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不発弾教材の有効性

里井洋一

EfficiencyofTeachingofBlind-ShellsinOkinawa

YOuichiSatoi＊

(ReceivedOctober31,1991）

Ｓｕｍｍａｒｙ

ｌｎｌ９８９，ＭＩＰ・ZayasutaughtblindshellsintheHaebaruElementaｴﾌSchool，whichis
demonstratedinabookofTEＡＣＥＥＤＵＣＡＴＩＯＮＳＥＬＥＣＴＩＯＮ４衝・Ianalyzehisarticle

andobtainthefollowingpoints．

（１）Teachingofblindshellsisanappropriateschoollessonwhichhaspupilsrecognizedthe

valueoｆpeace．

（２）TeachingofblindshellscanbosubstitutedforteachingoffimandfIoｏｄｉｎｔｈＢｌＢｓｓｏｎ
ｏｆｔｈｅＳａｆｅｔｙＵｎｉｔｏｆtheSocialStudies．

（３）TeachingofblindshellshasagoodoppotunitytoexperiencetheBattloofOkinawa
duringtheWorldWarⅡａｎｄａｌｓｏｔｏｓｕｇｇＧｓｔｓｔａｙｉｎｇｐｏｗｅｒｏｆfuturepeaoo．

１．はじめに

1989年、南風原小学校の座安政侑先生は、４年

生の社会科の中で「安全なくらしを守る「不発弾

の処理」」という単元を設定し、授業を実践した。

その実践記録は、「平和教育実践選魯４・沖縄戦

と核基地｣(1)に報告されている。この小鏑では座

安先生の実践妃録を手がかり．不発弾教材は．①

四年生の「安全なくらしを守る」の中で使用され

る火災や洪水教材に代替できるのみならず．平和

を守るという価値に迫りうるものであること②

過去の戦争体験を現在、そして未来にいたる生命

を脅かす切実な問題として．子供たちの脳裏に切

り結ぶことができるものであることを明らかにし

たい。

不発弾事故の事例や、地域に残された不発

弾の実態などから、その危険性をつかませる

とともに、住民の生命や財産の安全を守るた

めに、不発弾処理対策本部を中心として、住

民や関係機関が組織的、計画的な活動をして

いる事実を理解させる。．

‘教科書にはj・安全を脅かすものとして火事や水

害域あげられている｡(3)それらをふせぐ組織とし

て・消防署や水防団があげられｒいる６１９７７

年版「小学校学習指導要領」〔社会科第４学
年〕には「火災さくj風水害などの災害から、人

々の安全を守るために関係の機関が相互に連絡
を取り合いながら対策を立て､･災害の場合には緊

急に対処していることを理解すること。」という

記述がある。教科書がこれをうけていることは明
白である。目標は「人々の安全を守るために関係

Ｚ「安全な生活を守る」単元における不発弾の

有効性

座安先生は次のような単元目標を設定した。

*Dopt，ofSocialSciences，Col1egeofEducation，UniversityoftheRyukyus．
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機関が対策を立て、緊急な場合に対処することを

理解させる」ことにあって、あくまでも火災や風

水害というのは、それらの例示にすぎない。だか

ら座安さんは火災や水害を不発弾に置き換えた。

これは、不発弾被害から人々の安全を守るために

多くの人々が対策をたてて対処しているという意

味でご火災や水害とならぶ教材であるといえよう。

しかし、このように「同じ意味」しかもたないの

なら、不発弾でなく火事や水害だけでもいいとい

うことになる。ところが、座安さんは「「ほんと

うの安全が人々のたえまたsい平和への努力に支え

られている。」ことを．不発弾対策本部の活動を

とおしてつかみとらせたい。」と述べる｡(3)ここ

で平和という価値が登場する。座安さんは小学校

社会科指導要領【目標】「平和的な国家形成者」

という社会科の根本的な理念を含ませたわけであ

るが、なぜ不発弾教材と平和という価値がむすび

つくのだろうか。

不発弾は第二次世界大戦において落とされた爆

弾や砲弾の一部である。1990年４月29日（日）に

実施された沖縄県島尻郡与那原町の１トン不発弾

の撤去作業の際に、ある老人は次のような感想を

のべた｡(4)

「怖いよ。（不発弾の発見されたところは）前

はパーマや（美容院）だったところだよ。深く掘

ったから出てきたよ。まだたくさんあるはずＶごよ・」

「家力350メートルしかはなれていない。戦争知

っているからね。爆弾の怖さは・・・。」

この感想の奥には老人の戦場体験を見出すこと

ができる。現実の不発弾は戦場体験を呼び起こす。

元来、不発弾は人を殺すことを目的にして作られ

た爆弾である。そこが、火事や水害とは決定的}璽

うことである。だからこそ、人々は戦場と化すよ

うな不発弾事故がおこらぱいように努力をする。

ここに安全のみならず平和というより｢高い価値」

をも子どもたちが学べる．水害や火災にはない不

発弾の「教材性」があるといえよう。、
座安先生はその平和を守るための努力の一例と
して不発弾の処理をあげる。

処理すべき不発弾がみつかると市町村に不発弾
対策本部が作られる。対策本部は、役場、消防、
審察、自衛隊で構成され、次のように仕事が分担
される｡

’・広報宣伝班一自治体、､

２．避難誘導､岸自治体．消防、

３．交通規制班一警察・自治体、

４．救急]ME－消防、

５.避難所保安班一自治体、

６土のう設営班一自治体、

７.不発弾処理班一自衛隊、

８.地域住民への通知一各字の区長

８つの仕事分担で、’00人以上の人々力鋤く。座

安さんは「一発の処理に'00人余りの人たちが働

いていることをはじめて気付く子も多い｣(5)とい

う。これは不発弾処理というと、信管を抜き取る

というその作業だけに目がいっていたのが、実は

その裏で100人を越す多くの人々が努力している

ことに生徒が気がついたという意味だと思われる。

ある子はその’00人が勘<さまを次のように述べ

ているJ6）

（前略）爆弾は、みつけたら、けいさつに

電話をかける。けいさつは不発弾をしよりす

るプロのひとたちに電話して、その人がきて

爆弾の爆発するところ（信管）をひきぬく。

その間、役所の人たちは交通をとめたり、

家にいる人たちをひなんさせたりしている。

ねたきりのおじいちゃん、おばあちゃんもた

すけたりする。たった２時間の間に交通をと

めたり、人をひなんさせたりしている。

なんと１ばつの爆弾のために4000人もの人

が避難をする。

何かがあったらたすけるために消防車や救

急車も使う。

爆発して、かけらが飛ばないように、砂の

土のうでふさいだりもする。（後略）

この子どもの脳裏には、命を守るために多くの

人々がいろいろな努力をしている様が具体的なイ

メージとして定着している。そのことから、自衛

隊の処理業務それじたいも、努力の－構成要素に

すぎなくなっていることがわかる。実際に平和

（安全）をおびやかされている地域に責任をもつ

自治体の人々が主体となって、平和（安全）を守

るために努力している具体像がこどもの中に形づ

くられたといえよう。
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１．．．．とっぜん石垣の近くに艦砲が落ちて

ね。石垣がくずれて､､わたしたちの上にたおれ

てしまって、気がついたら、わたしは上半身だ

け出ていたんです。見たら、おばは赤ちゃんを

おぶったままぜんぶおおいかぶさっているんで

す。・・・おばも赤ちゃんも無事でした。赤ち

ゃんは、まるでちつ息でもしたみたいになって

いましたけど・・・・そばにいた男の子はどう

なったか、見回すと、石垣の内側にあるバナナ

の木の大きな葉っぱの上にね、左右に分かれた

葉っぱのつけ根の上に．ぶらさがって死んでい

るのです｡着物もぼろぼろになってね。顔は血

だらけで、目も鼻もわからなくなっていました

よ。（大城志津子）

2．明るく芯ってから、私たちが砲弾におわれな

がら歩いているとき、兵隊さんがね．電信柱に

たたきつけられてね、はりつけられたまま生き

たみたいになって死んでいましたよ。また．女

のひとが走っていきながら、おぶっているこど

もの首が破片ではねとばされて．それも知らず

に走っているのを、私はみましたよ。（泉川マ

ツ）

３．そうしたら、壕の入り口をたたきつぶされて、

８人の人間がそこで即死したんですよ。弾にあ

たっているのは私ひとりで．残りはぜんぶ爆風

で死んでいるんです。｡●●私は、ヒザぽうず

で足をひきずって、１０日野原の中で、キビを折

って食べたりして、芋も雨が降ると洗ってなま

のままかじってくらして・・・人間というもの

はこんなにしても生きられます。・・・弾が右

のお尻に当たって、左の腰はいまになっても利

きません。・・・（屋良ウシ）

４．．．．部落の人たちが入っていた所が艦砲の

直撃をくらったんです。かわらぶきの家でした

が、屋根はうちおとされ、中にいた人30人ぐら

いが亡くなったんです。うちの母と五男もなく

なりました。五男は長女に背負われていました

が、爆風で即死、母は胸に破片があたって即死

でした｡いちばん末の子は母が抱いていました

よ。その末の子は泣きながら、死んだ母のとこ

ろにいました。煙がたっていましたが､F私はそ

こへとびこんでいって、この子を救いだしまし

た。煙はモウモウとしていた､んですよｂｊ…．

座安さんがおこなった７時間の指導概要は次の

聾おりである｡(7)
⑥ぽくもみつけた不発弾。１時間
Ｏアンケート「今、こわいものはベスト５」

１位火事、２位地震、３位交通事故．４位

戦争・泥棒、５位洪水、を紹介し、なぜそ

れがこわいのか話しあった。戦争の話の中

､で不発弾を見つけた話がでた。そして「艦

砲あと」の写真を見せて次時につないだ。

②もし爆発したら２時間

○教室に不発弾をもちこみこどもたちにもた

せる。もし爆発したらどうなるのか。戦争

体験記録からその様子をよく読みとり、絵

にあらわした。

③不発弾の爆発事故１時間

○那覇市小禄の爆発事故の様子から、現在の

不発弾事故について考えた。

④不発弾の処理２時間

○南風原町の不発弾の実態をしらべた。

○南風原町の不発弾処理の実際を調べ、不発

弾処理対策本部の組織的・計画的な活動の

様子をつかんだ。

⑤不発弾の事故をふせぐ１時間

○不発弾の事故をふせぐために、県や町がす

すめているしごとを知るとともに．ほんと

うの安全な生活とはなにかについても考え

た。

上記の指導概要から、私は次の四つの核になる

教材を選びだした。

１．子どもたちが不発弾をもった体験

２．子どもたち力戦争体験を絵にした追体験

３．小禄の不発弾事故の新聞記事と図

４．南風原町の不発弾処理マップ

この四つの教材が、子どもの璽識を深めるのに

どのような効果があったのかを、以下考察してい

くことにする。

3．戦争体験を絵にする意味

２．３時間目．座安先生は信管や火薬の抜かれ

た４．５インチ砲弾を子どもたち￣人一人に持た

せた後．「こんな爆弾力縄発したらどうなるのか｡」

と予め問題を提示して､(8)次の四本の戦争体験記

録を見せた｡(9)

－９９－
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３０人が亡くなった。（証言４）

⑤石垣がくずれ、生き埋めになった｡(証言1）

沖縄戦が終了した時、沖縄島中南部は赤ちや

けた地肌をさらすのみだった。最初の沖縄住民
の戦争記録の題名「鉄の暴風」や比嘉恒敏が作

った民謡「艦砲ぬ喰え残さ－j('1)にみるように

激しい砲弾体験が沖縄戦体験の象徴に癒ってい

る。その砲弾体験を取り出して座安さんは子供

たちにみせたのである。

現在沖縄県で発見されている不発弾のほとん

どは砲弾で、住民避難をともなう不発弾処理の

大半は５インチ艦砲弾である｡('2）その直径は

12.7cmで､弾体の長さは31.7～66噸､(】3)重さは約
35hFある｡(14)これよりも遥かに小さい直径75廓

榴弾で半径24メートル内の人が壊滅的打撃をう

ける。榴弾の破壊力は破片にある。７５”榴弾の

全霞鼠約６Agのうち、炸薬が約800グラムで、

残り5.81ｾﾛが破片として飛び散る｡ｎs)この時の

破片の力は先程の半径24メートル以内では厚さ

３cmの松坂を貫通しうる力を持つという。('6)した

がって前掲「戦争体験記録」集約１は砲弾によ

る直接的な残虐性ということができよう。

二つめは同じく前掲集約２にみるように爆風

による被害である。前出の75函榴弾の破裂点付

近における破片の速度が1000メートル／秒とい

う(ののであるから、それより遥かに大きい爆弾

の爆風の強さは推して知るべしである。そして

その力は２－⑤のような２次的な被害をもたら

すのである。座安さんはこの二つの次元の残虐

性を子供たちに気がついてもらおうと体験記録

を抽出したのであろう。

４時間目、座安さんは冒頭に、２時目の始め

に予め示した「今、不発弾が爆発したらどうな

るのか。」発問した。子供たちは次のように答

えた｡('８）

．①今は、建物がコンクリートだから．その

破片が飛んでしまう。

②ガラスが多いので、爆風で飛び散り怪我

をする人が多いｂ

③近くにいる人が．死んでしまう。

④みんな死んでしまう。

⑤２００メートルぐらいは、風圧で、建物が

ふきとんでしまう。

（城間勝弘）

座安さんはこの四つの話から一つをグループ

で読み取らせ、こども達のイメージで絵を醤か

せた（写真１）。

写真１爆風によって石垣の下じきになっ

た人を子どもたちが描いた絵。

座安さんはこの絵をかかせるねらいを「爆弾

の危険性をいろんな形でつかませたかった｡｣<､）

という。証言を絵にするために子供たちは証言

を丁寧によみこまなければ癒らない。その効果

を座安さんは「いろんな形」という言葉で表現

した。私は座安さんのいう「いろんな形」を､爆

弾の人を殺す機能から次の二点に集約してみた。

１爆弾の破片にあたることによって生じた残

虐性

①おぶっている子供の首が破片ではねとばさ

れた。（証言２）

②弾がお尻にあたって、左の腰は今になって

もききません。（証言３）

③母は胸に破片があたって即死（証言４）

２爆風の強さによって生じた残虐性。

①そばにいた男の子が左右に分かれたバナナ

の葉っぱの付け根の上に吹き飛ばされた。

（証言１）

②兵隊さんが電信柱にたたきつけられ、はり

．つけられたまま生きたみたいになった。

（証言２）

③壕の人口がふきとぱされ８人の人間力堰ﾛ死

した。（証言３）

④かわらぶきの屋根がうちおとされ中にいた

－１００－
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こどもたちが出した答え①～⑤はすべて､｢バ

ーン」と爆発するというような外から第三者的

な答えではない。爆発される被害者からの視点

である。このような視点を子供たちが獲得した

のは教室で「不発弾」をもった体験効果による

ものだと思われる。

次いで①～②に注目したい。子供たちは爆風

の強さが二次災害、すなわちコンクリートやガ

ラスの破片が飛んでくるという具体的な残虐性

をも推論をすることができている。この力は子

どもたちが、爆風の力の残虐性を絵に描くこと

によって得た既有の知識を眼の前の教室が爆発

したらどうなるのかで応用することによって得

たものだと思われる。

ところが④～⑤に見るように被害の範囲に関

しては大きく意見が分かれた。

③「近くにいる人がしんでしまう。」は被害

の範囲を極めて小さく見積もっている。この子

は教室の後ろの方にいたのだろうか。もし爆発

したならば、前で不発弾をもっている子とその

近くの子がおそらく死んでしまうだろうと想定

している。３の証言にみるような兵隊が電信柱

にたたきつけられたり、おぶっている子供の首

が破片でふきとばされたりする絵を描くという

体験（図１）が、このような推論をなりたたせ

たと思われる。

④「みんな死んでしまう。」は証言４にみる

ように艦砲の直撃をうけて家がつぶれてしまい

中にいた30人が死亡したことを想像した絵（写

真２）を描くことによって得た類推だと思われ

る。

写真２艦砲の直撃をうけて．かわらぶき

の屋根が．ふきとばされた絵を描いてい

る。歴言では30人が死んだとしかないが、

子どもはその様子を想像して描いている。

⑤「200メートルぐらいは、風圧で、建物が

ふきとんでしまう。」は証言１のバナナのつけ

根にふきとばされた男の子を絵を描いた（写真

３）体験や、証言３の壕の人ロをたたきつぶさ

れたなどのことから類推したものだと思われる。

鱗
写真３バナナのつけ根の上に．ぶらさが

って死んでいる男の子を、子どもたちが

描いた絵。図１おぶっている子どもの首が破片でふきと

ばされても、走っている女の人の絵を子ど

もたちは描いた。右下の子供の首と、それ

でも走っている女の人に注目して欲しい。

．.*．

これらのことから、沖縄戦の証言では爆弾の

多様な残虐性は明らかにできたが、爆弾､in員が

－１０１－
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りは明らかにすることができなかったと言えよ

う。

この課題に答えるために座安さんは次の教材

「戦後29年目の小禄不発弾爆発事故」を提示し

たのである。

１１）パイル打ちの工事人、前城常昇さん（57）

はパイルのすぐそばにたったまま爆風に吹き

飛ぱされ40メートル先の翁長良明さん（74）

宅の玄関先．コンクリートの上に叩きつけら

れた。。・・・２メートルのヘイを乗り越え

て飛ばされて来た前城さんは即死状態だった。

（沖縄タイムス、1974年３月３日〔曰〕朝刊）

(2)矢板（土砂止め）を打ち込んだ重機は、爆

心の真上で・・・アメのよう}とへしまがり

４.小禄不発弾爆発事故と不発弾処理マップ

不発弾爆発事故の概要は次のようなものである。

1974年３月２日午前11時25分頃、那覇市小禄沖

縄聖公会聖マタイ幼稚園南側排水溝工事現場で．

爆発事故が発生した。その原因はクレーン操作に

よるシートパイル（長さ７メートル）打ち込み作

業中、深さ約４メートルのところで、クレーンが

爆発物と接触したというものであった｡⑩

沖縄県警から日本兵器工業会にたいして爆発物

を照会したところ、日本兵器工業会は視発沈底式

機雷（艶式機雷２型・』型、半球状直箇2ｍ、爆

薬は１日海軍88式でその量は88ｈF）と推測した。

その被害状況は死者４人．重傷者３人、軽傷者

31人、家屋全壊14棟、半壊32棟、一部損壊52棟．

非住家'9棟で家屋の被害額約’億円、車両が約

1500万円．家財被害が約880万円．商工被害が約

580万円、林産被害が約100万円．その他約30万

円で、人的被害を除く総被害額は１億3125万９千

円に達した｡｡､）

座安さんは、まずこの事件の新聞記事を読ませ

ている。残念ながら新聞記事による具体的ようす

が「平和教育実践選誓４・沖縄戦と核基地」には

触れられていないので、私が新聞記事からその時

の様子を整理しながら拾いだしてみた。

【爆発の状況】

（１）画ドドドッＩと地響きを立てながらロドカー

ン鰯と爆発音とともに黒煙をあげ、土砂、パ

イルぱどが高さ50メートルくらいの上空まで

（沖縄タイムズ、1974年３月２日〔土〕夕刊）

重機を運転していた嘉数さんは運転席にとじ

込められたまま死んでいたという。（沖縄タ

イムス．1974年３月３日〔曰〕朝刊）

(3)約30メートル離れた県道７号線を通過中の

ライトバンに落ちてきた鉄骨力廻転席にぐさ

りとつき刺さり、横転。血まみれになった運

転手が救急車て運びだされた。（琉球新報、

1974年３月２日〔土〕夕刊）

パイルは、２メートルq大のものが13本も現場

から約50メートル離れた海邦物産と高良住宅

目がけて飛び散り、そのうちの一本が車で通

行中の真栄原常正さん（32）の車をつぶした。

（沖縄タイムス．1974年３月３日〔日〕朝刊）

(4)宮本美穂ちゃんを襲ったのは大囲の土塊。

美穂ちゃんはまともにうけ死亡した。（沖縄

タイムス、1974年３月３日〔日〕朝刊）

【負傷をおった人の状況】

(1)土塊は事故現場から70メートルも離れた修

理工場へ飛び散り、コップぐらいの量で車の

フロントガラスや天井を打ちmL2-土旦作業中

の修理工が２人わずかな土塊で足にケメ[をし

た。（沖縄タイムス、1974年３月３日〔日〕

朝刊）

(2)工事現場へ近づくと．土の中から人の手が

見えたので、園児の父兄とともに、その手を

引っ張って、土の中からたすけだした。園児

たちに異常は故かつた。（琉球新報、1974年

３月２日〔土〕夕刊）

(3)遊戯会を見に来た園児たちの弟、妹や友だ

ち20数人が退屈しのぎにブランコ遊びをして

いた。・・・ブランコの付近にいた20数人が

もろに爆風を受け、真っ黒な泥とともに吹き

飛ばされグランドにたたきつけられた。厚い

gに童上げられね＿（琉球新報．1974年３月３
日〔BUiiB〕朝刊

【爆発物の破片】

(1)三日の現場検証で・・・・爆発した爆雷の

ものとみられる破片11個を発見した。いずれ

も平盤で厚さ1.5噸から２画、大きいのが約

３０鰯.小さいのは３“ぐらいのもの。疏球
新報、1974年３月４日〔月〕朝刊）

【死亡した人の状況】

－１０２－
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土砂に埋められ、血まみれになってうめき声

をあげる。（沖縄タイムス、1974年３月２日

〔土〕夕刊）

【家屋の破損の状況】

(1)爆発現場から10メートル離れた金城加真さ

ん（84）宅の屋根（トタン）は落土にやられ

た。寝ていた加真さんもポリパケツいっぱい

の泥をかぶり病院へ。枕と毛布は散乱し、部

屋は“土塊。でめったうちにされた。（沖縄

タイムス、1974年３月３日〔日〕朝刊）

(2)５０メートル以上離れているのに、パイルが

飛んできて便所が壊され､落土で紙工場の屋

根もやられました。（沖縄タイムス、1974年

３月３日〔曰〕朝刊）

(3)現場近くの電柱がゆっくり倒れていくのが

爆弾の事故がよそごとでないことを教えてくれる」

(2D教材だと高く評価している。

次いでこの事故を平面図にした図２を座安さん

は、生徒にみせた。この図は被害の具体的状況を

より明かにするために那覇轡察署から「住家の被

害一覧」（複写）を寄付していただき．当時のゼ

ンリン住宅地図に．全壊、半壊．一部の家を図示

したものでこの授業ために私が作成し、島尻社会

科同好会で検鰔したものである。これによって物的

被害の広がりがあきらかとなった。

ある子はこの事故から「今、ばくだんが、ばく

はつすると、むかしより今のほうが、きんぞ<や

かたいものがあるから、それが爆風でふっとべば、

今の方が被害が大きい。」と感想をのべている鱒〕
沖縄戦当時よりも今の方がはるかに被害が大きく

なることを、沖縄戦体験記録から得た二次災害と

いう視点をより広げ、現代に引きつけた鰯識にま

でこの子は到達している。

小禄の不発弾爆発事故の４日後．１Ｗ4年３月６

日「公共事業不発弾等対策協議会」が設霞され、

ついで４月26日付けの閣議報告「沖縄における不

発弾等の埋没状況の調査、処理体制について」に

基づき、５月13日には「沖縄不発弾等対策協議会」

が設置された｡②

ところで座安さんは一連の授業の５時間目は前

記のような被害をもたらす不発弾が、座安さんの

学校の周辺南風原町にはどれくらい埋まっている

のかを．座安さんが作成した「不発弾処理マッカ

（図３）によってさし示した｡CBD

座安さんの「不発弾処理マップ」は1976年から

88年までの13年間にわたるもので、いずれも避難
をともなった不発弾処理場所と避難範囲を示した

ものである。

わかりました。大きな石も飛んできた。（沖

縄タイムス、1974年３月３日〔日〕朝刊）

（４）爆発音があった時、おふろに入っていたが、

水道が出なくなりいきなり大きな土のかたま

りが頭や顔に落ちてきてくっつき、体中泥だ

らけになってしまった。（沖縄タイムス．

1974年３月３日〔日〕朝刊）

(5)ドッカーンという大きな音がしてグラッグ

ラッと地面がゆれた。真っ黒い泥が窓や玄関

ロから飛び込んできた。何か何やら全くわか

らず玄関の戸にしがみついていたら大きな石

がトタン屋根を突き破ってドスンという音と

もに家中にふってきた。（沖縄タイムス．

1974年３月３日〔日〕朝刊）

【周辺の状況】

(1)アメのようにぐにゃぐにゃになった幼稚園

のブランコや鉄棒、四方にとび散ってひん曲

がった鉄骨、近くの電柱も爆風で倒れ、電線

も切断されたほど（琉球新報．1974年３月２

日〔土〕夕刊）

(2)土砂は厚いところで１メートル近くも埋ま

っていた。（沖縄タイムス．1974年３月２日

〔土〕夕刊）

(3)爆風は土を供って幼稚園から５．６百メー

トルもl±放れた琉生団地まで泥のかたまりを

ふらした。（沖縄タイムズ、1974年３月２日

〔土〕夕刊）

座安さんはこの新聞肥事を「臨場感があって、

5．不発弾教材の効果

以上５時間をおわって「気づいたこと」を子ど
もたちは書いた。それを元にして、座安さんのク
ラス31人の子どもたちが、先に示した四つの教材
によって．どのような認識に到達したのかをみて

みることにする。

－１０３－
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●－－－

図３不発弾処理マップ（避難をともなったもの）

４時間目の小禄不発弾爆発事故教材の内容「爆

弾一つの威力」に直接反応している子は学級の４２

％にあたる13人もいる。

Ａ・小さな爆弾でもすごい事故になることがわか

った。

Ｂ、不発弾一つで凄い被害があるということがわ

かった。

この二人は－つの小さな爆弾という限定を意識し

ている。

Ｃ、人が屋根の上をとんだというからすごいなあ

と思った。．

、、爆弾は900～800メートル飛ぶからすごい。

Ｅ･爆弾は爆発したら50メートルから100メート

ル爆発すると思わなかった。

Ｆ、不発弾は230メートル上にも横にも飛ぶ０

Ｇ，100メートルも飛ぶ爆弾がある。

Ｈ･爆弾が爆発したら２００メートルは被害がでる。

１．爆弾で電信柱や家が崩れる。

Ｊ、１０ｈFの爆弾でも230メートルまでふらと狼と

不発弾をもった体験を思い起こした子供は７人

いた。ある子は「小さい鰹弾でも軽いと思っても

重い。」とそのずっしりとした重さに意外性をみ

いだし、４人は「爆弾はみんな同じ大きさとおも

っていたけど大きいのも小さいのもある。」とそ

の爆弾の多様性を思い出した。

さらに．残り２人は「小さい不発弾と大きな不

発弾との爆風の距離は相当違う。」と述べる。こ

の２人は、自分たちが手にした不発弾の重さの違

いを挺子にして．４時間目の爆風の強さと５時間

目の「南風原町不発弾処理マップ」にみる避難範

囲の大きさの違いから、爆風の強さの違いにまで

思いをはせている。

大きさの違う不発弾をもった体験は、爆弾の強

さの違いまで実感させることができた。

爆弾一つの威力がわかる小禄不発弾爆発事故

教材

－１０５－



琉球大学教育学部紀要第40集１

（１トン爆弾20万発）を問い返し、Ｏは「世界中

で爆弾は何トンねむっているのかな。」と不発弾

から類推される世界における戦争の意味にまで追

求の目をむけるに至っている。

聞いて驚いた。

Ｃ～Ｊまでの８人には、爆弾の威力の具体的イメ

ージが強く印象づけられている。

そして．Ｋは「小さい爆弾一つでおうちゃ車もか

っとばすことができる。」と．爆弾一つとその威

力の具体化を結合させ、Ｌは「100キロ爆弾（１

トン爆弾の間違い）で１腕も被害がある。」と１

トン爆弾の避難範囲（１h,０四方）を被害範囲と読

みかえるという認識にまで至っている。

６．まとめ

以上論じてきたことを、まとめてみると次のよ

うにいうことができるであろう。

Ｌ座安さんの不発弾単元は、不発弾対策がたん

なる安全を守るだけでなく、沖縄においては平

和を守るという価値をも含みこむものである。

2．子どもたちは沖縄戦体験の砲弾による被害を

絵にすることにより、爆風と破片という被害の

残虐性を追体験できる。

3．子どもたちの大きさの違う不発弾をもつ体

験は．印象を残すのみならず●不発弾事故教材．

不発弾の避難範囲とすりあわせて、爆風の強さ

の違いにまで認識を深めることができる。

4．小禄不発弾事故教材は、爆弾一つの威力を実

感させるのみならず．不発弾処理の避難範囲か

ら、その被害範囲を想像することを可能にする。

5．不発弾処理マップは、自分たちの身じかな脅

威として実感させるのみならず、未来への脅威

としても認識させることができる。

6．爆弾一つの威力（質）と沖縄県全域に展開す

る不発弾（量）の結合は、沖縄戦における20万

トンの爆弾の意味があきらかになるのみならず、

世界における戦争にまでその視野をひろげるこ

とが可能になる。

以上のことから、これらの教材は、爆弾の残虐

性を具体的にあきらかにするという特性をもつと

いえよう。それ故に、子どもたちが今後．平和を

維持する価値を具体的に作っていく上で．示唆的

なものの一つになると私は思う。

なお●小論では不発弾教材が、研究史の中でど

のように位置づけられ●日本や世界で普遍的に使

用できる教材なのか．についてはふれなかったが、

別稿で論述する予定である。

不発弾処理マップは、不発弾の脅威を身近芯

ものにする。

不発弾による危機が今もなお、そして未来にわ

たって続くことに反応した子どもは16人、全生徒

の52％にあたる。特に『僕の家の下にも爆弾があ

るんじゃないかと思うと「ぞくつ」とした」子が

４人．「南風原町にもあるけど爆発しないようにbj

という子が１人、南風原に点在する不発弾の存在

を「不発弾処理マップ」から、みじかな脅威とし

て実感している。

そしてその実感は、「小学校のプールを作る時

も爆弾がみつかった。」「（沖縄戦から）もう何

年もたっているのに爆弾の力はつきていない。」

「不発弾は沖縄にあと3000トンある。」「処理を

するのに後80年もかかる。」と現在における心配、

未来への心配へと突き抜けて行くのである。

それのみならず．ある子は「下水道エ事をする

人は怖いだろうな。」と小禄不発弾爆発事故とだ

ぷらして、日夜工事をする労働者のことに思いを

馳せ、現実的な日々の問題に迫っている。

爆弾一つの威力＋不発弾マップ（量）は戦争

における爆弾の意味をはっきりさせる。

「100キロ爆弾（１トン爆弾の間違い）で１腕

も被害がある沖縄の爆弾がいっきに爆発したら沖

縄はたいへんばことになる。」とＭはいう。Ｍは

先のＬの認識をさらに展開し、沖縄全体に分布す

る不発弾がいっきに爆発したらどう癒るかと想像

する。そして「爆弾が沖縄に20万もの数がおとさ

れたと聞いてこれは沖縄が全滅するかもしれないＪ

とＮは沖縄戦でおとされた20万トンの爆弾の恵味

「酎辞」

赴任先の西表島から沖縄島に帰ってきて、すぐ
に島尻小学校社会科同好会の人々と不発弾に関し
て共同研究をすることができるようになった。と

－１０６－
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の小論はその成果の一部である。また教育実践研

究会において、財部盛久、藤原幸男、斉藤浩志、

太田昭臣．田港朝昭、小田切忠人、山口薯七郎、

真栄城勉．各氏から貴重な助言をいただいた。島

尻小学校社会科同好会および教育実践研究会のメ

ンバーに、記して謝意を表したい。

テーマ「地域をどう教材化し、実践したか」報

告文書、未公刊）

(7)前掲「平和教育実践選書４、沖縄戦と核基地」

１１６～125頁

'8）前掲「平和教育実践選書４」117頁

(9)前掲『第９回九プロ自主編成研究講座報告文

誓』

００１前掲「平和教育実践選醤４』１１８頁

01）沖縄タイムス「沖縄大百科上」

Ｕ２沖縄不発弾等対策会議ｒ不発弾処理対策便覧」

１３頁、1990年、（協議会事務局．沖縄総合事務

局開発建設部建設行政課）

０，前掲「不発弾処理対策便覧』５１頁

(1J陸上自衛隊第一混成団、特別不発弾処理隊よ

り、統計を出す時、５インチ艦砲弾は35Ａ,とし

て処理すると教えていただいた。

旧山吹竃「砲弾の破壊カー１」（「戦車マガジ

ン1987年12月号」５０頁）

q６１前掲「砲弾の破壊カー１」４９頁

U７１前掲「砲弾の破壊カー１」４９頁

U３前掲『平和教育実践選書』１１８頁

U，前掲『不発弾処理対策便覧」７０頁

iOOi前掲「不発弾処理対策便覧」７１頁

(211前掲「平和教育実践選書」118頁

⑫前掲「第９回九プロ自主編成研究鱒座報告文

書」１５頁

卿前掲「不発弾処理対策便覧」６頁

剛前掲「平和教育実践遺書」119頁

注

(1)第二章８不発弾の処理一「安全な生活を守

る」110頁．桐書房、1990年

(２１各教科書（昭和60年３月31日文部省検定済・

昭和63年３月31日改訂検定済）は次のように｢安

全をまもる」単元をあつかっている。

(3)『不発弾の処理一「安全な生活を守る」』

（「平和教育実践選誓４・沖縄戦と核基地」

115頁、桐書房．1990年）

(4)沖縄タイムス1990年４月30日朝刊

(5)前掲「平和教育実践選替４，沖鬮戦と核基地」

126頁

(6)「不発弾のしより－４学年「安全な生活を守

る」」（第９回九プロ自主編成研究講座研究

－１０７－

火事 水害

大阪謬籍 消防 水害・治水

学校図書 消防・地震 水害・治水・防水

教育出版 防火雄殿・消防 ※研究ページ

東京書籍 消防 水害・治水・水防

中教出版 消防・防火 治水

日本護籍 消防・関東大震災 大水・治水・津波


