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��中国大陸 ��旧石器 ��岩陰 ��１万����年 ��港川人
��柳江人 	�ワジャク人 
�石器
�� ��土壌が酸性で１万年以上たつと地中で骨が酸化して溶けてしま
うから
�� ��琉球石灰岩の土壌は中性か弱アルカリ性で骨が酸化しにくいか
ら
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��大山盛保 ��港川フィッシャー ��日本の旧石器人の容姿を明
らかにした最初の発見者となった。
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��海底遺跡 ��階段 ��水中文化遺産に相当する ��古代文化
��特定の遺構にみえるが，全体の構成が不規則で，何の構造物なのか
はっきりしていない。 ��各自の考えを書く
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��貝塚 ��貝 ��骨 ����世紀 ��縄文 ��土器
	�石器 
�土偶 ��ジュゴンの骨 ��鉄器 ���水稲農業
���伝わっていない
�� ���� �� ���� �� ���２匹
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�� 貝の文化 ��ナイフ ��腕輪 ��貝の道 ��ゴホウラ
��イモガイ 	�ヤコウガイ
�� 
�腕輪 ��垂れ飾り
�� ��朝鮮半島から青銅器が伝わり，国内でも青銅製の祭器などがつ
くられるようになったから
�� ���金属器など
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��下田原式土器 ��フィリピン ��土器をともなわない文化
��焼石 ��貝斧
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��原グスク時代 ��グスク時代 ��琉球石灰岩 ��稲作
��牛 ��鎌 	�鋤 
�鍬 ��カムィヤキ ��石鍋
���按司 ��．富 ���按司 ���グスク �������年 ���尚巴志
���琉球王国 �� ���約	��

�� ���ｅ ��ｂ ���ｆ ���ａ ���ｄ ���ｃ
�������a bcUd���EFef�U>?I�	���Bg�

��源為朝 ��舜天王 ��日琉同祖
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��首里城跡 ��中城城跡 ��勝連城跡 ��座喜味城跡 ��今
帰仁城跡 ��斎場御嶽 	�玉陵 
�園比屋武御嶽石門 ��識名
園 �� ��野面 ��布 ��相方
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��中華 ��察度 ��中国の皇帝に貢物を贈って服従を誓い，王国
として認めてもらうこと ������年 ��尚巴志 ��冊封使
	�諭祭 
�崇元寺 ��御庭 ��進貢使 ���約	��人
�� ���南蛮 �� ����	回 �� ���ｂ
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��中山 ��攀安知 ��他魯毎 �����
年 ��尚巴志 ������

	�尚泰久 
�護佐丸・阿麻和利の乱 ��阿麻和利 ��百度踏揚
���中城城 ���護佐丸 ���百度踏揚
�� ���尚巴志 ���尚泰久
�� ���人望の厚い按司として称えられていた
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��尚徳 ��金丸 ��喜界島遠征 ������年 ��金丸
��尚円 	�第二尚氏王統 
�クーデター �� 
�弁財天堂
� ijk.��rs$u?��u�	���J��

��尚真 ��オギヤカ ����年 ��按司 ��首里 ��間切
	�シマ 
�ハチマチ ��かんざし ��聞得大君 ���ノロ
���玉陵 ���園比屋武御嶽 ���おもろさうし �� ���歓会門
� ��Nc�\��F>���<	���Jt�

��ヤマト旅 ��生糸 ��薬種 ��刀剣 ��漆 ��室町幕府
	�堺 
�博多 ��僧侶 ��芥隠

���応仁の乱 ���堺 ���博多 ����	��年 ���察度 ���対馬
���釜山 ���朝鮮 ���蘇木 ��胡椒 ���綿織物 ���朝鮮人参
���温沙道 ���日本商船
� ij�������EF���W?I�	���XB�

��大交易時代 ��真南蛮 ��蘇木 ��香料 ��象牙
��漆器 	�屏風 
�木綿 ��生糸 ��陶磁器 ���硫黄
���馬 ���①地理的に優位だった ②中国皇帝が後ろ盾になった
③中国商人が海禁策で渡航が制限されていたため �������

���ポルトガルがアジアに進出 ���中国商人がさかんに商業活動をく
りひろげた ���独自の交易品を生みだすことができなかった
�� ������回 �����回 ����回
�� ���延べ��万人 ���延べ	万�	��人
�� ���レキオ
�������� ������A���I\�<	���XX�

��５月から６月 ����～
� ����ｍ �����人～���人
�� ����日 ��３日 	���日
�� 
�琉球国王の任命をおこなうため(戴冠式を行うため)
�� ��進貢使として中国に行くことは命がけだった
�� ��落� �� ���帰港(マストに帰国の旗がなびいている)
* LMNOP���rs$u?ijk.$���EA�	���X̀�

��天太 ��目黒盛豊見親 ��与那覇勢頭豊見親 ��仲宗根豊見
親 ��オヤケアカハチ ��サンアイ・イソバ 	�オヤケアカハチ
の戦い 
�喜界島 ��奄美大島 ��薩摩 ���泊里主
�������� �� ¡�¢£¤¥W�	���X��

�� 各自の考えを書く
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���	世紀 ��禅僧 ��おもろさうし ��禅鑑 ��波之上宮
��普天間宮 	�三線 
�８・８・８・６ ��琉歌 ��組踊
���泡盛 �� ���レとラ �� �����世紀後半から��世紀
���中国

��� ��	������
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������人 ����ヶ月 ��半分だけ ��琉球侵略 ��尚寧
��冊封使 	�明国 
�島津 ��江戸幕府 ��明との貿易の復
活交渉 ��� 島津家久 ���奄美諸島 ���西軍 ���謝名親方(鄭�)
�� ���家康
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��大島出兵 ���
��年 ��	��� �����隻余 ��鉄砲
��尚寧 	�奄美諸島
�� 
�那覇港は入り口が隆起珊瑚礁で覆われているうえ，屋良座森城・
三重城には砲台が設置されるなど厳重に防御されていたため。
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���
��年 ��奄美大島 ��与論島 ��琉球の領土 ������石
��	���反 	�起請文 
�幕府や島津氏 ��島津氏の恩情により
旧琉球国のなかから沖縄諸島以南 ��掟
�� ���謝名親方 ���琉球の外交権が薩摩にあることを意味している。
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��服属儀礼 ��謝恩使 ��慶賀使 ��１８回 ��中国風
��琉球風 	�異国風 
�権威 ��地位 ��進貢
���王国を存続させる ���文化使節 �� ���� ���ａ
� §¨´µFij��s	VW�	���¬t�

��羽地朝秀（向象賢） ��質素倹約 ��久高島 ��ユタ
��諸芸 ��日琉同祖 	�舜天 �� 
�黄金の箍
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��接貢 ��江戸・大阪・京都 ��王国 ��旅役 ��アジア
�� ��中国との冊封・朝貢関係を維持するため（日本に従属している
事が知られると冊封・朝貢関係が解消され王国として存続できなくなる
ため）
�� 	�進冊のための品物を買い揃えるために宝島と通交している
� ij¼½¾¿��rs$G@
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��尚真 ��系図座 ��士(系持) ��家譜 ��譜代 ��百姓
	�里之子 
�王子 ��按司 ��一間切 ���一村 ���筑登之
���細工物 ���船頭 ���屋取 ���田舎百姓
�� ���士族が地方で山地を開墾して形成した集落
�������À �ÁÂ���ÃÄÅÆ�Ç2ÈA�	���̀ �̀

��姓 ��向 ��馬 ��呉 ��名乗頭 ��家譜 	�領地

�大和めきたる名字 ��安良城と改名 ��名前 ���名字
�� ���名乗頭字 �� ���新嘉喜 ���名嘉地 ���名嘉山

ij����\ST ÉÊËÌ
�� �������年の沖縄県設置以後の戸籍整備で名字を持つことが義務付
けられた �� ���姓 ���名乗頭字 ���変化しない
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��評定所 ��三司官 ��表十五人 ��下の御座 ��科
��筆者 	�申口方 
�外交 ��鎖之側 ��外交 ���双紙庫
理 ���硫黄鳥島 ���戸籍 ���寺社 ���平等所 ���物奉行
���所帯方 ���上納 ���給地方 ��用意方 ���砂糖 ���ウコン
���地下旅 ���旅役 ���大和旅 ���唐旅 ���平等所
���琉球科律 ���新集科律 ��寺入り ���斬罪 ���内法
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��蔡温 ��三司官 ��薩摩のおかげで現在の琉球があるのであっ
て，その指導に従うことこそが琉球の発展する道である ��農業生産
��農務帳 ��ウコン 	�砂糖 
�買上糖制度 ��平敷屋朝敏
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��間切 ��村 ��番所 ��村屋 ��地頭代 ��五捌理
	�総耕作当 
�総山当 ��蔵元 ��在番 ���地人 ���入切・
シカマ ���７割 ���地割制 ���地頭地 ���オエカ地 ���ノロ
クモイ地 ���私有 ���仕上世 ��ほぼ三分の一 ���五公五民
���六公四民 ���家内 ���与（組） ���ウェーキ ���ヒンスー
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��人頭税 ��定額人頭税 ��所遣米 �� ��各自で感想を書く
BJ ij[Þ��rs$"ßu�	���g̀�

��野国総管 ��儀間真常 ��儀間真常 ��ウコン ��家内工
業 ��宿道 	�地船 �� 
�いい香り �� ��カミーシ
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��中山世鑑 ��羽地朝秀 ��日琉同祖 ��中山世譜 ��琉球
国由来記 ��琉球国旧記 	�球陽 
�歴代宝案 ��琉球科律
��法条 ���六諭衍義 ���程順則 ���寺子屋 ���混効験集
���琉歌 ���三線 ���恩名ナビー ���吉屋チルー
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��古典舞踊 ��民族的舞踊 ��雑踊 ��老人踊 ��女踊
��シヌグ 	�ウンジャミ 
�エイサー ��クイチャー
��巻踊 ���雑踊 ���インド ���日本芸能 ���組踊
���玉城朝薫 ���執心鐘入 ���手水の縁 ���万歳敵討
���花売の縁 ��三線 ���湛水親方 ���屋嘉比朝寄
���知念績高 ���工工四 ���安冨祖正元 ���野村安趙
�� ���ふに ���しんしい ���あみ ��ちむ
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��朝鮮人陶工 ��平田典通 ��仲村渠致元 ��宝口 ��知花
��湧田 	�壺屋 
�螺鈿 ��沈金 ��比嘉乗昌 ���堆錦
���芭蕉布 ���上布 ���紬 ���高嶺徳明 ���仲地紀仁
���接種 ���手 ���武器 ��古武術 ���すうちゅうま
���藁算 ���カイダー字 ���屋判
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�� ① 火の神 ② ジュールクニチ ③ ジュリウマ ④ ハマウリー
⑤ アブシバレー ⑥ ハーリー ⑦ 旧盆(シチグヮチ) ⑧ エイサー
⑨ トーカチ ⑩ カジマヤー ⑪ イザイホー ⑫ 鬼餅
�� 誕生―ｂ 生後�日―ｄ 生後一ヶ月―ａ 満一歳―ｃ
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��鎖国 ��オランダ ��ロシア ��イギリス �����


��かれらの来航を一過性的なものと考えていたから 	�アヘン

�琉球 ��フランス ��和好・貿易 ���進展せず
�� ���琉球が江戸幕府の鎖国体制下にあることを知っていたから
�� ���島国で大国と通商するほどの資源や産物がない
�� ���薩摩支配からのがれるためにも，ヨーロッパ諸国との交易で経
済的な自立をはかるべき
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��琉球に限り通商をゆるすのが得策 ��異国 ��開国も矛盾しな
い ��琉球は異国であり ��フランスに限って交易をゆるしてよい
��琉球防波堤論 	�フランスと貿易することによって島津との関係
が中国に知られ，冊封・朝貢関係に支障をきたすのではないかと恐れた

�日米修好通商条約を結んで開国 ��市来四郎 ��琉球
���オランダ ���フランス ���西洋式軍艦 ���座喜味親方
���牧志朝忠 ���牧志 ���牧志・恩河事件
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��日本 ��ビッドル ��拒絶 ��金鉱 ��ペリー ��那覇
	�日本にむかう前に，燃料・食品などの補給基地を確保するため

�総理官 ��牧志朝忠 ��資源 ���浦賀 �������年
���日米和親条約 ���琉米条約 ���日米修好通商条約
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��貨幣 ��無償 ��泊 ��布政官 ��決定権 ��琉米条約
�� 	�欧米諸国との接触で，日清両属的な王国体制が崩れることを恐
れたから
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��明治政府 ��尚泰 ��琉球藩 ��琉球 ��中国
��台湾漂着琉球人殺害 	�台湾出兵 
�沖縄県 ��松田道之
������年 ���沖縄県 ���廃琉置県＝琉球処分
�� ���侯爵として東京に居住
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��グラント ��伊藤博文 ��沖縄諸島 ��日本 ��宮古・八
重山 ��中国 	�日本商人 
�通商 ��奄美諸島 ��日本
���沖縄 ���独立 ���「琉球王国」 ���宮古・八重山 ���中国
���日本 ���ロシア ������� ���日本案 ��琉球藩 �������

���廃琉置県 �� ���ｃ
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��鍋島直彬 ��大和世 ��他府県出身者 ��華族 ��士族
��平民 	�旧慣温存策 
�本土とは民族の歴史や生活習慣，行事
などが異なるため，急激な改革はひかえる
�� ��教育によって言語や風俗を日本本土と同一にする必要があった
から
�� ��糖業 ���上杉茂憲 ���上杉県令巡回日誌 ���貧困
���農村の実態 ���地方役人
�� ���旧支配層の協力が必要だったため ���尾崎三良
���岩村通俊 ���人身売買 ��サトウキビ ���製糖技術の改良
���県費留学生 ���謝花昇
� ����rs$u?��$7W�	���÷t�

��地割制度 ��租税 ��免税 ��農民層 ��人頭税廃止
��日清戦争 	�税収 
�農民 ��納税者 ��人頭税
���地租 ���免除
�� ���		％ ���島尻 ���国頭 ���首里 ���郡長 ���役場
���特別町村制 ��町村 ���字 ���沖縄県会 ���知事の権限
���国政参加 ������� ������� ���自治権獲得
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��奈良原繁 ��謝花昇 ��水源の枯渇 ��高級官僚 ��有力
者 ��本土人 	�差別 
�奈良原の政策を厳しく批判した
��参政権 ��沖縄倶楽部 ���沖縄時論 ���海外移民の父
�� ���琉球王 �� ���協力して利益を得た �� �������年

�������� �ÚÛ��rs$u?�ÆÈA�	���tX�

��城間正安 ��中村十作 ��地方役人 ��人頭税 ��地租
��金納 	�平良真牛 
�西里蒲 ��人頭税廃止
�� ��日清戦争の最中で，政府や議会は軍事面で沖縄に注目していた。
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��国家主義教育 ������ ��徴兵令 ��兵員を確保 ��旧慣
諸制度 ��義務 	�国民の義務である兵役を負う事で日本国民の仲
間入りができると歓迎 
�逃亡 ��障害者 ��海外移民
���拒否 ���琉球人 ���臣民 ���日露戦争
�� ������人 �� ���八重山に戸籍を移した
8 
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��第一次世界大戦 ��砂糖成金 ��昭和恐慌 ��ソテツ地獄
��ソテツ ��
�万 	�７ 
�サトウキビ ��生活用品
��８ ���泡盛 ���糸満 ���辻の遊郭 ���海外移民
���出稼ぎ �� ���広島県 �� ���沖縄県
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��同化 ��内なる問題 ��同化 ��皇国臣民 ��伊波普猷
��沖縄人としての自覚とほこりをよびさまし 	�主体的に生きてい
く 
�古琉球 ��日琉同祖論 ��独自性 ���皇民化政策
���真境名安興 ���東恩納寛惇 ���柳田国男
�� ���沖縄学の父
�� ���一生懸命に努力しなさい，必ずやあなた自身の豊かな才能を引
き出すことができるはずだ。ただし，他人の力をたよりにしてはいけま
せんよ。
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��琉球新報 ��山城正忠 ��佐藤惣之助 ��津嘉山一穂



��山之口貘 ��池宮城積宝 ��久志芙沙子 ��さまよへる琉球
人 ��安仁屋政尹 �	�首里旧城の図 ���芭蕉の図
�
�名渡山愛順 ���大城皓也 ���安谷屋正義 ��山田真山
���平和祈念像 ���宮良長包 ���えんどうの花 ���汗水節

	�士族 
��沖縄芝居

��� ����	

� ������	
���������
��������

��孫文 ��辛亥革命 ��中華民国 ��二十一か条の要求
��ドイツ ��山東省 ��五・四運動 ��拒否 ��中国国民党
�	�中国共産党 ���蒋介石 �
�国民政府 ���張作霖
���山東出兵 ��張作霖

� �����	
����� ��
������!�

��満州における日本の利権をとりもどす ��満州事変 ��石原完
爾 ��南満州鉄道 ��中国国民党軍のしわざだといつわって
��不拡大 ��犬養毅内閣 ��溥儀 ��満州国
�	�五・一五事件 ���リットン調査団 �
�満州国取り消し
�� ���不服とし，国際連盟を脱退した ���ワシントン海軍軍縮条約
��抗日民族統一戦線 ���盧溝橋 ���盧溝橋 ���日中戦争
���虐殺 
	�強姦 
��南京大虐殺事件
�� 

�日本・中国・満州の提携による「東亜新秩序」の建設にある
�� 
��薩摩の琉球侵略 
��沖縄の日本復帰
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������人 �����万戸���人 ����万 ��片手に銃，片手に鍬
��中国・朝鮮人農民の生活を圧迫 ��ソ連軍 ��強制集団死
��略奪・暴行 ��中国残留日本人 �	���年 �����	�

�
�改定中国在留邦人支援法
�� ���約����人の一般開拓移民と約���人の満蒙開拓義勇軍の計����

人
�� ���王道楽地
�� ���
��人の残留孤児と����人の残留婦人等の����人
�� ���日清戦争による日本の勝利
�� ���日本の植民地支配における虐殺や暴行事件などの非人道的な行
為への抵抗
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��思想弾圧 ��軍国主義 ��御真影 ��奉安殿 ��教育勅語
��戦争にかかわる ��国民学校 ��少国民
�� ��天皇・皇后の写真 �� �	�国民学校を卒業すると少年飛行
兵として国のために命を捧げる ���軍事教練 �
�大舛松市大尉
���第��軍 ���勤労動員 ��鉄血勤皇隊 ���従軍補助看護隊
�� ���ほふく前進
�� ���ドイツとの友好を強調し日独防共協定の意義を高めるため
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��仲村 ��平安 ��きんじょう ��あしとみ ��豚便所
��裸足 ��標準語 ��方言撲滅運動 ��柳宗悦
�	�標準語能力 ���標準語励行 �
�方言を禁止 ���身分差別
���沖縄県民の負担の上に沖縄方言を残せ ��国防上 ���国難
���中央追随 ���沖縄文化の豊かさ
�� ���傘をかぶって→傘をさして 
	�海を歩いている→漁師をして
いる 
��去った→去る 

�学校がなかった→学校が休みだった
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��イギリス ��真珠湾 ��アジア太平洋戦争 ��伊江島
��宮古島 ��石垣島 ��第��軍 ��対島丸 ������

�	���人 �����	人 �
���・��

�� ���牛島満・陸軍中将
�� ���ａ ���� ���� ��約�� ��文化遺産
��のべ�
��機 �����人 �����人 ��１万����戸
�� ��米軍の圧倒的な強さと戦争の恐ろしさ
�� �	�無差別攻撃で非戦闘員を殺傷した行為は国際法違反 ���３
�
��� ���慶良間諸島 ���日本軍 ��命令 ���強制集団死
�� ���渡嘉敷島���人，座間味島���人，慶留間島��人 ���①日本軍
と南方，中国方面との連絡網を断ち切る。②日本本土への進攻基地とす
る。③戦後のアジアにおける米軍の戦略拠点とする。 ���持久戦

	�米軍の本土進攻をおくらせ，本土決戦準備の時間稼ぎとする
�� 
��チビチリガマには自決を強要する日本軍関係者がおり，シムク
ガマには「米軍は，捕虜は殺さない」と説得するハワイ移民帰りの住民
がいたから
��神風特攻隊 ��米軍の本土上陸 ��大和 ��約����機
�� ����� ��拷問 ��虐殺 ��今帰仁村 ��食料強奪

�	�飢餓 ���マラリア �
�日本兵 �������人 ���強制集団死
��シュガーローフ
�� ���約	�％ �� �����％
��自然洞穴が多く，身を隠すのに適していた ��大田実
��米軍 ��処置 ��捕虜
�� ������～���� ��火炎 ��爆雷 ��壕から住民 �	�食料
���スパイ �
�天皇制度
�� ���百発 ���防衛隊 ��義勇隊 ���学徒隊
��バックナー中将 ��最後まで戦うように ��６ ����

��牛島 ��沖縄作戦終了 ��９ ��７ ��降伏文書
�� �	�沖縄作戦の戦果を報告し，本土決戦の教訓とするため
�� ���牛島司令官が自決して日本軍の組織的抵抗が終了した日
��敗戦が必至である ��天皇制 ��共産革命 ��戦争終結の方
法を考えるべき ��台湾に敵を誘導できれば ��外交手段
��国民の生命保護の観点 ��国体護持
��イギリス太平洋艦隊 ��朝鮮人労働者 ��マラリア ����
�

�� ��３分の１
�� ��個人への補償はなく，����年に慰霊碑などを建立することで決
着 ��マラリア ��台湾 ��疎開船 �	�東京裁判
�� ���約����万人 ��醜さの極地 ��捨石作戦 ��無差別
��地上戦 ��現地総動員作戦 ��住民 ��日本軍慰安婦
��住民殺害 ��スパイ �	�強制集団死 ���食料強奪 �
�国の
戦争責任 ���戦時船舶遭難者 ���軍用地の強制接収 ��戦場へ駆
り立てていった ���軍部 ���戦争責任が問われていない ���同化
政策・皇民化政策 ���沖縄人の内面の検証 
	�十五年戦争の全体像

��平和運動
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�� �
����人
�� ��兵隊の性の相手をさせられた女性
�� ��侵略戦争に利用された地の慰霊碑に刻銘されるのは屈辱だから
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��集団自決 ��命令・強制・誘導 ��公式の命令はなかった
��証言 ��軍の強制を否定する学説はみあたらない ��米国公文
書館 ��自決せよ ��手榴弾 ��スパイ �	�日本軍 ���強制
集団死 �
�日本軍の関与 ���検定意見の撤回 ����� ��おじい，
おばあがうそをついている ���たとえ醜くても真実を知りたい
���強要 ���軍命
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��収容所 ��マラリア ��暴行事件 ��遺骨 ��慰霊碑
��二度と子供たちを戦場に送らない
�� ��馬小屋教室
�� ��アヲイ ソラ ヒロイ ウミ
�� ��ｃ
�� �	�働き盛りの若い男性が少ないことから，戦後復興には女性の役
割が大きかったことがわかる
�� ���ａ
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��軍用地 ��八重山 ��ボリビア
�� ��ハーグ陸戦法規 ��何の補償もせずに個人の土地を没収した
米軍の行為は明らかな国際法違反 ��地代 ��コーラ１本代にもな
らない ����年 ��土地収用令 �	�銃剣とブルドーザー
���プライス �
�島ぐるみ闘争 ���米軍基地の使用を認めることで
歩みよる ���適正価格による借用を認める ��祖国復帰運動
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��琉球列島米国民政府 ��平良辰雄 ��社会大衆党
�� ��日本復帰促進
�� ��琉球列島の統治方針を変更させる ��比嘉秀平 ��日本復
帰促進派 ��琉球政府 ��比嘉秀平 �	�立法院 ���行政主席
�
�裁判所 ���琉球列島米国民政府
�� ���日本復帰を主張する主席の誕生を恐れた
�� ��屋良朝苗
�� ���ｂ ���ｃ
�� ���王国時代の琉球を強調することで，本土との分断政策に利用した
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�� ��各自の感想・意見を書く

�� ��占領者として沖縄住民を見下し，すべてに軍事を優先させてき
た ��ベトナム戦争に加担する加害者だ ��反戦・平和
��全面撤去 ��ベトナム社会主義共和国
�� ��ａ
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��適正価格 ������年 ��４月 ���	日 ��沖縄県祖国復帰
協議会 ��国際連合 ��高度経済成長期 ��ベトナム
�� ��日本にアジアへの軍事・経済援助を肩代わりさせ，日米共同で
アジアを社会主義化から守るほうが得策だと考えた �	�沖縄が復帰し
ない限り日本の戦後は終わらない ���即時・無条件・全面返還
�
�太平洋の要石 ���核抜き・本土並み・��年返還
�� ���基地の存続を前提にしており，その多くは沖縄住民の要求から
はかけはなれたものであった ��石油販売 ���水道 ���琉球政府
���軍用道路 ���３億����万ドル 
	�核兵器の撤去費用

��６億ドル余 �� 

�沖縄の最高権力者
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�� ��核も基地もない平和な島
�� ��条約の締結に対する最終的確認で，わが国では内閣が国会の承
認を得る
�� ��県民が日本国憲法の下において日本国民としての権利を完全に
享受することのできるような「無条件且つ全面返還」
�� ��ｃ
�� ��(解答例)二十数年余の抑圧された異民族支配に対する鬱憤が爆
発した
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��守礼門 ��崇元寺 ��琉米文化会館 ��琉球大学 ��国費・
自費 ��沖縄大学 ��沖縄国際大学 ��抵抗の文学 ��大城立
裕 �	�カクテルパーティー ���東峰夫 �
�オキナワの少年
�� ���自己の歴史と文化に対する認識と沖縄人の生き方に大きな影響
をあたえた �� ���各自の感想を書く
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������年５月��日 ��手放しでは喜べなかった ��米軍基地
��困難 ��正しい ��運命を開拓し，歴史を創造しなければなら
ない ��平和で豊かな沖縄 ��平和 ��自然 �	�伝統文化
���米軍基地 �
�経済優先 ���独自性 ���主体性 ��屋良朝苗
�� ���ノーベル平和賞 �� ���ｂ
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��米国 ��沖縄を返還してあげるのに，お金まで出すのはもっての
ほか ��自発的に支払う ��肩代わりする ��密約 ��国家公
務委員法違反 ��有罪 ��公文書館 ��核兵器を沖縄に再び持ち
込むこと，及び沖縄を通過する権利が認められる �	�嘉手納
���辺野古 �
�持たず，つくらず，持ち込ませず
�� ���アメリカ側の主張する７月１日と日本側の要求した４月１日の
間をとった
�� ���日本側にはＶＯＡ移転費，請求保障費，使途非公表の支出費が
示されていない。��１億����万ドル ���５億����万ドル
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��ドルショック（ニクソンショック） ��ドル ��差額
���
��％ ��復帰特別措置法 ��沖縄振興開発計画 ����％
���兆����億円 ��本土との格差是正や自立経済の発展は達成できな
かった �	����	年７月��日 �� ���日本の交通方法と同じになった
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��施政権返還 ��社会基盤 ��摩文仁 ��若夏国体 ��海邦
国体 ��日の丸 ��君が代 ��沖縄国際海洋博覧会 ��海―そ
の望ましい未来 �	�土地 ���環境 �
����万人 ���失業
���海洋博後遺症 ��観光産業 ���本土
� ��h
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��事件・事故 ��軍雇用員 ��経済不況 ��自衛隊 ��ＣＴ
Ｓ ��大衆運動 ��平良幸市 ��モノレール ��医学部
�	�軍用地転用特措法案要綱 ���企業誘致 �
�西銘順治 ���国際
交流 ���沖縄コンベンションセンター �����万人 ���財政
���自立 ���大田昌秀 �� ���ａ
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��首里城 ��平和の礎 ��副知事 ��実弾砲撃演習 ��自然
環境 ��事件・事故 ��少女暴行事件 ��基地の整理・縮小と日
米地位協定 ��代理署名 �	�全面返還 ���国際都市形成 �
�普
天間基地 ���全有権者の過半数が賛成票を投じた ���ＳＡＣＯ

��返還合意のほとんどが県内移設を条件としている。
���日米地位協定については手つかずである。
� ��h
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��沖縄戦 ��米軍基地の建設 ��パイナップル ��土地改良事
業 ��公共工事 ��リゾート開発 ��ダム ��赤土 ����％
�	�赤土防止条例
�� ���国頭マージ �� �
�ジュゴン
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������ ��反戦地主 ��公用地暫定使用法 ��地籍確定法
��米軍用地特措法 ��一坪反戦地主 ��県民投票 ������

��米国政府 ��電気 ��ガス ��水道料金 ��日本人従業員
��日本政府 ��漁業補償費 ��高熱水道料 ��施設整備費
�	��	�	億円
�� ���法的根拠はなく，米軍への思いやり。
�� �
���％ ���サンフランシスコ平和条約 ���日米安全保障条約
��日米地位協定 ���日本 ���日本に裁判権はなく ���日米両政
府が協議して ���少女暴行事件 
	�容疑者の身柄 
��米側


�日米地位協定
�� ａ．キャンプ・ハンセン ｂ．トリイ通信施設 ｃ．嘉手納基地
ｄ．普天間基地 ｅ．キャンプ・シュワブ ｆ．ホワイトビーチ地区
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��日米安全保障条約 ����％ ���，�％ ���
％ ����％
���	％
�� �����％
�� ����％ ��国家体制 �	�住民 ���戦場になるおそれ
�
�海外への出撃拠点 ���不発弾処理 ���反自衛隊感情
�� ��約��	� �� ���ｃ
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��ソ連邦 ��冷戦 ������米国中枢同時多発テロ ��日米安全保
障協議委員会 ��キャンプ・シュワブ沿岸 ��米海兵隊員
��グアム ��南にある米軍施設(基地)の返還 ���� �	��	億ド
ル ���	���人を下回る可能性がある �
�パトリオット・ミサイル
���キャンプ・ハンセン ���射撃場 ��陸上自衛隊 ���沖縄の軍
事負担は増えている
�� ���グアム協定 �� ���午後��時から翌朝６時まで
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��島田懇談事業 ��那覇市ぶんかテンブス館 ��コザ・ミュージッ
クタウン ��きむたかホール ��自治体の財政を圧迫している施設
もある ��補助金にたよらない ��北部振興 ��人と産業の定住
条件の整備による地域の持続的な発展 ��公共事業 �	�努力・工夫
�� 各自の意見を書く。
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��全面返還 ��県内移設 ��辺野古沖 ��市民投票 ��過半
数が移設受け入れ反対の意思表示をした ��受け入れを表明して
��整理・縮小 ��北部振興策 ��海上基地容認派 �	�稲嶺惠一
���本島北部の陸上に��年限定で軍民共用空港を建設する �
�����億
円 ���北部振興費 ���海上基地建設 ��県外移設 ���経済振興・
雇用 ���人の居住は認められていない ���Ｖ字型滑走路敷設
�� W�¹º
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���� ��２ ��農水産業や製造業などのモノ作りが発展していな
い。沖縄経済の課題は，産業振興による自立経済の確立にある。
��観光 ��情報通信 ��自立化 ��辺野古沿岸に��年限定の軍
民共用空港 ��中村哲を支援するペシャワール会 ��特定非営利活
動法人シャプラニール �	�ＣＨ��大型ヘリ ���墜落炎上
�
�Ｖ字型
�� ���日米地位協定 �� ���(例) 普天間飛行場は，世界一危険な
飛行場として移設が決まっているにもかかわらず，閉鎖の目途さえもつ
けないまま欠陥機といわれるオスプレイを配備することは，さらに危険
性を高めることになり，政治矛盾とともに県民の要求を裏切るものであ
る｡
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��沖縄水産高校 ��沖縄尚学高校 ��興南高校 ��陽明高校
��宮古農林高校 ��水のノーベル賞 ��具志堅用高
��各自で書く
�� ��豚の報い �	�水滴 �� ���４人
�� �
�テンペスト ���喜納昌吉 ���花 ��りんけんバンド
���ネーネーズ ���ＢＥＧＩＮ ���ディアマンテス
���琉球國祭太鼓
�� 
	�アムラー �� 
��

�
�は各自で書く


