
第 学年１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の観光
担当教員 上江洲　薫

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
　観光は基本的に人と場所に関する現象だと言われている。つまり、観光はレジャーやレクリエーションを主目
的に旅行したさいの、一時的滞在や移動に発生する現象ととらえることができる。本講義の目的は、ホスト側の
視点に立ち、受け入れ側の問題や課題を認識し、その対応策を考える能力を身につけることである。したがって
、本講義では、観光客の受け入れ側である観光地で展開される自然的・社会的・経済的な現象を総合的に検討し
、観光地特有の問題・課題や観光地づくりについて概説する。

【授業の展開計画】
１.講義説明　　　　　　　
２.沖縄観光の展開と観光客特性
３.観光資源（自然・人文資源、世界遺産、課題と対応）、討論「沖縄にカジノは必要か」
４.観光産業①宿泊施設Ⅰ（宿泊施設の分類、宿泊施設の現状と課題）
５.観光産業①宿泊施設Ⅱ（ホテルの雇用、外資参入、インバウンド観光、エコホテルなど）
６.観光産業②運輸業（航空業、レンタカー、観光バス、クルーズなど） 
７.観光産業③ダイビングサービス（事業者特性、海面利用問題）
８.観光産業④旅行業

９.観光産業⑤テーマパーク、エステ・スパ
10.観光による影響①経済的影響、自然的影響
11.観光による影響②社会・文化的影響、討論「エイサーを観光資源化していいのか」
12.外部講師による講話を予定：ホテル業界や航空業界などから  
13.持続可能な観光①エコツーリズム
14.持続可能な観光②グリーンツーリズム、ウエルネス、健康保養観光
15.観光政策：沖縄観光振興計画と振興事業（リゾートウェデングなど）
16.試験

【履修上の注意事項】
本講義は観光地の紹介や楽しみ方を説明しないため、そのことを理解した上で受講して下さい。観光行政や地

域振興などに興味がある学生を広く歓迎する。途中退席や私語を繰り返す受講生は大きな減点とする。初回から
出席を取る。

【評価方法】
成績評価は出席(30点)や試験(40点)、講義内容に関する感想や講義への参加姿勢（30点）で判断する。

【テキスト】
特に指定はない。毎回レジュメを配布する（ファイルに綴じて毎回持参して下さい）。

【参考文献】
九州経済調査協会編（2003）『新しい観光・集客戦略　2003年版　九州経済白書』
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の観光
担当教員 -千住　直広

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
観光は基本的に人と場所に関する現象だと言われている。つまり、観光はレジャーやレクリエーションを主目
的に旅行した際の、一時的滞在や移動に発生する現象ととらえることができる。本講義の目的は、ホスト側の
視点に立ち、受け入れ側の問題や課題を認識し、その対応策を考える能力を身につけることである。したがって
、本講義では、観光客の受け入れ側である観光地で展開される自然的・社会的・経済的な現象を総合的に検討し
、沖縄という観光地としての問題・課題や観光地づくりについて概説する。

【授業の展開計画】

オリエンテーション

沖縄観光の展開と観光客特性

観光資源（自然・人文資源、世界遺産、課題と対応）

観光産業①宿泊施設Ⅰ（宿泊施設の分類、宿泊施設の現状と課題）

観光産業①宿泊施設Ⅱ（ホテルの雇用、外資参入、インバウンド観光、エコホテルなど）

観光産業②運輸業（航空業、レンタカー、観光バス、クルーズなど）

観光産業③ダイビングサービス（事業者特性、海面利用問題）

観光産業④旅行業

観光産業⑤テーマパーク、エステ・スパ、医療ツーリズム

観光による影響①経済的影響、自然的影響

観光による影響②社会・文化的影響

観光まちづくり

持続可能な観光①エコツーリズム

持続可能な観光②グリーンツーリズム、ウエルネス、健康保養観光

観光政策：沖縄観光振興計画と振興事業（リゾートウェデングなど）

【履修上の注意事項】
本講義は観光地の紹介や楽しみ方を説明しないため、そのことを理解した上で受講して下さい。観光行政や地

域振興などに興味がある学生を広く歓迎する。
私語、授業中の携帯電話は厳禁。講義を受講する上での最低限のマナーは、心得ておくこと。
病気等やむをえない理由による欠席の場合は次の講義で申し出ること。

【評価方法】
提出物（論文・レポートなど）、テスト、受講態度、出席状況等を総合的に評価する。

【テキスト】
毎回レジュメを配布する。

【参考文献】
下地芳郎（2012）『沖縄観光進化論』
九州経済調査協会編（2003）『新しい観光・集客戦略　2003年版　九州経済白書』
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の経済
担当教員 仲地　健

対象学年 １年 開講時期 前期・後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄経済の現状を理解し、自立へ向けた課題と展望を考える。

【授業の展開計画】

講義内容と講義の進め方、成績評価方法などを説明する。

沖縄の経済・社会状況①　経済状況の都道府県比較

沖縄の経済・社会状況②　社会状況の都道府県比較

米軍基地と沖縄経済①

米軍基地と沖縄経済②

米軍基地と沖縄経済③

沖縄振興策①

沖縄振興策②

沖縄振興策③

中間試験

県・市町村の財政状況

地域経済の自立について

沖縄観光の課題と展望①

沖縄観光の課題と展望②

沖縄観光の課題と展望③

【履修上の注意事項】
私語は厳禁。

【評価方法】
期末試験により評価する。

【テキスト】
特に指定しない。

【参考文献】
沖縄国際大学公開講座委員会編『沖縄経済の課題と展望』那覇出版社、1998年。
大城郁寛『図説　沖縄の経済』東洋企画、2007年。

期末試験
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の芸能
担当教員 杉本　信夫

対象学年 １年 開講時期 前期・後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄の歴史的、地理的位置を視点にして、グローバルに関係諸民族の芸能との比較、とくにヤマト（日本）の芸
能文化と沖縄のそれの質的差異について、例証をあげながら確認していく。芸能とは何か、そして今日の沖縄芸
能の隆盛に至るまでの、その原点となるものをおさえ、沖縄の芸能の将来について考える。

【授業の展開計画】

人類と芸能、芸能の発生についての類推的考察。

とくに沖縄の場合の神概念と芸能の関係。神と女性。

沖縄の地理的位置、風土人情、歴史的社会関係における芸能の特徴。

日本の固有芸能文化と、進んだ大陸文化の摂取の特徴。雅楽寮設置。

奈良「大仏開眼式」をめぐる、国際的大陸文化の開花と平安時代の芸能の日本化の時代

第一期琉球文化隆盛。琉球国の自立的な海外との交易と、文化交流。

日本のキリシタン文化の流入と禁制、徳川時代の緻密な階級制度。

孔子の「礼楽思想」と儒教の影響。琉球と日本の受け入れの違い。

武士階級の能楽への発展、江戸時代の庶民の文化芸能。

第二期琉球文化隆盛。薩摩の琉球侵略後の日本文化の影響。中国との朝貢関係と薩摩、踊り奉行設置

「琉球処分」沖縄県設置後の沖縄の芸能。庶民と王朝文化との関係。

方言禁止、日本の軍国主義による海外侵略の時代に「沖縄歌劇」が生まれる。

沖縄戦、米軍占領下における芸能文化。移民も含めて、沖縄文化の国際性。

沖縄の日本「復帰」後の芸能の様相。とくに、「君が代」問題を前後して。

ウムイ、おもろ、琉球古典芸能、沖縄民謡、宮古、八重山の芸能の特徴。将来の沖縄芸能の発展性。

【履修上の注意事項】
「沖縄の歴史、民俗」に関する講義を受けた後に受講すること。講義中は絶対私語はしないことを原則とする。

【評価方法】
レポートによる。テーマ「沖縄とヤマトの芸能文化の質的違いについて、例証をあげて述べよ」「沖縄の芸能の
将来性について」「この講義で学んだこと」

【テキスト】
テキストは特になし、必要に応じて資料を配布する。

【参考文献】
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の言語
担当教員 仲原　穣

対象学年 １年 開講時期 前期・後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄では現在でも老年層を中心に沖縄独特のことばが使われている。この言語（「琉球語」または「琉球方言」
）は奄美諸島から八重山諸島まで点在する島々で使用されている。しかし，若年層は老年層が使う方言が理解で
きず，中年層も方言のみで会話するのはほぼ困難である。このため，琉球語（琉球方言）は「消滅の危機に瀕す
る言語」とされている（2009年2月，国連教育科学文化機関《ユネスコ》にも消滅の危機にある言語と認定され
た）。このままでは近い将来，伝統的な方言は消滅してしまう。世界の言語のなかで，消滅の危機に瀕していた

【授業の展開計画】
講義では，①老年層が話すことばを理解できるようになること（聞き取る力をつける），②老年層と簡単な会話
をおこなえることを目標とし，琉球諸方言の音声や語法の知識を身につける。ただし，半期で基礎を学ぶため，
首里方言を中心に講義を進める。講義ではテキストの内容のほかに琉球諸方言と日本古語，現代日本語諸方言と
の関わり，わらべうた，ことわざ等も取り扱う。

講義概要／日本祖語と琉球語／琉球語と日本古語

ハ行音の歴史／琉球諸方言の多様性／琉球語の区画／挨拶ことば

三母音の原則／連母音の融合

子音の破擦音化／基礎の確認

助詞「～が」／指示語／ １拍語の対応

サ形容詞の活用①／動詞の終止形

動詞の活用①／ラ行動詞の禁止形／語中・語尾の「り」

ア行（イ・ウ）とヤ行（イィ）・ワ行（ウゥ）の区別／助詞「は」

動詞の活用②／係り結び／助詞「～を」

基礎の確認② ／助詞「～に」

動詞の活用③／疑問文／awaはaa

普通体と丁寧体／形容詞の丁寧体／

動詞の活用④／「～して」の表現／

動詞の活用⑤／サ形容詞の活用②／

ナ形容詞／助詞「～で」

【履修上の注意事項】
この講義は半期で沖縄の言語を学ぶ（語学は通常週２回）。そのため，１回の講義で多くのことを学び，覚えな

くてはならない。１回でも欠席すると講義について行けなくなるので，やむを得ない事情以外は出来る限り休ま
ないこと（欠席する際は，欠席届だけでなく添付書類を添えることが望ましい）。方言の講義だから簡単だろう
，と思っていると単位は取れない。外国語を学ぶつもりでいてほしい。講義を受ける前に前週で学んだテキスト
やプリントの箇所に目を通しておくと格段に理解が深まる。※補助プリントは，つづって毎時間持参すること。

【評価方法】
評価は学期末に行う試験の得点と授業への取り組みをもとに，総合的に判断する。

【テキスト】
『ＣＤ付改訂版　沖縄語の入門　―たのしいウチナーグチ― 』（白水社)西岡敏・仲原穣[著]，中島由美・伊狩
典子[協力]　※ＣＤ音声付きテキストなのでなるべく手に入れること。

【参考文献】
『沖縄の言葉と歴史』外間守善著（中公文庫）/　『沖縄語辞典―那覇方言を中心に―』内間直仁・野原三義編
著（研究社）/　『沖縄語辞典』国立国語研究所編（財務省印刷局[大蔵省印刷局]）※上記以外の参考文献につ

言語が学校教育による言語習得でみごとに復活した例がある。本来，言語は家庭や地域社会で実践的に身につけ

いては，講義の際に紹介する。

期末試験
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の工芸
担当教員 -佐久本　邦華

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
　沖縄の工芸の中で、沖縄県の立派な産業である伝統的染織物産業の現状を理解し、今後の沖縄の染織産業とし
て求められるものを学ぶことをねらいとしている。そのため、まず琉球王朝期の王族・士族のみが着用を許され
た紅型衣装について歴史的背景を学び、ならびにデザイン手法の確認を行う。その際、定説の誤りなどについて
触れ、科学的視点を持った研究の大切さを学んでもらう。次に、昭和60年代の記録映像を見てもらう。最後に現
在の伝統（染織）産業の実態について統計資料などをもとに理解を深めると共に若者の産業としての可能性を考

【授業の展開計画】

沖縄における布の歴史・形付(紅型)について

神女の守護する島Ⅰ（琉球開闢、オナリ信仰、巫女体系）　久米島君南風の画像・動画

神女の守護する島Ⅱ（琉球開闢、オナリ信仰、巫女体系）　ノロ衣装

神女の衣装　中世（13～16世紀）・近世（17～19世紀）

「おもろさうし」に描かれた神衣・・・「ゑがきみはね」

礼服の制定・・・・「袞衣」と「阿志阿計古毛子」／久米島の「阿志阿計古毛子」

唐尺・風水尺からみた形付(紅型)型紙

形付(紅型)の型紙・型紙のサイズ・紙の種類

琉球形付(紅型)型紙のコンピュータ・グラフィックス援用による幾何学的考察

クライス・ジェオメトリー理論（中世のヨーロッパ建造物・彫刻・絵画）

コンピュータ・グラフィックスを用いた形付(紅型)衣装の構図解析（衣装サイズ・文様配置）

形付(紅型)･琉球藍・芭蕉布のビデオ鑑賞

統計データに見る沖縄県の伝統衣類産業Ⅰ　紅型/芭蕉布/宮古上布･久米島紬・琉球絣・石垣織物

統計データに見る沖縄県の伝統衣類産業Ⅱ　紅型/芭蕉布/宮古上布･久米島紬・琉球絣・石垣織物

形付と「紅型」という名前について

【履修上の注意事項】
授業の効果を考えて、講義順序を入れ替える場合があります。おしゃべりには、厳しく対処します。

【評価方法】
中間レポート、期末テスト。

【テキスト】
『紅型に秘された祈り　～今、明かされる紅型の秘密～』、佐久本邦華・又吉光邦、沖縄教販。

【参考文献】
『琉球服装史』（嘉数律子）。鎌倉芳太郎の著作物。授業で配布するプリント類。「紅型型紙の幾何学的考察」
「沖縄県の伝統的衣類産業の一考察」「古琉球紅型の型紙の外寸と名称および館蔵（大黒屋型）との比較」など

える。

http://ir.okiu.ac.jp/handle/2308/357、http://ir.okiu.ac.jp/handle/2308/252を参照。

テスト



第 学年
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の工芸
担当教員 又吉　光邦

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄の工芸の中で、沖縄県の立派な産業である伝統的染織物産業の現状を理解し、今後の沖縄の染織産業とし
て求められるものを学ぶことをねらいとしている。そのため、まず琉球王朝期の王族・士族のみが着用を許され
た紅型衣装について歴史的背景を学び、ならびにデザイン手法の確認を行う。その際、定説の誤りなどについて
触れ、科学的視点を持った研究の大切さを学んでもらう。次に、昭和60年代の記録映像を見てもらう。最後に現
在の伝統（染織）産業の実態について統計資料などをもとに理解を深めると共に若者の産業としての可能性を考

【授業の展開計画】

沖縄における布の歴史・形付(紅型)について

神女の守護する島Ⅰ（琉球開闢、オナリ信仰、巫女体系）  久米島君南風の画像・動画

神女の守護する島Ⅱ（琉球開闢、オナリ信仰、巫女体系）  ノロ衣装

神女の衣装  中世（13～16世紀）・近世（17～19世紀）

「おもろさうし」に描かれた神衣・・・「ゑがきみはね」

礼服の制定・・・・「袞衣」と「阿志阿計古毛子」／久米島の「阿志阿計古毛子」

唐尺・風水尺からみた形付(紅型)型紙

形付(紅型)の型紙・型紙のサイズ・紙の種類

琉球形付(紅型)型紙のコンピュータ・グラフィックス援用による幾何学的考察

クライス・ジェオメトリー理論（中世のヨーロッパ建造物・彫刻・絵画）

コンピュータ・グラフィックスを用いた形付(紅型)衣装の構図解析（衣装サイズ・文様配置）

形付(紅型)･琉球藍・芭蕉布のビデオ鑑賞

計データに見る沖縄県の伝統衣類産業Ⅰ  紅型/芭蕉布/宮古上布･久米島紬・琉球絣・石垣織物

統計データに見る沖縄県の伝統衣類産業Ⅱ  紅型/芭蕉布/宮古上布･久米島紬・琉球絣・石垣織物

形付と「紅型」という名前について

【履修上の注意事項】
授業の効果を考えて、講義順序を入れ替える場合があります。おしゃべりには、厳しく対処します。

【評価方法】
期末テスト。 場合により、レポートを課すことがあります。

【テキスト】
『紅型に秘された祈り  ～今、明かされる紅型の秘密～』、佐久本邦華・又吉光邦、沖縄教販。

【参考文献】
『琉球服装史』（嘉数律子）。鎌倉芳太郎の著作物。授業で配布するプリント類。「紅型型紙の幾何学的考察」
「沖縄県の伝統的衣類産業の一考察」「古琉球紅型の型紙の外寸と名称および館蔵（大黒屋型）との比較」など

える。

http://ir.okiu.ac.jp/handle/2308/357、http://ir.okiu.ac.jp/handle/2308/252を参照。

テスト
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の考古学
担当教員 上原　静

対象学年 １年 開講時期 前期・後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
　考古学は物質的資料を研究することによって、過去の人々の生活行動様式、変遷を研究する学問である。本講
義では、沖縄および先島に展開した先史文化を周辺地域とも関連づけながら概観し、その特質を紹介する。

【授業の展開計画】

考古学とはどんな学問か、考古学の研究方法

沖縄人はどこから来たか

南西諸島の旧石器遺跡

沖縄諸島の新石器時代

縄文土器の出現とその変遷

先史時代の交流と交易

先史・歴史時代における人の住まい

先史・原史時代人の食材と調理

グスク時代の社会と文化

グスク遺跡出土の最初の文字

発掘された琉球王朝の居城

沖縄の世界文化遺産の特質

先島諸島の先史、原史時代の社会と文化

沖縄の海底遺跡、遺跡見学、映像による補講等

テスト

【履修上の注意事項】
３分の２以上出席すること。

遅刻・欠席は減点の対象とする。

【評価方法】
テストを行う。

【テキスト】

【参考文献】



第 学年
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の自然Ⅰ
担当教員 -仲田　栄二

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
　亜熱帯沖縄は、多くの島からなる島嶼県である。そして、島ごとに存在する自然は質と量において著しくこと
なる。
　本講義では、県下の島々を沖縄諸島・宮古諸島・八重山諸島の３つの諸島に区分して、その中から宮古島・久
米島・与那国島・伊江島・沖縄島を抽出し、島ごとの自然－生物的自然と非生物的自然－について学ぶことを目
的とする。

【授業の展開計画】

全体の構成についての説明

宮古島の陸の自然(1)－気候・地質・地形・河川

宮古島の陸の自然(2)－動物と植物

宮古島の海の自然－外海と潮間帯

久米島の陸の自然(1)－気候・地質・地形・河川

久米島の陸の自然(2)－動物と植物

久米島の海の自然－外海と潮間帯

与那国島の陸の自然(1)－気候・地質・地形・河川

与那国島の陸の自然(2)－動物と植物

与那国島の海の自然－外海と潮間帯

伊江島の陸の自然－気候・地質・地形と生物

伊江島の海の自然－外海と潮間帯

沖縄島の陸の自然(1)－気候・地質・地形・河川

沖縄島の陸の自然(2)－動物と植物

沖縄島の海の自然－外海と潮間帯

【履修上の注意事項】
追試・再試は行わない。

【評価方法】
評価はレポートまたは期末試験で判断する。

【テキスト】
指定しない。

【参考文献】
講義のなかで、随時紹介する。

期末試験
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の自然Ⅱ
担当教員 -仲田　栄二

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
　亜熱帯沖縄は、多くの島からなる島嶼県である。そして島ごとに存在する自然は質と量において著しくことな
る。
　本講義では、県下の島々を沖縄諸島・宮古諸島・八重山諸島の３つの諸島に区分して、その中から伊是名と伊
平屋島､西表島・伊良部島と下地島・石垣島・慶良間諸島を抽出し､島ごとの自然－生物的自然と非生物的自然－
について学ぶことを目的とする。

【授業の展開計画】

全体の構成についての説明

伊是名島と伊平屋島の陸の自然(1)－気候・地質・地形・河川

伊是名島と伊平屋島の陸の自然(2)－動物・植物

伊是名島と伊平屋島の海の自然－外海・潮間帯

西表島の陸の自然(1)－気候・地質・地形・河川

西表島の陸の自然(2)－動物・植生

西表島の海の自然－外海と潮間帯

伊良部島と下地島の陸の自然－気候・地質・地形・生物

伊良部島と下地島の海の自然－外海と潮間帯

石垣島の陸の自然(1)－気候・地質・地形・河川

石垣島の陸の自然(2)－動物と植物

石垣島の海の自然－外海と潮間帯

慶良間諸島の陸の自然(1)－気候・地質・地形・河川

慶良間諸島の海の自然(2)－動物と植物

慶良間諸島の海の自然－外海と潮間帯

【履修上の注意事項】
　追試・再試は行わない。

【評価方法】
評価はレポートまたは期末試験で判断する。

【テキスト】
　指定しない。

【参考文献】
講義のなかで、随時紹介する。

期末試験



第 学年１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の社会
担当教員 具志堅　邦子

対象学年 １年 開講時期 前期・後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
本講義では、沖縄の社会の構造を捉える。それとともに沖縄の社会のもつ可能性を探る。

【授業の展開計画】
１．ガイダンス 
２．はまうりとひなまつり
３．沖縄の社会の構造
４．神話的思考と歴史的思考
５．近代沖縄の社会と位牌継承慣行
６．観察する者を観察する
７．ナショナリズムと沖縄
８．ウチナーンチュの誕生

９．連結都市圏の誕生と第二のシマ社会
10．コミュニティ
11．沖縄における〈非時間性〉
12．<沖縄らしさ>を問う
13．似せ念仏からエイサーへの変換
14．戦後の社会変動とエイサー
15．新しいことが古いと感じられるパラドックス
16．テスト

【履修上の注意事項】
毎回の受講の積み重ねが重要です。なお講義時に配付する資料は、次回に持ち越して配布しません。

【評価方法】
出席、リアクション・ペーパー、テスト等から総合的に評価する。

【テキスト】
特になし。必要に応じて資料を配布する。

【参考文献】
講義時に随時紹介する。



第 学年１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の宗教
担当教員 加治　順人

対象学年 １年 開講時期 前期・後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
　本講義では、沖縄で信仰されている様々な宗教的事象を取り上げ、それがいつごろ始まって、どのような目的
で行われ我々の生活に関係しているのかを概説していきます。前半は現在沖縄で行われている伝統的な信仰を取
り上げ、後半は外国から入ってきた宗教について説明します。

【授業の展開計画】
1週目　登録・講義内容の説明　　　　　　　 　　　 8週目　沖縄の年中行事　　　　　　　　　　　　　　　
2週目　沖縄固有の信仰(セヂとマブイ)　　　　 　　 9週目　外来宗教(仏教)
3週目　沖縄固有の信仰(ユタ)　　　　             10週目　外来宗教(神社)
4週目　沖縄固有の信仰(ノロ)　　　　　　    　　 11週目　外来宗教(道教)　
5週目　沖縄固有の信仰(火の神)                   12週目　外来宗教(キリスト教)　
6週目　沖縄固有の信仰(位牌)　　　　     　　　　13週目　外来宗教(新宗教)
7週目　沖縄固有の信仰(御嶽信仰)　　　　　    　 14週目　レポート提出

【履修上の注意事項】
抽選となった場合は、4年次より優先し抽選する。

【評価方法】
試験は行わず、出席とレポートによって総合的に評価する。

【テキスト】
指定あり(一冊)。講義中に使用するので必ず購入すること

【参考文献】
講義ごとにその都度紹介する。



第 学年１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の政治と法
担当教員 鳥山　淳

対象学年 １年 開講時期 前期・後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
　この講義のテーマは、戦後沖縄の〈政治と法〉を考えるうえで不可欠な問題をたどりながら、その構造や歴史
的背景を理解することにある。そのために、「占領と基地」「復帰を問い直す」という２つの視点を設定し、今
日もなお沖縄社会が背負い続けている矛盾の成り立ちを確認する。そのうえで、「継続する問題」に目を向けて
、引き続き問われていくであろう重要な課題ついて考える。

【授業の展開計画】
1 　講義の概要とねらい
2 　占領と基地①　沖縄戦と基地建設 
3 　占領と基地②　米ソ対立と沖縄政策 
4 　占領と基地③　対日講和条約 
5 　占領と基地④　1950年代の基地拡張（前） 
6 　占領と基地⑤　1950年代の基地拡張（後） 
7 　復帰を問い直す①　復帰への道のり 
8 　復帰を問い直す②　沖縄返還と密約問題 

9 　復帰を問い直す③　コザ暴動とその背景 
10　復帰を問い直す④　基地固定化政策 
11　継続する問題①　戦後50年のうねり 
12　継続する問題②　普天間問題の15年
13　継続する問題③　米軍基地は「抑止力」か？
14　継続する問題④　沖縄から考える原発政策　 
15　継続する問題⑤　ベトナム戦争と枯葉剤
16　 学期末テスト

【履修上の注意事項】
抽選となった場合には、３・４年次を優先し、１・２年次を抽選とする。

歴史的経緯をふまえて今日の問題をより深く理解しようという意欲を持った学生の参加を希望する。

【評価方法】
学期末試験（70％）および参加姿勢（30％）によって評価する。参加姿勢については、講義内容に関する質問・
感想用紙の提出を通して判断する。

【テキスト】
テキストは指定せず、必要な資料を講義の中で配布する。

【参考文献】
大城将保『昭和史のなかの沖縄』（岩波ブックレット）
宮城悦二郎『沖縄占領の２７年間』（岩波ブックレット）
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の地理
担当教員 -宮内　久光

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄県には約40の有人島があり，豊かな自然環境のもとで，多様で個性的な人文・社会現象がみられる。本講義
では，沖縄県を特に人文地理学の視点から，その地域性を講述するものである。講義では，人口，都市，産業，
地域振興，国際化という切り口から現代沖縄の地域性をみていく。講義の他に，巡検なども実施して（希望者の
み），現地で理解を深める取り組みもおこなう。

【授業の展開計画】

オリエンテーション

沖縄県の人口1（人口の変化）

沖縄県の人口2（人口の流入　座間味島の人口増加）

沖縄県の人口3（人口の流出　若者のキセツ移動）

沖縄県の人口4（架橋による浜比嘉島の人口変化）

沖縄県の都市1（都市と都市圏）

沖縄県の都市2（都市内部の社会空間）

沖縄県の産業1（農業･･･農業生産物と産地形成）

沖縄県の産業2（建設業･･･建設業者の転業）

沖縄県の産業3（IT産業･･･コールセンターの立地と女性就業）

沖縄県の産業4（観光業･･･マスツーリズムとエコツーリズム）

沖縄県の地域振興1（那覇新都心の再開発）

沖縄県の地域振興2（離島の特産品開発）

沖縄県の国際化1（世界のウチナーンチュ大会とWUB）

沖縄県の国際化2（ウチナーンチュの連携）

【履修上の注意事項】

【評価方法】
10回以上の授業出席を前提に，テスト（60％）およびレポート（40％）により評価する。なお，この授業に関す
る特別な取り組みに対しても，点数化して評価に加点する。

【テキスト】

【参考文献】
帝国書院編集部編『日本のすがた１　九州地方』（2013）帝国書院
平岡昭利編著『離島研究Ⅳ』（2010）海青社
平岡昭利著『アホウドリと帝国日本の拡大』（2012）明石書店

期末試験



第 学年１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の地理
担当教員 小川　護

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
琉球列島や沖縄本島をはじめとする、亜熱帯地域「沖縄」における自然環境と人々の生活、文化、産業などにつ
いて、地理学の立場からアプローチを行う。講義は郷土「沖縄」が理解しやすいように、パワーポインターや
VTRなどの映像資料を活用しながらやさしく行う予定である。

【授業の展開計画】
1.沖縄の地理的位置とその概観
2.沖縄の自然環境-地形と土壌
3.沖縄の気候
4.沖縄の農業
5.沖縄の鉱工業
6.沖縄の水産業
6.沖縄の商業と交通
7.沖縄の都市地域

8.沖縄の村落地域
9.沖縄の人口移動と移民
10.離島地域の自然と人々のくらし(宮古島)
11.離島地域の自然と人々のくらし(八重山)
13.沖縄の地名と集落
14.沖縄の基地問題
15.これからの沖縄

【履修上の注意事項】
沖縄の地図を用意すること(市販のものでかまわない)。

【評価方法】
出席状況(講義回数分の1/3以下は単位不可)と数回のレポート提出および試験で総合的に判断する。

【テキスト】
とくになし。

【参考文献】
仲田邦彦(2009)沖縄県の地理、編集工房東洋企画.
中山満, 堂前亮(1983)沖縄の地理  島の自然と生活 新星出版社
シリーズ： 日本の地誌 10 九州・沖縄 朝倉書店
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の地理
担当教員 崎浜　靖

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
本講義では、沖縄の自然・文化に関わる地理的事象について、島嶼地理学及び地誌学的視点から検討する。とく
に亜熱帯特有の沖縄の気候環境をベースに、地形・地質・土壌など多様な自然環境のなかで営まれてきた人々の
暮らしぶりを見つめながら、「島嶼」としての「沖縄」を考えていきたい。

【授業の展開計画】

沖縄の地理的位置

沖縄の自然地理①－気候・気象－

沖縄の自然地理②－地形・地質・土壌－

沖縄の自然地理③－水文環境と水利用－

沖縄の文化地理①－村落の景観－

沖縄の文化地理②－村落の社会構造－

沖縄の文化地理③－農耕と漁労－

沖縄の社会地理①－都市空間の形成－

沖縄の社会地理②－都市への人口移動－

沖縄の社会地理③－離島の地域構造－

宮古諸島の地誌①

宮古諸島の地誌②

八重山諸島の地誌①

八重山諸島の地誌②

大東諸島の地誌

【履修上の注意事項】
地図帳を持参して講義に参加すること。出席と課題を重視するので注意すること。

【評価方法】
期末試験と課題点、出席状況により総合的に判断する。

【テキスト】
テキスト：毎回、プリントを配布する。

【参考文献】
参考文献：参考文献は、講義中に適宜紹介する。

試験



第 学年１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の美術
担当教員 -花城　郁子

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
琉球王国、沖縄の近・現代美術を通して、外部からの影響により内になる気づきをどのように表現してきたかを
、美術作品を通して学ぶ。リアクション・ぺーバーを描く・書くことで、自身の表現力を問うと共に沖縄の文化
を創造・継承していくのは自分たちである意識を高め、沖縄で表現する意味を考える場とする。

【授業の展開計画】
01：ガイダンス
02：琉球王朝時代の絵画-王の影・御後絵
03：琉球王朝時代の絵画-国家貿易・贈答品としての鑑賞絵画
04：王権の証、ムラの守神、民衆と同居するシーサー
05：作品鑑賞ー県立博物館・美術館、中間レポート
06：沖縄県立博物館・美術館の歴史
07：戦前の画家達ー名渡山愛順と大嶺政寛（沖縄を背負う）
08：戦争は画家をどう変えたかー美術村「ニシムイ」

09：戦争画ーレオナルド・藤田を通して
10：沖縄の精神文化ー岡村吉右衛門の眼差し
11：岡本太郎が観た沖縄ー沖縄文化論より
12：絵画鑑賞法-1
13：絵画鑑賞法-2
14：絵画鑑賞法-3
15：まとめ
16：レポート形式の試験

【履修上の注意事項】
私語、雑談、遅刻禁止。美術に興味を持ち、表現とは何かを考え、理解しようという意欲を持った学生の参加を

希望。毎講義では小演習としてリアクションペーパーを書く、描く。
各自準備するもの：色鉛筆、マーカー、ハサミ、ノリ、セロテープなど。
美術館や画廊などの展示により、「作品鑑賞」の日程が前後する可能性がある。

【評価方法】
リアクション・ペーパーと試験で総合的に評価。

【テキスト】
適宜に配布。

【参考文献】
美術館、画廊、野外展示など美術作品展示空間に行き作品鑑賞、及び映画やテレビなどの美術関係の番組鑑賞。
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の文学
担当教員 -浜川　仁

対象学年 １年 開講時期 前期・後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
戦前から復帰前、そして復帰以後の沖縄の文学の推移を概観する。芥川賞受賞作をはじめとする主要な文学作品
を分析し、時代背景とのかかわりのなかで理解を深める。

【授業の展開計画】
進行速度はスケジュールによるが、学生は各自でクラスの正確な進行状況を把握するよう努めること。やむをえ
ず欠席するばあい、そのつど教官か他の学生に教えてもらうこと。

はじめに:「沖縄文学略年表」（『沖縄文学選』）

戦前の小説:「奥間巡査」（池宮城 積宝、『沖縄文学選』）、「滅びゆく琉球女の手記」（久志 富

戦後第一世代:「痣と傷痕」（嘉陽安男、『新沖縄文学』第41号）、「カクテルパーティー」（大城

『琉大文学』派:「みなし児の歌」「日本が見える」（新川明、『日本が見える』）「船越義彰論」

60年代派:「変革のイメージ」「沖縄戦後詩史」（清田政信、『沖縄文学全集　評論Ⅰ』第7巻）、

本土復帰：「水平軸の発想」（岡本恵徳、『沖縄文学全集　評論Ⅱ』第18巻）

少　年：「オキナワの少年」（東峰夫、『沖縄文学選』）、「軍鶏」（目取真俊、『作品選』）

記　憶：「水滴」（目取真俊、『沖縄文学選』）「〈企て〉としての少年」（新城郁夫、『沖縄文学

女：「伊佐浜心中」（長堂英吉、『作品選』）「嘉間良心中」（吉田スエ子、『沖縄文学選』）「鬼

言　語：「オキナワの少年」（東峰夫、『沖縄文学選』）、「「オキナワの少年――試論」」（大

復帰後の詩：「ソールランドを素足の女が」（仲地裕子）、「骨のカチャーシー」（芝　憲子）、「

カルチュラル・スタディーズ：「豚の報い」（又吉栄喜、『沖縄文学選』）、「イメージをとらえる

ポストコロニアリズム：「日本人という植民地」（野村浩也、『植民者へ』）

癒　し：「銀のオートバイ」（中原晋、『沖縄短編小説集』）、「Ｋ共同墓地死亡者名簿」（大城貞

試　験

【履修上の注意事項】
【授業予定】

『沖縄文学選』　 岡本 恵徳・高橋 敏夫 編　勉誠出版 、『悲しき亜言語帯』　仲里　効 著　未来社
『沖縄イメージの誕生』　多田　治 著　東洋経済新報社　、『沖縄短編小説集』　琉球新報社
『植民者へ』　野村 浩也 編著　松籟社　、『沖縄文学全集　評論Ⅰ』　沖縄文学全集編集委員会 編、国書刊
行会、他

【評価方法】
試　　験（学期末）   100ポイント
論文、エッセイ、など（希望者のみ） 最高20ポイントを加算する
出　　席    無断で欠席するごとに2ポイント減
（注-1）授業日数の3分の1欠席すると、規定により自動的に不可となる。
（注-2）3回の遅刻は1回の欠席と見なす。

【テキスト】
1.教材は学内書店で購入すること　（『現代沖縄文学作品選』　川村 湊編　講談社文芸文庫）
2.副読本は、そのつどクラスで配布する

【参考文献】

まとめ　＆　論考の提出



第 学年１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の民俗
担当教員 波平　エリ子

対象学年 １年 開講時期 前期・後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
　民俗学とは、私たちの生活を素材に、フィールドワークを通してその変遷の過程をさぐり、生活文化の特質を
理解する学問である。本講義では、沖縄の民俗文化をさまざまな角度から概説する。具体的には、沖縄の伝統的
村落と生業、家族と親族、霊的職能者を主たるテーマとして取り上げ、沖縄の民衆文化がどのような特色を持っ
ているのかを論じる。また理解を深めてもらうために映像資料等も活用しながら講義を進めていく。

【授業の展開計画】
１回　 本講義を始めるにあたって～民俗学入門　
２回  柳田國男と民俗学
３回　 沖縄の村落１～地域と共同体
４回  沖縄の村落２～地域と信仰
５回　 沖縄の村落３～拝所の多様性　
６回　 沖縄の村落４～家・屋敷
７回  生業１～生業
８回  生業２～生業と鉄道

９回  家族・親族１～家族と親族　　　
10回　 家族・親族２～門中の成立　
11回　 家族・親族３～門中の特徴
12回　 家族・親族４～位牌祭祀　
13回　 霊的職能者１～ユタ
14回　 霊的職能者２～沖縄社会とユタ
15回　 まとめ
16回  試験

【履修上の注意事項】

【評価方法】
授業参加度と試験の総合評価。

【テキスト】
特になし。
必要に応じ資料を配布する。

【参考文献】
『トートーメーの民俗学講座～沖縄の門中と位牌祭祀～』ボーダーインク2010年
『沖縄軽便鉄道マップ』ボーダーインク2008年



第 学年１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の民俗
担当教員 儀間　淳一

対象学年 １年 開講時期 前期・後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄では現在でも先人たちから受け継がれてきた行事や習俗に接する機会が多いが、それと同時に今では見るこ
とのできない習俗も少なくない。
本講義では、このような行事や習俗、日々の暮らしを支える生業などについて身近な事例とともに映像等を活用
しながら紹介し、これらの由来や変遷、特徴などについて考える。
本講義をきっかけに出身地や住んでいる地域など自分の足もとを見つめ直してほしい。

【授業の展開計画】
１週目　民俗とは　　　　　　　　　　　　　９週目　祖先崇拝
２週目　沖縄の村落①（地理的環境）　　　　10週目　ユタ
３週目　沖縄の村落②（社会と経済）　　　　11週目　外来の信仰①
４週目　沖縄の村落③（信仰と祭祀組織）　　12週目　外来の信仰②
５週目　年中行事①　　　　　　　　　　　　13週目　仕事と暮らし①
６週目　年中行事②　　　　　　　　　　　　14週目　仕事と暮らし②
７週目　ひとの一生②　　　　　　　　　　　15週目　仕事と暮らし③
８週目　ひとの一生①

【履修上の注意事項】
私語は慎む。講義中むやみに教室を出入りしない。

【評価方法】
出席状況、試験、レポートを総合的に評価する。

【テキスト】
特になし。適宜レジュメを配布する。

【参考文献】
講義で随時紹介する。
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の民俗
担当教員 -三上　智恵

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
｢汝の立つところを深く掘れ｡民俗学の祖･柳田国男や沖縄学の父･伊波普猷が好んで使った言葉です｡ところで｢あ
なたはどこの人ですか?｣自分の足元を知る人は少ないものです｡まずはこの問いに向き合うところから､自分を取
り巻く文化や人々の営みを視る目が養われていくのです｡私は民俗学とは｢人々を偏見から自由にし､ひいては文
化や民族や宗教を理解するところから戦争をなくす力を持つ学問｣と信じています｡民俗学の成立や時代背景と沖
縄民俗学の基礎を学び､自文化と他文化両方に敬意を持つ視座を獲得したいと願っています。

【授業の展開計画】
　

汝の足元を知る　「あなたはどこの人？」のアンケートから立ち位置を考える

民俗学の祖　柳田国男の思想と遠野物語

沖縄学の父　伊波普猷と日琉同祖論・P音考

人類館事件から　博物館まで～文化を視る目とオリエンタリズム

沖縄のシャーマニズム１　　ノロの世界

沖縄のシャーマニズム２　　ユタの世界

沖縄のシャーマニズム３    村落祭祀の中のノロとユタ

沖縄のシャーマニズム4    大神島の女性祭祀者の世界

沖縄の神々１　来訪する神々　アカマタ・マユンガナシ・ミロク・ンナフカ

沖縄の神々2 　定住する神　　アマミキヨ・天人・土帝君・天妃・媽祖信仰

沖縄の神々3　　異形の神　ダドュダ・南島（フェーヌシマ）オニ

ジュゴンの文化１

ジュゴンの文化２

エイサーの起源と袋中上人

大神島特別講義１　ライフヒストリー

【履修上の注意事項】
貴重なビデオなどの教材や、講義室でしか話せない（テキスト化できない）話も多く含まれることから、私語や

メール、緊急時以外の途中退室などほかの学生の講義の集中を妨げる行為が見受けられた場合は講義室から退室
していただきます。

【評価方法】
出席日数とリポートの評価

【テキスト】
その都度資料を配付する

【参考文献】
その都度紹介する

大神島特別講義２　産育習俗と死



第 学年１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の民俗
担当教員 城間義勝

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
　民俗とは、私たちの暮らしのなかで伝承される風習（ならわし・しきたり）のことをいいます。それらは教科
書などの書物から習うものではなく、見たり、聞いたり、経験することで覚え、次の世代へと語り継いでいきま
す。本講義では、沖縄各地で語り継がれている民俗事象を紹介しながら、そこに住む人々の多様な生活文化を見
ていきたいと思います。また、自分が住んでいる地域や家族との関係を見つめ直し、コミュニケーションの大切
さを知っていただきたいと思います。

【授業の展開計画】
１週目　講義内容説明         ９週目　年中行事②
２週目　民俗学と沖縄研究     10週目　ビデオ
３週目　村落①（シマ）       11週目　年中行事③（綱引き）
４週目　村落②（聖地）       12週目　人生儀礼①
５週目　村落③（聖地）       13週目　人生儀礼②  
６週目　家・屋敷             14週目　シマを歩く①
７週目　家族と親族           15週目　シマを歩く②
８週目　年中行事①           16週目　来訪神祭祀

講義終了時にレポートを提出。
・15週ある講義の中で、興味を持ったテーマを１つ取り上げ、レポートを作成する。
・選んだテーマに関して、必ず親・祖父母・地域の人から話を聞く。
・他府県出身の生徒や留学生は、出身地の行事と沖縄の行事を比較してもよい。
・パソコン書き（手書き不可）　A４サイズ２～３枚ほど（上限なし）。
  以下の項目に沿って、レポートを作成する。
　　①学部・学科・学籍番号・名前　　
　　②テーマ
　　③選んだ理由　　　　　　　　　　

　　④報告（聞き取りしたこと）
　　⑤まとめ（感想・これからの発展）
　　⑥参考文献

【履修上の注意事項】
私語は慎む。

【評価方法】
出席状況。講義終了時にレポートを提出。

【テキスト】
テキストはなし。講義毎にレジュメを配布する。

【参考文献】
参考図書は講義毎に随時、紹介する。



第 学年１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の民話
担当教員 祷　晴一郎

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄の民話について幅広く学ぶ。

【授業の展開計画】
１．「沖縄の民話」概要、前期講義概要の説明
２．民話研究の歴史、民話と伝承話、分類
３．神話Ⅰ
４．神話Ⅱ
５．伝説Ⅰ
６．伝説Ⅱ
７．昔話Ⅰ
８．昔話Ⅱ　

９．昔話Ⅲ
10．昔話Ⅳ
11. 動物昔話Ⅰ
12．動物昔話Ⅱ
13．笑い話Ⅰ
14．笑い話Ⅱ
15．民話の活用
16．まとめ、レポート提出

【履修上の注意事項】
日本文化学科の学生は、この講義ではなく後期の口承文芸学の講義の方を受けてもらいたい。

【評価方法】
出席状況（欠席５回の時点で単位は認められない）また、遅刻や欠席数により減点します。
レポート提出

【テキスト】
特になし。資料は講義ごとに配布する。

【参考文献】



第 学年
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の歴史Ⅰ
担当教員 田名　真之

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄の前近代史(古琉球から琉球処分期まで)について学習する。通史と個別テーマで古琉球と近世琉球の歴史と
文化について、中国、日本など対外関係も視野に入れながら考える。

【授業の展開計画】

1.総論・講義の概要

2.初期王統ー舜天・英祖・察度各王統の系譜

3.古琉球王国の成立ー尚巴志の三山統一　第一尚氏政権

4.古琉球王国の展開ー尚円・尚真の時代　第二尚氏政権

5.大交易時代ー中国冊封体制と海外交易の展開ー日本・朝鮮・東南アジア

6.島津侵入ーその背景と島津の支配

7.羽地朝秀と「羽地仕置」ー古琉球から近世琉球へ

8.蔡温の国づくりー近世琉球の確立

9.士と農ー身分制の社会

10.墓をめぐるアラカルトー意匠、厨子甕、風水etc

11.冊封と冊封使録

12.江戸上りー幕藩体制下の異国琉球

13.近世の中国貿易

14.外艦渡来ーバジル・ホール、ベッテルハイム、ペリー

15.琉球処分ー琉球王国の滅亡 　　　

【履修上の注意事項】
遅刻しないこと。質問は積極的に。

【評価方法】
試験の成績で評価

【テキスト】
講義でプリント配布。

【参考文献】
安里進他『沖縄県の歴史』(山川出版社)、豊見山和行編『琉球・沖縄史の世界』(吉川弘文館)、その他参考文献
は適宜紹介

　テスト



第 学年
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の歴史Ⅰ
担当教員 恩河　尚

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
前近代（先史時代から江戸時代）の沖縄歴史をⅠ・Ⅱを通して通史的に概観する。その際、日本史や東アジア史
の動向も意識しながら、その中で沖縄という地域をどう位置づけていけばよいのか留意したい。また、教師の一
方的な話にならないよう、努めて学生さんたちとキャッチボ－ルしながら（彼らの疑問点等の把握）、講義を進
めていきたい。そうすることによって、たとえば「首里城」であれば、学生さん自身で「首里城」を案内できる
ようなレベルに目標を設置し、たえず実践的な意味づけをしながら授業を展開していきたい。

【授業の展開計画】

沖縄の歴史概観

沖縄の歴史概観

沖縄の歴史概観

グスク時代と古琉球

グスク時代と古琉球

大交易時代と古琉球

大交易時代と古琉球

進貢貿易と大交易時代

進貢貿易と大交易時代

向象賢（羽路朝秀）と蔡温

向象賢（羽路朝秀）と蔡温

薩摩侵入

薩摩侵入

薩摩侵入の歴史的意義

薩摩侵入の歴史的意義

【履修上の注意事項】
沖縄の歴史ⅠとⅡを通史的に行っているので、Ⅱの履修はなるべくⅠの履修者が望ま　しい。また履修の条件は

、雑談・私語の厳禁、これ以外はなし。

【評価方法】
成績評価の方法はレポートとテストで行います。

【テキスト】
適当なテキストがないため、前述した授業の展開計画に沿って、その都度レジュメを　作成・配布します。

【参考文献】
参考文献は、レジュメの最後に掲載します。

学期末試験



第 学年

週 授　　　　　業　　　　　の　　　　　内　　　　　容
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の歴史Ⅰ
担当教員 -新城　俊昭

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄の歴史を学ぶ目的は，単に祖先の歩んできた足跡を知ることだけにとどまらない。抽象的・一般的
な概念でまとめられた歴史像に，地域のより具体的に掘り下げられた歴史事象を照らしあわせることによっ
て歴史の本質にせまるという，歴史観を培ううえでのもっとも重要な役割をも担っているのである。本講座
では、琉球・沖縄の歴史から先人の経験を学ぶとともに，日本，アジア，そして世界の歴史をみる目を養ってい
きたいと考えている。

【授業の展開計画】
旧石器時代から琉球王国崩壊までの沖縄の歴史と文化を、歴史的な出来事だけでなくヒト・モノにも焦点をあて
ながら学ぶ。毎時間テーマに沿って学習を展開し、課題を深く掘り下げて学ぶことにより歴史的な思考力を培い
、沖縄人としてのアイデンティティの確立を図る。

沖縄人(ウチナーンチュ)はどこから来たか～旧石器時代のアジア・日本・沖縄を概観する。

貝塚は何を語っているか～沖縄貝塚文化の特徴と縄文・弥生文化との関係。

グスクはどのように誕生したか～按司と三山時代の形成。

琉球王国の誕生～尚巴志による三山統一。明との冊封・朝貢関係と王国の構造。

第二尚氏王統の誕生と琉球の繁栄～金丸のクーデター。尚真の中央集権政策。

琉球の大交易時代～東アジア・東南アジアを股にかけた琉球の大交易がもたらしたもの。

島津はなぜ琉球を侵略したか～幕府・薩摩と琉球の関係。その後の琉球と中国の関係。

薩摩の侵略で琉球はどう変わったか～琉球の検地と奄美諸島の分割。江戸使節の意義。

近世琉球の政治体制～羽時朝秀の政治改革。蔡温の政策。

薩摩支配下の進貢貿易～赤字に悩む進貢貿易。

農村の実態～土地制度と税制。農務帳に見る農村社会。

宮古・八重山の統治～人頭税は過酷な税制か。乾隆36年の大津波がもたらした影響。

琉球文化の特徴～イモの伝来と産業、近世の交通網、学問と文学の発達、美術工芸、芸能の発達

欧米船の来航～フランスの開国要求。ペリーの来航。通事・牧志朝忠にみる王国末期の琉球

沖縄の歴史と文化のまとめ～沖縄歴史検定なども利用

【履修上の注意事項】
毎回のテーマの進捗状況によっては、扱うテーマを多少変更する場合もある。

【評価方法】
毎時間の評価及び課題と試験の結果で評価する。試験は本講座で学んだ基礎知識の確認と，予め与えた課題から
出題する。配分は毎時間の授業評価3割、課題3割、テスト4割。また、授業に取り組む姿勢や意欲も重視する。
場合によっては加点・減点することがある。

【テキスト】
『沖縄から見える歴史風景』新城俊昭著（編集工房東洋企画発行）。『琉球・沖縄　歴史人物伝』新城俊昭著（
沖縄学販発行）。他（プリントで配布または毎時間授業で紹介）

【参考文献】
『琉球・沖縄　歴史人物伝』新城俊昭著（沖縄学販発行）。他（プリントで配布または毎時間授業で紹介）

学期末試験



第 学年
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の歴史Ⅱ
担当教員 恩河　尚

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
前近代（先史時代から江戸時代）の沖縄歴史をⅠ・Ⅱを通して通史的に概観する。その際、日本史や東アジア史
の動向も意識しながら、その中で沖縄という地域をどう位置づけていけばよいのか留意したい。また、教師の一
方的な話にならないよう、努めて学生さんたちとキャッチボ－ルしながら（彼らの疑問点等の把握）、講義を進
めていきたい。そうすることによって、たとえば「首里城」であれば、学生さん自身で「首里城」を案内できる
ようなレベルに目標を設置し、たえず実践的な意味づけをしながら授業を展開していきたい。

【授業の展開計画】

間切と村

間切と村

沖縄人の姓名について

沖縄人の姓名について

沖縄人の姓名について

首里城と東アジア社会

首里城と東アジア社会

首里城と東アジア社会

家譜の編集

家譜の編集

沖縄の道Ⅰ

沖縄の道Ⅰ

沖縄の道Ⅱ

近代沖縄の前夜（牧志・恩河事件と島津斉彬）

近代沖縄の前夜（牧志・恩河事件と島津斉彬）

【履修上の注意事項】
沖縄の歴史ⅠとⅡを通史的に行っているので、Ⅱの履修はなるべくⅠの履修者が望ま　しい。また履修の条件は

、雑談・私語の厳禁、これ以外はなし。

【評価方法】
成績評価の方法はレポートとテストで行います。

【テキスト】
適当なテキストがないため、前述した授業の展開計画に沿って、その都度レジュメを　作成・配布します。

【参考文献】
参考文献は、レジュメの最後に掲載します。

学期末試験



第 学年

週 授　　　　　業　　　　　の　　　　　内　　　　　容
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の歴史Ⅱ
担当教員 -新城　俊昭

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄の歴史を学ぶ目的は，単に祖先の歩んできた足跡を知ることだけにとどまらない。抽象的・一般的な概念で
まとめられた歴史像に，地域のより具体的に掘り下げられた歴史事象を照らしあわせることによって歴史の本質
にせまるという，歴史観を培ううえでのもっとも重要な役割をも担っているのである。本講座では、琉球・沖縄
の歴史から先人の経験を学ぶとともに，日本，アジア，そして世界の歴史をみる目を養っていきたいと考えてい
る。

【授業の展開計画】
琉球王国の崩壊から現代までの沖縄の歴史と文化を、歴史的な出来事だけでなくヒト・モノにも焦点をあてなが
ら学ぶ。毎時間テーマに沿って学習を展開し、課題を深く掘り下げて学ぶことにより歴史的な思考力を培い、沖
縄人としてのアイデンティティの確立を図る。

琉球王国はどのように解体されたか～廃琉置県(琉球処分)。分島増約問題

沖縄県民は世替わりをどのように受け止めたか～旧慣温存策と沖縄県政

沖縄の民衆はどのように権利を獲得したか～人頭税廃止運動。謝花昇と民権運動

ソテツ地獄とはどのような社会状況か～大戦景気とソテツ地獄。海外移民と出稼ぎ

十五年戦争はどのように始まったか～沖縄の皇民化政策。軍国主義の台頭と沖縄

日本はなぜ戦争を拡大させたか～戦時体制と県民の暮らし。標準語励行運動がもたらしたもの

日本はなぜアメリカと戦争をはじめたか～アジア太平洋戦争の勃発。沖縄と軍国主義教育

沖縄戦はなぜおこったか～軍事基地としての沖縄の役割。沖縄戦前夜(対馬丸事件・十十空襲)

沖縄戦から何を学ぶか～住民犠牲の特徴。強制集団死の実態(ﾁﾋﾞﾁﾘｶﾞﾏとｼﾑｸｶﾞﾏ)

戦後の焼け跡から沖縄はどのように立ち上がったか～収容所から始まった戦後。米軍支配の実態

島ぐるみ闘争はなぜおこったか～軍用地の強制接収と島ぐるみ闘争。琉球政府の創設

沖縄住民はなぜ日本復帰を望んだか～基地被害の実態。ベトナム戦争と沖縄。祖国復帰運動

日本復帰で沖縄の何が変わったか～新生沖縄県。復帰三大事業と交通方法の変更。密約を暴く

21世紀の沖縄はどこへ向かおうとしているのか～復帰後の保革県政。現代の課題と基地問題

琉球・沖縄の歴史と文化のまとめ～沖縄歴史検定などを利用

【履修上の注意事項】
毎回のテーマの進捗状況によっては、扱うテーマを多少変更する場合もある

【評価方法】
毎時間の評価及び課題と試験の結果で評価する。試験は本講座で学んだ基礎知識の確認と，予め与えた課題から
出題する。配分は毎時間の授業評価3割、課題3割、テスト4割。また、授業に取り組む姿勢や意欲も重視する。
場合によっては加点・減点することがある。

【テキスト】
『沖縄から見える歴史風景』新城俊昭著（編集工房東洋企画発行）。『琉球・沖縄　歴史人物伝』新城俊昭著（
沖縄学販発行）。他（プリントで配布または毎時間授業で紹介）

【参考文献】
『琉球・沖縄　歴史人物伝』新城俊昭著
（沖縄学販発行）。他（プリントで配布または毎時間授業で紹介）

学期末試験
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の歴史Ⅲ
担当教員 伊敷　勝美

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
近現代の沖縄研究を学ぶうえでの基礎的な学習を行います。明治初期から日本復帰前後までを扱い、その時代の
地域の動きや住民に焦点をあてていきます。時に講義のテーマのアウトラインをつかむため、新聞資料や映像資
料等も使います。ダイナミックさと豊かさ、そして個性をもつ沖縄歴史の｢見方｣をさまざまな側面から捉えるこ
とができればと思います。

【授業の展開計画】

廃藩置県前夜の沖縄

近代の諸改革と住民

移民①－沖縄からの戦前移民

移民②－沖縄からの国策移民

出稼ぎと金の卵（戦前）

沖縄戦への道

戦後引き揚げ①

戦後引き揚げ②

戦後復興と基地建設

都市の建設と特飲街

エイサーと伝統

コザ｢暴動｣と住民

基地と毒ガス移送と住民

復帰前後の沖縄①

復帰前後の沖縄②

【履修上の注意事項】

【評価方法】
レポートと試験の総合点に、出席状況を勘案して評価をします。

【テキスト】
毎回、講義資料を配布します。

【参考文献】
参考文献は、講義のなかで適宜紹介します。

学期末試験
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１【2013年度　共通科目  沖縄関係科目群】

沖縄の歴史Ⅲ
担当教員 -新城　俊昭

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
沖縄の歴史を学ぶ目的は，単に祖先の歩んできた足跡を知ることだけにとどまらない。抽象的・一般的な概念で
まとめられた歴史像に，地域のより具体的に掘り下げられた歴史事象を照らしあわせることによって歴史の本質
にせまるという，歴史観を培ううえでのもっとも重要な役割をも担っているのである。本講座では、琉球・沖縄
の歴史から先人の経験を学ぶとともに，日本，アジア，そして世界の歴史をみる目を養っていきたいと考えてい
る。

【授業の展開計画】
旧石器時代から現代までの沖縄の歴史と文化を、歴史的な出来事だけでなくヒト・モノにも焦点をあてながら学
ぶ。毎時間テーマに沿って学習を展開し、課題を深く掘り下げて学ぶことにより歴史的な思考力を培い、沖縄人
としてのアイデンティティの確立を図る。

沖縄人(ウチナーンチュ)はどこから来たのか～旧石器時代のアジア・日本・沖縄を概観する。

琉球王国の成立～沖縄先史文化の形成から、三山統一までの歴史を概観する。

世界遺産～世界遺産から琉球文化を概観する。

薩摩の侵略～近世琉球の政治構造と文化について学習する。

非武の文化～琉球使節と組踊について学習する。

琉球文学～黄金言葉・琉歌に見る沖縄人の精神構造を探求する。

近世琉球の王国体制～羽地朝秀、蔡温にみる政治改革について学習する。

近代の波～欧米人の見た近世琉球の姿について学習する。

廃琉置県(琉球処分)～王国崩壊から沖縄県(ヤマトユー)への世替わりについて学習する。

近代沖縄１～伊波普猷と沖縄学について学習する。

近代沖縄２～皇民化教育と方言論争から近代沖縄人(ウチナーンチュ)の精神構造を探求する。

十五年戦争と沖縄戦～十五年戦争の視点から沖縄戦を学ぶ意義と平和教育の方法ついて学習する。

「祖国復帰運動」～米軍支配下にみる沖縄アイデンティティを探求する。

現代沖縄～現在の社会状況から沖縄の抱える課題を考える。

沖縄の歴史と文化のまとめ～沖縄歴史検定なども利用。

【履修上の注意事項】
沖縄の歴史Ⅰ・Ⅱを履修していなくても受講することができる。毎回のテーマの進捗状況によっては、扱うテー

マを多少変更する場合もある。

【評価方法】
毎時間の評価及び課題と試験の結果で評価する。試験は本講座で学んだ基礎知識の確認と，予め与えた課題から
出題する。配分は毎時間の授業評価3割、課題3割、テスト4割。また、授業に取り組む姿勢や意欲も重視する。
場合によっては加点・減点することがある。

【テキスト】
『沖縄から見える歴史風景』新城俊昭著（編集工房東洋企画発行）

【参考文献】
『琉球・沖縄　歴史人物伝』新城俊昭著（沖縄学販発行）。他（プリントで配布または毎時間授業で紹介）

学期末試験。
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