（那覇）　夕食後　平和講話

２日目　11月11日（木）
ホテル（那覇）＝＝嘉数高地＝＝平和祈念公園（韓
国人慰霊の塔・資料館・昼食・平和の礎）＝＝魂魄
の塔・米須海岸＝＝ホテル　夕食後　エイサー体験

３日目　11月12日（金）
ホテル（那覇）＝＝＜終日　タクシーにて班別研究
＞＝＝残波岬ロイヤルホテル（読谷村）

４日目　11月13日（土）
ホテル（読谷村）＝＝嘉手納基地･安保の見える丘

（ 道 の 駅 ） ＝ ＝ 那 覇 空 港　 空 港 内 で 解 散 式
（JAL3252便）＝＝中部国際空港　荷物受け取り・
点呼後順次解散

　⑷宿泊場所
　　・沖縄レインボーホテル（1日目・2日目泊）
　　　〒900-0014　那覇市松尾１－19－17
　　　TEL　098－866－5401
　　・沖縄残波岬ロイヤルホテル（３日目泊）
　　　〒904-0394　中頭郡読谷村字宇座1575
　　　TEL　098－958－5000

５．研究テーマとフィールドワーク先　

　Ａ組
　　１班　テーマ　基地とその影響
　　　　　ＦＷ先　沖縄タイムス
　　　　　　　　　佐喜眞美術館

　　２班　テーマ　沖縄の信仰
　　　　　ＦＷ先　南城市、真栄田岬、やちむん
　　　　　　　　　沖縄国際大学　稲福氏

　　３班　テーマ　沖縄の食文化
　　　　　ＦＷ先　フォーモスト社
　　　　　　　　　（株）沖縄黒糖　

　　４班　テーマ　沖縄の自然と文化の関わり
　　　　　ＦＷ先　琉球大学　伊澤氏

（前期）
回 日 授業内容 場所

１ ４／22 ブレインストーミング 第１総合
教室

２ ５／20 沖縄の地理・歴史・文化に
ついて

第１総合
教室

３ ６／３ 日米開戦に至るまでの流
れ・沖縄戦について

第１総合
教室

４ ６／24 戦後の沖縄について 第１総合
教室

５ ７／８

年間テーマ決定・発表、夏
休 み 自 由 研 究 課 題 決 定、
フィールドワークの班・訪
問先決定

第１総合
教室

６ ９／２ 自由研究相互評価会 各教室
（後期）

７ 10／14 フィールドワークでの活動
予定まとめ 各教室

８ 10／28 事前学習発表・保護者説明
会

第１総合
教室

９ 11／18 写真で振り返る研究旅行 各教室
10 12／９ 研究集録テーマ・構成決定 各教室
11 １／20 研究集録・図解作成 各教室

12 ２／３ 研究集録作成・図解相互評
価会 第１総合

13 ２／17 研究集録原稿完成 各教室

※ ９／30 映画鑑賞「月桃の花」 第１総合
教室
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　　　　　　　　　沖縄県立博物館・美術館

　　５班　テーマ　海底遺跡
　　　　　ＦＷ先　ＮＰＯ法人海底遺跡研究会
　　　　　　　　　アオカワダイビングサービス

　　６班　テーマ　沖縄特有の食もの
　　　　　ＦＷ先　琉球調理師専門学校
　　　　　　　　　まんじゅまい　泉崎店

　Ｂ組
　　１班　テーマ　米軍基地移転による辺野古の海の生

態系の変化について
　　　　　ＦＷ先　琉球大学　立原氏
　　　　　　　　　沖縄海遊くらぶ

　　２班　テーマ　戦争×環境破壊
　　　　　ＦＷ先　琉球大学　亀山氏
　　　　　　　　　沖縄県立博物館・美術館

　　３班　テーマ　民謡に込められた想いと戦後の沖縄
の役割

　　　　　ＦＷ先　外務省沖縄事務所
　　　　　　　　　沖縄県立芸術大学　金城氏　

　　４班　テーマ　米軍基地と現在の暮らし
　　　　　ＦＷ先　旧海軍壕司令部
　　　　　　　　　沖縄ワールド玉泉堂

　　５班　テーマ　海の平和
　　　　　ＦＷ先　美ら海水族館
　　　　　　　　　海洋文化館
　　６班　テーマ　食文化と沖縄～長寿～
　　　　　ＦＷ先　西大学院
　　　　　　　　　なかむら食品

　Ｃ組
　　１班　テーマ　アメリカが沖縄にもたらした影響
　　　　　ＦＷ先　対馬丸記念館
　　　　　　　　　体験王国むら咲むら

　　２班　テーマ　基地開発が与える自然への影響
　　　　　ＦＷ先　沖縄県基地開発課
　　　　　　　　　琉球新報

　　３班　テーマ　アメリカから見た基地　日本から見
た基地～沖縄の伝統舞踊を知る～

　　　　　ＦＷ先　OKINAWAフルーツらんど
　　　　　　　　　ヘリ基地反対協議会　

　　４班　テーマ　沖縄の地理～自然環境と人間生活～
　　　　　ＦＷ先　琉球大学　栗原氏
　　　　　　　　　宜野湾市役所基地対策課

　　５班　テーマ　教育とくらし
　　　　　ＦＷ先　沖縄大学　川井氏
　　　　　　　　　琉球村

　　６班　テーマ　海と基地
　　　　　ＦＷ先　嘉手納町役場基地渉外課
　　　　　　　　　体験王国むら咲むら

６．生徒のまとめや感想

　⑴沖縄研究旅行
　　１）平和宣言文（糸数壕）

　太平洋戦争と言われて真っ先に思い浮かべるの
は、広島や長崎に落とされた原爆かもしれません。
実際、戦後60年余りが経った今でも毎年８月になる
とニュースで取りざたされています。しかし、私達
が今訪れているこの地も太平洋戦争中の激戦地であ
り、日本国内で唯一の地上戦が行われた場所なので
す。
　広島や長崎に比べてニュースで取り上げられるこ
とは少ないかもしれませんが、この沖縄で生まれた
大きな悲しみも後世に伝えていかなければならない
大切な悲劇だと思います。
　私達が今いるこのガマは当初、非難ごうとして使
われていましたが戦況が激しくなるにつれ、病院ご
うとして1000名近くの傷病兵を収容していたと言わ
れています。自力では歩行できない兵は毒薬を盛ら
れ、治療も薬品も十分ではなく、麻酔を行わないで
手足を切り落とすこともありました。米軍の火炎放
射の黒焦げの跡や爆風の跡が現在でも私達に戦争の
悲惨さを物語っています。
　私達は戦争の恐ろしさを身を持って体験した訳で
はありません。これからも恐ろしさを実感すること
はないでしょう。
　私たちは今、勉強をしたり、友達と笑いあったり
して毎日充実した日々を過ごしています。明日、家
族や友達がいなくなるなんて想像もつきません。だ
から実際に残酷で苦しい時代を生きた人たちの痛み
は想像以上でしょう。
　『命どう宝』という言葉もあるように、この言葉
に込められた想い、命の尊さ、大切さ。
終戦を迎えてから60年余りが経つ今、後世へと伝え
ること、それが今を生きる私達の使命だと思いま
す。戦争を体験していない私たちにとって、とても
難しい問題ですが二度と同じような悲しい思いをす
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る人たちがいなくなるようにするためにやらなけれ
ばならないことなのです。
　戦争が終わり平和が訪れた今日でさえ、沖縄では
収集されない遺骨や多くの不発弾が埋もれており戦
争の傷は癒えることがありません。また、沖縄県民
は基地から派生する事件や事故に脅かされ、騒音被
害に苦しんでいます。これは沖縄だけの問題ではな
く私達国民全体で取り組むべき課題と言えます。
　沖縄に本当の平和が訪れる日が1日でも早く来る
ように願っています。
　私達、名古屋大学教育学部附属高等学校２年生は
この場所で起きた悲劇を忘れることなく、平和な世
を築き上げていくことを宣言します。

　　２）平和宣言文（魂魄の塔）
　対戦中、多くの人々が、今私たちが立っているこ
の地に追いつめられて逃げ場を失い、陸･海・空か
らの攻撃を受けて亡くなりました。この地で敵弾に
あたった人々はどの地よりも多く、私たちが想像も
出来ないほどでしょう。しかしその中には、日本軍
だけでなく現地に住む人も多かったといいます。
　この魂魄の塔は焦土と化した戦後直後に建てられ
た、沖縄における最初の鎮魂碑です。
　　魂魄とは、空中や水面に浮かびただよう＝浮遊
霊を慰める意味を持ち、家族の墓となっています。
ここには、沖縄戦で亡くなった身元不明の住民、軍
人、米国韓国朝鮮人ら35000体の遺骨のため、軍人、
人種国籍を問わず葬られた、最大の塔です。現在は
遺骨のほとんどが別の場所に移され、魂魄の塔には
わずかな遺骨しか残されていませんが、毎年６月23
日の「慰霊の日」には多くの遺族が訪れています。
　そんな沖縄の人たちにとって戦争とは何だったの
でしょうか。人や時代が変わっても、伝えていかな
ければならない事があり、想いがあります。戦争体
験者は、その想いを後世へ語っていき、後世はその
想いをしっかりと受け止め、何が平和で、何が大切
か、戦争体験のない私たちにとって、どうすること
が平和に繋がるのかをよく考え、また後世へ伝えて
いく。それがみんなに行き届いたら、世界に本当の
平和が訪れると信じています。
　戦争の怖さを、平和の願いを聞いてもらうこと
が、平和をつくる唯一の方法ではないでしょうか。
私たちは戦争のない未来をつくることを、この塔で
戦争によって失われてしまったすべての命に宣言し
ます。

　　３）糸数壕
　懐中電灯の灯りを消したとき、様々なことを考え
た。壕の中で生死を彷徨っていた人はその時何を考

えていたのか、メリーさんや多くの生徒はなぜ涙を
流していたのかと。
　それは、みな「生」について深く考えていたから
ではないかと思った。私は壕に入るまで「生」を軽
く考えていた。しかし今回の学習で「生」について
の何か大切なことを感じることができた。これから
の人生、この気持ちを忘れないようにし　ていきた
い。

　　４）首里城
　研究旅行初日、沖縄に到着して初めに訪れたのが
首里城である。「城（グスク）」として広く知られ、
世界遺産にも登録されている沖縄の観光名所のひと
つだ。
　　まず、その色に目を奪われる。中国の城の影響
を受けているために、建築物の多くは漆で朱に塗ら
れているのだ。本殿内も朱色と金色が多く使われて
おり、とても豪勢なものだった。今まさに自分が歩
いている通路を、かつての琉球の国王たちも同じよ
うに闊歩して行ったのだろうか。そう思うと自分の
一歩一歩に、そこに潜む歴史を感じずにはいられな
かった。
　首里城全体が緩やかな丘陵にあるため、那覇市内
を見渡す眺望も印象的である。沖縄を訪れる際には
ぜひ立ち寄って欲しい。



－ 115 －

　
　　５）ひめゆりの塔

　ひめゆりの塔は思っていたよりもずっと小さかっ
たです。ですが、資料館に入り、たくさんの資料を
みてまわるうちにあの小さな塔にさまざまな気持ち
がこめられているのだということがわかりました。
　資料館を出るときに目に入った「太陽の手の下で
大手を振って歩きたい。････」という文章はとても
印象に残っています。自由に外も歩けないような苦
しくて悲しい出来事は、もう二度と起こるべきでは
ないと思いました。

　
　　６）魂魄の塔

　　山の様だな、と魂魄の塔を見て初めに思った。
それは、想像よりも大きく、盛り上がったところに
塔が建っていたからだと思う。
　後でその盛り上がりが、遺骨が収まりきらなかっ
た故のものだと気付き、寒気がした。骨を収集する
時、人の栄養で大きくなった野菜を食べる時、当時
の人は何を感じ、考えたのか。そんな状況になった
ら、私は耐えられるだろうか。メリーさんの説明か
ら、人間のたくましさ、生き延　びることのつらさ
を知ることができた。
　私たちが皆で平和を願い千羽鶴を折ったように、
人々が平和のために動き、世界が変わる日が早く来
るといいと思った。

　　７）嘉数高知～展望台～
　ここ、展望台からは沖縄のさまざまな景色を一面
に見渡すことができました。嘉数高地は、上陸した
アメリカ兵を打つために日本軍が待機していた場所
で、この地から前田高地までの道のりが、当時最も
危険な地域だったと言われています。
　わたしたちはここで、今はすっかり街になってい
るこの場所で日本軍が本当に激しく戦ったというお
話を平和ガイドのメリーさんから聞いた時、当時の
つらい光景が頭に浮かびました。しかし、それと同
時に私が見た沖縄のすばらしい景色からは信じられ
ないことだけど、事実なんだ、と強く実感しまし
た。そしてこの体験をむだにせず、平和について
もっと深く考えていきたいです。

　　８）嘉数高地～青丘之塔～
　この嘉数高地は沖縄戦の中でも最大級の戦闘が行
われた場所で、私達は朝鮮出身者の犠牲者のための

「青丘之塔」に訪れました。
　ここには「ホコラ」という神への祈りを捧げる場
所があり、神と歌う歌が存在すると聞いて、とても
興味深かったです。またとつくに（＝韓国）人338

名が奉られており、各々の魂を感じ取った気がして
います。日本人の私達は、日本人が受けた被害しか
考えないだろうと思いますが、一方で連行されてき
た朝鮮人の被害、つまり日本人の残虐な行為を知ら
なければならないと痛感しました。

　　９）安保の見える丘
　展望台に上がるともう既に戦闘機が離陸するとこ
ろだった。カメラを構える間もなく、轟音とともに
飛んでいってしまった。海がきれいで自然がたくさ
んの南国のイメージとは正反対の、平らなコンク
リートが広がるだだっ広い嘉手納基地を眺めてい
た。するとまた別の戦闘機が飛び立つ準備をしてい
た。こんなに頻繁に飛んでいくとは思っていなかっ
た。住民はこの物騒なものに日々耐えているのだ。
それとも、悲しいことにこんな轟音には慣れてし
まっている人もいるのだろうか。黒い煙を出しなが
ら、戦闘機がまた一機飛んでいった。

　展示学習室に下りて見学し、気になる話題があっ
た。「燃える井戸」である。基地ができた後、米軍
が使う航空機燃料によって周辺の井戸や河川に油が
混じり、火を近づけるとパッと燃え上がる水になっ
てしまったという。碧く美しい海のすぐそばにこの
ような汚染された危険な水があった。一旦は浄化さ
れたものの、またいつ汚染されるか分からない状態
である。
　一時的なものではない。こうした米軍による被害
が積もりに積もって、現在の住民の怒りがあること
を実感した。

　　10）安里要江さんの話
　語り部の安里要江さんは、戦争の歴史や自分の実
体験の様子などを私達にわかりやすく話してくださ
いました。
　特に印象的だったのは「一撃に、一撃に、一撃
に」という言葉です。
苦しむよりも即死の方が良いと感じるような苦しい
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状況に立たされ、戦争は人を人でないようにする地
獄の世界だったんだと感じずにはいられません。ま
た人を置きざりにしていく悲しみも感じずに逃げた
り、亡くなった人を悲しむ時間がなかったり、とい
う事実を聞いた時、私はどんなにつらい思いをして
戦争を乗り切ったのかを考えさせられました。
　私達は普段何気なく生きて日々を過ごしています
が、自分たちは生かされていることを自覚し、命の
大切さをもう一度良く考え、社会へ貢献するために
努力するとともに、平和行動を進めていきたいと強
く感じました。

　　11）平和祈念公園
　平和祈念公園の3か国語で書き記された碑文には、
沖縄戦で亡くなった人を供養する気持ちや、平和の
大切さを全世界に伝えようとする人々の切実な思い
がダイレクトに伝わってきた。また、資料館では目
を覆いたくなるほどの写真や証言を目　にし、平和
の礎の前に立った瞬間には１人ひとりの死に際が浮
かんでくるようであった。沖縄戦の全戦没者が、礎
に書き記される時がくることを、心から願う。

　⑵研究集録（生徒の発表例）
　　「基地とその影響」

　　1はじめに
　私たちは、沖縄を調べていくうちに、沖縄の報
道と本土で伝えられる報道の違いに疑問を感じ
た。特に基地問題について、大きな違いを感じ
る。それは、沖縄では県民の意見も取り入れられ
た民意に近い表現で報道されているが、県外の新
聞・テレビは本土を主体として報道がなされ、沖
縄県民の意見はほとんど出てこないからだと考え
られる。
　このような報道の違いを参考にし、本当の沖縄
の現状や沖縄報道局の真意を探るべく、学習を進
めていくことにした。

　　2事前学習
　　　①基地が与える影響

　日ごろ耳にする「基地の移転問題」とは、周
囲の環境や住民に、どのような影響をどのくら
いもたらすのか、正直言ってはっきりと分から
ない。まずは、これらの疑問を調べるために学
習を進めることにした。

　　　環境への影響
□キャンプ・シュワブへの移転
　普天間基地の移設先として取り沙汰されてい
るのが、名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沖
を埋め立てるというもの。
　この辺野古海域には、国の特別天然記念物
ジュゴンの生息が確認されており、ジュゴンが
食べる海草も生えている。海を埋め立てること
により、海草やサンゴが失われるのはもちろ
ん、その周囲の海流が変わり、離れた場所の海
草にも影響を与えることになる。
　また、海を埋め立てる必要のない杭打ち桟橋
方式（ＱＩＰ）というものがある。これは埋め
立てることよりも、環境の変化は少なくなる
が、打たれる杭が海草を破壊することには変わ
りが無く、さらには滑走路にあたる桟橋が太陽
光を遮断し、サンゴや海草が育たないと思われ
る。当然ながら、それを食べているジュゴンが
育たなくなってしまうことは明らかである。

□沖縄の海の生態系への影響
　サンゴは沖縄の海の生態系で重要な役割を
担っている。それらが育たなくなれば、さまざ
まな生態系は失われ、今のような海はもう無く
なってしまうだろう。
　例えば、死んだサンゴによって作られるサン
ゴ礁は複雑な構造をしているため、小さな魚の
ゆりかごとなっている。住居がなくなってしま
えば小魚は生きることができなくなり、それを
食べる大きな魚も生きていられなくなる。ま
た、サンゴ礁はただの石灰岩の塊であるので、
どんどん削られて小さくなってしまうものであ
る。そのため、生きたサンゴも十分に育たない
とサンゴ礁の修復ができないため、最終的には
サンゴ礁は失われてしまうことになる。

　　　周辺住民への影響
□悪い影響

　　　　ⅰ都市開発や交通網整備の障害
　沖縄本島の場合、その面積の19％を米軍施設
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が占めている。しかも、街中に基地が点在して
いる。そのために、都市開発のための土地も獲
得しにくく、目的地へ行くのに迂回する必要が
ある。迂回された道路には、車が集中し交通渋
滞も引き起こされやすい。

　ⅱ戦闘機やヘリコプター
の騒音・墜落
　基地周辺の学校で
は、戦闘機やヘリコプ
ターの爆音によって授
業が中断されることが
日常的に起こってい
る。戦闘機、ヘリやト
ラックの事故もしばし
ば発生しており、住民
を不安にさせている。

　ⅲ日本政府の米軍への援助金
　当然ながら、このお金は税金によるものである。
住民からすると、基地によって税金が増えていると
いえるだろう。

□良い影響
　米軍施設内では、日本人が約8500人働いてい
る。給与も公務員のように安定しており、500
億円の賃金が支払われている。このことから就
職先として人気が高く、施設内の職につくため
の専門学校まで存在する。ほかにも米軍に土地
を貸している地主は約31,000人いて、彼らには
土地代として約800億円が支払われている。ま
た、軍人とその家族の消費活動といった収入は
大きなものであり、沖縄に基地ができてから総
額は年々上昇し、今では1800億円、県民所得の
約５％になっている。

　　　②報道から見る基地問題
　特に普天間の基地問題は、最近になって本土
でも大きく取り上げられることとなった。私た
ちは「沖縄の地元住民たちの声は本当に本土の
人々に届いているのか」ということに着目し、
研究を進めた。

　　　そもそもなぜ普天間基地が沖縄に？
　沖縄は、第二次世界大戦、日本国内で唯一の
戦場となったところだ。1945年４月１日沖縄全
島を基地化し、日本本土を侵略する拠点を設け
るため、米軍55万人が沖縄本島に上陸した。こ
れに対して日本軍が抵抗しなかったために、現
在も基地が存在している。

　　　世論調査より
　2010年９月20日の朝日新聞朝刊に折り込まれ
ていた沖縄についての世論調査から、テーマに
深くかかわるデータを得ることができた。
Ｑ１．将来的に米軍基地をどうすればよいです

か
Ｑ２．沖縄と本土に格差はあると思いますか
Ｑ３．格差の中で問題だと思うものは何ですか
Ｑ４．米軍基地は沖縄の経済にどの程度役立っ

ていると思いますか？
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縮小
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その他
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□考察
　経済面で米軍の基地に頼っているにもかかわ
らず、本土の多くの人々は基地が与える経済効
果を実感できずにいる。また、本土に伝えられ
る基地問題の報道は、被害の面ばかりを重視し
てしまう傾向にあり、複雑なこの問題をよく理
解しないままでいるということがわかった。

□まとめ
　沖縄の人々は、日本の政治にもっと期待して
いたと思う。しかし、県外移設を引き受けよう
としない本土の人々や政府の働きに残念でなら
ないはずだ。どうしても本土で生活する人々
は、沖縄の基地が与える影響を肌で感じる機会
がないために、苦しさを共感することが難しい
のが原因だと思う。
　基地問題を考えるためには沖縄が日本の一部
であると再確認することが必要である。そのた
めには、もっと具体的に分かりやすいことが必
要である。メディアが地元住民の声を積極的に
取り入れ、全国に発信すればいいのではないか
と思った。

　　3フィールド　ワーク
　　　①沖縄タイムス

　沖縄タイムス社
　記者　吉田　伸さん

「基地移設について、地元の人たちはどう思っ
ているのか。」そもそも「普天間基地移設問題」
といわれる「問題」とは何を言っているのかと
いうことなどをお聞きしました。

　　　沖縄での報道
　基地に隣接した地域に住む人々は、毎日のよ
うに鳴り響く戦闘機の爆音に悩まされ、米軍が
起こす事故や事件を恐れながら暮らしている。
そうような状況と無縁の本土に住む私たちに
は、やはりその人たちの気持ちを100％理解す
ることは不可能であり、それぞれの考え方も
違ってくるのは当然のことである。さらには、
沖縄県民の中にも基地と離れた場所に住んでい
るため、基地問題や戦争について、あまり関心
がない人もいるのが事実である。
　そのために、そのような人たちにもわかりや
すくて関心を持ってもらえるような報道をする
よう心掛けているのだそうだ。

　　　沖縄と本土の報道
　沖縄での報道が本土であまり伝わっていない

ようだ。たとえば、普天間基地での燃料流出事
故は沖縄の新聞、琉球新報では報道されたが、
日本政府すら16回あった事故のうちたった3回
しか把握しきれていなかった。そこで私たち
は、そもそも普天間基地問題はずいぶん前から
あったはずのものが、本土で騒がれたのはつい
最近であることに疑問を持った。

　　　地元の声は…？
　「基地はやっぱり返還して欲しい。その土地
を開発したい。」と言う意見があった。これは、
基地の下にある土壌の性質が根底にある。もと
もと基地ができる前は水分が多く、肥よくで作
物が育ちやすそうな土地なのだ。しかし水分が
多いということは平野になりやすく、基地も整
備しやすかったのだ。
　実は、吉田さんから伺った地元住民たちの声
には、私たちが想像していなかった意見や理由
もあった。それは「無理に反対はしたくない。
本土とのパイプが切られると困る。」というも
のだ。この移設反対意見は、日本政府の沖縄へ
の特別思考に基づいている。戦後ほったらかし
だった償いもあり、沖縄では酒税が安いなどの
特別扱いを受けている。これらの優遇措置が無
くなることを恐れているのである。
　このように、いろいろな背景があり、それに
基づく基地移設の意見も様々である。これはあ
くまでもほんの一部であるが、それだけ基地移
設問題は複雑なのだと思った。

　　　これからの目標
　インターネットの普及もあり、メディア同士
のつながりが強くなり、今までできなかったよ
うな報道ができるようになった。例えば、神奈
川・長崎の新聞社が協力をして制作した基地に
ついての報道が、今年開始した。私たちの事前
学習でも、沖縄タイムスと朝日新聞社が協力し
て作った記事を資料として使った。今後もこの
ような取り組みが増えれば、本土の人々の意識
も変わってくるかもしれない。

　　　②佐喜眞美術館
　職員　松本　太郎さん
　松本さんは基地の現状とこれからについて、
自分の考えをお話してくださった。

　　　沖縄戦の図について
　佐喜眞美術館の目玉といも言える「沖縄戦の
図」。これを描いた画家である丸木位里さん、
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俊さんは沖縄戦を体験していない。しかし、“ヒ
ロシマを見た画家”として当時の人たちの話を
ひとつひとつ聞いて、この絵は実に正確に真実
を描いている。
　絵の右端には風車が描かれている。これは97
才になった人を風車で祝うという沖縄の風習に
基づいたもので、沖縄について地元の人以上に
よく知らないと描けないものだ。他にも私たち
は、「死んだ人は蝶になる」という沖縄の死に
対する考え方を取り入れた絵を発見した。沖縄
県民であろうとなかろうと、想いが同じであれ
ば伝わらないものは無いのだと教えてくれる絵
であった。

　　　普天間基地について
　６月23日の慰霊
の日、それにちな
んだ６段と23段か
ら構成されている
階段を登って屋上
にあがった。そこ
で普天間基地を見
下ろしながら、松
本さんにお話を
伺った。

　　　　ⅰ基地のフェンスの中にある墓
　沖縄県民のもので、20ヵ所ある。墓参りに行
くのにも米軍の許可が必要である。

　　　　ⅱ基地のフェンスのすぐ近くの学校
　戦闘機の爆音により、近くにある学校では隣
にいる人の話し声も聞こえなくなる。そのたび
に、学校の授業がたびたび中断するという。特
に小学校では、一度途切れた集中を取り戻すの
は難しいため、授業に支障をきたしている。

　　　　ⅲ基地の休日
　軍にも休日があるようだ。訪問日はたまたま
その休日だったため、戦闘機が出す爆音を聞く
ことはできなかった。普段はどれくらいの頻度
で戦闘機が飛ぶのかが分からなかったのが、残
念であった。

　　　佐喜眞美術館と普天間の現状
　佐喜眞美術館の土地は、もともと佐喜眞館長
のものであったが、長い間、米軍基地の中に
入ってしまっていた。米軍基地の一部にされて
から交渉を何度も繰り返し、55坪もの土地を返

してもらうことができた。このことは基地返還
を願う人たちにとって大きな希望になるだろ
う。

　　　基地は押しつけられている？
　沖縄は1952年に独立することができたが、

「日米安全保障条約」のために今のように基地
が残されている。中国や韓国が日本にとって脅
威になると言われているが、果たして本当に日
本は米軍に守ってもらう必要があるのだろう
か。日本全体から見ても沖縄の負担はとても大
きい。理由があったとしてもそれは結局沖縄に
基地を押しつけているだけではないか。

　　　4事後学習
　今回の事後学習では沖縄に行った時に行われ
ていた沖縄県知事選挙の結果と、それによって
普天間基地代替施設移転問題がどうなったのか
を調べた。

　　　沖縄県知事選挙の結果と概要
　今回の選挙は、現県知事の任期満了に伴う選
挙。普天間基地代替施設移転問題などで、全国
的にも注目されていた選挙である。有権者数は
1,068,195人、投票者数は650,362人で、投票率
は60.88%。その結果から、現職の仲井眞弘多が
当選した。この選挙で注意すべきは、民主党が
いないことだ。民主党は2010年5月の日米共同
声明で名護市辺野古移設をアメリカと合意して
いたが、県外移設が高まる世論の中で、辺野古
移設を掲げられる立候補者が立てられなかっ
た。これは、与党である民主党にとっては大き
な痛手となった。

　　　普天間基地代替施設移転問題の現状
　2010年12月の会談で、管首相らは普天間基地
の県外移設を実現できなかった鳩山前政権の対
応を謝罪し、名護市辺野古移設で合意した5月
の日米共同声明への理解を求めた。しかし、仲
井眞知事は県民世論を背に、日米合意見直しを
求め、県内の新基地建設容認は「あり得ない。」
と言い切った。これにより普天間移設を仕切り
なおすしかないという状況になった。その後、
仲井眞知事は2011年２月８日に、官邸で管首
相、枝野幸男官房長官（沖縄北方担当相）と会
い、米軍普天間基地の県外移設や基地負担軽減
をあらためて要請した。また日米合意で移設先
とされた名護市の稲嶺進も同行し、首相と初め
て会談をした。稲嶺市長は、昨年の名護市議選
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や県知事選で県外移設派が勝利した経緯に触れ
「沖縄の政治情勢が大きく変わったことを受け
止めてほしい。」と、日米合意の見直しを求め
た。結果、首相は「負担軽減につながるようで
きる限り努力する。」と述べ、前原誠司外相は

「政治方針が二転三転して名護市に迷惑をかけ
たことは申し訳ない。」と陳謝した。これによ
り、普天間基地代替施設移転問題は県外移設と
なりそうである。

　　　今回の選挙の論点
　今回の選挙の論点は大きく二つに分かれてい
た。ひとつは、普天間基地代替施設移転問題を
含む基地問題、もうひとつは、沖縄の経済問題
である。実は沖縄タイムスによる世論調査で、
投票する際に何を一番重視するか、四つの選択
肢から選んでもらう問いがあった。すると、

「経済の活性化」が49％で最も多く、次いで
「基地問題」の36％という結果になった。この
事から地元住民たちは基地問題よりも、まず本
土との経済格差をなくしてほしいと望んでいる
ことが分かる。また、米軍普天間飛行場の移設
問題では、「国外移設」と答えた人が57％を占
め、次いで「県内移設」18％、「本土への移設」
は15％だった。

　　　5考察・まとめ
　研究集録を書き終えて、私たちの班は今後基
地をどうするべきかについて話し合った。班員
それぞれの意見は、次のように4つの意見に分
かれた。

　　　　①そのまま派
・移す場所がない上に、移設しても費用がか

かる。
・沖縄の経済発展に貢献している。

　　　　②縮小派
・基地がよい影響を与えている実感がないた

め、もう少し縮小できる。

　　　　③県内移設派
・日米安全保障条約によって守られている日

本としては沖縄に基地が必要。
・基地はあってもよいと思うが、学校や住宅

に近すぎて危険。

　　　　④県外移設派
・基地問題は沖縄だけの問題ではないから、

日本全体に分散させて皆で考えるべき。
　これらをもとにさらに話し合いを重ねた結
果、「沖縄には米軍施設が集まっており、基
地問題は沖縄だけでなく国全体の問題である
から、日本各地に分散させることで国民の問
題意識を高め、日本全体で最善の方法の考え
るべきである。」
という結論に至った。
よって、「県外移設」に賛成である。

　　　6感想
　本土に住んでいては分からない基地の事情。
基地に対する地元住民たちの声。これらを知る
ことができ、大変良い経験になったと思う。な
かでも、沖縄県民であっても基地についてよく
知らない人たちがいるのには驚いた。ならば、
本土に住む私たちには、基地について理解する
ことは、尚更難しいと思う。沖縄の人たちと同
じように基地について理解ができなくても、今
回の研究でこのテーマについて考えたことは決
して無駄では無かったはずだ。研究旅行後の議
論は、さまざまな意見を出し合い、いろいろな
立場から多面的に考えることができた。これを
機会に、これからは自分の意見だけでなく、沖
縄の人たちの立場も考えた上で、沖縄について
さらに考えていきたいと思う。そして、今後沖
縄に行く後輩に、本研究を伝えることも、大切
なことだと感じた。

　　　7参考文献
　　　　新聞：朝日新聞グローブ　第48号
　　　　　　　2010年９月20日（月）
　　　　本　：「消える日本の自然」
　　　　　　　鷲谷いづみ編　恒星社厚生閣
　　　　インターネット：
　　　　　　　琉球新報 http://ryukyushimpo.jp
　　　　　　　沖縄県庁 http://www.pref.okinawa.jp/

７．考察

　国際理解と平和をテーマとした総合学習としては、一
定の評価をすることができるものとなった。それは生徒
が作成した研究集録中の感想や評価などから容易に伺う
ことができる。
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　今年度の総合学習を実践するにあたり、学年団で確認
したことが２つある。１つは週１単位の総合学習の宿題
や準備が、生徒にとって数字以上の負担にならないよう
することである。もう１つは「平和学習」にとらわれる
ことなく、多角的に沖縄をとらえるようにしたことであ
る。そうしたことから、生徒はおのおのが思い描く沖縄
を知ろうとし、時間を有効的に活用して様々な学習をす
ることができた。
　また、様々な発表の機会における生徒のまとめる力・
表現力・発表力などには特筆すべきものがあった。これ
は本校が設定している６年間にわたる総合学習の連続し
た学習の成果であろう。高校２年生はグループ別テーマ
研究であったが、それがうまくできたのも、昨年度の個
人研究で培われたものがあったからに他ならない。一
方、やはりグループ研究になると他人任せになってしま
う生徒が多数いる感は否めない。この問題に対する手あ
てがうまくいかなかったので今後改善の必要がある。
　また研究旅行において、平和学習的な側面が現在はほ
とんどである。しかし、昨今の状況考えると沖縄の環境
学習を国際理解と平和に繋げることに取り組んでもよい
のではなかろうか。沖縄本島北部の自然についても学ぶ
機会を増やす検討を学校全体で是非早急にするとよい。
 （文責：岡村　明）




