年

組

番

氏名：

鑑賞ワークシート・沖縄美術「ニシムイ」
＊（ ）に当てはまる語句を書きましょう

７．美術家の名前を書いてください
①ニシムイを作ろうと提案した人で美人画をよく描い
ていた。

【

】

⑥超現実主義的な絵を描いた。のち琉球大学美術
工芸科教授となる。 【

】

１．ニシムイとは（いつ頃・どこで始まった）
（
（

）年、現在の那覇市首里（
）村のこと。

）町に形成された共同体、

２．戦後すぐに与えられた美術家たちの職業はなに？
終戦直後、沖縄民政府に（
収容所にいた画家たち（

)部(
）課ができる。
）として雇われる。

②画家・紅型作家でもあった。首里高校染織科設
立に貢献。

【

】

⑦明るい色彩とデフォルメ（変形）した人体による作
風を確立。

【

】

３．ニシムイ村が出来るきっかけは？
１９４８年に政府の移転など文化部が（
）され、美術家達のあ
らたらな活動拠点を探して、現在の那覇市首里(なはししゅり)儀保町、
通称（
）→（北森）にアトリエ兼住居を構えて移り住みました。
生活のために助け合いながら一緒に生活をしようとあちこちから集まった。

③美術家・教育者で子どもたちに親しまれていた。

【

４．美術家たちと米軍人の関係
米軍人へ物品を売り生計を立てると云う事は美術家達の理想郷「ニシム
イ」を支える重要な要素であった。
美術家たちは、依頼された（
）と（
）交換する、いわゆ
る物々交換をしていた。この貰った物品を売って自分達の生活資金に替えて
いったのである。米軍人は仕事を依頼して報酬をくれる良いお客さんであっ
た。
５．その後ニシムイ村はどうなっていったの？
世代間の意見の対立、（
）の被害、（
）への転身、
（
）のための立ち退きなどでニシムイ村（1948 年～1972 年）24 年
の幕を閉じることになった。
６．ニシムイの画家たちの沖縄美術に与えた影響は？
ニシムイ画家によって次の沖縄の美術家たちが育ち、いくつものグループ形
成を促した。ニシムイは沖縄の戦後美術の（
）・（
）に大きな
役割を果たした。

】

⑧東京生まれの戦後沖縄美術界のリーダー的存在。

【

④ニシムイで唯一の日本画家、新聞小説の挿絵も
描いた。

【

】

】

⑨画家・彫刻家であり沖縄近代彫刻の基礎を築い
た。

【

】

⑤書道を生業にした書画家であり、記者でもあった。 ⑩名護出身、緑を基調とした絵画で、生涯「緑」を
沖縄美術家協会会長【
】
描き続けた。 【
】
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ṞṲ Ӹบ ޛग़ Nadoyama Aijun 1906-1970

ṣṲ ޛΨ औɟ Yamamoto Keiichi 1913-1977

Ἀ⦖┴❧➨୰Ꮫᰯ㐍ᏛࡋࡓྡΏᒣࡣࠊᅗ⏬ᩍᖌࡢす㖭⏕ᴦ(ࡋࡵ ࡏ࠸ࡽ
ࡃ)ࢆ୰ᚰࠊỌୣ ᬛ⾜(࡞ࡀ࠾ ࡕࡇ࠺)࣭ᕝᖹ ᮅ⏦(ࡧࡽ ࡕࡻ࠺ࡋࢇ)࣭ව
ᇛ ㈼❶(ࡡࡋࢁ ࡅࢇࡋࡻ࠺)࣭᭷㤿₶(࠶ࡾࡲ ࡌࡹࢇ)࣭బஂᮏႹᗣ࣭ᒣ⏣᭷㑥
ࡽࠊᶞ⥳(ࡌࡹࢁࡃ࠸)࠸࠺⤮⏬ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤖ᡂࡋ㸦1922 ᖺ㸧
ࠊ⏬సぶࡋ
ࡳࡲࡋࡓࠋ1927 ᖺᮾி⨾⾡ᏛᰯධᏛࡋࠊすὒ⏬⛉ࡢ⏣ ⱥసᖌࡋࡲࡋࡓࠋ
1928 ᖺࡣࠗኟࡢἈ⦖㢼ᬒ࠘ࡀ➨ 9 ᅇᖇᅜ⨾⾡㝔⨾⾡ᒎぴ࡚ධ㑅ࠋ1930 ᖺ
ࡣࠊ➨ 17 ᅇග㢼ᒎ࡚ึධ㑅ࢆᯝࡓࡋࡲࡍࠋ➨ 8 ᅇ㝧ᒎࠗࡢἈ⦖㢼ᬒ࠘
ࢆฟရࠊࡲࡓྠᖺࠊ㒓㔛࡛ࡶಶᒎࢆ㛤ࡁࡲࡍࠋࡇࡢ㡭ࠊ㑣ぞ࡛ࢺ࢚ࣜࢆᣢࡕࠊࡇ
ࢀࡀἈ⦖࡛ึࡵ࡚ࡢࢺ࢚ࣜࡔ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
1945 ᖺ 1 ᭶ࠊ⏬ᮦࢆ㉎ධࡍࡿࡓࡵᮾிྥ࠸ࠊᡓἣࡢᝏ࡛ᖐ㒓࡛ࡁࡎ
ศ┴➉⏣ࡸࡴ࡞ࡃ㛤ࠊࡑࡢࡲࡲ⤊ᡓࢆ㏄࠼ࡲࡋࡓࠋᖐ㒓ࡋࡓࡢࡣࠊ1946 ᖺ
12 ᭶ࡢࡇ࡛ࡍࠋ⡿ẸᨻᗓἈ⦖ㅎၥጤဨࠊᩥ㒊ⱁ⾡ㄢࡢ⨾⾡ᢏᐁᑵ࠸ࡓᚋࠊ
ᕝᖹ ᮅ⏦ࡽࡶࠊ㤳㔛ࢽࢩ࣒⨾⾡ᮧࢆタࡅࡿࡇᑾຊࡋࡲࡍࡀࠊࡑࢀ
ඛ㥑ࡅ࡚ 1947 ᖺࡣࢺ࢚ࣜࢆᵓ࠼ࡲࡋࡓࠋ

1927 ᖺἈ⦖┴❧➨୰ᏛᰯධᏛࡋࡓᒣඖࡣࠊᅗ⏬ᩍᖌࡢẚᬒᖖᏛࡧࠊᶞ
⥳ࡶཧຍࠋ1931 ᖺྠᰯ༞ᴗᚋࠊぶࡢᑐࢆᢲࡋࡁࡗ࡚ୖிࡋࠊ௰ᕊ ᗣ㍤(࡞
ࡳࡡ ࡇ࠺ࡁ)࣭すᮧ ⳥⏨(ࡋࡴࡽ ࡁࡃ࠾)ࡽ୍⥴ᕝ➃⏬(ࢃࡤࡓࡀ)Ꮫᰯ
㏻࠸ࡲࡋࡓࠋ1933 ᖺᛕ㢪࡞࠸ᮾி⨾⾡ᏛᰯἜ⤮⛉ධᏛࠊ⏣㎶⮳ࠊᑠᯘ࿃
Ꮫࡧࡲࡍࠋᮾிᕷᾷᶫ༊ࡢྡΏᒣឡ㡰ࢺ࢚ࣜ௰ᕊࠊすᮧྠᒃࠊ㔠ᒣᖹ୕ࡶ
ᗘࠎᩍ࠼ࢆཷࡅࡲࡍࠋ1937 ᖺࠊᮡ┤ࡽྠᮇ⏕ࢆ୰ᚰࡋࡓ 11 ྡࡢࢢ࣮ࣝࣉࠕㇺࠖ
(ࡰ࠺)ཧຍࠊࢩࣗࣝࣞࣜࢫ࣒㐠ືഴὀࡋࡲࡍࠋ
1938 ᖺ༞ᴗᚋࠊPCL㸦ᮾᐆᫎ⏬㸧࡚ࣝࣂࢺ࡞ࢆ⤒࡚ࠊ1941 ᖺᖐ㒓ࡋ
┴❧ࢽ୰㉱௵ࡋࡲࡍࠋ1944 ᖺࠊ➨ḟ㜵⾨㝲ࡋ࡚ᚩ⏝ࡉࢀࠊ⤊ᡓࢆ㏄࠼ࡓᚋࠊ
ᮾᜠ⣡ࡢᩥ㒊ⱁ⾡ㄢ⨾⾡ᢏᐁ௵ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ▼ᕝᒃఫࡋࠊ7 ᭶ࠕ࣐࢘ࣝ᪂
ሗࠖ
㸦1945.7.25 หྕ㸧ົࠋ1948 ᖺ 4 ᭶ࡽࡣࢽࢩ࣒㌿ᒃࡋࡲࡍࠋ1949
ᖺ 12 ᭶ࡣࠕἈ⦖࣊ࣛࣝࢻࠖ
㸦♫㛗࣭す㖭㡰㸧グ⪅ࡋ࡚ົࠊࡑࡢഐࡽࠊᡓ
ᚋࡢᢚᅽឤࡽゎᨺࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊឡ෭ࡓࡉࢆ⾲⌧ࡋࡓ௦⾲సࠗ࠶࡞ࡓࢆឡࡍ
ࡿࡴ࠘
㸦1951 ᖺ㸧ࢆᥥࡁࡲࡍࠋࡢࡕ⌰⌫Ꮫ⨾⾡ᕤⱁ⛉ᩍᤵࡋ࡚ᑵ௵ࡋ
ࡲࡋࡓࠋ

ṟṲ Ӵ ܤʁ Sueyoshi Ankyu 1904῍1981

ṤṲ ٻ؉ ႕ʍ Oshiro Koya 1911ὼ1980

ᕤⱁᐙࠋ㑣ぞᕷಖ⏫⏕ࡲࢀࡢᮎྜྷࡣࠊ1921 ᖺ┴❧➨୍୰Ꮫᰯࢆ༞ᴗࠊ1927 ᖺ
ᩍဨ࡞ࡾࠊ㛗ᖺ⨾⾡ᕤⱁᩍ⫱ᦠࢃࡾࡲࡋࡓࠋ㛗ṇ௦ࡢ᪂⪺ே㯏㛛ࠊ
ḟリⰼࡀ࠸ࡲࡍࠋ
1944 ᖺᏛ❺㛤ࡢᘬ⋡࡛ᐑᓮΏࡾࠊᡓᚋࡣᗫቕࡋࡓἈ⦖ࡢᩥ㈈ࡢ⯆
ዑ㉮ࡋࡲࡋࡓࠋྡΏᒣឡ㡰ࢆ୰ᚰࠕ༡ᓥ⨾⾡༠ࠖࢆ⤖ᡂࠋ㑣ぞᕷ㤳㔛ಖ⏫
ఫࢇ࡛࠸ࡓ㡭ࡽࢽࢩ࣒⨾⾡ᮧᘓタࡢಖ⏫ࡢᥦࢆฟࡋࡓ୍ே࡛ࡶ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ㤳㔛㧗ᰯࡢᰁⰍ⛉タ⨨ᦠࢃࡾࠊ71 ᖺࡢ㏥⫋ࡲ࡛㤳㔛㧗ᰯ࡛ࡵࡲࡋࡓࠋ
ྠᰯ࡛ࡣࠕ❳ἨࠖࢆⓎ㊊ࡋࡲࡋࡓࠋ㏥⫋ᚋࡣ⣚ᆺᕤᡣࢆ㛤ࡁࡲࡍࠋ
Ἀ⦖ࢱ࣒ࢫࡢ㇏ᖹⰋ㢧ࢆ୰ᚰ 1950 ᖺࠕ⣚ᆺ◊✲ࠖࢆ⤖ᡂࠊ
ࠕ1955 ᖺ༠ࠖ
ᡤᒓࠊ1954 ᖺࡽἈᒎࡢ㐠Ⴀጤဨࡋ࡚άືࡋࡲࡋࡓࠋ1956 ᖺἈ⦖⨾⾡ᐙ㐃┕
ࡢ❧ࡕୖࡆࡶᦠࢃࡾࡲࡋࡓࠋ1956 ᖺࡣᅜᒎධ㑅ࠋᒣஅཱྀ㈁グᛕ௦⾲ࠊἈ
⦖┴❧ᅗ᭩㤋㸦ᙜ㤳㔛ᅗ᭩㤋㸧ࡢ㤋㛗ࠋ

ᇛࡣࠊᮾி⨾⾡Ꮫᰯすὒ⏬⛉ࢆ༞ᴗࡋࠊ 11 ᖺ(1936)⨾⾡ᩍᖌࡋ࡚㛤༡୰
Ꮫᰯ㉱௵ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ
⸨⏣Ⴙࡽࡢὶࢆࡁࡗࡅ⛉ᒎฟရࡋ 1938
ᖺࠓ㐟ዪ㤿ࠔ
ࠓ༡ࡢᓥࡢዪ㐩ࠔࡀධ㑅ࠋ௨ᚋ⛉ࢆ୰ᚰά㌍ࡋࡲࡋࡓࡀࠊᡓத
ࡢ⃭క࠸⛉ᒎࡢฟရࡢ୰᩿ࠊࢇࡢసရࢆἈ⦖ᡓ࡛↝ኻࡋࡲࡋࡓࠋᡓ
ᚋࡣẸᨻᗓࡢ⨾⾡ᢏᐁ࡞ࡾࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣮࢝ࢻࡸ⫝̸ീ⏬࡞ࡢไసࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ
ࡀࠊྠᨻᗓࡢ▱ᛕᆅ༊⛣㌿ࡶ࡞࠸ᢏᐁࡢ௵ࢆゎࢀࡿࠊࢽࢩ࣒⨾⾡ᮧᒃ
ࢆ⛣ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࢽࢩ࣒࡛ࡣࠊἈ⦖ࡢᩥࢆ㢟ᮦࡋࡓసရ⛣ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ࣐ࢳ
ࣗ⨾⾡ྠዲࠕࡨࡼࡨࡼࠖࢆタ❧ࠊከࡃࡢேᮦࢆ⫱࡚ࡲࡋࡓࠋ௦ࡶࢸ
࣮࣐ࡸ⾲⌧᪉ἲࡀ⛣ࡾኚࢃࡾࠊᚋᖺࡣ⚄ヰࢆࢸ࣮࣐௦⾲సࠓ༡ࡢᾏࡢᄋࠔぢࡽ
ࢀࡿ᫂ࡿ࠸Ⰽᙬࠊࢹࣇ࢛࣓ࣝࡋࡓேయࡼࡿస㢼ࢆ☜❧ࡋࡲࡋࡓࠋஂ㧗ᓥࡢࢨ
࣮࣍࡞ࠊἈ⦖ࡢᅵ╔ࡢ⚍ࡸ⚄ࢆ㢟ᮦࡋࡓసရࡶᩘከࡃᥥࡁࡲࡋࡓࠋࡢࡕ
⌰⌫Ꮫ⨾⾡ᕤⱁ⛉ᩍᤵࡋ࡚ᑵ௵ࡋࡲࡋࡓࠋ

ṠṲ φ࣓ ࣈˌ ؙGushiken Itoku 1912-2009

ṥṲ ܤ ދദ፯ Adaniya Masayoshi 1921ὼ1967

ලᚿሀ௨ᚨࡢసရࡣࠊࠕᲓࠖ(࡛࠸ࡈ)ࠕኪࡢ㑣ぞࠖ࡞ᩘⅬࡢసရࢆ㝖࠸࡚
ᐇⓗ࡞㢼ᬒ⏬ࡀከᩘࢆ༨ࡵࡲࡍࠋసရ㑅ࢇࡔ㢼ᬒࡣࠊฟ㌟ᆅࡢ㑣ぞࡸᡓᚋ⛣ࡾఫ
ࢇࡔ▼ᕝ㸦⌧࠺ࡿࡲᕷ㸧ࢆࡣࡌࡵࡋࡓᒣཎ㸦ࣖࣥࣂࣝ㸧ࠊࡑࡋ࡚ࠊᡓ୰
࡛Ώࡗࡓ୰ᅜࡢ‶ᕞ࡞࡛ࡍࠋసရࡢ୰࡛ࡶࠊ⤊ᡓᚋࡢ㑣ぞࢆᥥ࠸ࡓ㢼ᬒ⏬ࡣࠊᡓ
தࡼࡗ࡚ኚࢃࡾᯝ࡚ࡓ㑣ぞࡢጼࢆယࢀࡴࡢࡼ࠺ᥥࡁࡲࡋࡓࠋලᚿሀࡣࠊᡓᚋ
50 ᖺ⤒ࡗࡓᚋㄒࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ1946 ᖺ 11 ᭶ࠊᡓᚋࡢἈ⦖ᖐ㒓ࡋࡓࡁࡢ⬚ࡢ
③ࡳࡣ࠸ࡲࡔ⒵ࡸࡉࢀࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ↔ᅵࡋࡓᨾ㒓㑣ぞࡢ↓࡞ගᬒࠖࡀᙉ
ࡃලᚿሀࡢᚰ้ࡲࢀࡓࡢ࡛ࡍࠋ
1948 ᖺࠊᙜఫࢇ࡛࠸ࡓ▼ᕝࡽᚋ⨾⾡ࢢ࣮ࣝࣉࠕேᒎࠖࢆ⤖ᡂࡍࡿᏳḟ
ᕊ㔠ṇࠊᏳ㇂ᒇṇ⩏ࠊ⋢㑣ぞṇྜྷࠊ㔠ᇛᏳኴ㑻➼ࡶࢽࢩ࣒ࢆᣐⅬά㌍ࡋࡲ
ࡋࡓࠋ⨾⾡ᐙࡢࡓࢃࡽᩍ⫱⪅ࡋ࡚ࡢാࡁࡶࡁࡗࡓලᚿሀࡽࡋࡃࠊࢽࢩ࣒
࡛ࡣࣛࢪ࢜య᧯ࡸࣆࢡࢽࢵࢡ࡞Ꮚࡶ㐩ࡢୡヰᙺࡋ࡚ാ࠸ࡓࡢࡶேࢆ⾲ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

Ᏻ㇂ᒇࡣࠊᮾி⨾⾡Ꮫᰯᕤⱁ⛉ᅗ㒊ࢆ⧞ࡾୖࡆ༞ᴗᚋࠊᏛᚐරࡋ࡚⇃ᮏ㐃㝲
ධ㝲ࠋ㔝◙ほ ⌜ົࡢᚋࠊ▼Ἔ㍺㏦⯪ᣦᐁࡋ࡚ࠊ࿋࣭ྎ‴࣭ࢩ࣏࣮ࣥ࢞
ࣝࢆ ࡋࡲࡋࡓࠋ⤊ᡓᚋࡣศ┴ࡢ᪥⏣⁽ჾᅗ㒊ධ♫ࠋ1946 ᖺᖐ㒓ࡋࠊㅎ
ュᕤᴗ㒊㛗ࡢ∗ぶࡢ່ࡵࡶ࠶ࡾᩥ㒊ᡤᒓࡋࡲࡋࡓࠋẸᨻᗓࡢ⨾⾡ᢏᐁ࡞ࡾࠊ
ࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣮࢝ࢻࡸ⫝̸ീ⏬࡞ࡢไసࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ1948 ᖺࠊྠᨻᗓࡢ▱ᛕᆅ༊⛣
㌿ࡶ࡞࠸ᢏᐁࡢ௵ࢆゎࢀࡿࠊྠᖺ 7 ᭶ࢽࢩ࣒⨾⾡ᮧᒃࢆ⛣ࡋࡲࡋࡓࠋ
⌰⌫Ꮫ⨾⾡ᕤⱁ⛉ᩍᤵࡋ࡚ᑵ௵ࡋࡲࡋࡓࠋ
Ᏻ㇂ᒇࡣࠊ1950 ᖺ௦༙ࡤࡽ 60 ᖺ௦ᚋ༙ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊἈ⦖ࡢ㐀ᙧᛮ᪉࡛ࣔ
ࢲࢽࢬ࣒ࢆඛᑟࡋࠊᡓᚋἈ⦖ࡢ⨾⾡⏺ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࠋస㢼ࡣ⌧ᐇ
ྥࡁྜ࠸ࠊ⮬❧ࡋࡓ⮬ᕫࡼࡿ⾲⌧(=㐀ᙧᛶ)ࢆ㠃ᢲࡋฟࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊᚋࠕᏳ
㇂ᒇࡢⓑࠖࡤࢀࡓࣔࣀࢺ࣮ࣥࢩ࣮ࣕࣉ࡞┤⥺ࡼࡿᢳ㇟ⓗ࡞✵㛫ࢆᥥࡁࡲࡋ
ࡓࠋ⨾⾡㐠ືయ࡛࠶ࡿࠕேᒎࠖࢆ⤖ᡂࡋࠊᑗ᮶ࢆკᮃࡉࢀࡓࡀࠊ49 ṓ࡛ᛴ㏽ࡋࡲ
ࡋࡓࠋ

ṡṲ ؉ ٽܤᢹ Kinjo Yasutaro 1875ὼ1945

ṦṲ ྚᙵ ദӴ Tamanaha Seikichi 1918ὼ1984

㔠ᇛࡣࠊ35 ṓ࡛⤊ᡓࢆ㏄࠼ࠊࡑࡢᚋࡢᤕ௦ࡣࠊᑠ⚘(࠾ࢁࡃ)ᮧࡸ㔠Ṋ(ࡁ
ࢇ)ᮧࡢᐜᡤ࡛⡿㌷ᑗᰯࡽࡢ⫝̸ീ⏬ࢆᥥࡁࡲࡋࡓࠋᒇ(ࡸ)ᤕᐜᡤࡽ▼
ᕝࢆ࡚ᮾᜠ⣡(ࡦࡀ࠾ࢇ࡞)༤≀㤋⛣ࡾࠊἈ⦖ㅎュ(ࡋࡌࡹࢇ࠸)ᩥ㒊ⱁ⾡
ㄢᢏᐁ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ៘ၥ⏝ࡢⰪᒃࡢ⯙ྎ⤮ࢆᥥࡁࠊᑗᰯ፬ேࢡࣛࣈ
⤮ࢆᩍ࠼ࡿ࡞ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࢽࢩ࣒⛣ࡾࢺ࢚ࣜࢆᵓ࠼ࠊ1950 ᖺࠊ௰
㛫ࡓࡕࡶࠕேᒎࠖࢆ⤖ᡂࡋࡲࡋࡓࠋ
㔠ᇛࡣἈ⦖࡛ࡣᕼ࡞᪥ᮏ⏬ࢆᥥࡁࠊࡋ࡞ࡸ࡞⥺ࡢ⨾ࡋࡉ⣽ᐦ࡞ᥥࡀ≉ᚩ࡛
ࡍࠋ10 ௦ࡢ㡭ࠊ∗ぶࡢᑐࢆᢲࡋษࡾࡘࡘࠊ༤≀㤋ࡸⰪᒃᑠᒇ㊊ࡋࡆࡃ㏻࠸ࠊ
⣽ࡃࢫࢣࢵࢳࡋࠊࠕ⌰⌫⨾ேࢆᥥࡏࡓࡽྑ࡛ࡿࡶࡢࡣ࠸࡞࠸ࠖ⤂ࡉࢀࡿ
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋసရࡢከࡃࡣࠊ⌰⌫ࡢ⾰㌟ࢆໟࢇࡔዪᛶീࡸࠊᗢẸࡢ᪥ᖖ
⏕άࢆ㢟ᮦᥥࡁࡲࡋࡓࠋᡓ๓ࡽᡓᚋࡅ࡚ࡣࠊ᪂⪺ᑠㄝࡢᤄ⤮࡛ࡶά㌍ࡋࡲ
ࡋࡓࠋ

⋢㑣ぞࡣࠊ1944 ᖺ 9 ᭶ᮾி⨾⾡Ꮫᰯ᙮้⛉ࢆ⧞ࡾୖࡆ༞ᴗᚋࠊᮾி㒔༡༓ఫ➨
㟷ᖺᏛᰯົࡋࡲࡍࠋ⩣ᖺ 3 ᭶ࡣ㏥⫋ࡋࠊᾏ㌷⯟✵ᮏ㒊კク⨾⾡ᐙࡋ࡚┦
ᶍཎ➨ 2 ⯟✵㝲ࡾ㎸ࡳࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᯇᓥᾏ㌷⯟✵㝲㌿ࡋࡲࡋࡓࠋ⤊ᡓ
ᚋࡣᮾிࡢⓒ㈌ᗑࡵ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ㣴ẕࡢᅾࢆ▱ࡾࠊ1946 ᖺἈ⦖ᖐ㑏ࡋࡲ
ࡋࡓࠋዟ㛫(࠾ࡃࡲ)ࠊ▼ᕝ(࠸ࡋࢃ)㌿ᒃࡋࡓࡢࡕࢽࢩ࣒ࢺ࢚ࣜࢆᵓ࠼ࡲ
ࡋࡓࠋࡢࡕ⌰⌫Ꮫ⨾⾡ᕤⱁ⛉ᩍᤵࡋ࡚ᑵ௵ࡋࡲࡋࡓࠋ
ᡓᚋࡣ⡿රࡢ౫㢗ᛂࡌ࡚⫝̸ീ⏬ࢆᥥࡁࠊ࣓ࣜ࢝ᮏᅜࡽ㌿࡛ゼࢀࡓ㌷་
㛵ಀࡀ⏕ࡲࢀࡲࡋࡓࠋࡦࡵࡺࡾࡢሪࠓࡺࡾࡢⰼࠔ1957 ᖺࡢไసࡸᩘࠎࡢ㙠㨦☃
ࡢᘓ❧ᦠࢃࡾࡲࡋࡓࠋᡓᚋึࡢ᙮้◊✲ࠕᵘ(࠼ࢇࡌࡹ࠸)ࠖࢆⓎ㊊ࡍࡿ
ඹࠊἈ⦖㏆௦᙮้ࡢᇶ♏ࢆࡁ࡙ࡁࡲࡋࡓࠋேᒎࡸᩯᒎ(ࡑ࠺࡚ࢇ)ࢆ⤖ᡂࠊ
Ἀ⦖ࡢ㢼≀ࢆࣔࢳ࣮ࣇࠊᗫ⯪ࡸཔᏊ(ࡎࡋ)⏎(ࡀࡵ)ࠊࣛࣥࣉ➼ࢆᥥࡁࡲࡋࡓࠋἈ
⦖ࡢ⢭⚄ୡ⏺ࡸ῝࠸⩌㟷ⰍࡣᡓᚋἈ⦖ࡢ㙠㨦ࡢᛮ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
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ȋǷȠǤ፦ᘐƷဒܼƨƪƸŴዋǛ੨ƘƩƚưƳƘŴЏǍǿȐǳƷȇǶǤȳŴ
ṢṲ ދᢿ ঙ Yabu Ken 1894ὼ1952

ṧṲ ܤഏ߬ ദ Ashimine Kanemasa 1916ὼ1993

ᒇ㒊ࡣࠊᒇ㒊㔠㞆(ࡁࢇ࠺)ࡶ⛠ࡋࠊṊ㐨ᐙᒇ㒊᠇㏻ࡢḟ⏨ࡋ࡚㤳㔛ᒣᕝ
Ᏻḟᕊࡣࠊኴᖹὒᡓதࡀጞࡲࡿ 1941 ᖺᮾி⨾⾡Ꮫᰯすὒ⏬⛉ࢆ⧞ࡾୖࡆ༞ᴗ
⏕ࡲࢀࡲࡋࡓࠋṓࡢ㡭ࡽ♽∗᠇ᒎ᭩ࢆᏛࡧࡲࡍࠋ1915 ᖺ㸦ṇ 3 ᖺ㸧ᮾி ᚋࠊ⩣ᖺ 2 ᭶ࡣฟරࡋࡲࡍࠋ࣐࣮༙ࣞᓥ࡛⤊ᡓࢆ㏄࠼ࠊ2 ᖺࡢᤕ⏕άࡢᚋࠊ1947
࡛රᙺ᭹ࡋࠊ㏆⾨㐃㝲ົࡢࡓࢃࡽ⨾⾡◊✲ᡤ࡛Ꮫࡧࡲࡋࡓࠋ
ᖺᖐ㑏ࡋࡲࡋࡓࠋ⤊ᡓᚋࡣࠊ⮬Ꮿࡀ࠶ࡗࡓࡳ࡞⏫㸦⌧ᅾࡢᴆ㎶(ࡑ)ࠊྂἼⶶ(ࡇ
ᖐ㒓ࡋ࡚ࠗ⌰⌫᪂ሗ࠘グ⪅࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ1925 ᖺ 9 ᭶㏥♫ࡋࡲࡍࠋ1929 ᖺ㸦 ࡣࡄࡽ)ࠊኑᕝ(ࡘࡰࡀࢃ)࡞㸧ࡽࢽࢩ࣒ࡢ⋢㑣ぞ ṇྜྷ(ࡓࡲ࡞ࡣ ࡏ࠸ࡁࡕ)
 4 ᖺ㸧
ࠊஅཱྀ㞞㞝ࡢᅜ㆟ဨ㑅ᣲᛂ࡛ᖐ㒓ࡋࠊ㑣ぞᕷすᮏ⏫ࠑ㉥ග♫ࠒ
㸦ࡢ ࡢࢺ࢚ࣜ㏻࠸ࠊ⤮⏬άືࡸⱁ⾡⌮ㄽ⇕ࢆഴࡅࡲࡋࡓࠋ
ࡕࠑ⾤ࡢ┳ᯈᗑࠒᨵ⛠㸧ࢆ㛤ᴗࡋࡲࡋࡓࠋ
1950 ᖺ⤖ᡂࡋࡓேᒎࢆጞࡵࠊ1957 ᖺࡽᏳ㇂ᒇ ṇ⩏(࠶ࡔࡸ ࡲࡉࡼࡋ)ࠊ
᭩㐨࡛ࡣㅰⰼ㞼▼ࡋࠊྕࡢ㔠㞆ࡣㅰⰼࡢᖌ࣭㔠ᆂ㙠ࡢ୍Ꮠࢆࡗ࡚ㅰⰼࡀ ⋢㑣ぞ ṇྜྷ(ࡓࡲ࡞ࡣ ࡏ࠸ࡁࡕ)ࠊᏳḟᐩ 㛗(࠶ࡋࡳ ࡕࡻ࠺ࡋࡻ࠺)ᩯ
ࡘࡅࡓࡶࡢࠋูྡክ⳹ᒣேࡶ⛠ࡋࡓࠋᡓᚋࡣ⏣➼ᕷ♫ᴗㄢ㛗ࠊἈ⦖Ẹᨻ (ࡑ࠺࠸)ࢆⓎ㊊ࡋࠊἈ⦖࠾ࡅࡿ๓⾨⤮⏬ࢆ≌ᘬࡋࠊᚋ㐍ࢆ⫱࡚ࡲࡋࡓࠋ
ᗓᩥ㒊ᢏᐁࢆࡘࡵࠊ47 ᖺࡢἈ⦖ேẸඪ⤖ᡂ࡛ࡣୡヰே࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ
Ᏻḟᕊࡢゝⴥࠕ⚾ࡀ⥳ࡢ⤮ࢆᥥࡃࡢࡶࠊᖖᮇᚅᕼᮃࢆᣢࡕࡓ࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࠖ
Ἀ⦖⨾⾡ᐙ༠タ❧ᦠࢃࡾࠊࡑࡢ㛗ࡋ࡚㤳㔛ࢽࢩ࣒⨾⾡ᮧࢆタࡋࡓ୍ ㏙࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ⥳ࢆᇶㄪࡋࡓ⤮⏬ࡣࠊᏳḟᕊࡗ࡚Ἀ⦖ࡢᡓᚋ⯆ࢆ㢪
ே࡛ࡍࠋᡓᚋ⨾⾡㐠ືࡢࡉࡁࡀࡅ࡞ࡗࡓࠊྐ㊧ಖᏑࠊⱁ⬟⯆ຊࢆࡘࡃࡋ ࡗࡓᛮ࠸࡛ࡋࡓࠋࡢࡕ⌰⌫Ꮫ⨾⾡ᕤⱁ⛉ᩍᤵࡋ࡚ᑵ௵ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡋࡓࠋసရࡣᯈ้ࡉࢀࡓ᭩⏬ࡀࡢࡇࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⏕ᾭࠊ⥳ࢆ㢟ᮦᥥࡁࡘ࡙ࡅࡓᏳḟᕊࡢ⤮⏬ࡣࠊ㐲㏆ἲࡸ᫂ᬯࡼࡿ❧యⓗ࡞
࢝ࢹ࣑ࢬ࣒⤮⏬ࡢᴫᛕࡽࢃࢀ࡞࠸᪂ࡓ࡞ቃᆅࢆ㛤ᣅࡋࡓ⏬ᐙ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
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