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」を財源として実施しています。

実施概要
１．事業名：2020 年度糸満市平和ガイド育成事業（ふるさと応援基金事業）
２．研修期間：令和２年７月〜 12 月
３．研修生人数および内訳
研修生：糸満市内中学生17名
OB：中学生2名、高校生3名、専門学校生1名

４．趣旨
糸満市は沖縄戦終焉の地であり、毎年6月17日から23日の1週間を平和週間として条例で定めて
いる。「いのりのまち」として、平和啓発事業を幅広く展開し、戦争を体験していない世代へ、
平和の尊さと戦争の悲惨さを正しく伝えなければならないが、戦争体験者が高齢化により年々少
なくなり語り継ぐことが難しくなっている状況がある。
本事業では、沖縄戦体験者から児童・生徒が直接話を聞く機会を設け、継承に関わる人材育成
に繋げるため、市内の児童・生徒を対象に、戦争体験者講話およびボランティアガイド研修を実
施する。

５．研修内容
（１）沖縄戦全体の学習
（２）糸満市内戦跡の学習
（３）本島中部の戦災状況を学ぶ
（４）身近にある戦跡を学ぶ
（５）体験者から直接話を聞く

第1回研修 講話「沖縄戦と糸満市民」
第2・3回研修 市内戦跡・資料館見学
第4回研修 中部戦跡見学
第5・6研修 補講
第7回研修 体験者講話

６．執行体制

糸満市

企画開発部

ガイド講師
井出佳代子（糸満市観光協会ガイドの会）

秘書広報課

講話
加島由美子「沖縄戦と糸満市民」

委託
糸満市観光協会
統括 玉城勲
（糸満市観光協会事務局長）
運営 浦崎盛寛

木下貴志

連携

ひめゆり平和祈念資料館
前泊克美
読谷村観光協会
又吉スガ子
体験者講話
久保田曉「0歳の戦場」
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研修スケジュール

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

【ガイド研修】
日時

第１回研修
７月18日（土）
９時〜12時

第２・３回研修
９月12日（土）
９時〜16時

第４回研修
９月26日（土）
９時〜16時

主な実施内容
・平和ガイド育成事業について
・自己紹介
オリエンテーション ・講話
加島由美子「沖縄戦と糸満市民」
講話
・平和ガイドの心得
井出佳代子

糸満市内戦跡
ガイド研修

・ひめゆり平和祈念資料館見学
・平和祈念公園見学
・各学校周辺ガイドポイント

・読谷村戦跡
本島中部戦跡見学 （米軍上陸地、チビチリガマ、掩体壕）
・嘉数高台

備考

糸満市役所

糸満市役所
市内戦跡

中部戦跡

第５回研修
10月10日（土）
９時〜12時

ガイド研修
座学・現場

・シナリオ作成
・各学校周辺ガイドポイント

糸満市役所
市内戦跡

補講
10月24日（土）
９時〜11時

ガイド研修
座学

・シナリオ作成
・ガイドリハーサル

糸満市役所

第６回研修
11月14日（土）
９時〜12時

戦跡巡りツアー

・糸満市戦跡巡りツアー
（保護者、学校関係者、ＯＢなど）

糸満市役所
市内戦跡

第７回研修
12月12日（土）
９時〜12時

平和講話会
修了式
パネル展示

・体験者講話
久保田曉「０歳の戦場」
・修了式

糸満市役所

※新型コロナウイルス感染症の影響により、第２回（８/１）・第３回（８/22）研修が中止とな
り日程を変更して実施
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研修生名簿
受講 17 名／修了 17 名
研修生氏名
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性別

ガイドポイント

学校名

学年

男

沖縄師範健児之塔

高嶺中

3年

男

沖縄師範健児之塔

高嶺中

3年

男

沖縄師範健児之塔

兼城中

３年

女

魂魄の塔

三和中

３年

女

魂魄の塔

三和中

２年

女

魂魄の塔

三和中

２年

女

山巓毛

糸満中

２年

女

山巓毛

糸満中

２年

女

山巓毛

糸満中

２年

女

山巓毛

糸満中

２年

女

山巓毛

糸満中

２年

女

白梅之塔

西崎中

３年

女

白梅之塔

西崎中

２年

男

白梅之塔

西崎中

２年

女

潮平権現壕

潮平中

1年

女

潮平権現壕

潮平中

1年

女

潮平権現壕

潮平中

1年
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ＯＢ名簿

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

ＯＢ・ＯＧ６名

研修生氏名

1
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６
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学校名

学年

女

山巓毛

糸満中

3年

女

沖縄師範健児之塔

沖縄工業
高専

1年

女

潮平権現壕

沖縄看護
専門学校

1年

女

白梅之塔

西崎中

3年

男

白梅之塔

沖縄工業
高専

1年

男

魂魄の塔

南部工業
高校

2年

さな

沙 南
あんな

杏

菜

れいや

城

伶

ちば

ゆうへい

葉

ガイドポイント

こゆき

こ ゆ き

なかま

3

路

性別

悠

弥
平
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第１回研修
日時：令和２年７月 18 日（土）９：00 〜 12：00
場所：糸満市役所 ３階会議室
参加人数：20 名（研修生 16 名、ＯＢ４名）
■講話

テーマ「沖縄戦と糸満市民」
糸満市教育委員会 生涯学習課長

加島由美子

「沖縄戦と糸満市民」と題して、沖縄県の歩みと身近な糸満市域の歩みについて地図や表を
用いて比較しながら説明。
戦争はある日突然始まるのではない。戦争となるための準備がされる。
国が戦争への仕組みづくりを行っていく沖縄戦について機会があれば、身近かな人（おじい
ちゃん、おばあちゃん）から戦争体験について聞いてほしい。ガイドとして有益になると思う。
「市民が語る戦中戦後史」映像を通して
①戦火迫る糸満
②糸満市域に留まった人々
③山原に疎開した人々
④それぞれの戦後
戦争体験者の証言の DVD を視聴することで、より戦争の悲惨さや平和のありがたさを考える機会になったと考える。

■平和ガイドの心得

糸満市観光協会ガイド

井出佳代子

「平和ガイド」とは、何をする人でしょうか。戦争の事実を正しく伝え、戦争の悲惨さ愚かさ、平和の尊さについて考えるきっかけをつくる人。
「平
和の種まきをする人」過去のことを話すことが平和の未来につながる。
平和の未来を作るため過去の事実を知らないといけない。理解するために体験者の話を聴く。２度と戦争を起こさせない。そういった思いで伝える。
なぜ戦争が起こったのか学ぶ必要がある。平和な未来にするために。過去の事実を伝えなければいけない。
戦後 75 年。戦争が遠くなったことで、かえって近くなった。危機感をもってこの言葉を考えたい。
「平和ガイド」の意義と役割について、平和について学ぶことの大切さについて伝えられた。

■所感

今年度は新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの研修実施となるため、受付で全員の体温測定、座る位置も距離をとり配置、マスク着用、
手指の消毒を実施。
市内６中学校からの新規中学生が 17 名。OB の中学生、高校生、専門学校生６名。合計 23 名でのスタートである。
それぞれに自己紹介では、研修に参加した理由として「戦争についてもっと知りたい」
「おばあちゃんが対馬丸に乗る予定だった」
「沖縄戦について
知らないと戦争を繰り返してしまうと思った」
「学校や家の近くにたくさん戦跡がある。詳しく知りたい。」
「学校の事業で習った戦争のことをもっとく
わしく知りたい」など自分の意思がしっかりしていて楽しみである。
ほとんどの研修生が「平和についてもっと知りたい」という心意気で参加している。頼もしい OB と一緒に有意義な研修となるようサポートしてい
きたい。
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第２・３回研修

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

日時：令和２年９月 12 日（土）９：00 〜 16：00
場所：ひめゆり平和祈念資料館、平和祈念公園、平和祈念資料館
参加人数：20 名（研修生 17 名、ＯＢ３名）
■ひめゆり平和祈念資料館

●平和講話
テーマ「ひめゆり学徒の沖縄戦」〜元ひめゆり学徒・上原当美子さんの体験を通して〜
ひめゆり平和祈念資料館学芸員 前泊克美
・当美子さんの学校生活〜沖縄戦まで
・沖縄陸軍病院（南風原）へ
・当美子さんの戦争体験（映像）
・まとめ

●館内見学
第一展示室「ひめゆりの青春」
第二展示室「ひめゆりの戦場」
第三展示室「解散命令と死の彷徨」
第四展示室「鎮魂」

■館内展示見学

■質疑応答

研修生より：展示物を見学して、戦争が始まる前の普通の生活から戦争がはじまると生活も変わってきたのがわかった。

さまざまな思いで亡くなった人。戦争により命、夢、希望を絶たれた人。
生き残った人も、亡くなったひとのことを思うとつらく苦しい。話すのもつらい。
二度と戦争を起こしてはいけない。自分たちのような体験をしてほしくない。戦争について勉強することで、二度と戦争はおこしては「いけない」
と感じると思う。そのためにも伝えていくこと、学ぶことは大切。

■平和祈念公園

平和ガイド模範に学ぶ（ＯＢのガイドによる）
●平和の火
●平和の礎
●全学徒隊の碑

■平和祈念資料館

情報ギャラリー

グループごとに資料、体験談、映像等を利用してシナリオ作り

■ポイント視察
■所感

新型コロナの影響で日程が延期になりモチベーションを心配したが、研修への姿勢は意欲的で、ほとんどの子が真剣に取り組んでいる姿が見られる。
今回は初めてのガイドのため、緊張していて内容はまだ十分ではないが、次回から情報の追加、資料の整理修正を行いながら、ガイドとしての研
修を重ねていく。研修を重ねながら成長していく過程に期待したい。
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第４回研修
日時：令和２年９月 26 日（土）９：00 〜 16：00
場所：読谷村戦跡、嘉数高台
参加人数：17 名（研修生 14 名、ＯＢ２名）
■読谷村戦跡見学

読谷村観光協会ガイド
●米軍上陸の地碑

又吉スガ子

●チビチリガマ

アメリカ軍の沖縄本島上陸の翌日 1945 年４月２日、アメリカ兵の残虐な仕打ちを恐れて、肉親同士が殺しあう
という悲惨な地獄絵図を現出したと言われる「集団自決」が行われたガマ。

●掩体壕

義烈空挺隊玉砕の碑
掩体壕は日本軍が作ったコンクリート製の格納庫。
義烈空挺隊とは、日本軍の主に航空機で敵中に進入し、航空機自体で強行着陸して敵を撹乱する特攻隊で、
その兵士たちの御霊を慰める碑。

■嘉数高台見学
美ら島観光バスガイド

1945 年４月１日、アメリカ軍が上陸し、一般住民を巻き込んだ悲惨な沖縄戦はここから始まる。同じ歴史を繰
り返さないために反戦の意を込め、米軍上陸の地碑を建立。

根路銘邦子

沖縄戦時の激戦地で日本軍が使用した「トーチカ」があり、戦争について学べる場で
もある。世界平和を願う地球儀をイメージした展望台がある。

■所感

南部は沖縄戦終焉の地としての悲惨な戦争が行われた場所である。今回は、中部の戦跡を見学し戦時中の出来事や戦災状況を学ぶことにより、
中部と南部との違いなどを比較することでより学びを深めることを目的とした研修である。
「基地」一つをとっても南部と中部でも温度差がある。ましてや、沖縄と本土では大きな温度差がある。
同じ読谷村にある二つのガマ「チビチリガマ」と「シムクガマ」。ガマの中にいる住民の情報の受け取りの違いで「チビチガマ」では悲惨な集団自
決が行われ、シムクガマでは、一千人前後の避難民の命が助かった。
「戦争について学び、知ると怖くなる。でも知らないともっと怖い。それぞれを自分のこととして考えることが大事。」というガイドの言葉は、研修
生の胸に響いたことだろう。
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第５回研修

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

日時：令和２年 10 月 10 日（土）９：00 〜 12：30
場所：糸満市役所 ３階会議室、市内戦跡５カ所
参加人数：20 名（研修生 16 名、ＯＢ４名）
■シナリオ作成

グループごとに分かれてシナリオを作成

■市内ガイドポイント実地練習
●山巓毛

●潮平権現壕

●白梅之塔

●沖縄師範健児之塔

●魂魄の塔

■所感

現場でのガイド実施への細かい指導やアドバイスがあり、予定を 30 分オーバーしてしまった。
リーダーであるＯＢの存在は大きく、シナリオ作成では各グループ OB を中心に話し合いが進められていく。現場でガイト実地をした後、それぞ
れ感想を述べたり、細かいアドバイスがあった。
「話すときに下を向くと声がこもるので、顔を上げて話したほうがいい」
「質問形式にして興味をもたせるようにガイドする方法もある」
「緊張しないで、大丈夫だよ」と後輩への励ましも忘れない。
研修への意欲もみられ、移動中のバスの中でも、和気あいあいとした雰囲気の中、自分の担当の範囲を一生懸命声だしをして練習している姿が
見られる。
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補講
日時：令和２年 10 月 24 日（土）９：00 〜 11：00
場所：糸満市役所 ３階会議室
参加人数：17 名（研修生 13 名、ＯＢ４名）
■シナリオ作成

グループごとに分かれてシナリオを作成

■ガイドリハーサル
●山巓毛

●潮平権現壕

●白梅之塔

●魂魄の塔

■所感

今回は、補講のため自由参加ではあったが、23 名中 17 名の参加があった。
前半は、各グループに分かれシナリオ作成。後半はグループごとみんなの前でガイドのリハーサルを行う。
前回に比べ、声が大きく聞き取りやすいが、全体的に話すスピードが速い。グループによっては、ガイドの内容を覚えようと努力をして、資料を
見ないでガイドするグループもあり頼もしい。
「ガイドをする対象を、県外から来たみんなと同じ中学生へガイドをしているつもりで、大きな声でゆっくりしゃべること、難しい言葉はわかりやす
い言葉へ変える工夫をすること」など、ガイドの井出さんよりアドバイスあった。
当日（11/14）は、どのグループも自信をもって頑張ってほしい。
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第６回研修

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

日時：令和２年 11 月 14 日（土）９：00 〜 12：10
場所：糸満市役所 ３階会議室、糸満市内戦跡巡りツアー
参加人数：38 名（研修生 17 名、ＯＢ３名、学校関係者６名、保護者７名、スタッフ５名）

■糸満市戦跡巡りツアー
●山巓毛（糸満中学校５名）

●潮平権現壕（潮平中学校３名）

●白梅之塔（西崎中学校３名 + ＯＢ２名）

●沖縄師範健児之塔（高嶺中学校２名、兼城中学校１名 + ＯＢ１名）

●魂魄の塔（三和中学校３名）

■所感

第６回の研修は「糸満市戦跡巡りツアー」と銘打って研修生が平和ガイドとなり、実際にお客さんを案内した。お客さんは 13 名（ご家族が７名、
学校関係者も兼城中学校の校長先生をはじめ６名の先生方）の参加があった。研修生にとって緊張感はあるが大きな励みになったことと思う。
各グループとも、練習の時に比べて声が大きくで聞き取りやすく、内容をしっかり覚えてガイドをしているグループもみられた。
また、ガイドとしてお客さんへの案内の祭「これから○○へ案内します。私についてきてください。
」
「道を横断するときは車に気を付けてください。
」
慰霊塔の前では一礼をしてからガイドを始めるなど細かい配慮がみられた。
まだまだ学ぶべきことは多くあるが研修の中で「戦争について」
「平和について」学んだことは大きいと思う。

■参加者感想

保護者
・今日は大変勉強になった。今度は家族で「平和祈念資料館」を訪れたい。
・地元に住んでいても聞いてはいてもわからないことがある。改めて、私たちは特別な場所に住んでいるんだと感じた。
学校関係者
・学校以外での平和学習の様子を初めて見て感動した。地元で中学生が平和について学ぶことは素晴らしい。
行政
・ご家族や学校関係者の方の参加いただきありがたい。これからも、研修生や研修修了生のみなさんが語り部として活躍していただきたい。
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第７回研修
日時：令和２年 12 月 12 日（土）９：00 〜 12：10
場所：糸満市役所 3 階会議室
参加人数：47 名
（研修生 16 名、
OB ４名、
一般市民３名、学校関係者 10 名、保護者 3 名、市長他 11 名）
■平和講演会

●映像視聴「ドキュメント沖縄戦」
沖縄戦の全体的な流れを把握する。

●講演「0 歳の戦場」

講師：久保田 曉（沖縄県平和祈念資料館友の会会長）
沖縄戦当時 3 か月
（0 歳）。母に抱かれて戦場を逃げ惑い、幾度となく死に直面しながらも命拾いした。沖縄戦の経緯と母の戦場体験に重ねて語る。
中高生が理解しやすいよう具体的な内容や伝え方で心に伝わる。研修生は真剣にメモを取りながら聴いている。
「生きたくても生きられない人がいる」
「本当に苦しい思いをして地獄を見て必死に生き抜いた人々がいる」沖縄戦では多くの尊い命が失われた。
戦場は人間性を喪失する。二度と繰り返してはならない。
「憎しみは憎しみで消えず、愛をもってなくなる」
「なぜ摩文仁に平和祈念公園ができたのだろう。何があったんだろう。何が起こったのだろう。
」
考える、
疑問に思う、調べる、知る、伝える、それが大切である。
命の尊さや平和の大切さ、そして継承していくことが大事。みなさんの活躍を祈っています。
質疑応答
「戦争中は食べ物もあまりないということですが、赤ちゃんはどういうものを食べていましたか」
（新里日彩）
→今は赤ちゃん用に粉ミルクがあるが、戦争中は缶の練乳を水に溶かしてあげていた。

■修了式

●修了証授与・・・・・糸満市長 當銘真栄
●挨拶・・・・・・・・糸満市長 當銘真栄
●修了生代表挨拶・・・福永梢子
●担当ガイド挨拶・・・井出佳代子
●平和都市宣言・・・・全員

■所感

今年は戦後 75 年を迎えるにあたり、研修生だけでなく広く一般市民の方にもご参加いただくために「平和祈念講演会」を実施。
参加者は研修生（20 名）をはじめ、市長、教育長、指導部長や校長先生がた、保護者、一般市民など総勢 47 名の参加があった。
また、同時期に「戦の語り部功労者パネル展示」
「平和ガイド育成事業パネル展示」を行い、研修生や一般市民への周知を図った。
「体験者講話会」では、改めて戦争の悲惨さと平和の尊さを、そして継承していくことの大切さを考える機会になったと思う。
そして、今年度コロナの影響で学校活動が制限される中、研修生全員（17 名）が無事修了したことを嬉しく思う。
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修了症（見本）

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

12

ＯＢ賞状（見本）
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研修生感想文

仲間 正真

沖田

葵

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

今年僕は糸満市平和ガイド育成事業に参加しました。平和ガイド育成事業とは、
戦争体験者の講話及びガイド研修を実施することを目的としたものです。
僕がこの育成事業に参加した理由は、二つあります。一つ目は、ガイド研修に
興味があったことです。僕はいつもガイドを受ける側だったので、ガイドをして
みたいと思ったからです。
二つ目は、沖縄戦についての知識 を今までよりも、増やしたいと思ったから
です。沖縄戦について社会で勉強しましたが、あまりくわしく勉強してなかった
からです。
僕たちのグループは、沖縄師範健児之搭の事を調べ、ガイドをしました。これ
は、摩文仁にある慰霊搭で、沖縄師範学校男子部の教師、学徒隊が祀られています。
学徒隊は僕と同じくらいの年なので、どういう思いで任務をしていたのか気にな
るし、自分がその場にいたらと思うと恐ろしいです。
月に１〜２回の研修は過ぎるのが早く、いつのまにか本番でした。僕たちグルー
プは全員が集まる機会が少なく、原稿の作成に手こずったり、読み合せができな
くなってしまう事がありましたが、OB の方がアドバイスをくれたり、読み合わせ
を手伝ってくれたおかげで、本番に臨むことができました。とても緊張していたし、
不安もあったけど、練習通り話すことができました。しかし、交代のタイミング
で間ができたのと、ちょっとした気配りができなかったことが反省点です。他の
グループのガイドは、声も大きく、聞きやすいスピードで、内容も入ってきやす
くてすごいと思いました。特に、魂魄の搭を担当したグループは、一人一人の話
し方が上手で、内容を何も知らない人が聞いても、伝わる文章でした。
今回の育成事業で僕は、沖縄戦についての知識がとっても身につきました。今
回身につけた知識は、家族や友達にも伝え、どんどんみんなに伝わっていったら
いいなと思います。
戦争は人が人でなくなり、関係のない人たちも巻きこまれてしまう恐ろしいも
のです。亡くなった人達のためにも、二度と戦争はおきてほしくないです。

今回の平和ガイド育成事業に参加して僕は平和なことの大切さを学びました。
参加するまでは沖縄戦ではどこでどのようなことがあったのかもわからずあま
り詳しくはありませんでした。
初めは、沖縄戦のことを知るために、ひめゆり資料館と平和祈念資料館に行き
ました。そこには、沢山の悲惨な写真がありました。何度か訪れたことがありま
すが毎回心が痛みます。
今回の平和ガイド育成事業で僕は、師範健児の搭を調べました。初めは、それ
が何なのか知りませんでした。しかし、調べていくうちにそこにはたくさんの人
が祀られていることが分かりました。師範健児の搭には沢山の男子学徒が祀られ
ていました。男子学徒とは、15 歳から 19 歳までの男子中等学校の生徒のことです。
上級生は鉄血勤皇隊として、下級生は通信隊として参加させられました。自分が
もし戦争に参加させられると考えるととても恐ろしいです。
ガイド実習では、実際に師範健児之搭で保護者や先生などに、自分たちが調べ
たことを説明しました。そのときは、きんちょうしていましたが伝えることがで
きたと思います。
僕はこの平和ガイド育成事業に参加して、戦争の悲惨さや、自分の地域にたく
さんのいれい搭などがたっていることを知りました。僕はこれからも自分の地域
でどのようなことがあったのかまたそれがどこなのかも調べて、この沖縄戦の恐
ろしさを、たくさんの人に伝えて、このような悲惨な出来事が二度と起こらない
ように、次世代に語りついでいきたいです。
そして、今自分ができることをしていきたいと思います。
さらに、これからも地域のために出きることを探し、このような地域事業に積
極的に参加し、地域の戦争体験者に沖縄戦の詳しいことをきいてさらに理解を深
めていきたいです。
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研修生感想文

安次嶺 翔

福永 梢子

私は、初めての平和ガイド育成事業研修だったんですけど、OB と OG のみなさ
んに助けてもらえたのでスムーズに取り組むことができました。平和ガイド育成
事業では、糸満市の戦跡を初めて見ることができました。さまざまな場所に戦争
の跡が残っていて本当に戦争はあったんだなあと思いました。自分の言葉でスピー
チをする大切さなどを学べたのでよかったです。一番最初の平和活動からとても
不安があったんですけど、OB やスタッフのみなさんに助けられてとても良い平和
学習となりました。一番印象に残っていることは、バスの中で、沖縄の方言をわ
かりやすく教えてくださったバスガイドさんには、とても感謝しています。高校
でも、平和に関する行事などに積極的に参加していきたいです。
修了式では、兼城中の教頭先生も来ていて正直とてもうれしかったです。當銘
真栄市長から賞状をもらったとき「みんなのがんばりでやっていけたんだ」とい
う気持ちで受け取ることができました。こゆき先輩にもとてもお世話になりまし
た。ぼくが調べる時に困っていたらしっかりと分かりやすく教えてくれたので、
さすが高校生だと思いました。私は、今年推せん入試という壁にぶちあたります。
その時に、平和学習の内容などを説明するので、しっかり答えられるようにして
いきたいです。糸満市には、たくさんの戦争の跡があるんだなあととても感心し
ました。
今年は、2020 年から 2021 年に変わりました。ぼくは沖水で勉学に励むともに
平和学習も継続していくので今後ともよろしくお願いします。スタッフの方にも
とてもお世話になりました。例えば、〜できたなどと聞いてくれたのでとても安
心しました。兼城中の代表として模範的な平和ガイドができるようにがんばりま
す。2021 年もいろいろあると思いますが、どうぞよろしくお願いします。

今回この事業に参加して思ったことは、沖縄戦についてまだまだ知らないこと
がたくさんあるということです。私は小さい頃から学校でも平和学習をしてきて、
沖縄戦のことはよく知っているつもりでした。しかし、この研修を通して、私が知っ
ているのはほんの一部だったんだと気づくことができました。
私たちがガイドポイントに選んだのは魂魄の塔です。毎年６月 23 日に行われる
慰霊祭には何度か行ったことがあり、県内最大の慰霊塔だということも知ってい
ましたが、塔が作られた背景などは詳しく知りませんでした。ガイドをするため
に調べて初めてわかったことがたくさんあり、とても勉強になりました。
また、ほかのグループのガイドを聞くことで知れたこともあります。潮平権現
壕はどは全く知らなかったし、自分だけで調べていても知れなかったと思います。
自分の地域だけでなく、ほかの場所のことももっと知っていかないといけないと
思いました。
中部戦跡見学では、今まであまり知らなかった戦時中の中部の様子も勉強する
ことができました。チビチリガマは知っていてもシムクガマは知らないなど、自
分が知っているのは本当に一部だったんだとわかりました。また、米軍基地を間
近で見ることで、沖縄が今抱えている問題を実感しました。
私は４月から県外の高校に行きますが、そこには私よりももっと沖縄戦につい
て知らない人がたくさんいると思います。この研修で学んだことを伝え、一緒に
考え、自分なりにこの経験を生かしていきたいです。
今回わかったことは、75 年前沖縄で悲惨な戦争があったこと、そして今でも
沖縄が抱えている問題があることです。私たちが沖縄戦という過去を知らなけれ
ばいけないのは、それを未来につなげていくためです。昔のことだとそれで終わ
りにしてはいけないと思いました。これから先どうしたら同じことが起きない
か、今ある問題をどうやって解決していくか、次世代を担う者として私たちが考え、
発信していかなくてはいけません。
この事業に参加して、戦争の悲惨さ、命の尊さ、平和の大切さなど、たくさん
のことを学ぶことができました。これらを踏まえ、これからも平和な世の中のた
めに何ができるかを考えていきたいと思います。

15

研修生感想文

中村 真麻

大保 舞紗

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

平和ガイド研修を終えて私は、自分の知らないことを知れてよかったと思っています。
私はこれまで南の方の沖縄戦しかもその一部しか知りませんでした。ひめゆり学徒
隊や対馬丸など知りませんでした。
私は、この平和ガイドで「山巓毛」「潮平権現壕」をはじめて知りました。山巓毛は、
米軍の戦艦や飛行機を見つけるものとして使われ、十十空襲は山巓毛からも見えたそ
うです。
山巓毛は、お墓の上にたてられていて、見わたしがよく、水平線も見えました。
潮平権現壕は、戦争中潮平のほとんどの人が潮平権現壕にかくれていたそうです。
潮平権現壕はたてにながく入口が三つあり、そのうち二つがみれました。潮平権現壕
の入口の一つは、入口が急でかいだんのようなものと、かわら？のようなものもおち
ていました。そこではいせつや食事など全てのことをしていたと思うと、えいせい面
の関係上すごいつらかったと思います。
私は魂魄の塔をガイドしました。ガイドのための下調べの中で、
「あっ、私って沖縄
戦の一部しか知らないんだ。
」ということをあらためて気づかされました。
魂魄の塔は米須にあります。ですが米須の人が建てたわけではなく、旧真和志村民
が米須地区に移動収容されてさいに農作業をするようにいわれましたが、あたりに遺
骨があったためできませんでした。その遺骨を収集させてほしいと米軍に請願します
が許可しませんでした。
しかし、とうじ真和志村長の金城和信さんが何度も訴え掛け合った結果許可をえる
ことができました。金城和信さんは初代「ひめゆりの塔」「健児之塔」を建てました。
私は、金城和信さんのことを、平和ガイドをとおして初めて知りました。知らなかっ
たことを知れてうれしかったし、私はこれから戦争のことを語る人が少なくなる中で、
私たちよりも後の人に後世にこのことをつたえなくてはならないと強く感じました。

私がこの事業に参加した理由は、友達に誘われたからでした。
それまで戦争や平和については、毎年毎年学校の授業で調べたり、調べたことをも
とに新聞を作成したりしていました。なので戦争や平和について学ぶことに抵抗がな
く、自分ではいろいろと知っているほうだと思っていました。しかし、この事業に参
加してみると、思っていた以上に自分が知らないことがたくさんあり、戦争と平和に
ついてもう一度深く学びなおすことができ、特に２つの研修が心に残りました。
一つ目は、読谷戦跡をめぐったときのことです。私は読谷などの中部の戦跡につい
てあまり知らなくて、行ったこともありませんでした。なので、初めて読谷にある２
つのガマについて説明を聞いたときはとても驚きました。私が驚いた２つのガマとは、
チビチリガマとシムクガマのことです。チビチリガマでは、アメリカ兵の残虐な仕打
ちを恐れて肉親相互が殺し合うような集団自決が行われ、ガマの中にいるほとんどの
人が亡くなったそうです。しかしシムクガマでは、ガマの中にいたハワイからの帰国
者が、「アメリカ兵は人を殺さないよ」と言い、投降へと導き、千人前後のほとんどの
人の命が助かったそうです。ガマの中に一緒にいる人がアメリカ兵のことをどう考え
るかだけで、自分の命がどうなるかが決まってしまうことに、あらためて戦争の恐怖
を知りました。
二つ目は、私達グループが実際にガイドをした、魂魄之搭について調べていたとき
のことです。魂魄之搭には
「和魂 ( にぎたま ) と なりてしづもる おくつきの み床の上を わたる潮風」
という翁長助静氏の短歌が刻まれています。これは鎮魂歌ではありますが、助静氏
は、「悲惨な戦争犠牲者のめい福を祈るとともに、とくに最後の『潮風』の中に、これ
からの沖縄にはもっと厳しさが襲ってくるだろう」という思いを込めたそうです。私
はこれを知って、研修で嘉数高台公園にある展望台でのことを考えました。展望台か
らはアメリカ軍の大きな基地を見渡すことができ、私の住んでいる地域ではあまり聞
くことがない騒音に圧倒されました。助静氏が思ったとおり、戦後七十五年たった今
でも戦争で残されたたくさんの課題があります。
改めて、平和ガイド育成事業を通して戦争と平和について深く学ぶことができした。
特に戦争では、亡くなった人、一人一人に人生があり、どんな体験したのかを知りま
した。これからも、戦争と平和について学んで、自ら発信できるようになっていきた
いと思います。
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研修生感想文

國吉 真奈

高田

宙

平和ガイド育成事業を通して感じたことは三つあります。
一つ目は、この事業に参加する前よりも沖縄戦に興味を持つようになったこと
です。以前は、沖縄戦について知ろうともしなかったけど、この事業でアブチラ
ガマやひめゆり学徒隊などの説明を聞き、沖縄戦についてもっと知りたいと思い
ました。更に後世に伝えていこうと思いました。
二つ目は、南部戦争だけではなく、中部戦争についても知ることができ、改め
て戦争の悲惨さを感じたことです。読谷村にある米軍上陸地に行き、あの広い海
が軍艦で埋めつくされていたと思うと、とても恐怖だったと思います。今、平和
に暮らせているが奇跡なんだと実感できました。これからも、この奇跡に感謝し
ていきたいと思います。また、この奇跡に気づく人が一人でも増えるとうれしい
です。
三つめは、戦争をしてよかったことは、一つもないと強く感じたことです。戦
時中は、たくさんの命が失われ、戦後 75 年たった今は、米軍基地が残っています。
沖縄戦がなかったら、米軍基地もなかったと思います。また、たくさんの命も失
われずに済んだと思います。
この事業を通して、改めて沖縄戦の怖さと悲惨さを知ることができました。また、
後世に伝えていかなければならないと感じることができ、この事業が終わっても
調べて行きたいと思いました。
この事業に参加してとてもよかったと思っています。次は、長崎や広島へ行って、
平和の尊さや命の大切さなどについてもっと深く知りたいです。
私は、小学生の頃から戦争についてとても興味を持っていて、ネットでもよく
調べていたので、人よりも戦争についてくわしく知っていると思っていましたが、
７月からの「平和ガイド育成事業」を受けてみたら、自分が全く知っていないん
だなと思いました。特に印象に残ったのが、９月 26 日の研修の日です。初めて行
く場所だらけで、最初はどんな場所か分かっていなかったからあまり心の準備を
していなかったけど、行ってみると正直とっても怖くて不気味でした。でも、そ
れ以上に戦争体験者のかたは、怖い思いをしていると思うと、やっぱり戦争は二
度としてはいけないし、恐ろしさを若い人に自分たちが伝えていく必要があるん
だなと思いました。また、日本も被害者になっただけじゃなく、加害者の身になっ
ていたこともあるということも、色んな人に理解してもらいたいと思いました。
久保田曉さんの講話を聞いてみると、涙が出そうになるくらい戦争の怖さを近
くに感じました。久保田さんのお兄さんがお母さんに背負われていて、爆弾の欠
片が背中に当たって亡くなったと聞いて、大切な子供を失ってしまったお母さん
の気持ちは、想像もできないなと思いました。また、お母さんの目の前に人の足
が飛んできても、お母さんは泣かなかったと聞いて、人ってどんなに怖いことで
も慣れてしまうことってあるんだと思いました。そして、お母さんと祖父が夜中に、
食材を探して歩いているときに、柔らかいものを踏んだと聞いた瞬間とてもびっ
くりしました。理由は、亡くなったかたの遺体なのかなと思ったからです。そし
たら、久保田さんが私が予想していた通りのことを言って、体験していないのに
こんなに怖いと思うなら、実際に体験した人は助かったとしても、一生トラウマ
だろうなと思いました。
私は、この貴重な体験を通して、命の大切さ、ありがたさを学ぶことができま
した。なので、将来は人の命を救える仕事に就きたいと思いました。生きたくて
も生きることのできない人がこの世界にはいっぱいいるから、その人たちを少し
でも長く生きられるように、自分の手で救えるようになりたいです。そして、心
の支えにもつながりたいです。宮良英加さんが残した言葉に、
「勉強したくてもで
きない。したいことがまだまだたくさんあったのに。戦争のない時代に生まれた
かった。
」とあり、自分はめんどうくさいから学校行きたくないと思うことがある
けど、それは単なる甘えだと痛感しました。
７回のガイド研修だけでも私は、研修前よりも戦争について多くのことを知り
ました。戦争の恐ろしさ、命の尊さを学ぶことができました。知って終わりでは
なく、家族、友達に、ここではいつ、どんなことが起きたと自分の口で伝えて行
きたいと思います。平和ガイドに参加できて、本当に良かったです。
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玉城 心春

平田 蒼依

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

私は、この「糸満市平和ガイド育成事業」に参加出来たことを大変うれしく思
います。
まず、この事業に参加したいと思ったきっかけとしては、今年五月に三年生の
上原一路さんを中心に、私をふくめた二年生十名で、平和学習の資料づくりや発
表を通して、
「私達若い世代が世界の平和を守る必要があるのではないか、75 年前にあった
沖縄戦の事を知らないと、またあの日をくり返してしまうのではないか」と強く
思うようになったことがあげられます。
そして、七月に始めての平和ガイドがはじまりました。平和学習の資料づくり
をやってたこともあり、ほぼほぼの語句や、出来事を知っている自信はありまし
た。しかし、色々な人の話や、本をみて調べていくうちに、私が知っていたのは、
沖縄戦の中のほんの一部だったんだなと、もっともっと知る必要があると思いま
した。山巓毛を調べることになってからは、先生や先輩方から、お話を聞いたり、
必要な資料を集めたり、人生で初めて糸満市に関する本を借りたりしました。す
ると、いつも何気なく見ている山巓毛だけれど、実はこんな酷い歴史があったん
だ・・・、戦争は 75 年も跡が残っていくものなんだ・・・、終わっても終わりき
れないものなんだということに気づきました。また、他のグループの発表を聞いて、
詳しく糸満の事を知っていくうちに、糸満のことが大好きになりました。大好き
な町だからこそ、守っていこう、守りぬいていこうと思いました。
最後に私は平和ガイドを通して、みなさんに伝えたいことがあります。このま
まだと、また、あの悲惨な日々が戻ってきてしまいます。
「戦争なんて昔のことな
んでしょ」
「何で知る必要があるの。
」ではだめです。75 年前の事をみんなが知ら
ないと、昔の失敗を反省しないと、前に進む事は出来ません。あの日を意味をあ
るものにするためにも、もっと大勢の人が沖縄戦の悲惨さを知らなければいけま
せん。そして、こんな出来事があったからこそ、私達、沖縄県民が日本へ、世界
へ平和を伝えていく必要があります。平和ガイドとして、私はそう思います。
本当に、本当にこの事業に参加できてよかったです。最後になりましたが、この
事業をひらいてくれてありがとうございました。この経験を宝にしていきたいです。
私がこのような事業に参加するのは初めてでした。何故、私が平和ガイド育成
事業に参加しようと思ったか。それは、とにかく何かの取り組みに参加してみたい。
という気持ちからでした。ですがコロナの流行する中、第１回目となるはずの授
業はすぐに延期になりました。ですが、ようやくコロナが落ちついたころ、無事
に平和ガイド育成事業がスタートしました。コロナの影響でカットされた日もあ
りました。でも残った日数を大切に使い、講話や現地に行ったり、調べたりして、
なんとか 12 月までに終われました。私が平和ガイド育成事業で学んだ事は、学校
では教えられなかったことや、新聞やニュースで伝えられなかったことなど、私
が初めて知ったことがいくつもありました。また、自分以外の平和ガイド育成事
業参加者と協力し、グループになって、糸満市にある戦争の跡となっている場所
や塔のガイドを行いました。コロナの中なので、３密をさけ、また授業も数日け
ずられているので、短い期間で、ガイドを完全にしないといけませんでした。そ
のプレッシャーの中、特に私達山巓毛の班は情報集めの日、山巓毛についての記
事がガイドできるほどになくて、とてもあせっていました。ですが、前年度の山
巓毛のガイド原稿や、OB（OG）の方がもっていた資料を参考にしてなんとか、ガ
イド原稿用紙を作ることができました。それから、ガイド原稿を覚え、そして参
加者以外の人が見に来た時は発表が一番最初なのと、お客さんが見ているという
緊張とプレッシャーで、おなかがいたくなりました。でも頑張った時間は無駄
にはできないので、それらをおしきり、無事にガイドを終えることができまし
た。他の班の人もそれは同じだと思いました。ですがこれまでの時間を大切に使い、
この事業が終わるその時まで私達は一所懸命学んで来たので、それだけでこの事
業が終わった時、達成感を感じました。今現在では戦争の悲惨さについて語る人
や知る人が少なくなってきている。その中で私はこのことを多くの人に伝えられ
るようにしたい。平和ガイドで学んだことは、これからも誰かに伝えられるよう
になりたいです。
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平田 朱里

親川 えり

私は平和について学び、教えられた事実をもとに戦争と平和の両方を人々に伝
えたいと思い参加しました。知っていても意味がよく分からない単語や、はじめ
て知ったことがたくさんありました。私はその中の二つのことの感想を作文にま
とめたいと思います。
まず、一つ目の感想。一つ目は戦争は本当に悲惨であること、平和の尊さを知っ
たことです。約 70 年ほど前、私の住む糸満は火が空にまでのぼり、黒煙がただよ
う焼け野原だったのでしょう。女性、子供、兵士、老人、色々な人が命を落とし、
沖縄戦では多くの人々が犠牲となりました。今でも平和の礎にはまた新たな人名
が刻まれています。今の沖縄は平和です。しかしこの平和は戦争がなければ成り
立たないと私は思います。もちろん、戦争は良い事ではありません。しかしそれ
はまた、全てに悪く影響したわけではありません。私が望むのは平和な日常です。
しかし良い事の裏には必ず悪いこともあるのだと思っています。なので、その悪
いことを原点として、これからはどうすごせば良いのか、これからどうすれば平
和になれるかを考えて日常一つ一つを大切に生きていけばいつかきっと誰もが望
む平和になるのではないでしょうか。
二つ目の感想。二つ目は戦争や平和について教えてくださった方々への感謝で
す。一人では何も出来ないことを改めて知りました。一緒に勉強した仲間からも
色々なことをたくさんおそわりました。私達のためにガイドしてくださったガイ
ドさんからもたくさん学びました。人から教えられる事もとても大切ですが一番
大切なのは人から教わってそれをどう活かすかだと思います。なのでこの平和ガ
イド育成事業のために色々な大切な事を教えて下さり、ありがとうございました。
これからも私は平和のありがたさを身で感じ、自分から戦争についてのことをま
わりに伝えていきたいと思います。最後に私達ガイド研修者のためにここまでし
て下さったことを改めて感謝したいと思います。最後まで向き合って色々な事を
一緒に学んだ仲間にもありがとうを伝えたいです。私はこのガイド研修を活かし、
平和な世の中になるように自分にできる最善をつくしたいと思っています。皆が
楽しく、幸せに暮らせるように、糸満市平和都市宣言にもとづき、私はこの糸満
市を平和都市であると宣言できるようにこれからも大切にしたいと思います。

私は今回の平和育成事業に参加して、沖縄戦と平和について色々な知識を得ること
ができました。
私達、西崎中学校のグループは、白梅学徒隊について、調べガイドをしました。そ
こで私は、当時、自分と同じ年齢の人達が沖縄戦にかり出され、犠牲になっているこ
とを知り、現在の私たちとは違う環境や生活で生きなければならなかったという事実
が私にとってとてもつらく悲しい事だと思いました。
次に、印象に残った事は、久保田さんの講演会のお話です。０歳なのに、生き延び
れた事がすごいと思いました。中でも、久保田さんのお兄さんがお母さんの背中で亡
くなった時の話は、とても驚きました。
そして私は、絶対に戦争はよくないと思うので、戦争をしようとする大人はだめだ
なと思いました。
最後に、私は平和育成事業を通して、年々、久保田さんのような、戦争平和につい
ての講演をして下さる方々が亡くなってきている中で、映像などで戦争のお話を残し
てくれているのはとても良い事だなと思いました。
以前まで平和学習に対して特に興味はなかったのですが、このような機会を頂いて、
改めて、平和について考えることができました。今後、平和学習にせっきょく的にと
りくみ、少しでも戦争につながらないように、フェアトレード認証ラベルのついてい
る商品をこう入したり、資源を無駄にしないようにしようと思いました。
なので、私にとって平和育成事業はとても良い経験になったなと思いました。
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新里 日彩

中原 悠太

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

私は、糸満市で生まれ育ち、沖縄戦の激戦地であるこの場所を分かっていると思っ
ていました。小学生の時、毎年６月になると、戦争経験者が来て下さり、自身の体験
を話してくれました。しかし、私の知っていた沖縄戦はほんの一部で、すべてのこと
を知ることはできないと気づきました。それでも、多くのことを知ろうとこの研修に
参加しました。
第１回での研修では沖縄戦全体を学ぶことを中心に、現在の糸満市域内で起きた出来
事を聞きました。1879 年に沖縄県となり、日本の枠組に入った沖縄は、まっさきに戦
争に巻き込まれました。本土から離れているため、時間かせぎのための捨て石作戦に利
用されたことを知りました。私は、この話を聞いて少しいらっとしました。沖縄は日本
の一部なのに、沖縄の人だから死んでもいいや、と言われている気がしたからです。
第２・３回では、糸満市内の戦跡について学びました。平和祈念資料館に行き、各
校で決めたガイドポイントについて、資料を参考に調べました。西崎中学校は白梅之
塔をガイドすることになりました。資料が少なく情報を集めるのが大変でした。
第４回は、本島中部の戦跡を巡りました。米軍が上陸した海岸やチビチリガマに向
かい、当時どんな様子だったのか、地元のガイドの方に聞きました。
第５回は、ガイドの原稿を書いたり、発表の練習をして、今まで学んだことをまと
めました。
第６回はそれぞれガイドポイントに行って、どんなことがあったのか案内してもらい
ました。その場所で何かあったか、詳しくガイドしてもらいました。話を聞いていくう
ちに、戦争は本当にやってはいけないもので、みにくいものだなと改めて実感しました。
第７回のときは体験者から直接話を聞きました。米軍のカメラマンが撮った映像に、
米軍の人を見てふるえている子どもや火炎放射器でガマを攻撃している様子が生々し
く写されていました。これを見て、日本は子どもの頃から自分の国以外は敵、と教え
られていたんだなと思いました。こんな教育が現在にも続いていたら…、と考えると
恐ろしいです。
近年、戦争を経験した人々が年齢により、少なくなってきています。このような機
会に私たち 10 代が戦争の話を知ることができて、本当に良かったです。また、最初
の方に「沖縄戦のすべてを知ることはできないと気づいた」と書きましたが、すべて
を知らないからこそ沖縄戦は許せないものだと思います。

私は今回、糸満市平和ガイド育成研修を受けて衝撃をとても多く受けました。その
中でも特に印象に残っていることが三つあります。
一つ目は、中部の戦跡を巡っているときに嘉数高台から見た普天間基地です。個人
的にとても基地問題に興味を持っているので普天間基地が「世界一危険な基地」と言わ
れていると知ってからはどのような基地なのかとても興味がありました。なので、実
際に普天間基地を見てみると想像していたよりも周りの住宅街や学校などとの距離が
近くとてもおどろきました。また、自分が基地の周りで生活すると考えてみると騒音
なども大変だし夜も何かあるんじゃないかなと眠れないんじゃないかなと思いました。
二つ目は、糸満市内にとても多くの戦跡があるということです。私は生まれてから
ずっと糸満市に住んでいるので、糸満市には平和祈念公園やひめゆりの塔などがある
ということは知っていました。しかし、今でも銃弾の跡が残っている場所や自分も知
らない記念碑などが多くありとてもおどろきました。また、自分は沖縄戦や糸満市の
戦跡について知らないことが多いなと感じました。
三つめは、沖縄戦には日本中から多くの兵士が沖縄に来ていたということです。私
は、今まで沖縄戦で戦っていた日本軍に沖縄県外から来ていた人達がいたとは知らな
かったのでとてもおどろきました。
私は、平和ガイド育成研修を終えて、糸満市に多くの戦跡が来ていたなど沖縄戦や
糸満についての知識を深めていくことなどができたし、普天間基地などの基地問題に
ついても知ることができたので研修に参加して良かったなと思いました。また、自分
達で調べてそれについて人前で発表するというとても貴重な体験ができたなと思いま
した。今回の研修で学んだことをいろいろな人に伝えながらも沖縄戦について調べ続
けながら基地問題などの知識を増やしながら関心を持っていきたいなと思いました。
私は、今回の研修はとても楽しく自分にとっても良い経験となったのでまた機会が
あれば OB などとして参加したいなと思いました。
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私は、自分が知っている戦争をもっとより深く知るために、この研修に参加し
ました。生まれてからずっと沖縄に十三年間住んでいますが、自分の住んでいる
地域（糸満市）の戦争の歴史もあまりよくわかりませんでした。なので、糸満市
内の戦争と、他の地域の戦争についての知識を深めるために参加しました。
私にとって戦争は、とおく昔の出来事で、本当にこの島で戦争があった、とい
うのも信じられませんでした。私が今、住んでいる沖縄は、海がきれいで、食
べ物が豊富で、平和で明るい島です。まだ、戦後七十六年しかたっていません
金城 紗央

が、戦時中と比べて、沖縄はどんどん変化していっています。だけど、この研修で、
沖縄戦を身近に考えることができました。
そして、自分達のガイドポイントの潮平権現豪について、調べてガイドをする
ことができました。ガイドは、初めてすることで、正直どのようにすればいいか
わからなくて不安でした。ですが、自分達なりに相手にどうしたらよく伝わるか
など、考えてガイドをしました。初めての経験でしたが、一人一人が戦争に対し
ての思いを持って、ガイドをすることができました。
今の沖縄では、実際に戦争を体験した人が年々減ってきているのが現状です。
だからこそ、私達のような若い世代が「平和」を守り続けていかなければいけない、
ということを次の世代へと伝え続けなければならないと思います。私は、この研
修で経験したこと、学んだことを次の世代へとどんどん伝え続けていきます。

私は平和ガイド育成事業に参加して印象に残ったことや改めて感じたことが多
くありました。
初め私は戦争はただ人の命をなくすだけの意味のないものだと思います。平和
ガイド研修を受け、チビチリガマで米軍が来なければ集団自決をしていなかった
か、一人の女性がいなければガマにいた人は死んでしまったのではないのか私は
そう思いました。また、ひめゆり学徒隊というまだ 10 代の女子生徒が戦争に参
加し負傷者の手当てまだ私と少ししか年が変わらない子達がこんな辛いことをし
小野 愛美

ていたのかと思うととても心が痛みました。戦争中の日本の教育では米軍は残虐
だ、酷い殺され方をするなどの間違った教育をされているせいで集団自決をした
り、日本軍が住民をガマから追い出したりなど味方のはずの日本軍がなぜ住民を
追いつめたのか私はよくわかりませんでした。
平和ガイドを通して私は初めの気持ちと変わらず人の命をなくすただ意味のな
いものだと思っています。ですが戦争で人がどのように落としてしまったのか、
戦争で亡くなってしまった方家族が亡くなってしまった方の辛さ戦争を経験した
方の辛さを平和ガイド育成事業を通して深く知ることができました。平和ガイド
育成事業に参加していなかったら戦争のことをよく知らずに過ごしていたと思い
ます。体験者の方からの話しを聞けるのも平和ガイドのおかげです。お話を聞け
たおかげでもっと沖縄戦について知れました。これからは体験者のお方が少なく
なり実際にお話を聞ける機会が少なくなるかもしれません。だからこそ平和ガイ
ド育成事業を受けた私達が沖縄戦の恐ろしさを語り二度と戦争をさせないように
していきたいです。こらからも沖縄戦について深く知り、多くの人に語りつぐた
めに沖縄戦に関わるものには積極的に参加していきます。
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研修生感想文・あとがき

宮村 結

2020 年度糸満市平和ガイド育成事業
( ふるさと応援基金事業 )

私が今回の平和についての研修で、一番頭に残っていることは、中部の戦争の
場所にいったことです。
中部に行ったところの中でも、頭によく残っているのは「チビチリガマ」です。
チビチリガマは集団自決があった場所で、たくさんの人が亡くなってしまいまし
た。でも、チビチリガマからたった一キロしかはなれていない「シムクガマ」で
は、ガマの外に出てアメリカ軍に保護されて、集団自決がおこなわれませんでし
た。中部に行った時には、チビチリガマには行きましたが、シムクガマには行け
なかったので残念でした。チビチリガマでおはなしを聞き、シムクガマにも行き
たいなと思いました。行けるきかいがあれば、いってみたいと思います。それと、
チビチリガマでおはなしを聞いた時に、若い人たちが集団自決があった場所とは
知らずに、石かなにかをこわしてしまったと聞いたので、非常に残念だと思いま
した。今の若い人たちは、ふざけでなにかをしていることが多く、戦争について
深くしらないだとかそこが戦争時なにかあった場所などを知っていない人が多い
ので、もっと戦争の事を知るべきだなと思います。なので、これから戦争のこと
について知っていき少しでもみんなに戦争がどんなものだったかを広めていきた
いです。
私が平和ガイド育成事業で頭に残っていることは、潮平権現壕のガイドを三人
でしたことです。
潮平権現壕のガイドは、潮平中学校一年の三人でしましたが、一回目のガイド
では、まちがえていることを言ってしまったり、しゃべるスピードがはやかったり、
ずっとノートばかりを見ていたり、内容がうすかったりなどたくさんの反省点が
ありましたが、それから三人でたくさん調べたり学校の休み時間にもたくさん練
習しました。そのおかげで本番のガイドでは、ゆっくりとしゃべったり、正しい
情報を伝えることができたり、ノートをまったく見ずにガイドをすることができ
たので良かったです。
私は、今回の平和ガイド育成事業を通して南部とはまた違う中部の戦争のこと
も知ることができ、潮平権現壕や他の学校がガイドしていた場所についても知る
ことができたので良かったです。これからは、沖縄の戦争のことをもっと調べたり、
沖縄以外の地域でおこった戦争についても調べ、自分よりも年下の人たちに戦争
は二度とおこしてはいけないということをつなげていけたら良いと思います。た
くさんの経験ができて、とても良かったです。

■あとがき
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、今年度スケジュールを全て実施できるか不安だったが、無事に全日
程を終えることができ、また研修生全員が修了できたことに、何よりも安堵しております。
今年度は「身近な戦跡をガイドできるようにする」ことを目標にし、自分達の通っている学校周辺のガイド
ポイントを自分達で決めて、自らシナリオを考えて発表し、かなり自主的な活動ができたのではないかと思い
ます。また、OB の心強いサポートも後押ししてくれました。
本事業の趣旨である「継承に関わる人材育成」ですが、本来継承は代々受け継がれるべきもので、一足とび
に祖父から孫あるいはひ孫に伝えているような現状のため、今年度は市民の方にもご参加いただけるよう門戸
を開きました。
本事業は、平成 24 年度からスタートし、修了生は OB を含めのべ 100 名を超える事業となりました。本事
業の継続こそが継承に貢献するものと信じております。その継続のためにも成果が求められるところではあり
ますが、その成果を子供達に求めることなく、大人の知恵と工夫で子供達に学習の機会を与え続けられるよう
にしていきたいと思っております。
糸満市観光協会
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あとがき
■成果と課題
今年度は、市内６中学校長より推薦された中学生 17 名を中心に継続研修生が６名、合計 23
名での研修をスタートしました。新型コロナ対策として毎回の検温、消毒、会場やバスの座席配
置の配慮コロナの感染拡大影響による日程変更を余儀なくされたが、補講を合わせて８回の研修
では、真剣に取り組む姿勢が見られ意識の高さが感じられました。研修に参加したことで戦争の
悲惨さと平和の大切さそして平和ガイドの意義について学ぶ機会になったと考えます。
中部の戦跡（読谷戦跡、嘉数高台）の視察研修では南部の戦争状況との比較ができ、より理解
が深まったと思う。
シナリオの作成を研修から学んだ情報や平和祈念資料館図書室やインターネットを活用して時
間はかかったが、自分なりのオリジナルのシナリオ作成。11 月には「研修生による糸満市戦跡
ツアー」を実施し、保護者をはじめ、学校関係者の参加も多く研修生にとっても大きな励みになっ
たと感じます。
研修最後は、
「戦後 75 年戦争体験者平和講演会」を開催しました。コロナの影響もあり、人
数制限を行ったが多くの一般市民、保護者、学校関係者の参加があり関心の高さがうかがえまし
た。
今後、戦争体験者の減少は避けられません。平和な未来にするためには、過去の事実を正しく
学び伝えなければならない。
そのためにも、体験者の想いを平和の大切さを語り継ぐ人材を育成していくことを目的とした
「平和ガイド育成事業」の継続と並行して研修修了生の活用について環境を整備し探っていく必
要があります。
糸満市秘書広報課 平和担当

『今年度の研修を振り返って思うこと』
これまで３年ワンクールで行われていた育成事業が今年度からは単年度での実施となり、ただ
でさえ時間が足りないと思っていたところにコロナ流行という不安なスタートでしたが、感染者
を出すこともなく、研修・実践を無事に終えることができました。予定変更による自習期間も同
じ学校の生徒でグループを構成していたせいか、お互いの連絡もよくとれていて、チームとして
まとまった学習ができていたと感じました。OB のサポートの力も大きかったと思います。毎回、
みんなの学習意欲を感じられた研修でした。
今後の課題としては沖縄戦そのものに関する学習をもう少し深められたらと思います。沖縄戦
に至る歴史の流れ、中部・北部・南部の沖縄戦の特徴などを知ることで、地元南部の沖縄戦がど
んなものだったのかをよりよく理解できるのではないかと思います。実際、中部戦跡の視察研修
では米軍上陸当時の状況を学び、南部との違いを実感した研修生が多くいたようでした。
ガイドポイントについては、最初に担当カ所を決め、どうやったら相手に伝わりやすくなるか
を工夫してシナリオ作りに取り組んでいきました。まずは自分たちの担当カ所について知ること
が一番ですが、他のグループのガイドを聞くことで最終的には全部のポイントについて基本的な
理解が深まったと思います。
これらの学習の成果を研修終了後も持続していくために、研修生たちの平和ガイドを活かせる
場や、みんなが継続的に集まって情報交換ができる機会が作れたらと思います。
戦後 75 年。戦争当時の景色はすっかり失われ、戦争体験者の生の声を聴くこともどんどん難
しくなっています。だからこそ沖縄戦の終焉の地である糸満市から平和を伝える人材を育成し続
けることがますます重要になっていくと思います。この事業がきっかけとなって戦争と平和につ
いて学び、考え、伝えていきたいと思う人が増えることを願っています。
担当ガイド：井出佳代子
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