
沖縄平和学習
（基礎知識情報リンク先）

「沖縄平和学習の
基礎知識をつけたい。」

「どこで検索できるの？」

旅行社さまの声に
お応えします
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1. 沖縄戦について

沖縄県における戦
災の状況(沖縄県）

総務省【HP】

沖縄戦の概要

内閣府【HP】

沖縄基礎情報
(歴史）

修学旅行ナビ【HP】

沖縄戦を
知っていますか？

琉球新報デジタル

NHKアーカイブス

戦争体験者の証言

2. 沖縄の現状について

日本復帰への道

沖縄県公文書館
【HP】

沖縄から伝えたい
米軍基地の話Q＆A

沖縄県【HP】

戦後処理

内閣府【HP】

沖縄戦って何？
どのくらい戦争をしたの？

犠牲者の数は？

どうして南部で多くの犠牲者がでたの？

沖縄に置かれている米軍基地の数は？

6月23日って何の日？

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/situation/state/okinawa_04.html
https://www8.cao.go.jp/okinawa/okinawasen/gaiyou/gaiyou.html
https://education.okinawastory.jp/wp-content/uploads/2018/03/base10.pdf
https://ryukyushimpo.jp/statics/html/okinawasen/
https://www2.nhk.or.jp/archives/sensou/
https://www.archives.pref.okinawa.jp/event_information/past_exhibitions/934
https://www.archives.pref.okinawa.jp/event_information/past_exhibitions/934
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/tyosa/qanda.html
https://www8.cao.go.jp/okinawa/6/62.html


対馬丸記念館
Tsushimamaru Memorial Museum

対馬丸は学童集団疎開のこどもたちをたくさん乗せて
昭和19年8月21日に那覇港を出発しました。しかし、海はすでに戦場でした。

対馬丸は翌22日夜10時過ぎ、米潜水艦ボーフィン号魚雷攻撃により海に沈められました。

➡ 詳細へ

那覇市の8つの国民学校をはじめ
県内各地から集まった一般疎開者

合計1661名が乗船していたと言われています。

戦争が激しくなるとお年寄りや子どもを田舎に
避難させることを「疎開」といいます。

※対馬丸記念館リーフレットより引用

3. 沖縄戦での「疎開」について

http://tsushimamaru.or.jp/


21校の学生達が沖縄戦へ動員されました

ひめゆり学徒隊は広く知られているよね

①沖縄師範学校男子部
（師範鉄血勤皇隊）

②沖縄県立第一中学校
（一中鉄血勤皇隊）
（一中通信隊）

③沖縄県立第二中学校
（二中鉄血皇隊）
（二中通信隊）

④沖縄県立第三中学校
(三中鉄血皇隊・三中通信隊）

⑤沖縄県立農林学校
（農林鉄血勤皇隊）

⑥沖縄県立水産学校
（水産鉄血勤皇隊・水産通信隊）

⑦沖縄県立工業高校
（工業鉄血勤皇隊）

⑧那覇市立商工学校
(商工鉄血勤皇隊・商工通信隊)

⑨開南中学校
（開南鉄血勤皇隊・開南通信隊）

⑩沖縄県立宮古中学校
（宮古鉄血勤皇隊）

⑪沖縄県立八重山中学校
（八重山中鉄血勤皇隊）

⑫沖縄県立八重山農学校
（八重農鉄血勤皇隊）
（八重農（女子）学徒隊）

⑬沖縄師範学校女子部
（ひめゆり学徒隊）

⑭沖縄県立第一高等学校
（ひめゆり学徒隊）

⑮沖縄県立第二高等女学校
（白梅学徒隊）

⑯沖縄県立第三高等女学校
（なごらん学徒隊）

⑰沖縄県立首里高等女学校
（瑞泉学徒隊）

⑱沖縄積徳等女学校
（積徳学徒隊）

⑲昭和高等女学校
（梯梧学徒隊）

⑳沖縄県立宮古高等女学校
（宮古高女学徒隊）

㉑沖縄県立八重山高等女学校
（八重山高女学徒隊）

4. 沖縄戦で動員された学生達について

※学校名 ※学徒隊通称
21校の学徒隊の
状況と

証言を視聴する

こちら詳細・PDFへ

全学徒隊の碑
について

※沖縄県HP

NHK戦争証言アーカイブス

（特集）消えた女学校

女子学徒たちの沖縄戦

※平和祈念公園に
「碑」があるよ

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hogoengo/engo/gakuto.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hogoengo/engo/gakuto.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hogoengo/engo/gakuto.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hogoengo/engo/documents/0106220gakuto21.pdf
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kohokoryu/20170314.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kohokoryu/20170314.html
https://www.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/special/vol11.html
https://www.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/special/vol11.html
https://www.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/special/vol11.html


首里

首里 首里

首里

首里首里

5. 第32軍司令部壕について

5月の下旬、アメリカ軍が首里へ迫ってきた為、
第32軍は沖縄本島南部（沖縄平和祈念公園内・摩文仁）へ撤退し沖縄戦を長引かせました。

Q1. 第32軍ってなに？

Q2. 沖縄のどこに第32軍司令部壕があるの?

Q3. 第32軍司令部壕へ入壕はできるの？

第32軍部隊一覧

※内閣府HP

A. 大日本帝国陸軍の軍の一つだよ。
沖縄戦では沖縄本島首里に司令部を置いたよ。
戦時中は、司令部壕で作戦が練られていたんだよ。

A. 世界遺産の首里城の地下に第32軍
司令部壕の戦争遺跡が眠っているよ。

A. 入壕はできません。

現在、その歴史的事実を次世代に継承するため壕の保存・公開
に向け、検討委員会において議論が進められています。
修学旅行では、首里城見学後に壕の入り口のみ
見学されることが多いよ。

首里Q4. 壕の中はどうなっているの？ 首里A. 沖縄県HPより内部映像をご覧ください。

第32軍司令部壕
内部映像

※沖縄県HP

沖縄県公式首里城復興支援サイト
首里城がつなぐ過去から未来へ

公式
HPへ

https://www8.cao.go.jp/okinawa/okinawasen/units_list/units_list.html
https://www.youtube.com/watch?v=v1yqDlXqZzk
https://www.youtube.com/watch?v=v1yqDlXqZzk
https://www.shurijo-fukkou.jp/focusing/1611641423/
https://www.shurijo-fukkou.jp/focusing/1611641423/


首里

首里首里

6. 壕・ガマについて

ガマ
「自然にできた洞窟」のこと

ガマでは、避難していた住民と
首里から撤退してきた日本軍が

雑居状態となり、
日本軍によるガマの追い出しや虐殺があったことが

多く証言されています。

首里壕 「人工的に作られた洞窟」
のこと

ガマ・壕
平和学習プログラム

こちらへ

壕（施設情報）

南風原
文化

センター

旧海軍司
令部壕

イメージが
沸かない
ときは？

修学旅行で
どのように
学べるの？

※おきなわ物語公式HPより引用

https://education.okinawastory.jp/?post_type=experience&s=%E5%9F%BA%E5%9C%B0&genre%5B%5D=peace-learning
https://www.okinawastory.jp/spot/20330300
https://www.okinawastory.jp/spot/20330300
https://www.okinawastory.jp/spot/20330300
https://www.okinawastory.jp/spot/1391


首里

摩文仁の丘周辺について

沖縄平和祈念堂

平和祈念資料館

平和祈念公園

平和の礎

国立沖縄戦没者墓苑

7. 平和祈念公園について

※おきなわ物語公式HPより引用

①平和祈念公園ってどんな場所？

②平和の礎って何？

③摩文仁の丘には何があるの？

④資料館ではどのように学べるの？

⑤平和祈念堂の中には何があるの？

⑥戦没者墓苑はどこにあるの？

https://www.okinawastory.jp/spot/1312
https://www.okinawastory.jp/spot/1368
https://www.okinawastory.jp/spot/1390
https://www.okinawastory.jp/spot/1417
https://www.okinawastory.jp/spot/1361
https://www.okinawastory.jp/spot/1416


首里

8. 6月23日は何の日？

首里
6月23日未明に第32軍の牛島司令官と長参謀長が自決したことにより、

組織的戦闘は同日に終結したとされています。

その後も沖縄本島以外の各島や、本島内でも局地的には引き続き戦闘が行なわれており、

最終的に沖縄で日本軍がアメリカ軍の降伏文書に調印したのは、9月7日のことです。

この約3～5ヶ月の間の戦闘で亡くなった日本兵及び一般住民の方々は、
一般住民約10万人を含め約20数万人といわれています。

※沖縄戦の概要（内閣HP)より抜粋



※沖縄県知事公室基地対策課（2015年3月31日現在）

①

②

③

9. 修学旅行で見学されている主な米軍基地

①キャンプシュワブ（宜野座村）

②嘉手納基地（嘉手納町）

③普天間基地（宜野湾市）



佐喜眞美術館
について

道の駅かでな
について

安保の丘
について

嘉数高台公園
について

10. 沖縄の現状を知る～米軍基地編～

沖縄から伝えたい
米軍基地の話Ｑ＆A

【沖縄県HP】

解りやすく解説！

基地学習プログラム

こちらへ

・米軍基地を見学できる施設

https://www.okinawastory.jp/spot/10969100
https://www.okinawastory.jp/spot/10969100
https://www.okinawastory.jp/spot/1018
https://www.okinawastory.jp/spot/1018
https://www.okinawastory.jp/spot/600003070
https://www.okinawastory.jp/spot/600003070
https://www.okinawastory.jp/spot/20200903
https://www.okinawastory.jp/spot/20200903
http://dc-office.org/wp-content/uploads/2017/04/QA20170406.pdf
http://dc-office.org/wp-content/uploads/2017/04/QA20170406.pdf
http://dc-office.org/wp-content/uploads/2017/04/QA20170406.pdf
https://education.okinawastory.jp/?post_type=experience&s=%E5%9F%BA%E5%9C%B0&genre%5B%5D=peace-learning


沖縄平和学習
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発行：令和3年10月15日
（※随時更新）


