
「戦場ぬ止み」感想文集 
 

「戦場ぬ止み」をみて    

 

米軍基地が辺野古に移設されることが何年も報道されていたが、その場所で市民がどう

いう思いを持ってどういう活動をしていて、どういう苦労をするのか詳しく知ることがな

かった。なので、身近には感じられず、特に問題意識を強く持ち続けることができずにい

た。この映画で辺野古周辺の住民に密着されたこの映画を見ることで、基地問題、平和に

ついてより身近に感じられるようになったと思う。 

辺野古周辺には基地建設反対の呼びかけを家族の毎週土曜の日課としている人。サンゴ

を破壊し、基地を作るための工事車両に体を投げ出して止めようとする人。戦争を経験し

た世代として休む間もなく抗議デモに参加している 80歳以上の老婦人の姿もあった。彼ら

の中には寝る間も惜しんで活動する人もいる。警備隊と衝突し怪我を負ったり逮捕者がで

たりすることも多々あるようだ。なぜここまでして基地の移設に反対するのか、彼らの共

通の思いとして、70 年前の悲劇を繰り返さないこと、平和を自分たちで守るというような

強い思い、当事者意識があるように思った。 

確かに沖縄は唯一の地上戦を経験した土地であるし、基地が身近にあるため当事者意識

を持つのは他の地域にすむ人と比べれば自然なのかもしれない。しかし、戦争経験者は全

国各地に広がっており戦後七十年を迎え、戦争を知る世代が役目を終える前に私たちは当

事者として経験を次の世代につなげる役目があると思う。しかも、普段、憲法の平和主義、

自衛隊やアメリカ軍の影響もあって戦争とは全くかけ離れた生活をして自分たちが平和だ

と感じるが、その裏には基地問題に悩む沖縄の方たちのように身近に戦争を感じ、様々な

苦労を被っている人たちがいることを意識しなければならないと思う。一概には言えない

が、沖縄の基地、自衛隊基地があるからこそ、今私たちは住みたい街に住める状態にある

と思うので、全国民が日本の問題として当事者意識を持って基地問題に取り組む必要があ

ると思う。 

また、基地問題で困っているひと、豊かな自然が基地のために壊されることに疑問を持

っている、ベトナム戦争時のように、アメリカの戦争時にアメリカ軍の拠点となり、戦争

の縁の下の力持ちとして日本を利用されたくないと思っているのなら声を上げるべきだと

思う。この映画をみて他の人たちに対しても自分に対しても伝えたくなった。 

ベトナム戦争時に新たな基地建設の話を民意でとりけしたことが紹介されていた。基地

によって他国との関係にバランスが取れているという点もあり、簡単に基地反対と言えな

いと思うが、この映画をみて平和というものに対しての考えを伝えることの大切さ。また

それらに真っ向から立ち向かっている人たちの姿を知ることができて自分も意見を持ち表



現しようとする勇気が持てたと思う。自分なりのアプローチを考えていきたいし、このよ

うな人たちがいることを共有していきたい。過去には基地反対の成功事例があり今も辺野

古を守れる可能性は残されている。一人一人の思いを伝えることによって状況が改善する

ことを願いたい。 

 

 

「戦場ぬ止め」 

  

 今沖縄で何か起こっているかと聞かれたとき、アメリカ軍基地ではないかと思いました。

タイにもこの問題についてのニュースを流されています。ただこんなに深刻な問題だとは

映画で初めて知りました。 

 この「戦場ぬ止め」という映画を見て、いろいろ考えました。 

 一つ目は沖縄県民が最新基地に反対しているのに、どうして政府側はその声を聞こえな

いようなふりして、工事を進んでいるのか、第２次世界大戦のとき、そんなに目にあった

のに、どうしてまた戦争をやりたがったのかということです。戦場にされた沖縄の県民の

目で考えてみたら、やはり戦争は怖いものしか考えられないのでしょう。戦争で愛する家

族を失ったり、平和な生活を奪わられたりしたので、基地反対隊はただ日本に２度とその

ような悪い目にあって欲しくないのではないか、ただ愛する人たちを守りたいのではない

かと私なりに考えました。一方、日中韓間の国際関係があまりにも良い状態ではない今で

は、自衛隊をもっと強くならないと、何かあったときに日本は自分で身を守れるように、

新基地を始め、憲法９条改正をしなければならないと政府側はこういう風に考えているか

もしれない。私は他の国の人間だから、日本がどうすべきか言える立場ではないと思いま

す。ただ、政府側には何をする前に地域の人に少しでも意見を聞いて欲しいです。なぜか

というと、全ての政府の行動は国民に特にその地域に住んでいる人たちの生活に影響を当

たっているからのです。 

 二つ目は「沖縄警備」と書いている警察官のジャケットを見たとき、その警察官たちは、

本当にどう思っているのかと思いました。自分が頑張って守っている沖縄県民と戦うこと

ほど胸が痛むことはないのでしょう。全員が自分の意志でデモと戦っているわけでもない

と思います。たとえ、基地反対隊のみんなと戦いたくなくても、同じ意見を持っていても、

上の命令に従わなければならないのでしょう。人間はたとえ同じ意志を持っていても、自

分の役割で行動しなればならないのでしょう。 

 三つ目、一番印象に残っているのは、どんなに苦しいときでも笑顔を忘れず頑張って自

分の意志を主張している沖縄県民の姿です。暑いところの共通点かもしれませんが、なん

だかその姿を見たら、タイ人の笑顔を思い出ました。 

 最後に、これから日本政府はどのおように日本を引っ張っているか分かりませんが、み

んなが平和に笑顔で生きていられる場所だったら、いいですよね。 



 

 

いくさばぬとぅどぅみの感想文です。 

 

私はこの映画を見て、今の沖縄の生の状況を恥ずかしながら初めて知りました。おそらく、

本土のほとんどの人が、沖縄の辺野古基地の問題の存在を知ってはいても、実際現地でど

のようなことが起きているのかを親身になって考えることはしていないのではないかと思

います。 

自分の周りには基地がないから関係ない、そう考える日本人は多いと思います。しかし、

直接害がないなら関係ないのでしょうか。日本が第二次大戦後 70年、戦争が起きず、私た

ちが安心してくらせているのは、外交をなんとか戦争が起きないようにやってきたからだ

と思います。そこにはたくさんの妥協があり、日米安全保障条約を結んだことによって、

日本にアメリカ軍基地が残ったかわりに、今の安定した日米の関係が出来上がりました。

その安定は日本人が安心して暮らすためには必要不可欠なものです。その安定のために、

辺野古の海が犠牲になるのなら、わたしたちは関係ないとは言っていられないはずです。

日本を守るために沖縄を犠牲にしていいのか、大勢を守るために、少数を犠牲にしていい

のかという問題なのだと思います。それはとてもとても難しい問題であり、明確な答えを

つけられる問題ではありません。ここでこそ、沖縄県民と政府、日本とアメリカ、が対立

した意見を拮抗させたり、無理やりどちらかが押し付けるのではなく、どうにか納得する

妥協案を見出していくべきではないかと思いました。 

 

 

「戦場ぬ止み」を見ての感想 

 

 私は今まで辺野古基地についての計画があるということは知っていたが、友人や家族との話の

中でこの問題について触れたことはなかった。話題にできるだけの知識や情報がなかったからか

もしれない。私はこの映画を見ていくつか印象に残ったことがある。 

 まず一つ目は、かつての沖縄での戦争についてである。豪に火炎を放射されてたくさんの人が

亡くなったこと、周囲に死体が無造作に置かれている光景など、今の私たちには想像しえない。

沖縄が受けた被害の大きさを改めて考えさせられた。そんな一度、戦争で重大な被害を受けて苦

しんでいる沖縄に米軍基地を建設することは、沖縄の人々の傷を広げることになる。また、ベト

ナム戦争の際に沖縄の基地からオスプレイが出て、たくさんの人を殺した事実を知り驚いた。ア

メリカ軍が行ったことであるが、沖縄から出た兵器だということで世界的に沖縄が非難される可

能性は避けられない。今回また新たな基地が作られれば、かつてひどい被害を受け、二度と戦争

を繰り返さず、平和を強く望んでいる沖縄の人が間接的な加害者としてさらに苦しむことになる

可能性もある。 



 二つ目は住民運動や反対運動についてである。私はこれらの運動は、無理矢理自分たちの非

合理的な意見を突き通すために行われているものだと思い、気に留めたことがなかった。しかし、

この映画からこれらの運動は何か重大な思いを伝えようとしている大切なことであると気付か

された。「どうやっても権力には勝てない」という寿里さんの言葉に現在の社会の影を見せられ

た気がする。7000人もの沖縄の人が命を張って運動していても、辺野古の米軍基地の計画は動

くことはなかった。しかし、総理大臣一人がたった一言「辺野古基地建設は中止」と言えば、事

態は大きく変わるだろう。また、沖縄知事選挙や住民投票から、沖縄の人の大多数は基地反対と

いう民意がわかっている。それにも関わらず、沖縄とは離れたところに住む国の政治を動かす一

部の人たちの決定によってこの計画が存続されていることは現代の社会にも通ずる深刻な問題

である。また、武龍くんの話にあった「鳩山総理が基地は作らないと約束しました。約束は守っ

てください。」という言葉にも深く考えさせられた。最近の日本は政権交代が頻繁に起こってい

る。そのことで多くの人たちの人生が翻弄されているということは見逃すことのできない事実で

ある。 

 基地建設に伴う補償金に対しても問題がある。お金をもらったから基地計画に反対できないと

いう気持ちはよくわかる。しかし、海人や尼さん、その他多くの人が職を奪われることはお金だ

けの問題ではないと思う。沖縄の人が、タコを楽しそうにとるなど自分の仕事に誇りを持ってい

ることがうかがえる場面がたくさん出てきた。辺野古に基地を作ることはただ単に彼らの生活を

支えている職を奪うということではなく、人生における楽しみややりがいなど、お金に変えられ

ない価値も奪うことになるのではないだろうか。 

 基地建設に反対している人も進めている人も同じ人間であり、さらに沖縄の人が多いというこ

とについても考えさせられた。この映画では両者は敵対する関係として収録されている場面が多

い。しかし実際、沖縄警察や海上保安官、トラックの運転手などで基地計画を進めている側の人

の中にも沖縄の人はたくさんいるはずである。彼らも自分たちの海が汚染され、自分たちが加害

者だと思われる可能性があることを軽く考えているはずはないだろう。おそらく基地建設を進め

たり、住民運動を止めたりする中で様々な葛藤があるだろう。「みんな人間だからそんなにガチ

ャガチャしたくない。」と語っていた人の意見は大切に受け止めなければいけない。 

 最後に文子さんが、「沖縄だけでなく、全国を変えたい」と言っていたのが印象的であった。

知らなければ何もできないが、辺野古の基地建設に対しての問題点や現状を全国のもっとたくさ

んの人が知れば、「どうやっても権力には勝てない」という状況は打開されるのではないか。衆

議院議員総選挙で私たちがどこの党を選ぶかだけでも事態は変えられるかもしれない。明日の授

業でみんなと話し合いさらに考えを深めたいと思う。 

 

いくさばぬとぅどぅみを見て        

       

いくさばぬとぅどぅみを見て、沖縄を見る目が変わった。今までは、透き通った海とあ

たたかい島民という漠然としたイメージしかなかった。基地問題について連日ニュースで



取り上げられていたころ、私の考えは、基地建設に賛成だった。デモ隊に対しては、なぜ

そこまで真剣になれるのか、理解できないと思っていた。サンゴを守る、戦争を二度と起

こしたくない。この考えは理解できるが、基地を建設すれば、日本の自衛は強化され、よ

り平和につながるとさえ思っていた。しかし、基地の完成図や、オスプレイが絶え間なく

空を飛んでいるのを映像で見て、私は自分が恥ずかしくなった。平和な雰囲気は感じられ

なかったからだ。沖縄で起きていることを、自分は、他人事と心のどこかでは思っていた

のだと気づかされた。基地と住民の生活が混在していて、ものすごい違和感だった。もし

自分が島民だった場合、はたして住み続けることができるかどうかさえ不安に思った。 

 デモ隊の思いにも初めて深く知った。毎週道路でロウソクを灯しながら旗を振る家族。

重機が基地に運ばれるのを防ぐため、24時間体制で座り込む。工事を中止させるためにカ

ヌー、ボートで攻める。機動隊や海上自衛隊と日々戦っていた。恐怖を隠しながら。逮捕

を恐れながら。必死に戦っていた。戦争を体験した、老人たちは、命がけだった。デモ隊

の皆さんは、基地問題について話すとき、涙なしでは、話せない、それほど思いが強かっ

た。精神的にも肉体的にも限界まで戦っていた。 

 デモを治めるために国は、島民が何十年もかけて仕事で得られるお金を補償金として、

各島民の口座に振り込んだらしい。心が金で買われた瞬間だと思った。これにより、デモ

に参加したくても、参加できる身分ではない、周りの目が気になるといって参加できずに

いる島民がでた。また、補償金を国が出すかもといって、軽い気持ちでデモはあるのでは

ないかという意見もでてきた。島民は惑わされたのだ。それでも、デモに参加し続ける島

民はいた。戦後 70年間にわたって、島民が守ってきた沖縄を、今ここで、手放すわけには

いかないと、若い人たちも何人かいた。基地問題に人生をかける人もいた。 

 基地問題は、複雑だと思った。デモを阻止する人は、国の役人であるため、沖縄島民で

ありながら、沖縄島民と日々争いを繰り返さなければ行けない。口を堅く閉ざして任務を

していた。デモをする人としない人は、デモ中でなければ、日常会話をする人もいた。 

 県知事選はニュースで見ていたが、沖縄の人がこんなにも強い思いで選挙を見守ってい

たことには、映画を見るまで知らなかったし、菅官房長官の記者会見で沖縄島民がどう思

ったのか考えなかった。知ることは、やはり大事だ。そして、単に知るだけではなく、考

えることが大事だと思った。沖縄島民の温かい笑顔の裏には、苦しみもある。国の動きを

簡単に鵜呑みにしないこと、そして、日本国民それぞれが、考えること、これらのことが、

日本をよりよい国、平和な国にするために必要なのだ。 

 

映画鑑賞 「戦場ぬ止み」感想文          

 

木曜日１限 異文化理解とコミュニケーション 

                         

 



私はこの映画を見て、沖縄で起きていることが同じ日本で起きていることとは思えず、

とても衝撃を受けました。また、私が日常生活の中でどれほど沖縄のことを他人事のよう

に見ていたのかを思い知らされました。 

 沖縄は日本の中で唯一戦場になり多くの方々が戦死されました。そして終戦後も長い間

アメリカの支配を受け、７０年たった今でも基地問題で苦しめられている県民がたくさん

います。辺野古基地建設反対問題には、多くにお年寄りが参加しています。その中の一人

の「私をひいてから行きなさい」とトラックの運転手に向かって言った言葉から自分の身

を犠牲にしてまで沖縄の未来を守りたいという気持ちがひしひしと伝わってきました。反

対運動に参加している人々は老若男女問わず、トラックの下に潜り込んだり、入り口に座

り込んだりと、身を挺して何とか建設中止にしようとしています。しかし、残念ながらそ

の前に立ちふさがるのは、本来ならば県民を守るはずである沖縄県警なのです。沖縄県警

は子どもが参加している小さな運動でもにらみをきかせに現れます。子どもたちは怖がり

ながらもそれを表に出しません。「少し怖いけど、笑顔で、笑っていればきっと私たちの運

動の味方をしてくれる。笑顔でいるしかない。」そんな無邪気に語っていた少女の姿が非常

に印象に残っています。 

 長期化する反対運動に警察のやり方も徐々に荒くなってきます。ついに、激しいもみ合

いの末、８０歳を超えるお年寄りが頭を強く打ち病院で運ばれて行きました。それに怒り

を覚えた民衆はこんなことをするのは間違っていると強く訴えました。それを聞いている

警察は無表情で何も言いません。ついにはその場を立ち去っていきました。私はその無表

情の顔の裏でどんなことを考えているのか知りたくなりました。沖縄を守るために警察に

なった人々は沖縄を守ろうとする民衆を傷つけています。そこには大きな矛盾があり、警

察の中でも本当はこんなことをしたくないと思っている人はいるはずです。ある人は言い

ます。「上に言われたから。」基地建設の様子を泣きながら見ている市民に放たれた無責任

で思いやりにかけた言葉に怒りを感じました。 

 闘争は両者を疲れさせていきます。海上保安官と反対派が海の上で談笑するシーンがあ

りました。こんなこと早く終わらせてお互い平和に暮らしたい、これが本当の気持ちだと

思いました。 

 選挙で続々と反対派が当選した後でも強引に建設工事は進められていきます。「権力には

逆らえない。」補償金も自動的に振り込まれるなどし、あきらめムードも出てきてしまいま

す。辺野古は機関砲を装備した海上保安官の船で囲まれていきます。「東京では絶対にこん

なことはしないだろう。沖縄だからやっているんだ。私たちは同じ日本人として扱われて

いないのではないか。」そんな言葉に胸が痛みました。 

 現在、沖縄の基地問題については多くのメディアで取り上げられています。しかし私た

ちは普段、自分には関係のないことのように振る舞い深く考えることはありません。映画

からは子どもからお年寄りまで様々な人が沖縄の未来を守ろうと自分の身を擲ってまで活

動する沖縄県民の強い気持ちが伝わってきました。特に私は体力があまりないのにもかか



わらず戦っているお年寄りの姿が印象に残りました。70 年前に起こった出来事が胸に焼き

付いているからこそ、次の世代に決してあんな思いはさせたくない、そう思い抗議してい

るのだと思います。今私たちにできることは、少しでも沖縄で起こっていることに関心を

持つことです。決して自分に関係のないことだからと見過ごしてしまうのはいけないと思

います。 

 

 

・戦場ぬ止みを鑑賞した感想 

 

私は沖縄の基地問題を意識していてはいたものの今の沖縄の現状を何一つ理解できていな

かったのだなと感じた。 

 １９４５年の沖縄戦を生き延びてきたおばあは、人間の血が混ざった水を飲んで生きて

きたという。今も思い出せば、泣きたくなくても涙が出てきてしまう悲惨な戦争をもう二

度と起こさないよう、アメリカ軍基地に反対している。反対運動には少なくても１００人

以上が参加するということに驚いた。私が一番心を痛めたのは、武器がない人と人との戦

争である。デモを止めようとする警察と辺野古の人たちの戦いでは、必死に自分たちの思

いを伝えている辺野古の人たちに対して警察は何も答えない。答えられないのだなと思っ

た。辺野古の人たちも、上からの指示で警察が動いていること、基地づくりの作業をして

いる人も上からの命令だから従うしかないのだと相手側のことをも思っている沖縄の人た

ちもいて、とても心を打たれた。それでも沖縄戦のように待っていても日本軍は助けに来

なかったように日本政府は助けに来ない。だから自分たちで動くしかないのだ。道路でト

ラックを通さないように寝転んでいる人たちの手が震えているのを見て、怖くても未来の

子供や二度と戦争を起こさないために必死で自分を犠牲にしながら訴えている人たちの姿

を日本政府は一回でも直接見るべきだと思った。みんな心の底では、好きでこんなことを

しているのではない、やめたい、平穏に暮らしたいと思っている。しかし止まらない国策

に対抗しなければ辺野古の海もなくなり、また戦争が起きてしまうかもしれないから、必

死にデモを起こすしかない。なぜ日本政府自身が沖縄の人ともっとちゃんと話合わないの

か。つらいのは辺野古の人たち、辺野古の警察でありながら辺野古の人たちの力になれな

い警察、辺野古の人たちの訴えを聞きながら作業を進めなくてはならない作業員である。

みんな平穏に暮らしたいと思っている。沖縄の人たちはこのままだと独立したいと考える

だろうと話していた。沖縄人は団結力が強い。沖縄が日本からの独立を求めたらどうなる

のだろうか。国内戦争でもおいてしまうのだろうか。考えるだけで心が痛んでしまう。そ

れでも今私はその基地問題に対して何もすることができない。どうしていくことが一番い

いのかはわからないけども、沖縄の基地問題についてもっと考えていく必要があるなと思

った。 

 



 

映画「戦場ぬ止み(いくさばぬとぅどぅみ)」を見て    

 

私はこの映画を見て数々の衝撃を受けたのと同時に、自分の基地問題に対する無知・無関

心を改めて認識した。 

沖縄の人が基地建設に反対している、という事実だけはニュース等で聞いて何となく知っ

ていた。彼らの気持ちは分かる。もし私が沖縄に暮らしているなら「何故(よりによって日

本で唯一の地上戦の舞台となった)沖縄の人だけが、苦しみ続けなくてはならないのだ」と

思うだろう。しかしそんな共感があるのに、まるでどこか遠い異国で起こっていること、

他人事のように考えていた。そのためこのドキュメンタリー映画には衝撃的な場面が多く

あると感じた。 

十年以上この問題に向き合い、毎週道路そばでキャンドルを照らし続けている家族。長男

は私の１つ年下、双子の女の子はまだ中学生である。「警察は少し怖いけど、笑顔でやれば

大丈夫」。そう言っている幼い子どもの姿に、言葉を失った。毎回涙を流しながら反対運動

の中心にいる若い女性。「私を轢き殺してから行きなさい！」と体を張ってトラックを止め

ようとした 85歳のおばあ。みんな心から基地問題に反対していた。ではなぜ沖縄の人たち

はこんなに体を張ってまで反対しているのか。映画鑑賞中に謎は解けた。それは一部の人

は身を持って体験したであろう戦争の記憶、被害があるからだ。唯一の地上戦の戦場とな

った沖縄だからこそ、戦争を二度と繰り返してはならないという思いは強いのだろう。 

そして沖縄県警と海上保安庁の人たちも印象的だった。「危ないですよ」と、必死に続ける

反対運動を無機的に押さえつけていた。「あなた達は何のために警察になったの？」と語り

かけている女性がいたが、私も全く同様に考えていた。市民を守るはずの沖縄県警・海上

保安庁の人たちがまるで政府の道具と化されたように住民らに立ちはだかっている姿に驚

いた。こんな状況で、彼らは自分の行動についてどう感じているのだろう。基地建設を止

めてほしいと言った女性らに対して「俺たちは言えない」と言っていた海上保安庁の人の

姿から、立場上仕方なくやっている部分があるのかなとも思った。彼らも本当は自分たち

の行動に疑問を持ち、辛さを抱えながら行っているのだろうか。 

それならば尚更、日本政府に対して疑問を持つ。こんなにも反対されているのに、どうし

て政府は尚基地を作り続けるつもりなのだろう。平和を願う思いに押されてデモ活動をす

ることにより、確実に基地問題への反対者は増えた。そして住民の思いがようやく届き、

新基地建設反対の翁長氏が県知事に選ばれた。その日の住民らの喜んでいる姿は、まだ私

の記憶に鮮明に残っている。「こういう日を待っていた」と喜び、外に出て歌って喜ぶ姿。

思わず涙を見せたおばあ。しかし日本政府は県知事の考えを無視して基地建設を続け、そ

んな彼らの喜びを再び破壊したのだった。 

この映画で私は日本政府に対して批判的な見解を持った。沖縄住民の反対の声は明らかな

のに耳を傾けず、ときに（大金を与えて県民の心を買うなど）汚いやり方を使ってまでし



て、基地建設を続けているからだ。しかし、つい先日まで私はこの事実を知らなかった。

これでは私に政府を批判する資格もないだろう。この問題は、個人がどうにかできるよう

な単純なものではない。ならば今私に出来ることは何だろうか。今私に出来ることは、少

しでも多くの人にこの問題を知ってもらうように促すこと、そしてニュース等で情報を得

て感心を持ち続けることだと思う。私のように知らなかっただけの人も数多くいるはずで

ある。その人たちに感心を持ってもらい、自分自身も常に感心を持つことが大切だと思っ

た。 

 

 

「戦場ぬとぅどぅみをみて」 

                       

私は沖縄で生まれ、沖縄で育った「うちなんちゅ」です。この映画はうちなんちゅの声、

思い、願いがつまっているなと感じました。映画にも出てきたように沖縄には命が何より

も大事という意味の「命どぅ宝（ぬちどぅたから）」という言葉があります。私自身も戦争

を経験したおじぃおばぁに小さいころからこの言葉を言い聞かされてきました。そこには

家族を大切に思い、平和を願ううちなんちゅの思いが込められているのです。ある人は言

います。国のお金をもらっておいてなぜ基地建設に反対するのか、日米関係のためにも基

地は必要じゃないか、と。しかしそれは沖縄の現状を何もわかってない人の意見です。こ

の映画を通して、もっと沖縄のことを知ってほしいと思ったのと同時に、私自身より沖縄

のことを伝えていかなければならないと思いました。 

映画の中で私が一番訴えかけられたのは、同年代の寿里のさん姿でした。彼女は頑張っ

て抵抗しても、権力に勝てないのが悔しいと語っていました。二度と戦争が起こってほし

くない、沖縄の自然を守りたい、そういった願をこめて行動している彼女の姿には大変心

が動かされました。おじぃおばぁがいくら年老いてもこうして基地反対を訴えるのは、若

い世代の者たちの生きる平和な沖縄のためであり、そのことを私たち自身もしっかり自覚

しなければなりません。 

国のやり方は事務的で県民の意思を全く考慮していません。国は多額の補償金を地元住

民に自動的に振り込み、権力をもって抵抗できない関係を作ります。もちろん強い意志で

受け取らず、反対運動を続ける人もいます、しかし金の力で人の気持ちを買う、悪く言え

ば卑怯なやり方にすごく憤りを感じました。海上保安官の立場も複雑なものでした。デモ

隊をとめる立場にある一人の男の方が、ボートにのって基地建設の様子を見るデモ隊の人

に対し「上に言われているから」とどこか複雑そうな表情で語っていました。警察だって、

保安官だってうちなんちゅです。みんな平和を望んでいるのであって、葛藤しています。

早くこの問題をするためにも、まずこの現状をより多くの人に知ってもらいたいと感じま

した。 

2010 年に行われた県民大会、私は家族で参加しました。その場の雰囲気は怒りよりも、



平和な未来に対する希望にあふれているイメージでした。もちろん無意味だというひとも

いますが、やはり行動に少しでも行動を起こすことが必要なのです。日本国民として、う

ちなんちゅとして、沖縄に誇りを持ち、行動していきたいと強く感じました。 

 

 

「戦場ぬ止み」の感想 

東中野の映画館で「戦場ぬ止み」を見た、大多数の観客はおじいさんとお

ばあさんだった。隣の座席のおばあさんは映画の中の戦争の場面が出た時、小

さい声で泣いていた。 

私はまだ日本語をうまく運用できない、複雑な意見は表せないので、この

映画の気になた場面について、自分の感想を書く。 

まず、映画の中のおばあさんが言った、若者たちが戦争に巻き込まないよ

うに、老人は政府が基地を建設することを抗争する。年寄りは戦争の苦しさを

十分に分かる、国の未来としての若者たちがそんな苦しさを避けるために、続

けで抗争する。満腔の苦心だ。 

次に、私がある日本の警察官は結婚の指輪嵌めていることを気づいた。反

乱を止める警察官たちや米軍基地の兵士たちは、命令を施行するだけだ、自分

の政府と国を服従するだけだ。致し方がないからだ。 

そして、私があるおじいさんの部屋の壁に書道作品「万物有情」が掛かっ

ていることを気づいた。「万物有情」の意味はあらゆる物が魂を持っている、鉱

物も、植物も、川も、山も、万物有情だ。沖縄の海で軍事基地を建てることは、

海にとても酷いことだ。海は何時か人類とこの基地を報復するかもしれない。 

いずれにしても、日本の政府と国民はジレンマに陥ている。ただの交換留

学生の私は具体的な意見を述べることはできないだ。 

 

 


