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 たくさんの人に支えられながら半年間の交換留学を終えることができました。半年間と

いう期間は、長いようでとてもあっという間でした。自分のことを誰も知らない初めての

土地、北海道とは真逆の環境に飛び込むのは、最初はとても不安でした。しかし、その不

安もすぐに吹き飛び、振り返ると本当にこの経験ができて良かったと思っています。それ

は、私が所属した教育実践学専修の仲間をはじめ、たくさんの人に出会うことができたか

らだと思います。日常生活でも、授業の中でも、新しく出会った人と話したり、意見交流

をすることは新しい発見がたくさんあり、刺激をたくさんもらいました。自分とは違う意

見を聞くことは、とてもわくわくしたし、自分の視野も広がりました。人との出会いがこ

の交換留学を通しての１番の財産です。自分から積極的に話しかけたり、遊びに誘った

り、受け身ではなく自分からどんどん人と関わることによって、毎日がとても濃いものに

なったと思います。交換留学生という肩書にも後押しされ、自分が所属する学科以外でも

多くの人と関わることができました。人と話すこと、コミュニケーション力がこの経験に

よってついたと思います。 

また、交換留学を通して、色々なことを知りたい、実際に見たいという好奇心が自分の

中で強くなったと思います。実際に沖縄の気候や景色は北海道と全く違い、毎日新しい発

見があり、とても充実していました。沖縄に行ってなければ出会えなかった仲間もたくさ

んいます。今回の経験から、やりたいと思ったことを願望にとどめるのではなく、行動に

移すことの大切さを感じています。 

沖縄で学んだことで１番印象に残っているのは、「平和教育」です。今まで、教科書や

ニュース以外で米軍基地や戦争に関して耳にすることはなく、学ぼうという意志もありま

せんでした。しかし、戦闘機が頭上を飛んでいたり、米軍基地が隣り合わせの生活を実際

に体験したことによって、私の中に小さな当事者意識が芽生えました。また、沖縄は地上

戦が行われた場所でもあります。そのことについて学びたいと思い、「沖縄の基地と戦

跡」という授業を受講し、実際に平和記念資料館や辺野古基地などに足を運びました。自

分が今までいかに何も知らなかったかを思い知らされました。半年間だけで学びきれるこ

とではないけれど、少しでも知ることができたことは自分にとって大きかったと思いま

す。友人たちの祖父母は戦争体験者の方が多く、祖父母の話を聞いて、自分たちが語り継

ぐ人にならなければいけないと涙を流しながら話していたのを忘れることはできません。

自分と同じ世代の仲間たちが真剣に向き合っているのを見て、それを他人事にしてはいけ

ないと思いました。将来、教師になったときに平和教育を伝えることのできる教師になり

たいです。そのために、私自身しっかりと当事者意識を持つことが大切だと思います。 

 

半年間、琉球大学で多くのことを学び、さまざまな経験を通して成長することができま

した。今までもこれからも人生の中で１番濃い半年間といっても過言ではありません！こ

の経験をきっかけに、これからも色々なことに挑戦していきたいです。
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 ４月から約 5ヶ月間沖縄に滞在していましたが、２０年間生きてきた中でこんなにも 1日 1日があっという間

に過ぎていくことはなかったと思います。それだけ毎日が本当に充実していました。沖縄には私は中学校３年生

のときに１度行ったことがありました。その時に沖縄の魅力に惹かれ、この交換留学に行くきっかけにもなりま

した。今回再び沖縄に行き、実際に住んでみないとわからなかった沖縄の魅力や学びにも出会うことができたと

感じています。この沖縄生活での暮らしや学びについて書きたいことは数多くありますが、その中でも私が特に

沖縄生活で学んだと考える三つのことについて書きます。 

 一つ目は、沖縄戦や基地問題についてです。今まで講義や新聞、テレビ等を通して、沖縄の報道を見てきまし

たが、実際に沖縄へ行くと考えていたよりもずっと身近に問題はありました。家や道路の隣には米軍基地があり、

危険と言われている基地と隣り合わせの生活。また琉球大学内でも私の上を低空飛行で、大きな騒音をたてなが

ら飛行するヘリパッドや戦闘機。私はこれらの問題について北海道の時も知っていました。しかし、問題として

考えていても、まだどこかで自分の問題として捉えきれていなかった部分があったのだと知ることができました。

実際に自分の体で感じ、考えることでより問題は身近な存在となり、当事者意識を持って向き合うことができる

と思います。また、この経験は実際に沖縄に来ていない人にも自分の感じたことをそのまま伝えることで、その

人にも興味を持ってもらい、少しは身近な問題として捉えてもらえると考え、この学びを伝承していくことが今

の私にできることだと思いました。 

 二つ目は、自分自身が成長できたことです。知っている人も友だちもいない環境で初めは緊張します。しかし

「待っているだけではこの沖縄生活はあっという間に終わってしまう！」そう思い、今までは誰かが企画してく

れるのを待ってばかりいた私ですが、自分から行動することや企画することが増え、何事にも積極的になれたこ

とが自分の大きな成長だと感じます。また、沖縄と北海道で育ってきた環境が違う人が多くいるため、見る視点

も様々であり、今まで気付けなかった新たな視点や価値観を知り、決めつけていた固定観念を多角的に見ること

ができるようになりました。 

 三つ目は、生活の中で当たり前となってしまっていることが多いと気付けたことです。沖縄に行った当初は、

どこの海を見ても綺麗だなと感動したり、住宅前のシーサーを見比べたり、見たこともない生物にも感動してい

ました。しかし、北海道に帰る寸前には海の綺麗さを比較してしまったり、シーサーがいることも当たり前とな

ってしまっていました。このように、地域の魅力があったとしても日常や慣れによって、当たり前になってしま

うことが分かりました。これは北海道でも同じことが言えると思います。北海道に帰ってきて、沖縄の海とは違

った北海道独特の海の匂いがとても懐かしく感じました。行く前はこのようなことも考えていなかったと思いま

す。まだまだ他にも当たり前になり、隠れている北海道の魅力がたくさんあると思います。この魅力は、他の地

域に行かないと気付けなかったことだと私は感じます。今まで北海道に住み続け、気付いていない人にもその北

海道の良さを伝え、共感していけたらいいなと思いました。 

 最後に、沖縄で多くの人に出会うことができました。そして何よりこの沖縄生活を支えてもらい、充実させて

もらいました。本当に感謝でいっぱいの 5ヶ月間でした。ここで出会った人達との思い出は忘れることはありま

せん。この繋がりをずっと大切にしていきたいと思います。本当にありがとうございました。 
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私は 2 年生の前期に琉球大学教育学部で勉学をさせていただきました。私が所属させていた
だいたのは生涯教育課程、「沖縄島嶼教育コース」でした。沖縄島嶼教育コースは、様々な島嶼
地域に関する教育・研究、その中でも特に「沖縄」を中心に据えた教育・研究を行い、「地
域」から学びつつ「地域」を深く客観的に認識し、かつ「地域」を主体的に担っていける力を
培う教育により、沖縄の過去・現在・未来を考えるコースです。私は、このコースに所属させ
ていただいて「平和教育」について深く学びたいと考えていました。そこで、平和教育学概論
という授業を受けました。平和教育学概論は、沖縄戦や基地問題などを題材に「平和」とは何
かを考えていく講義です。フィールドワークとして、沖縄戦で実際に使用されたガマや平和記
念公園、平和記念資料館にも足を運びました。講義を通して、平和学習を行う時には、当事者
性を大事にすること、結論を決めずに疑問や課題が残るようにすることが大切であるというこ
とを学びました。私は、沖縄戦で苦しんだ人の痛みを知り、共感できるように、そして、「平和
が大事」ということではなく、なぜ平和が大切で、どうすれば平和な世界を作れるのか考えて
いけるような学習にしなければならないと、この講義から考えました。 
この半年間は、講義を通してはもちろんですが、その他の多くのことから様々なことを学び

ました。私は愛媛県出身で、釧路に来た時も環境の違いに驚きました。そして、沖縄に行った
時も環境の違いに驚くばかりでした。釧路では、一面の白い雪に心踊らせましたが、沖縄では
綺麗な青い海に心惹かれました。同じ日本でもこんなに環境が違い、その環境に合わせて生活
様式が違うことは学校の授業で学んでいるつもりでしたが、実際に生活することでこんなにも
違うのかと素直に思い、改めて違いを学びました。自分のコースには沖縄出身の人はもちろ
ん、他県から来た学生が多く、沖縄の方言とその他の様々な方言を会話の中で聞きました。日
本にはたくさんの方言があり、その方言から多様な文化があることを学ぶことができました。 
私がこの半年間で 1 番大切にしていたことは人と人との繋がりです。沖縄にいるときには所

属していたコースの人だけではなく、他のコースの人もたくさんの場所に自分を連れて行って
くれました。自分だけでは経験できなかったこともたくさんの人たちのおかげで経験すること
ができました。人とのコミュニケーションをとり、関係を作っていくことは簡単なことではあ
りません。自分はコミュニケーション能力が高いとはとても言えませんが、この半年で様々な
コミュニティに参加するなかで、鍛えられたように感じます。そして、かけがえのない多くの
関係を築くことができました。その繋がりは釧路に帰った後も崩れることはなく、今でも連絡
をくれます。それが何より嬉しく、この関係をこれからも大切にしていきたいと思います。 
本当にたくさんの人に出会い、たくさんの人に支えられた、最高の半年間でした。この半年

間での経験は今後の人生のなかで、自分の力になってくれると思います。本当に感謝しかあり
ません。この半年間の経験をいかし、成長した姿を示すことで、感謝の気持ちを表していきま
す。必ずまた沖縄に行きますので、よかったらぜひ、釧路にも来てください。次に出会えるこ
とを心から楽しみにしています。本当に半年間、ありがとうございました。





 



「自分を探してみる～沖縄・琉球大学～」 

 北海道教育大学釧路校 学校カリキュラム開発専攻 

                        地理学研究室 川本拓矢 

 

 私は釧路校の魅力の一つでもある、沖縄・琉球大学との交換留学制度を利用し

て半年間、沖縄で過ごした。この交換留学に行こうと考えたのには次のような理

由があったからである。地理学研究生として、社会科の教員免許を取得するのも

のとして沖縄の文化及び歴史などを肌で感じたかったから、そして自分探しの

旅に出てみたかったからである。まずは前述の理由から見ていきたい。私は釧路

校で社会科の地理学研究室に所属している。その名の通り、地理を学んでいる。

もともと旅をすることが好きであったため、今回の交換留学においては迷いを

生じることはなかった。沖縄には独特な文化が存在している。エイサーや三線な

ど本土にはない文化があるのだ。その文化の中でも私は三線に興味があった。沖

縄に行ったら、三線を弾けるようになりたいと考えていて、この交換留学の一つ

の目標ともしていた。三線は琉球大学の周辺にあった地域の三線教室に通って

習っていた。そこではさまざまなことを学んだ。大学に通っていると学生としか



話す機会がない。しかしその教室では幅広い年齢層の方が通っていたため、学生

とは違った視点での会話をすることができた。社会人だから知っていることな

どいろいろな情報を手に入れることができたとともに、そこで知り合った方々

に沖縄の観光地などへ連れて行ってもらったこともあった。地域の教室に参加

したからこそ得られた経験ではないかと私は今感じている。 

 また沖縄には歴史的な事物が多く存在している。沖縄は先の太平洋戦争にお

いて最も激しい地上戦が行われた場所である。私は琉球大学で教育学部の沖縄

島嶼教育コースというところに所属していた。学部の改編により現在はそのコ

ースの募集がなく、現在の二年生が最後の学年となっていた。そのコースでは沖

縄戦など沖縄についての授業があった。そのため沖縄戦で実際に使われていた

ガマの中に入ることもできた。その時には改めて現在の生活の良さを感じたと

ともに、戦争のない平和な世の中が続くことを願うばかりであった。ガマの中は

比較的温度は低いのだが、湿度が非常に高い。しかし持っていた懐中電灯を消す

と何も見えないほど真っ暗であった。この中で隠れていたかと思うと非常に胸

が痛かった。また沖縄戦のみならず、沖縄市というところを舞台に基地問題など

を調査し、考えるという授業も行われた。実際にその現場に行って調査し、時に



は地域の方の取材を通してまとめたこともあった。このような授業を受けるこ

とができて、私は自らの視野が広がったのではないかと考える。そして座学を受

けることも必要ではあるものの実際に行ってみることもそれ以上に大切である

ということを感じた。 

 この交換留学に行こうと思ったもう一つの理由としては、自分を変えたかっ

たからである。私は人見知りをしてしまったり、親に頼ってしまったりするとこ

ろがあった。「このまま大人になっていっていいのだろうか」などと考え、この

交換留学で自分を変えようと自分探しの旅に出たのである。この半年間ではさ

まざまな人に出会った。配属されたコースの友達のみならず、釧路に来る琉大生

などいろいろな人と交流することができた。沖縄の人は「いちゃりばちょーで

ー」という言葉があるように、非常にやさしくしてくれた。そのためこんな自分

にも話しかけてくれた。一番勉強になったのは、自分の視野を広げられたことで

ある。文化も住んでいる場所も違ういろいろな人に会って、話をすることでさま

ざまな考え方を学ぶことができた。いままではこの考え方しかないのではない

かと考えていたこともあった。しかし沖縄に行ったことで、このような考え方も

あるのではと多様な視点で物事を考えられるようになったのである。これは教



員には欠かせないことであろう。教員のみならず、社会人として他人の意見を受

け入れるということは大切である。そのようなことを学んだ半年間だった。 

 私はこの交換留学は非常に自分のためになったと考える。しかしこれは一人

では達成できなかったであろう。家族や沖縄で出会った人々がいたからこそ成

し遂げられたことである。また何よりもこの交換留学に行って、半年間沖縄でと

もに過ごした 7 人がいたからこそである。たくさん旅行していろいろなところ

へいった。そして自分を助けてくれた。6 人には感謝してもしきれないほど迷惑

をかけたりしてきた。しかし一緒に沖縄に行くことができてとても良かったと

私は感じている。この 7 人で沖縄に行くことができたからこそ、こんなにも充

実した半年間を過ごすことができたのではないかと思う。沖縄でできた素敵な

仲間、そして一緒に半年間を過ごした仲間、多くの仲間ができた半年間であっ

た。この出会いを大切にしていかなければならない。北海道と沖縄という距離的

には北と南という端と端ではあるものの、心ではつながっていると私は思って

いる。また沖縄という第二の故郷ができたのである。この出会い・経験というの

は一生の宝物になる。この出会い・経験を今後歩んでいく人生における一つの武

器としていきたい。この半年間を過ごせたことに心の底から感謝をしたい。 
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佐々木 恒  

私が、琉球大学への半年間の交換留学で印象に残ったことは、大きく分けて二つありま

す。 

 

１つ目は、子ども地域教育コースに所属し、沖縄ならではと言える教育に触れることがで

きたことです。子どもフィールドワークⅡの授業を履修し、「珊瑚舎」という夜間中学の

授業サポートを体験しました。私は、この子どもフィールドワークで珊瑚舎に行くまで、

「夜間中学」という存在を知りませんでした。中学校・高校というのは、その年にあった

生徒が通うものであると決めつけていたし、それに対して学校側もその年の者しか受け付

けていないと思っていました。「お年寄りが学校に通う」ということも想像してことが無

かったし、「学び」を必要としているお年寄りがいるとは考えたこともありませんでし

た。珊瑚舎での学習サポートを通して、自分が「学校」というものに、大きく偏った、堅

いイメージを持っていたのかということを思い知ることができました。学校では、授業や

経験を通して社会で生きるために必要な知識・学力を身につけるということを主としてい

て、受験のため、試験のために学校に通う、考える人がほとんどではないかと思います。

「どうして学校に通ってるの？」と質問したとき、多くの人は、「いい大学に入るため」

「将来、自分の思う職業に就きたいから」と答えるでしょう。私自身も今までそう考えて

いたし、その答えも間違いであるとは思いません。しかし、珊瑚舎に入り、おじぃ・おば

ぁが珊瑚舎スコーレに通っている様子を見ていると、「学校」は、「学ぶため・勉強するた

め」だけの場所ではないと考える様になりました。珊瑚舎では、授業も「勉強」という型

にはめず授業して行くこともありました。学校での授業のように拘束的な時間割ではな

く、生徒のペースに合わせた授業や、やりたくない生徒には強制せず、けして教室から排

除されることもありません。勉強はしたくないでもみんなと一緒に居たいという生徒で

も、教室という同じ空間で、同じ時間を共有することができます。珊瑚舎スコーレに通っ

てくる生徒さんの多くは、幼い頃に学校に通うことができなかった生徒さんたちで、もう

一度勉強したいと思ってくる生徒さんや、学校に通っていたいと考えている生徒さんもい

ます。生徒さんの様子を見ていると、勉強が難しいと感じていながらも一生懸命に理解し

ようと努力する姿だけではなく、休み時間のおしゃべりや授業中の先生の小話を楽しんで

いる姿をよく見かけました。何気ない時間でも、「学校」という一つの環境の中で感じら

れることなのではないかと考え、「学校＝勉強」ではないのだと実感しました。 

沖縄には、戦争などの歴史的背景から、学校に通い、勉強をすることができなかった方

がいました。そのような体験をしてきた方々に「聞き書き」をしたことで、その方の人生

や、生きてきた時代について考える良い機会を得ることができたし、珊瑚舎で過ごしたこ

とで、「学校」という存在について改めて考えるきっかけとなりました。このような体験は



沖縄でしかできないものであると感じました。 

 

二つ目は、沖縄での多くの人との出会い７人で過ごした時間です。沖縄に行き本当に多

くの人と出会い、関わることで多くの経験をすることができました。特に、所属させてい

ただいた、子ども地域教育コース２年次の皆さんには、歓迎会で美ら海水族館に連れって

いってもらったり、ドライブに誘ってもらい、いろんな所へ連れてっていただき沖縄を満

喫することが出来ました。また、琉球大学は、他学部や他学年と交流が盛んだったため多

くの人を紹介してもらいいろんな人と交流し良い思い出をたくさん作ることが出来まし

た。 

 北海道から一緒に行った７人で、石垣島・宮古島をはじめとし様々な所へ行き、思い出

をたくさん作りました。きっとこの７人だったからこそ、こんなにたくさんの思い出を作

ることが出来たんじゃないかと思います。 

 

今回の交換留学では、数え切れないくらいの思い出と、濃密な時間を過ごすことが出来ま

した。この半年間は、自分でも驚くほど早く、充実した時間でした。このプログラムに参

加することで、一回りも二回りも成長することが出来たのではないかと思います。交換留

学に参加でき本当によかったです。機会があればまた沖縄に行きたいと思います。 

 

最後に、琉球大学・教育大学の関係者様、子ども地域教育コースの皆さん、沖縄で関わっ

た全ての方々、一緒に行った釧教メンバーの６人、そして、交換留学を後押ししてくれた

家族に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました！！ 

 



琉球大学の交換留学で学んだこと 

 ６２６６ 殿山 尚悟 

  

私は琉球大学の教育学部の中の理科教育専修と自然環境科学教育コースという 2 つの学

科に配属させてもらいました。私は釧路の大学では学校カリキュラム開発の外国語研究室

に所属しており理科の授業は副免でも履修していません。なぜこの学科に行きたいと思っ

たのかというと過去に琉球大学に行っていた先輩方や沖縄から釧路の教育大学に来ていた

先輩方から色々な学科の話を聞いた時に１番行事が多く学科内の繋がりが深いと聞いたか

らです。  

 琉球大学で生活することになってからはこちらでは出来ないような体験をたくさんする

ことが出来ました。私がこの交換留学で 1 番学んだことは人との繋がり、暖かさです。沖縄

の人たちは皆私たち交換留学生のことを快く迎い入れてくれました。私は沖縄に行く前は

自分の学科ぐらいしか関わりは持たないだろうと思っていましたが、他の教育学部の学科

の人たちとも仲良くすることが出来ました。私は同じ交換留学生の 1 人であった城戸君と

一緒に大学の近くの居酒屋でバイトをしていました。そこでの社員さんやバイトさんとの

繋がりも本当に大きかったと思います。 

私は様々な人たちと出会って世界観ががらりと変わりました。これまでは教員になると

いう夢しか考えていませんでしたが、他の職業についてももっと知りたいなと思うように

なりました。これは自分の学科の先輩たちが色々な職業を目指していたり、他の学部の友達

から話を聞いたりしたことが主な理由です。又、入学当初に考えていた海外留学をもう一度 

真剣に考えてみようと思いました。これは友達に実際に留学した友達がいて話を聞いたの

が自分の中で現実的なものとなったのが理由です。この交換留学で更に色々なことに挑戦

していきたいと思うようになりました。 

私は沖縄の方々と触れ合いすごく感じたことがあります。それは沖縄の人たちみんなに

共通して言えることは自分の地元を含めた島、沖縄を本当に大切にし、愛しているというこ

とです。この自分たちの生きている場所をここまで誇りに思っているのは他の県で生活し

たり、関わったりしたことがないので分かりませんが、1 番だと思います。私も自分の生ま

れ育った地である北海道を大切にしていこうと思いました。半年間北海道から離れて沖縄

で生活したことで、沖縄の色々な良さなどについても知ることが出来ましたが、様々な北海

道の良さについても考えたり、理解したり、感じたりすることが出来ました。私がこの交換

留学に参加したかった理由の 1 つにずっと住んでいた北海道から離れて生活してみたいと

いう理由があったので北海道の良さを再認識できたことはとても良かったと思います。 

沖縄での生活がここまで充実して送ることが出来たのは紛れもなく一緒に琉球大学に来

た 6 人の仲間たちのおかげです。私は、全然しっかりしていないため授業の単位互換の仕

組みなどもよく分からずみんなに教えてもらってばかりいました。7 人で遊びにいったり旅

行に行ったりしたときも私以外のみんなが協力して計画してくれました。この７人だった



からこそこんなに楽しく充実した毎日が送ることが出来たのだと思っています。この留学

で関わった全ての方々に感謝しています。そしてこの交換留学で学んだことを活かしてこ

れからの生活も一生懸命頑張っていこうと思います。本当にこの交換留学に参加できて良

かったです。 
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