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誘導などの表現を削除・
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正させたことが明らかになりました。
これに対して、沖縄の市民団体や労働組合を中心に「沖縄戦
の実相をゆがめるもので、許し難い！」との反発が広がり、県
知事も遺憾の意を表明しました。また、県議会を含む沖縄県内
のすべての地方自治体からも検定意見撤回の意見書が採択され
ました。６月９日には県下
ました。
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県外からも平和フォーラ
ム・日教組中心に多くの参加を得て「沖縄戦の歴史歪曲を許さ
ない！県民大会」が開催されるなど、県民一丸となった検定意
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自決への関与はなかったと主張するキャンペーンを繰り返

闘う（軍官民共生共死の方針）」との方針の下で圧倒的戦闘

してきました。彼らは、
「聖戦を遂行した解放の軍隊である

力を持つ米軍との戦闘を行いました。
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教科

民化教育と、
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Ｑ２

2007 年 3 月 30 日、文部科学省は 2008 年度使用教科書の検

どのように
変えられているのですか？

これでは、日本軍の関与はなく、住民が勝手に「集団死
「集団死・
・
集団自決」したかのような印象を受けます。
集団自決」
したかのような印象を受けます。しかし、
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事実
はそうではありません。

沖縄戦は、多くの人々の体験や証言によって「集団死
「集団死・
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（検定決定後の記述）
追いつめられて
追いつめられて「集団自決」
「集団自決」した人や
した人や、
、戦闘のじゃ
まになるとか、スパイ容疑をかけられて殺害された
人も多く・・

団自決」が日本軍の命令
団自決」
が日本軍の命令・
・強制
強制・
・誘導などによって引き起
こされたことは明白となっています。
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さらに日本軍に
さらに
日本軍に「集団自決」
「集団自決」を強いられたり
を強いられたり、
、戦
闘のじゃまになるとか、スパイ容疑をかけれれて
闘のじゃまになるとか、
スパイ容疑をかけれれて
殺害された人も多く・・

↓

（検定決定後の記述）
そのなかには日本軍から壕を追い出されたり、自決
した住民もいた。

また、文科省は、
また、
文科省は、
「渡嘉敷島の集団自決（
「渡嘉敷島の集団自決
（329 人）
人）に関し
に関し
て、元指揮官が自己の命令を否定する訴訟を起こしている
て、
元指揮官が自己の命令を否定する訴訟を起こしている
こと」を理由に挙げています。
こと」
を理由に挙げています。しかし、
しかし、日本軍が村の職員
日本軍が村の職員

以前の教科書は、どうだったので
以前の教科書は、どうだったので
すか？

や青年層にたいして集団自決が起こる前に手榴弾を配布し
自決せよとの指示を行っていたことは事実であり、一司令
自決せよとの指示を行っていたことは事実であり、
一司令
官が命令をしたかしなかったかは問題ではありません。こ
官が命令をしたかしなかったかは問題ではありません。こ

1982 年に、
年に、沖縄戦での日本軍の住民殺害について否定す
沖縄戦での日本軍の住民殺害について否定す
る検定意見がつきましたが、沖縄県民の大きな声の前に当
る検定意見がつきましたが、
沖縄県民の大きな声の前に当
時の小川文部大臣が「次の検定の機会に県民の方々のお気
時の小川文部大臣が
「次の検定の機会に県民の方々のお気
持ちに十分配慮して検定を行うつもりでございます」と回
持ちに十分配慮して検定を行うつもりでございます」と回
答し、1984
答し、
1984 年には沖縄出身の上原康助衆議院議員の質問に

Ｂ社
(申請時の記述）
日本軍によって壕を追い出され、あるいは集団自
あるいは集団自
日本軍によって壕を追い出され、
決に追い込まれた住民もあった。

くないものなのです。

対して森喜朗文部大臣が「沖縄での旧日本軍の住民虐殺に
対して森喜朗文部大臣が
「沖縄での旧日本軍の住民虐殺に
関する記述については、十分に沖縄県民の感情に配慮しつ
関する記述については、
十分に沖縄県民の感情に配慮しつ
つ客観的な記述となるよう検定において必要な配慮を求め
るというふうな指導をしている」と回答しています。
るというふうな指導をしている」
と回答しています。その
その
後、沖縄戦の記述は日本軍の強制などの事実を記載してき
後、
沖縄戦の記述は日本軍の強制などの事実を記載してき
ました。

の裁判も、
「集団死・
「集団死
・集団自決」
集団自決」を
を「住民が自らの意志で国
のために自決した」と美化し、
のために自決した」
と美化し、日本軍の関与を否定するこ
日本軍の関与を否定するこ
とに本来の目的があるのです。
とに本来の目的があるのです。まだ、
まだ、判決も出ていない裁
判決も出ていない裁
判を、検定意見の理由にできるわけはありません。
判を、検定意見の理由にできるわけはありません。

