
特例について
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（別紙）【様式２】

特別の教育課程編成・実施計画

１ 特別の教育課程を編成・実施する学校の管理機関

沖縄県中城村教育委員会

２ 特別の教育課程を編成・実施する学校一覧

学校名 設置者の別 学校の種類

中城小学校 公立（中城村） 小学校

津覇小学校 公立（中城村） 小学校

中城南小学校 公立（中城村） 小学校

３ 特別の教育課程の内容

（１）必要となる教育課程の基準の特例

学校第 1学年から第 6学年に新設教科「中城ごさまる科」を置く。
ア 小学校 1学年は国語、生活、から合計１０時間削減し、「中城ごさまる科」に充てる。

イ 小学校第 2学年は、国語、生活、から合計１０時間削減し、「中城ごさまる科」に充てる。

ウ 小学校第 3学年及び第 4学年は､社会を１２時間削減し、「中城ごさまる科」に充てる。

エ 小学校第 5学年は、道徳、総合的な学習の時間から合計１３時間を削減し「中城ごさまる科」

に充てる。

オ 小学校第６学年は、総合的な学習の時間から合計 15時間を削減し「中城ごさまる科」に充て

る。

カ 教育課程全体は別添の教育課程表参照

（２）学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要性

本村は、2000 年 12 月に世界遺産指定された「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の
一つである中城城跡(なかぐすくじょうあと)を有している。

グスクは、12 世紀前後より各地に現れた按司と呼ばれた豪族の築いた石造りの城砦で
あり、拝所を備え、聖地としての役割を担い、地域の信仰を集める場所でもあった。こ

れらの遺産群は、琉球王国が 1879 年に沖縄県になるまで、独立国として東南アジアや中
国、朝鮮半島や日本との経済的、政治的な交流をもち、独自の琉球文化を花咲かせた

ことを示している。これら独自の文化的伝統や信仰形態を今日まで伝える貴

重 な 建 造 物 群 が そ の 歴 史 的 価 値 を 認 め ら れ 、 世 界 遺 産 に 登 録 さ

れ た 。

世界遺産として、世界的にも希有な文化及び伝統は，現在でも私たちの生活の舞台で

あるとともに，心の拠り所となっている。

このように先人の残したすぐれた歴史・文化を理解する事は、世界遺産を有する地域

の使命でもあると同時に、それらに誇りを抱き，自分の住んでいる地域の発展に尽くし

たり，グローバルな視点を持つ台座となると考える。よって村内３小学校で「琉球王国

のグスク及び関連遺産群」の１つである「中城城跡」と按司「護佐丸」を切り

口とした、歴史・文化を学ぶ必要がある。
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（３）法令上の教育の目標等との関係

ア 教育基本法及び学校教育法における教育の目標に関する規定との関係

【教育基本法】

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成す

るよう行われるものとする。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊

重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

【教育基本法】

第二十一条

三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらを

はぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

上記法令を具現化するため本「中城ごさまる科」は、世界遺産指定された「琉球王国のグスク

及び関連遺産群」を中心にしながら学習を展開する。それにより、正しく我が国と郷土の伝統と

文化理解する事ができる。また、それは他国を尊重し国際社会の平和に寄与する基盤となる。

イ 学習指導要領に定める内容事項が特別の教育課程において適切に取り扱われていること

１ 小学校第 1、２学年においては、絵本教材・読み物教材「なかぐすくのえいゆう ごさまる」

を教材を作成し国語の指導内容

（1） 読むことの能力を育てるため，次の事項について指導する。

ア 語のまとまりや言葉の響きなどに気を付けて音読すること。

イ 時間的な順序や事柄の順序などを考えながら内容の大体を読むこと。

ウ 場面の様子について，登場人物の行動を中心に想像を広げながら読むこと。

また、生活の指導内容項目

（8） 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を行い，身近な人々とかか

わることの楽しさが分かり，進んで交流することができるようにする。を指導する。

２ 小学校第 3、4学年においては、

社会の指導内容である（5） 地域の人々の生活について，次のことを見学，調査したり年

表にまとめたりして調べ，人々の生活の変化や人々の願い，地域の人々の生活の向上に尽く

した先人の働きや苦心を考えるようにする。

ア 古くから残る暮らしにかかわる道具，それらを使っていたころの暮らしの様子

イ 地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事

ウ 地域の発展に尽くした先人の具体的事例

を取り入れ従来の単元を「中城ごさまる科」へ移す。

３ 小学校第５学年においては、「史劇 護佐丸･阿麻和利の乱」の脚本を作成し、以下の総合

的な学習の時間の目標、内容を踏まえて展開する。また，思いやりの心を持つとして，「護

佐丸と中城の人たち」，郷土の伝統を大切にするとして「世界遺産 中城城跡」、社会に奉仕

する喜びを知るとして，「中城城跡のガイドさん」の資料を作成し，以下の道徳の指導内容

を充てる。
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【総合的な学習】

指導計画の作成と内容の取扱い（5）学習活動の例で示された，「地域の人々の暮らし，伝

統と文化」として、学習活動を展開していく。展開するにあたっては、組踊「護佐丸」上演実

行委員会や城跡案内ボランティア団体「グスクの会」等の各種団体との連携，地域の教育資源

を積極的な活用を行う。また、体験的な学習に配慮しつつ，教科等の枠を超えた横断的・総合

的な学習，探究的な活動となるよう充実を図る。

【道徳】

2.主として他の人との関わりに関すること

（2）だれに対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って親切にする。

4.主として集団や社会とのかかわりに関すること。

（4）働くことの意義を理解し，社会に奉仕する喜びを知って公共のために役に立つことを

する

（7）郷土や我が国の伝統と文化を大切にし，先人の努力を知り，郷土や国を愛する心をもつ。

４ 小学校第６学年においては、教材「琉球の武士の世の中」を作成し、以下の総合的な学習の

時間の目標、内容を踏まえて展開する。

【総合的な学習】

指導計画の作成と内容の取扱い（5）学習活動の例で示された，「地域の人々の暮らし，

伝統と文化」として、学習活動を展開していく。展開をするにあたっては、沖縄の文化の

歴史的な背景や世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の価値を見いだすために、

中城城跡の活用や体験的な学習に配慮しつつ，教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習，

探究的な活動となるようにする。

ウ 学習指導要領に定める内容事項を指導するための総授業時数が特別の教育課程において確保さ

れていること

教育課程編成計画を編成・運営において、標準授業時数を上回るように務

める。

（４）児童又は生徒の教育上適切な配慮及び保護者への配慮

ア 児童又は生徒の発達の段階並びに各教科等の内容の系統性及び体系性への配慮

１小学校第 1．2学年においては、紙芝居や読みものを中心に、中城村の文化や歴史的人物に興味

・関心を持つ事

２ 小学校第 3．4学年においては、自分の住んでいる地域の伝統・芸能の等の文化について知り、

中城城跡に関連する人、物、事について調べ知る事

３ 小学校第５学年においては、中城城跡に関連して働く人や、歴史・文化を継承している人々

の努力や活動を知る事や城主「護佐丸」について、当時の中城に住む人びとに対しての思いや

りや歴史上の偉業に気づき、世界遺産としての価値を見いだす事

４ 小学校第６学年においては、中城城跡や城主「護佐丸」を中心に、グスク時代、（12世紀前後）

琉球王国として東南アジアや中国、朝鮮半島や日本との経済的、政治的な交流をもち、独自の琉

球文化を花咲かせたことを知る事。

イ 保護者の経済的負担への配慮その他の義務教育における機会均等の観点からの適切な配慮（小

学校，中学校，中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において特別
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の教育課程を編成・実施する場合のみ記載）

「中城ごさまる科」を進めるにあたって、保護者に教材費や副読本等の購入を求めるなど経済

的負担はかけず、中城村教育員会、各学年の学習を進める上で必要な教材を作成し配布する。

学校においては、「中城ごさまる科」の趣旨理解を進め、指導の充実に努める。ただし、取組

に係る経費が必要な場合には、保護者の同意を得、負担過重にならないように配慮する。

ウ 児童又は生徒の教育課程特例校への転出入に対する配慮

転出児童については、転出先の学校に対し、本教育課程の趣旨説明を行い、スムーズに申し送り

できるよう配慮する。

また、通常の教育課程から削減して配当した生活科や音楽、体育等についても、その内容の精選、

指導方法の工夫・改善を図るなど、全内容が履修できるように適切に行わるようにする。また、標

準授業時数を上回る教育課程編成の計画・運営を行う。転入児童については、該当学年までの教材の

提供を行う。授業の中で、状況に応じて個に応じた支援ができるように配慮する。

エ その他特例の実施に当たって必要と考えられる配慮等

・1年から６年までの教材を作成する。

・指導する教師用手引き書の作成を行う。

・各学年の「中城ごさまる科」学習指導事例集の作成し村内で共有できるようにする。

・村主催の担当者研修会を行う。

・文化・歴史遺産の巡検や講話・講演会・フォーラムの開催

・「中城ごさまる科」の担当を校務分掌に位置づけ、学校の体制づくりを行う。

・「中城ごさまる科」を推進するための学習環境作りに努める。

・現在建設中の「護佐丸歴史資料図書館」と連携し「中城ごさまる科」で活用できるよう連携を図

る。

・「中城ごさまる科」を推進するための予算措置

（５）特例の適用開始日

平成 26年 4月 1日

（６）取組の期間

平成 26年 4月 1日～平成 29年 3月 31日

（７）計画の実施状況の把握・検証及び文部科学省への報告

・教育課程編成・実施状況の把握。検証については、年度当初に教育計画書の提出

と年度末に実施授業時数を学校から提出。

・自己評価や児童・保護者へのアンケートの実施

評価規準表を作成し、評価結果を踏まえ、指導方法等の工夫改善に努めるとともに、評価結果は

学校便りや学校説明会・授業参観等を通して、保護者や地域に公表する。

・通知票に「中城ごさまる科」欄を作成し、その評価を保護者へ通知する。

・最終年度（平成 29年度）に 3カ年の取組を評価し、年度末に 3年間の実施状況及び検証結果を報

告する。
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１．管理機関

名称 沖縄県中城村教育委員会

住所 〒 901-2407

連絡先 電話番号 098-895-3276

ＦＡＸ番号 098-895-6353

Ｅ－ｍａｉｌ kyoiku-s@vill.nakagusuku.lg.jp

担当者 所属・職名 教育総務課 主幹兼指導主事喜屋武辰弘

作成年月日、修 平成２５年 8 月 5 日

正年月日

２．都道府県教育委員会 /都道府県私立学校主管課
名称

住所 〒

連絡先 電話番号

ＦＡＸ番号

Ｅ－ｍａｉｌ

担当者 所属・職名
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中城小学校 教育課程表

区 分 各 教 科 の 授 業 時 数 道 特別 総合 外国 新 総

国 社 算 理 生 音 図 家 体 徳 活動 的な 語活 設 授

画 の の授 学習 動の 教 業

工 授 業時 の時 授業 科 時

語 会 数 科 活 楽 作 庭 育 業 数 間の 時数 等 数

時 授業 の

数 時数 授

業

時

数

第１学年 301 136 97 68 68 102 34 34 10 850

（-5） （-5） （＋ 10）

第２学年 310（- 175 100（- 70 70 105 35 35 10 910

5） 5） （＋ 10）

第３学年 245 58 175 90 60 60 105 35 35 70 12 945

（-12） （＋ 12）

第４学年 245 78 175 105 60 60 105 35 35 70 12 980

（-12） （＋ 12）

第５学年 175 100 175 105 50 50 60 90 32 35 60（-1 35 13 980

（-3） 0） （＋ 13）

第６学年 175 105 175 105 50 50 55 90 35 35 55 35 15 980

（-15） （＋ 15）

合 計 1451 34 １（-2 1011 405 197（- 358 358 115 597 206（- 209 255（- 70 72 5645

（-10） 4） 10） 3） 25） （＋ 72）

＊１ 標準授業時数と異なる授業時数を設定する教科等については， 標準授業時数からの増減を

（ ）で記入し，網掛けにすること。

＊２ 英語による教育（いわゆるイマージョン教育）を行う場合には、標準授業時数や増減時数の

下にアンダーラインを引くこと。
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津覇小学校 教育課程表

区 分 各 教 科 の 授 業 時 数 道 特別 総合 外国 新 総

国 社 算 理 生 音 図 家 体 徳 活動 的な 語活 設 授

画 の の授 学習 動の 教 業

工 授 業時 の時 授業 科 時

語 会 数 科 活 楽 作 庭 育 業 数 間の 時数 等 数

時 授業 の

数 時数 授

業

時

数

第１学年 301 136 97 68 68 102 34 34 10 850

（-5） （-5） （＋ 10）

第２学年 310（- 175 100（- 70 70 105 35 35 10 910

5） 5） （＋ 10）

第３学年 245 58 175 90 60 60 105 35 35 70 12 945

（-12） （＋ 12）

第４学年 245 78 175 105 60 60 105 35 35 70 12 980

（-12） （＋ 12）

第５学年 175 100 175 105 50 50 60 90 32 35 60（-1 35 13 980

（-3） 0） （＋ 13）

第６学年 175 105 175 105 50 50 55 90 35 35 55 35 15 980

（-15） （＋ 15）

合 計 1451 34 １（-2 1011 405 197（- 358 358 115 597 206（- 209 255（- 70 72 5645

（-10） 4） 10） 3） 25） （＋ 72）

＊１ 標準授業時数と異なる授業時数を設定する教科等については， 標準授業時数からの増減を

（ ）で記入し，網掛けにすること。

＊２ 英語による教育（いわゆるイマージョン教育）を行う場合には、標準授業時数や増減時数の

下にアンダーラインを引くこと。
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中城南小学校 教育課程表

区 分 各 教 科 の 授 業 時 数 道 特別 総合 外国 新 総

国 社 算 理 生 音 図 家 体 徳 活動 的な 語活 設 授

画 の の授 学習 動の 教 業

工 授 業時 の時 授業 科 時

語 会 数 科 活 楽 作 庭 育 業 数 間の 時数 等 数

時 授業 の

数 時数 授

業

時

数

第１学年 301 136 97 68 68 102 34 34 10 850

（-5） （-5） （＋ 10）

第２学年 310（- 175 100（- 70 70 105 35 35 10 910

5） 5） （＋ 10）

第３学年 245 58 175 90 60 60 105 35 35 70 12 945

（-12） （＋ 12）

第４学年 245 78 175 105 60 60 105 35 35 70 12 980

（-12） （＋ 12）

第５学年 175 100 175 105 50 50 60 90 32 35 60（-1 35 13 980

（-3） 0） （＋ 13）

第６学年 175 105 175 105 50 50 55 90 35 35 55 35 15 980

（-15） （＋ 15）

合 計 1451 34 １（-2 1011 405 197（- 358 358 115 597 206（- 209 255（- 70 72 5645

（-10） 4） 10） 3） 25） （＋ 72）

＊１ 標準授業時数と異なる授業時数を設定する教科等については， 標準授業時数からの増減を

（ ）で記入し，網掛けにすること。

＊２ 英語による教育（いわゆるイマージョン教育）を行う場合には、標準授業時数や増減時数の

下にアンダーラインを引くこと。
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【様式３】

平成 年 月 日

文部科学省初等中等教育局長 殿

管理機関名 中城村教育委員会

教育長 比嘉 良治 印

教 育 課 程 特 例 校 指 定 変 更 申 請 書

別紙のとおり、特別の教育課程編成・実施計画の変更を希望するので、学

校長の同意書を添えて申請します。
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（別紙）【様式４】

特別の教育課程編成・実施計画の変更内容

変更内容

（３）法令上の教育の目標等との関係 イ 2 小学校第 3，4 学年について

小学校第 3 学年の内容事項を，新学習指導要領総合的な学習の時間第 2 ３各学

校において定める目標及び内容の取扱い (5)で示された「地域の人々の暮らし，

伝統と文化など地域や学校の特色に応じた課題」として「中城村の人々が受け

継いできた中城城跡とそれらを伝える人々の思いや願い」を取り上げる。

学習するにあたっては，世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の価値

を理解し，見学・聞き取りなどの体験的な学習を取り入れ，児童が探求的な見

方･考え方を働かせ，教科等の枠を超えた横断的･総合的な学習や児童の興味･関

心等に基づく学習となるよう充実を図る。

小学校第 4 学年の内容事項を，新学習指導要領社会科第 4 学年 2 内容 (5) 県内の

特色ある地域の様子について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次

の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 県内の特色ある地域では，人々が協力し，特色あるまちづくりや観光などの

産業の発展に努めていることを理解すること。

(ｲ) 地図帳や各種の資料で調べ，白地図などにまとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 特色ある地域の位置や自然環境，人々の活動や産業の歴史的背景，人々の協

力関係などに着目して，地域の様子を捉え，それらの特色を考え，表現するこ

と。

を「中城ごさまる科」へ移し学習する。

※箇条書きで、具体的且つ簡潔に記載すること。

変更理由

平成 31 年度実施移行措置によって，第 3 学年で「中城ごさまる科」に移した社

会科の指導内容（5）地域の人々の生活について，次のことを見学，調査したり

年表にまとめたりして調べ，人々の生活の変化や人々の願い，地域の人々の生

活の向上に尽くした先人の働きや苦心を考えるようにする。

イ 地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事

を扱わなくなったため。

小学校第 4 学年においては，護佐丸についての考古史料，文献資料が乏しいた

め。また，近年，中城村では「護佐丸・中城城跡」を用いた取り組みに力を入

れており，かつ，ボランティアガイド「グスクの会」が継続的に活動をしてい

るため。

※箇条書きで、具体的且つ簡潔に記載すること。
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【担当者】

１．管理機関

名称 沖縄県中城村教育委員会

住所 〒 901-2407

連絡先 電話番号 098-895-3276

ＦＡＸ番号 098-895-6353

Ｅ－ｍａｉｌ kyoiku-s@vill.nakagusuku.lg.jp

担当者 所属・職名

作成年月日

２．都道府県教育委員会 /都道府県私立学校主管課

名称 沖縄県教育庁義務教育課

住所 〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目２番２号

連絡先 電話番号 (098)866-2741

ＦＡＸ番号 (098)866-2750

Ｅ－ｍａｉｌ tairahjm@pref.okinawa.lg.jp

担当者 所属・職名 義務教育課 学力向上推進室

指導主事 平良 一 （たいら はじめ）
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成果物

中城ごさまる科
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中城小学校　1 年生
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１年生
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1 年生
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1 年生
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２年生

①②

①②
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２年生
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２年生
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３年生
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３年生
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４年生
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４年生
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４年生
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５年生
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５年生
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５年生
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６年生
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６年生
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６年生
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６年生
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６年生
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６年生
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６年生

40



津覇小学校１年生
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１年生
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２年生
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２年生
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２年生
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２年生
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３年生
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３年生
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４年生

51



４年生

52



４年生
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４年生
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４年生
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４年生
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６年生

57



６年生
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６年生
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６年生
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中城南小学校１年生
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１年生
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２年生
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３年生
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３年生
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４年生
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５年生
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５年生
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５年生
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５年生
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５年生
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５年生
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５年生
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５年生
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６年生
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６年生
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６年生
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６年生
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６年生
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６年生
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６年生
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成果物

護佐丸コース （中学）

83



中城中学校１学年 ２０２１総合的な学習の時間（ごさまる学習）企画案 

【２０２１年度の総合的な学習の時間】 

 学習指導要領の改訂や大学入試改革によって、中学校での学びもより「主体的・対話的で深い

学び」が求められています。この中で、総合的な学習の時間（以下、総合）は、それぞれの教科・科

目の学びを統合し、自分が現在、そして将来にわたり自律的に学び続けるための姿勢とそのために

必要な資質能力を育てる時間となっていかなければなりません。以上を踏まえ、以下のことを目標

に中城中学校１学年の総合の取り組みを行います。 

 

【育てたい力とは】 

●心理を求め、自ら主体的に学ぶ姿勢をもつ人間の育成 

  →自分が探究したいことを発見・深化させ、自律的に学び続ける姿勢を育てる。 

●互いに個性を尊重し、敬愛する心をもつ人間の育成 

  →自分が探究・深化したいことと、地域・世界のつながりから、世界の中で自分が生きていく力を

高めるとともに、多様性を尊重し、自分が住む世界に貢献できる力を育てる。 

●心身の調和がとれ、強くたくましい精神力と体力をもつ人間の育成 

  →自分の考えをより具体化・深化させ、それを「自分らしく」アウトプットできる力を育てる。 

 

【総合を進めるうえで大切にする４つの C～Society5.0時代に向けて～】 

●Creativity（創造性とイノベーション）  ●Critical thinking（課題解決と批判的検証） 

●Communication（コミュニケーション） ●Collaboretion（コラボレーション） 

 

【プログラムを進めるときのポイント】 

●生徒自身・生徒同士の自発的な問いを大切にする 

  →教師・支援者が問いを与えるのではなく、自分が自分の成果物に対して、問いを立て、解決に

導けるような場を構築する。 

  →「報告会（発表会）」を「問い出しの力を身に着ける場」「自らの問いを深める場」として機能

させる。 

  →テーマ検討会や中間報告など、アウトプットの場を増やし、生徒間でのコミュニケーションの量

を増やすとともに、クリティカル・シンキング（批判的思考）を働かせる機会を増加させる。 

●テーマの変更を前向きに～自分が探究して苦にならないものを見つける～ 

  →自分が探究したいことは、深めれば深めるほど変化（成長）していく。そのため、当初案に縛ら

れず、自分が探究したい方向に常に変化し、考えていくようにする。うまくいっていないときに、そ

れをわかって進むのではなく、よりよい方向に変えていく姿勢を育てていく。 
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【アプローチのポイント】※問いはアドバイスを求めてきた生徒に対してをイメージ 

・正解は無数にある → 生徒の「正解」を大切にします 

   （問い） あなたは、どう考えるの？ 

・「学びの量」が大切 → 何をしたかではなく「何を学んだか」学んだ量を大切にしましょう 

   （問い） あなたはなぜ、そう思ったの？  本当にそうなの？  もっと調べてみたら？ 

・主体的な学びを進める → レールを敷くと一見きれいに見えるが「主体性」は薄れます 

   （問い） あなたはどうしたいの？  他の選択肢も調べてみたら？ 

・「活私開公」 → 滅私奉公的な視点ではなく、自分たちが活き活きと活動できるかが大切です 

   （問い） あなたはそれを本当にやってみたいの？  もっとワクワクするものは？ 

・「探究に終わりなし」 → だからこそ、途中経過でもアウトプットすることが大切です 

   （問い） 今、何をしてみたいの？  将来ではなく、今からスタートしてみては？ 

☆「指導」から「サポート」へ → 大人は、彼らが主体的な学びへと一歩踏み出せるように、背中を

押してあげるサポーター 

【プログラム】 

●到達点 

 ・自分が現在、興味のあること、探究したいことの方向性が形作られている。 

 ・自分が探究したいこと、地域・世界とのつながりの緩やかなイメージがつかめている。 

 ・課題を明確化し、課題解決に向けて、自分なりの具体的なアプローチを行うことができる。 

 ・多様な主体と関わることの意味を理解し、コミュニケーションをとることができる。 

●具体的な内容 

 ・今年度は、６月までの探究では自分が興味を持っている分野における地域の課題を見極め、テ

ーマ設定に重点を置く。各個人が提案したテーマをもとに、個人及びグループで夏休み期間中

に具現化し、課題解決に向けて主体的に関わることを行う。（主体的に関わるとは、与えられた場

に参加するのみではなく、自分が場づくりに参加すること、場をつくりだすこと、仮説をもってその

人・グループと対話すること等をいう）このことから、自分が探究したいことをより掘り下げている

人（地域の人材等）とのつながりを構築し、自分の探究したいことを深めることはもちろん、自分

の探究を応援してくれるネットワークの構築につなげる。そうした取り組みの中で、課題解決に向

けたアプローチの方法、グループで動いた場合にはその意味と課題、自分の興味のある分野に

おける地域の現状を深める。これらを９月の報告会までにまとめ、報告する。 

 ・後期では、前期の経験と９月のマイプロ報告会での反省等をもとに、より自分がコミットできるテ

ーマを設定し、課題解決に向けたアクション（自分が探究したいことをもとに誰かを幸せにするこ

と）を実践していく（実施のパフォーマンスを高めるために自発的にグループ化することを制限す

るものではないが、最終成果物は個人で作成する）。その中で、自分が探究したいことと地域・世

界のつながりをより具体的に理解するとともに、多様な人との関係性の中で課題解決に向けた

自分なりのアプローチの方法を深めていく（2年での更なる探究学習に引き継ぐ）。 

 ・自分の探究したいことと SDG’s との関係性を具現化する。 
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中城中学校１学年「総合的な学習の時間」マイプロジェクトアワード実施要項 

 

１ 日時：令和３年１２月２２日（水）５・６校時「総合的な学習の時間」（14: 05～16: 05） 

２ 場所：1学年各 HR、多目的教室、視聴覚教室、音楽室、パソコン教室（すべて 3階） 

３ 授業設計：野村（1学年主任） 

４ 授業ファシリテーター：1学年各学級正副担任 

５ 各教室準備機器 

・各 HR：教師用ノートバソコン（各学級は電子黒板付属のもの） 

・特別教室：教師用ノートバソコン（Google ドライブ接続用）、プロジェクター、プロジェクター接続用ケーブル 

 

６ 生徒の持ち物：発表に必要な道具、総合ファイル、メモ用紙、筆記用具、Flip grid撮影用生徒タブレット（班長） 

 

７ 発表データ提出締め切り：１２月１７日（金）１７時 

 

８ 発表順の告知：１２月１５日（水）「総合」の時間にＣｌａｓｓｒｏｏｍ「１年ごさまる」にてデータ配布 

 

９ 生徒の振り返り：Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ「１年ごさまる」にて入力フォームを配布、提出 

 

１０ 発表方法の具体 

  ・１番目の発表者がプレゼンする際、２番目の発表者（班長）が Flip grid（事前に「１年ごさまる」で課題提示

する）にてプレゼンの様子を録画し提出。３番目の発表者が司会進行を行う。 

  ・プレゼン時間は４分間、質疑応答の時間が３分間、予備時間１分で１クール計８分、移動時間５分 

  ・教師の時計（スマホ）を事前に合わせ、計時用とする。（プレゼン終了１分前と質疑応答終了時に教師が知ら

せる） 

  ・１クールの時間は移動時間込みで１３分、各教室最大９つの発表なので１１２分 

  ・Flip gridの操作については、１２月１５日（水）の「総合」の時間に練習する。 

  ※Flip gridで録画したものは、１月の「中城村 教育の日」にて公開予定 

１１ 発表場所と発表割り当て、担当職員：別紙参照 

 

１２ 発表時間 

発表順 時  間 発表順 時  間 

① １4：０５～１４：1３ ⑥ １５：10～１５：18 

② １４：１８～１４：２６ ⑦ １５：23～１５：31 

③ １４：31～１４：39 ⑧ １５：36～１5：44 

④ １４：44～１4：52 ⑨ 15：49～15：57 

⑤ １4：57～１５：05   
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５月２６日（水）の「ごさまる学習①」で皆さんに提出してもらったワークシートのまとめです。これに目を通し、

６月２日（水）の「ごさまる学習②」にいかしましょう。 

 

「ありんくりん中城」の目次から、あなたが興味をもったのはどの内容ですか？ (165 件の回答)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ありんくりん中城」を読んで、あなたが初めて知ったことがあればそのことについてわかりやすく書いてください。  

・琉球王国時代のなかぐすくと今のなかぐすくは変わっているところはあるが今とそこまでわ変わっていないと

いうこと 

・いとかまの塔があることです。 

・沖縄戦で中城村は大切な拠点（ポイント）だった 

・自分の誕生日に中城グスク内に「中城小学校」が設立されたこと 

・中城村に動物園があったとは、思ってなくて驚きました 

・琉球の聖域群は世界に確立されたほかの宗教とともに近代においてもなお損なわれずに残っていること 

・中城にも遊園地があって大人も子供楽しんでいたのが戦争後とは思いませんでした 

・今の中城と比べて大きい事がわかった 

・中城城の中に小学校があったことがわかった 

・遊園地で有名になったけど忘れさられたこと 

・中城村でも、たくさんの戦死者が出て、若い人も死亡したことです。 

・沖縄戦での中城村の戦没者は５０００人あまりの人が犠牲になったことがわかった。 

・１８５３年にペリー提督一行（調査隊）が中城城に訪れたことがあること 

・私はこの本を読んで今初めて護佐丸の前にも指導者がいた事を知りました 

・ぼくは中城にも米兵が来て戦争地になったのは知っていたが、２日で来たのは、初めて知った。そのせいで、

抵抗もせずに終わったのも初めて知った 

・中城城公園に動物園や遊園地があり、沖縄で最も有名で最も行きたいと思う行楽地だったということ。 

中城と沖縄戦  

中城村で学校が作られたのはいつ？ 

中城の大きさって、昔も今も同じ？ 

中城グスクに動物園があったって本当？ 

中城グスクが世界遺産に登録

されたのはなぜ？  
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・中城村が沖縄戦で重要な戦略地だったことやよく遊んでいたいとかま公園の糸かまの塔は、中城の戦没者

を追悼するためにあったりなど、はじめて知ることがたくさんあった。中城村での戦争はあまり知らなかったの

で悲しくなった。 

・中城グスクの動物園にライオンやクマというような大きな生き物もいた事に驚きました 

・中城城公園は、ゴールデンウィークに約３万人が来るほど人気だと知りました。 

・世界遺産に登録された理由でペリーが来た事など習わなかった事が理由になっているというのが分かった。 

・沖縄戦で抵抗して殺害された人や家族がみんなで自決する人がいたという事がわかった 

・中城と北中城が兄弟のような関係だったことを知った 

・県道 29号線・32号線・146号線は二百数十年前に作製された琉球国惣絵図にも、同じようなルートで描か

れてるのでかなり以前からあったと考えられていることを知りました 

・護佐丸の時代から、中国や大和と貿易が盛んだったことを初めて知った。 

・沖縄戦での戦没者数が５１４５名ということ。 そして、そのうちの１２１４名が未成年者ということ。 

・米軍によってむらが分断されていたこと。                      

・昔は北中城村と中城村は同じだったことを初めて知った 

・ペリーが当初、琉球を制圧・制服しようとしたけど琉球の文化に驚嘆して制圧をやめたこと 

・琉球王国の文化は、特別の政治的、経済的環境下において進化し、発展を遂げた。このことは、その文化に

比類のない特質をもたらした。 琉球の聖域群は世界の確率された他の宗教とともに、近代においてもなお損

なわれずに残っている自然と祖先崇拝の固有の形態をあらわす例外的な事例を構成している。ということが

ユネスコが示した中城城跡を評価する理由だったことが初めてわかった。 

・磁器類は、中国や朝鮮で作られたことが知った。 

・中城の面積は昔のほうが広いと知りました! 

・中城村に、初めて学校ができたときは、宜野湾市にあった 

・沖縄県で近代的に学校教育が始まったのは１８８０（明治１３）年のことだった。 

・ごさまるは意外と調べられてなくなぞのままというのがおおくびっくりしました。 

・中城が首里に行くための重要な地点だったということが初めて知った。疎開した人達や戦闘に巻き込まれず

に避難できた人達が必ず生き残れるとは限らないということも初めて知ったし納得した。 

・中城城跡がなぜ世界遺産に登録されたのかを読んで、中城城跡は石積みや歴史の深さだけで世界遺産に

登録されたと思っていたけど、中城村民の中城城跡への思いも登録された理由の一つだということがわかりま

した。 

・先中城あじは存在していたのかも証明されてなかったこと 

・中城城跡、首里城が、同時に世界遺産に登録されたのを、はじめて知りました。 

・大きさはわかるのに中城グスク城が築かれる以前の中城がまだ分からないのが不思議 

・約５００年前の中城は、北中城村、宜野湾市普天間、宜野湾市野嵩、沖縄市諸美里の範囲をもってって今の

中城より広かったこと 

・中城村は、およそ百年前までは今の北中城村を含む広さだったけど、沖縄戦のあと米軍に施設が造られた

ため村が分断されて中城村と北中城村に分かれたと今日初めた知りました。 

・中城城跡に動物園や遊園地などがあったり、闘牛大会が行われていたことがわかった。 

・沖縄は、日本よりも文化が進むのが遅かったですが徳川家康が日本をとういつした頃沖縄も尚巴志が沖縄

を統一したので、流れは一緒かなと思いました 

・久場に米軍の施設があったこと 
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「ありんくりん中城」を読んで、あなたがもっと知りたいことや疑問に思ったことがあれば、そのことについてわかり

やすく書いてください。 

・中城中学校があるこの場所は戦後どうなっていたのか。 

・沖縄戦で中城村の人たちはどこに逃げたのだろうか 

・沖縄戦の影響で、具体的にどんなものがなくなったのか、そして、どのようなものを復興したのか知りたいです。 

・中中の昔の姿を見てみたい。 

・護佐丸がいなくなった後の中城が知りたい 

・なぜ、那覇などの場所ではなく、中城に動物園などが作られたのか？ 

・中城村での昔の歴史や、戦後の復興など、小学校で学んだことより、もっと深く調べたい。 

・沖縄戦に巻き込まれる前の中城。 

・なぜ中城という名前になったのか 

・他の場所もとなりなのに兄弟のような関係じゃないのか 

・中城の歴史は初期の頃の記録はないのかなと疑問に思いました 

・どうして中城グスクは、中国と仲が良かったのか。 

・沖縄戦で助かった人が、戦争中どんな生活をしていたのか。また、戦後はどんな生活をしていたのか。 

・中城グスクの一の郭に中城間切番所ができたことについて知りたい 

・どのように、動物園ができたのか知りたいです。また、画像がもっと見てみたいです。 

・ペリー提督以外にもその時有名だった人が中城城跡を訪れたのかが知りたい。 

・中城と北中城のさかいめは誰がきめたのかな〜？と思いました！ 

・４の異本毛氏由来記 

・ごさまるには家族がいたのか知りたいです。あと、スポーツとかそういう現代的なものもあったのか気になります。 

・中城にある戦争のあとがどこにあるかとか・中城の戦争状況とか詳しく知りたい。 

・中城村民の、中城城跡へどんな思いがあったのかが知りたいです。 

・何人の子供が学童疎開したのか知りたい。 

・中城城跡の動物園には、どんくらい広いのか、どんなって動物園を開いたのか知りたい。 

・どうして先中城は存在を証明できないのか 

・沖縄戦の時生まれた赤ちゃんはどうなるのかなーと思いました 

・中城城公園で、一番人気だったアトラクションは、何だったのか知りたいと思った。 

・中城グスク、首里城、の他に、とうろくされていないんですか。 

・戦争に関係ない人がたくさん亡くなるのか 

・昔の中城小学校では何が流行ったのかしりたいです。 

・中城グスク城が築かれる以前の中城グスク城 

・中城村は、なぜ緒戦での大事なポイントだったのか知りたい。 

・中城グスクから出てきた出土品をこの他にどんな物が出てきたか詳しく調べたい 

・今日「ありんくりん中城」を読んで、先中城按司がどういう人（何をしていた人）なのかもっと詳しく知りたいです。 

・どうしてアメリカ軍の人は中城に遊園地を作ったか疑問に思いました 

・沖縄が琉球という名前であった時代に今の市町村にあたる区画は間切と呼ばれていたことについて知りたいで

す 

・今何気なくいる中学校はいつからできたのか 

・中城は海外との貿易のときに何と何を輸入輸出していたのか気になりました。 
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「ありんくりん中城」には書かれてないことで、中城や住んでいる地域の歴史や出来事、なぞの場所、古い言い伝

えなどについてあなたが知っていることがあれば、そのことについてわかりやすく書いてください。 

中城城跡の幽霊ホテルが謎の場所です。 

中城グスクに、遊園地があった、ときたことがありました。 

僕の母校の津覇小には、病院だったという噂がある 

タームが見つかったところ。 

いとかま公園の下に今も戦没者の骨が埋まっているという噂を聞いたことがある。 

当間の大綱引きは７年に１度。７年までは大のつかない綱引き。 

中城では島人にんじんやさとうきびが有名 

中城城に遊園地があった。 

いとかまのとうがなぞ 

泊のところに馬を洗う場所がある 

三組夫婦が三本の木を植えた。 

戦争が、終わって米軍が、飴玉を配っていたこと。 

最初、学校ができた場所は、伊江島。 

あんまり知りませんがごさまるが自分で自殺したのしか知りません。 

本当か分かんないけど、南上原のユニオン近くにガマらしき場所があったらしい。ガマらしきものがどこにあるかは

分かる。 

久場の井戸 

中城村には井戸が多いと思った。 

中城中学校は昔小学校だった 

中城村城は昔、動物園と遊園地だったこと。 

ごさまるのはか 

島人参 

おばあちゃんの家の近くに歴史の道が通っている。 

中城城跡にペリーが来たことがあると聞いた事がある 

中城がすくの中になぜ、学校を設置することがふさわしいと考えたのかよく知りたいです。 

ターファークーが伊集で行われている。 

獅子舞 

エイサー 

琉舞 

ちょんだらー 

カチャーシー 

茶道 

中城村に遊園地があること 

謎の場所はつは幼稚園の駐車場の奥かわにある絵の書かれた箱が置かれたところが謎の場所。 

糸釜公園はいつできたか？ 

津霸小の駐車場にある亡くなった人を運ぶ箱？みたいなもの(石の柵でかこまれている) 

伊舎道の三本ガジュマル      

東京の戦争の関係者が沖縄にいるという情報からアメリカ軍が沖縄に戦略し沖縄戦が始まった 
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今の時点で、あなたが取り組んでみたいテーマ（マイプロジェクト）はどんなことですか？前回書いたテーマと同じ

でも違ってもいいですが、今回は、そのマイプロをどう地域と関連させることができるかということもできれば考え

てみてください。 

中城の有名なことについて 

中城湾の生き物調査です。 

沖縄戦で中城はどんな被害が出たのだろうか 

中城村は、昔はどのようなことが、あったのか知りたい 

中城村の特産物をいかした料理を作りたいです 

戦争後わどうなったのか 

中城城の、歴史の深さを劇として伝えてみたい 

色々な人に挨拶したいです 

沖縄の生き物 植物 

吉の浦の海に、ゴミ箱を設置したり、地域の人にも協力してもらって、ゴミ掃除のボランティアをしてみたいです。 

中城村が悪いところ０の村にしたい。 

ビーチクリーンなどのことをしてみたい。 

海にゴミが多いのでゴミ箱を設置したり、ゴミ拾いをしたりする。 

中城村の名産食品の料理を考えて売り出したい 

世界各国の世界遺産（文化遺産）（自然遺産）について調べたい 

あまり知られていない護佐丸の前の指導者について沢山の人に知ってもらいたいです 

お年寄りとの交流したい。 

そのために中城苑に楽器に一度交流する 

地域の特産品をとうして、中城村の魅力を伝えて多くの人に中城の良さなどを知ってもらいたい。 

沖縄、中城の名産品や場所などを、調べていきたいです。 

沖縄の、特産物について 

身近にあるいとかまの塔や下の地域の歴史が刻まれているものなどを調べたい。 

私は、中城城跡が戦後の日本復帰までの間、米軍にどう管理されたのか知りたいです。 

それを知ることで、戦後の中城について知れると思ったからです‼ 

今と昔の中城を写真や文章で説明してどこかに展示することで地域の人に昔の中城を知ってもらう。 

自然現象ではありますが、ミオ先生が困っている湿気をなくしたいです。 

中城村にはどのような文化があるのか 

中城村の文化について何があるか、どこに、どんなことをしているか。 

食品開発をして町の人に食べてもらう 

悪魔を自分の体から裁きそして出すのは、どこでやるのか！！ 

実際に採掘の現場を見に行ってみたい。 

今の中城村の、戦前と似ているところ、違うところ。 

中城村のいいものや、いい場所などアメリカや韓国に伝えるための言葉を表現を学んで世界に発信させられる会

社をつくること 

マイクロプラスチックについて 

中城の海のゴミについて 

ごみの分別をする 
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卓球したい。中城で中中主催の卓球講座を開いて小学生に教える 

昔、家畜はどのようにして飼われていたのか発信したい。 

球速１００ｋｍプロジェクト。 

中城城跡に行って、ペリー提督が訪れた場所をもう一度見てみたい 

卓球がしたい。 

中城村の海について取り組みたいです。 

ふほうとうきをなくすとりくみ 

"なんで上はさかえているのに下はあんまりさかえていないのか!?"がテーマです!! 

遠投６０ｍプロジェクト 

地域の環境のため 

ゴミの問題や不法投棄を調べてみたいです。 

中城での戦争について 被害とか死亡者数・体験した人の話・写真もあれば 

中城村が戦争後からどうやって復興したか 

どうしたら海のゴミが無くなるのか 

サンゴの白化 

学校を作って給食費もただにする 

中城にある植物を調べて、いろんな人に伝えたい。 

誤差丸が亡くなってからの中城城跡について。 

商品開発 

中城のハンタ道について詳しく知りたいと思いました。 

じふんのしょうらいの夢を叶えるためにする 

ごさまるのことを知りたい 

中城村についてみんなに知ってもらいたいです。 

野球を中城村の人に伝えたい 

島にんじんなど 

ボランティアを増やすこと。 

中城のはじから、はじまでしらべたいです 

中城中学校の歴史 

宿題を教えあう 

中城村に昔から育てていた作物を使って調理をしてみたいです。 

吉の浦にバスケットコートをつけたい。 

中城村の特産品を使って何か商品開発してみたい 

中城の南上原は栄えてるのに下は、ちょっと田舎なんですか 

サンゴを守る 

中城村の歴史を他の市町村に伝える。そうすることで、他の市町村の人にも、ごさ丸のことや歴史の道のことなど

も知ってもらえると思うからです。 

中城村の歴史を広めるためのプロジェクトをしてみたい 

制服をセーラー服と学ランで選べるようにする。そうすれば lgbtqの生徒がもっと学校に通いやすくなると思うから。 

プチスイートとタイアップ 

護佐丸の血をひている人はいるのか 

102



海にあるゴミなどを拾ってキレイにしたい 

村花をいっぱい植えて色とりどりにしたい。 

もし、ゴミなどが、落ちていたら拾って街をきれいにしたいです。 

また、海などもきれいにしたいです。 

中城村の海をきれいにしたい。 

私は、いろんな人に中城の良さを伝えたいなとおもっているので、前回にも書いたように、ネットを使って、中城につ

いて書いたり、ポスターを作って載せたりしたいです。 

中城グスクに動物園があったって本当？ 

昔と今の観光地を比べて観光マップを作ってみたいです。 

中城に、ジャンルは、何でもいいから面白い漫画を作る 

中城村の大事な伝統を守りたい 

 

地域とからめることで、前回よりも具体的なマイプロジェクトが出ています。次回は、ＳＤＧ′ｓの視点も入れてみ

ることにチャレンジしてみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興味×地域×ＳＤＧ′ｓ＝マイプロジェクト 

自分の興味 地域 

ＳＤＧ′ｓ 
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6 月２日（水）の「ごさまる学習②」で皆さんに提出してもらったワークシートのまとめです。これに目を通し、

これから始まる「マイプロジェクト」にいかしましょう。 

 

「ありんくりん中城」の目次から、あなたが興味をもったのはどの内容ですか？ (165 件の回答)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ありんくりん中城」を読んで、あなたが初めて知ったことがあればそのことについてわかりやすく書いてください。  

中城城跡が室町時代にできたこと 

泊のくわでぃーさーは、台風や沖縄戦を乗り越えてまだ生えていること 

元々中城と北中城が一緒だったことにとても驚いた 

護佐丸、ペリー、阿麻和利が歴史の道、ハンタ道を通ったこと。ハンタ道が戦争に使われていたこと。 

１９０８ 明治４１年に中城村が生まれた 

昔の中城村は今の北中城村や、宜野湾市普天間、宜野湾市野嵩、沖縄市諸見里の範囲を持っていた中城

間切ということがわかった。 

先中城あじっていう人がいるということ 

中城城跡には、公園しかないと思っていたけど、この資料を読んで動物園があったことがわかりました。 

中頭方東海道が今もあるハンタ道ということがわかった 

イリオモテヤマネコやヤンバルクイナは、大陸から渡ってきたけど、海に浮かぶ島となり他の場所へ移動する

ことができなくなって、今のような変化をとげたっていうことが初めて知った。 

２０００年１２月２日に世界遺産に登録されたとしった 

「沖縄が琉球と呼ばれた時代、中城村は、中城間切（なかぐすまぎり)と呼ばれていた！」と知った😄 

1950年昭和 25年 6月 18日に中城城公園ができ動物園ができた。 

また，動物園にはライオンやキリン,ぞう、くま、ラクダ、口バなどこれまで見られなかった動物がいた。 

いとかまの塔が青年団によって建設されたこと。 

沖縄戦で、中城村の犠牲者で０歳から１９歳は１２１４人にのぼっていることがわかりました。 

沖縄戦で 5,145名もの人がなくなったこと。 

中城と沖縄戦 

７．２％ 

中城村で学校が作られ

たのはいつ？ 

中城グスクに動物園があったって本当？ 

中城グスクが世界遺産に登録され

たのはなぜ？ 

中城の大きさって、昔も

今も同じ？ 

中城村を通る

道は、昔から

変わらない？ 

6．5％ 
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明治時代には小学校ができていて、全校生徒で２４〜４４人くらいいた事 

世界遺産は、過去から現在へと引き継がれて、現在を生きる世界中の人々が未来へと伝えていかなければ

ならない人類共通の遺産だということがわかった。 

護佐丸についてあまり詳しいことはわかっていないのに、今、村民に知られていて人気なのが不思議だし、

「二童敵討」の父親役ということに驚いた。 

中城城跡に大規模な遊園地や動物園があるということです。今の中城城跡はいしがきしかないので多くの人

で賑わっていたことにおどろきました。 

中城小学校は、今迄３回も移動していた事です。 

中城も戦地だったことは知っていたけど北谷からたった１日でここらへんに来たことは、初めてしりました。 

中城村と北中城村が米軍によって分けられた事 

護佐丸の死後も 1469 までは、王族か王族の代理者が管理していたことがわかった 

先中城あじが存在していなかったかもしれないこと 

昔から中城村を通る道はあまり変わらないという事が分かった。 

昔の中城村は、今の中城村よりは広かったけど、沖縄戦で２つに分かれて狭くなった 

小学校で習った護佐丸とは違って城の一部分のことなどいついて分かった。 

ごさまるは、ただたんにしょうもない死に方をしてしんだのかなーーっと思っていたけど、これを読んでおもった

ことは、俺はなんて失礼な事を言ったのか恥ずかしく恥ずかしくて萎えました 

こんかいわかったことはかつては、北中城村と１つになっていて中城間切りと呼ばれていたことです 

中城は陸の幸と海の幸の２つの幸に恵まれていることがわかりました。 

中城城には遊園地や動物園があり、「沖縄で最も有名で、最も行きたい」行楽地として、とても賑わっていたと

いうことがわかった。 

中城村から宮崎県や熊本県に学童疎開した人など米軍が侵攻してくる前に国頭へ疎開した方々がいるという

こと。 

中城グスクは、昔に造られたものだから貴重なのだと思って単純に考えていたけど、中城村民の心を象徴して

いる大切なものだと意識していくことが大切ということが初めて知りました。 

アメリカ軍の人たちにも中城の凄さが伝わるほど当時の中城城跡はキレイだったと思う 

人気が落ちた中城城跡も世界遺産に登録されることで人気になれるんだなぁと思った 

外国在住者の１０名に１人が中城出身者であったこと。 

お金持ちの人を、「ハワイー」という地域があったということ。 

中城の人も海外移民に行っているのか 

中城には港があって他の国と交易していたり、よろいとかの戦いに必要なものも運ばれていた事がわかった。 

戦争によって破壊された廃墟の中、1946(昭和 21）年 4 月、中城村役場仮事矛務が当間区に設置されたこと

が初めて知った！！ 

２０００（平成１２）年１２月２日に、中城城跡や首里城跡をはじめとして世界遺産に登録されたこと。 

中城村の子供は、普天間まで行って小学校に行ってたことです。 

26人がハワイへ渡り、1906 年には史上最高の 4670名が海外へ渡ったこと 

今もある地名が以外に明治前からある 

北谷海岸に上陸した米軍がわずか２日目に中城に到達したこと。 ４月１７日に南上原、２０日に糸蒲山が米

軍によって占領されたこと。 

屋宜にも港があったこと 
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「ありんくりん中城」を読んで、あなたがもっと知りたいことや疑問に思ったことがあれば、そのことについてわかり

やすく書いてください。 

中城城跡ができる前の中城が知りたい 

なぜ中城という村名になったのか 

中城は、北中城とまた一緒になるようにしているのか具体的に気になる 

昔のおうちはドノようなおうちだったのか知りたい 

なぜ動物園や遊園地をつくったのか 

護佐丸がなくなったあとの中城村 

先中城あじのさきがいるかとういこと 

ペリーの旗立岩が見てみたい 

護佐丸の秘密をもっと知りたい。 

中城中学校があるこの場所は戦争の後どうなっていたのか、疑問に思ました。 

新生中城村のスタート後はどうしていたのか 

昔の歴史の道の姿 

今は残ってない中城城跡の部分は、何に使われていたのか？ 

私は 護佐丸の前にも護佐丸のように偉い人がいたのに、なぜあまり知られていないのか、 

小学校の護佐丸の教科書にも、のってないのか疑問に思いました 

護佐丸が主にどんなことをしたのか、二童敵討の内容で護佐丸はどういうことをしたのかが気になった。 

なぜ、歴史が詰まった中城城跡にテーマパークなどを作ったのか知りたいです。 

なぜいとかま公園に塔を立てたのか 

平和学習で中城のことも聞いたけど、もっと戦況が激しところなどの話が多かったので、中城の話も詳しく知りた

いです。 

ごさまるの子孫や家族について知りたいです。 

護佐丸は、どうやって死んだのか気になる事と、護佐丸がいつ来たのか気になる 

他にも世界遺産に登録されそうな城はあると思うのになんで中城城なんだろうと思った。 

ごさまるの本当の顔見てみたいなっと思った 

中城と他地域との貿易は農産物やよろいを中城におっくていることがわかりました。 

ハンタ道についてもっと知りたいと思いました。 

なぜ、移民していった地域は、ハワイ・ペルー・ブラジルが中心なのか？ 

移民先から家族や親族にあてに送金した額が大きかったこと 

現在でも中城出身の人は海外移住しているのか？ 

明治以降につくられた地名の前の地名を知りたい 

どの国と貿易が行われていたのかをもっと具体的に知りたいです。 

食べ物なども貿易されていたのか、また貿易されていた場合どんな食べ物がどんな方法で貿易されていたのかを

知りたいです。 

初代、中城小学校の校長は誰なのか知りたい 

ペリーと、琉球国王は、どんなやり取りをしていたか 

中城村民と移住の人の血がつながった人がいるとＴＶでいっていたので、どれくらいいるのか知りたいです。 

沖縄で発見されている人骨の例を見てみると〇〇人骨など色んな人骨の名前があったので人骨にも種類がある

のかな 
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「ありんくりん中城」には書かれてないことで、中城や住んでいる地域の歴史や出来事、なぞの場所、古い言い伝

えなどについてあなたが知っていることがあれば、そのことについてわかりやすく書いてください。 

津覇小の駐車上にお坊さんの神輿があること 

島人参やさとうきびが有名 

護佐丸が月見をしているときに阿麻和利に襲われて、自殺して幼い息子だけ生き残った。    中城には戦争中に

亡くなってしまった人の骨がある 

幽霊ホテルが謎の場所 

中城グスク城跡の近くにある幽霊ホテルがある!?🧐💜 

中城城跡にホテルがあった❗ 

おばあちゃんの家の近くにある山は、戦争のとき、日本軍が見張り場として使っていた場所だった。 

中城城跡に幽霊ホテルがあった 

津覇小は昔病院で、死体がうまっている🧐♀  

昔は飛行機や車などが発展していないので、貿易はどうやってやっていたのか知りたいです。 

中城村の南上原は、以前までは、森だったと分かった。 

いとかまのとうのはゆーれいがいるらしいぞ 

糸窯公園から、工事中に骨が出てきた。 

中城城の隣にある幽霊ホテルがなぞ。 

３つの石の積み方が見られるのは中城グスクだけ。 

遊園地があった 

中城城で何か見つかったと聞いた覚えが…… 

昔屋宜などは中城城跡にあった 

中城公園の遊園地は最初で最後の遊園地と聞いたことがある。 

 

今の時点で、あなたが取り組んでみたいテーマ（マイプロジェクト）はどんなことですか？前回書いたテーマと同じ

でも違ってもいいですが、今回は、そのマイプロをどう地域と関連させることができるかということもできれば考え

てみてください。 

ゴミ拾い 

お年寄りを大切にする中城にしたい。だから中城苑で交流会を開く 

沖縄の生き物＆植物 

中城村には貧困で困っている人はいるの？ 

できないかもしれないけど、中城と北中城を一緒の町にする活動に取り組みをしたい。 

地域の特産物を使って料理をつくる。 

みんなをすくう 

地域のために役立つことをしたい 

中城村は昔どんな村だったのかを村の沢山の人に伝えたい。 

中城には、どのような文化があるのか 

地域が安全に暮らす方法 

海のゴミを減らしたい 中城村の人たちで協力する 

護佐丸の血をひている人はいるのか 

ごみの分別をみんなができるようにする 
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吉の浦公園の海に、ゴミがいっぱいあるのでどうやったらゴミが減るのか。 

ペリーのこととか、中城の王位継承での争い 

いろんな人々に元気な挨拶をすることです 

沖縄の文化を発信したい 

村内のゴミ問題や不法投棄について調べてみたい 

球速１００kmプロジェクト  地域の、野球がうまい人に習う 

みんなが平等になる世界 

海や道などに、落ちてるゴミを拾って捨てたい🗑️です💙💛🧐💜 

前と同じで海のゴミを捨ってきれいにしたいです。 

沖縄戦の後と現在について。 

食品ロスを減らすこと。貧困をなくすこと。持続可能な社会を保とう。 

海をキレイにして自然を守る 

ビーチクリーンをしたい。(きらきらビーチの) 

戦後、中城村はどのように変わっていったのか 

海のゴミなど、森林を守るために沖縄の生き物たちを保護する。 

ゴミをなくしたい 

中城の有名の食べ物について 

中城村の名物を、他の地域の人達に、知ってもらう 

島にんじん収穫❤٩(♡ε♡ )۶ 

吉の浦の海からゴミを無くして今以上の観光地にしたい 

海をきれいにすること 

世界遺産を外国人の人たちに伝えていきたい。あと、世界遺産を長く伝えていきたいと思った。 

中城村の戦時中と戦後の復興について。 

中城城跡についてのパンフレットを書いて提供する。 

海をきれいにしたいです。 

海を綺麗にしたい 

どうすれば貧困をなくせるのか？ 

中城は湿気が多いので湿気をなくすのを作りたい 

中城小学校が作られたのは何時なのか、最初はどこに作られたか等を、地域の人に伝えたりして、興味を持っても

らい、そこから色々なところに広めていくというプロジェクトです。 

制服を男女兼用かセーラー服か学ランかを選べるようにしたいです。なぜなら、コンプレックスがあって着たくなか

ったりする人もいるかもしれないからです。そういう人たちが中中のことを知って中城に来る人も増えるかもしれま

せん。もし、男女兼用の制服にすれば制服屋さんの負担も減ると思います。 

ゴミのこと。私の地域はゴミが多いと思うので自主てきにごみ拾いに取り組みたいなとおもいます。 

小学校の頃もやったけど、護佐丸の劇をしてみたい 

中城の学校の歴史（どうしてできたのかなど） 

中城の海はどんなゴミが落ちているのか（ごみ拾い） 

地域のゴミ拾い 

地域の特産物で料理をしたい。 

中城の海はけっこうきたないから遊びに行ったときにパパッと掃除をしたいです。 
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ごさまるを広めようとおもった 

なぜ南上原は栄えているのに下は田舎？ 

海をきれいにする 

中城湾に落ちているゴミを拾う 

海のゴミをなくす 

サトウキビ収穫❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

護佐丸のことを広めたい(・∀・) 

沖縄のユルキャラなどを、調べたいです。 

中城には、何があったのか(プールや遊園地）を知りたい。 

お寺と鳥居を 3個ずつ用意して心の中の悪魔をさばき出す 

歴史の道について関連できると思いました。 

海のゴミを減らすこと 

海の環境問題をなくしたい。 

中城村と、SDGSがどのようにつながっているのか。 

島大根を使った特産物を作ってみたい。 

海のゴミに関して取り組みたい。 

吉ノ浦の外にバスケットリングをつくる。 

マイクロプラスチックについて 

中城城跡で発掘を体験する 

持続可能な世界を作りたい 

劇などをとうして、小さい子にも中城のことについて、知ってもらいたいです。 

捨てられたゴミはどうなるのか調べたい 

中城の人も海外移民に行っているの 

中城の昔のライバル国や地域について 

前と同じで、中城の食べものを色んな人に食べてほしい 

中城のゴミを拾ってどのくらいのゴミが落ちているのか調べてみたいです。 

中城の学校の歴史 

海がよごれないようにしたい 

海に落ちているゴミ拾いです!! 

ゴミ拾いボランティアを今よりも増やしてみんなで取り組む。 

中城湾で生物調査をして、その採れた生き物で沖縄料理を作る。 

中城村の特産品をもっと知りたい  

SDGｓを地域や村に広く知ってもらいたいです！ 

吉ノ浦のごみ拾い 

大城賢友についてしりたい 

中城と SDG｀ｓ 

中城村の食べ物でご飯を作りたい 

ハンタ道について詳しく調べてみたいです。 

少子高齢化をなくしていきたい 

海のゴミについて 
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ＳＤＧ′ｓと関連させるとすれば、どの目標ですか？ 

１  貧困をなくそう･････････････・・・・・・・・・ 

２  飢餓をゼロに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

３  全ての人に健康と福祉を・・・・・・・・・・・・・・ 

４  質の高い教育をみんなに・・・・・・・・・・・・・ 

５  ジェンダー平等を実現しよう・・・・・・・・・・・ 

６  安全な水とトイレを世界中に・・・・・・・・・・・ 

７  エネルギーをみんなに、そしてクリーンに・・ 

８  働きがいも、経済成長も・・・・・・・・・・・・・・・ 

９  産業と技術革新の基盤をつくろう・・・・・・・ 

１０ 人や国の不平等をなくそう・・・・・・・・・・・・ 

１１ 住み続けられる街づくりを・・・・・・・・・・・・・ 

12 つくる責任、つかう責任・・・・・・・・・・・・・・・ 

13 気候変動に具体的な対策を・・・・・・・・・・・ 

14 海の豊かさを守ろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

15 陸の豊かさも守ろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

16 平和と公正を全ての人に・・・・・・・・・・・・・ 

17 パートナーシップで目標を達成しよう・・・・ 

 

 

 

今回、ＳＤＧ′ｓの視点も取り入れてみたことで、より具体的なマイプロジェクトがいくつか出てきています。他の

人のマイプロも参考にして、自分が本当にチャレンジしてみたい唯一無二のマイプロを設定してみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興味×地域×ＳＤＧ′ｓ＝マイプロジェクト 

自分の興味 地域 

ＳＤＧ′ｓ 
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