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鈴木崇之・加藤彰彦：渡真利源吉の思想と実践

渡真利源吉の思想と実践

一ライフヒストリーに基づく戦後沖縄児童福祉史研究・序説一

鈴木崇之＊

加藤彰彦*＊

TheChildWelfareThoughtandPracticesofGenkichiTomari:AnIntroductiontotheHistorical

StudyofChildWelfareinOkinawafromtheViewPointofLifeHistories

TakashiSuzukiandAkihikoKato

渡真利源吉は、琉球政府児童福祉法の実質的作成者であり、1965年３月に琉球政府を辞するまで児童福祉関係の専門官

として活躍し、その後1998年３月まで児童養護施設、愛隣園の副園長，園長を務めた人物である。

本研究では、渡真利源吉のライフヒストリーのうち出生から琉球政府社会局福祉課児童係長に就任するまでの期間を

｢出生から終戦まで｣、「沖縄本島移住から教員時代まで｣、「内地留学｣、「琉球政府児童福祉法の立案｣、「琉球政府児童相

談所時代」という五つの時代区分に分け、紹介を行った。また中間考察として、上記の期間のライフヒストリーから

｢思想と実践」の形成に寄与した要素を6点ほど抽出し、検討を行った。

「戦争体験・臨死体験」は、人命尊重や平和主義といった渡真利源吉の実践思想の核の形成につながった。「キリスト

教」は、愛隣園等における福祉実践の指針となったのみならず、米軍占領下の沖縄で米国人とコミュニケーションをと

りながら福祉実践を行う際の原動力となった。「教員生活」は、渡真利源吉の現場志向を大きく規定したほか、ひとりの

不登校児との出会いが内地留学への決意のきっかけともなった。「日本社会事業学校への留学」は、琉球政府児童福祉法

の立案作業および米軍物資窃盗児童への対応に関する指針をもたらし、また内地に様々な知人とのつながりを作ること

に寄与した。「琉球政府時代の実践と山崎亮一との出会い」は、当時最新の米国児童福祉の人権概念やソーシャルワーク

理論を渡真利源吉にもたらし、琉球政府児童福祉制度の基礎の形成へとつながった。

キーワード：戦後沖縄児童福祉史、琉球政府児童福祉法、ライフヒストリー

一線に立ち続けている。

周知の通り、沖縄は戦後1972（昭和47）

はじめに

周知の通り、沖縄は戦後1972（昭和47）年５月15日に

日本に返還されるまでは、アメリカによる占領下にあ

った。したがって、沖縄には日本本土とは異なる児童

福祉政策の歴史が存在している。

占領下における沖縄の児童福祉政策に関する研究は、

1990年代までは我喜屋（1962)、幸地（1975)、また沖

縄県社会福祉協議会（1981,1986）など当事者や元当事

者によるまとめの形態をとっていることが多かった。

しかし、１９９０年代に入ると、野田（1993）、丹野

(1998,1999)、望月（1998,2004）など日本本土の研究

者によって脚光が当てられることとなった。

渡真利源吉は、1953年10月に制定施行された琉球政

府児童福祉法の実質的作成者であり、1965年３月に琉球

政府を辞するまで12年間に渡って琉球政府の児童福祉

制度の発展に努め、日本復帰に至るまでの沖縄の児童

福祉の礎を作った人物である。

その後、1965年４月から1998年３月まで児童養護施設

愛隣園の副園長、園長を務め、現在も沖縄ソーシャル

ワーク協会会長、NPO法人沖縄児童文化福祉協会理事

長、沖縄県社会福祉士会電話相談員、そして沖縄国際

大学を始めとした大学、専門学校の非常勤講師として、

78歳（2004年11月現在）になった現在も社会福祉の第

＊頌栄短期大学，〒658-0065神戸市東灘区御影山手1-18-1,VYCl3015＠niftycom

**沖縄大学人文学部福祉文化学科
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このような流れの中で、沖縄県生活福祉部（1998)、

沖縄県社会福祉協議会崎間晃編（2001)、前原（2003）

など、再び沖縄の研究者、実践者によって占領下沖縄

の児童福祉政策研究が進められつつある。

しかしながら、実際に当時を知る人々が高齢化して

おり、貴重な聞き取りの機会が少なくなりつつあるにも

関わらず、インタビュー等の方法に基づく質的研究の

アウトプットは十分であるとは言いがたい現状である。

したがって本研究では、まず沖縄の児童福祉の礎を

作った人物である渡真利源吉の実践に焦点を当て、そ

こから沖縄の児童福祉の歴史を読み取ることを目的と

する。さらに、終戦直後に中学校の英語科・社会科教

諭となり、また一旦は琉球政府の役人になりつつも児

童福祉現場への思い止まずに琉球政府を辞して児童養

護施設、愛隣園の職員となり、施設の児童を八重山郡

の離島、鳩間島の養育里親に委託する等の画期的な実

践を行った渡真利源吉の思想を読み取って行くことと

する。

本論文では渡真利源吉のライフヒストリーのうち、

出生から琉球政府社会局福祉課児童係長に就任するま

での期間を「出生から終戦まで｣、「沖縄本島移住から

教員時代まで｣、「内地留学｣、「琉球政府児童福祉法の

立案｣、「琉球政府児童相談所職員時代」という五つの

時代区分に分け、紹介を行う。

表ｌインタビューの経過

2003年10月25日

2004年７月31日

2004年９月１日

2004年９月８日

2004年９月１５日

2004年10月６日

2004年10月20日

2004年10月24日

2004年10月27日

１
１
１
１
１
１
１
１
ｊ

士
士
水
水
水
水
水
日
水

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
１
１

1530-18:00

16:00-17:00

1400-19:00

1430-17:00

14:30-17:００

１４:30-19:００

１５:00-18:３０

１８:00-23:３０

１４:30-1830

本論文を理解する上で必要と思われるので、渡真利

源吉氏の略歴を以下に列挙しておく（表２）

表２渡真利源吉略歴

(大正15）年７月27日宮古島（平良市久松）にて出生

(昭和20）年３月１日沖縄県立宮古中学校卒業（旧制5年）

(昭和20）年３月25日現地部隊に入隊

(昭和20）年６月23日沖縄戦終結

(昭和21）年7月沖縄本島へ渡る

(昭和21）年10月～1947（昭和22）年3月沖縄外国語

学校で翻訳・通訳を学ぶ

(昭和22）年４月～1948（昭和23）年３月具志川実業高

等学校勤務

(昭和23）年１月５日前原バプテスト教会にて洗礼を受

ける

(昭和23）年４月～1951（昭和26）年3月具志川中学校

勤務

(昭和26）年４月～1952（昭和27）年３月日本社会事業

学校研究科（1年課程）へ派遣（日本社会事業学校研

究科第６期生）

(昭和27）年４月～1953（昭和28）年３月琉球政府民生

局民生課児童係に配属

(昭和28）年４月～1958（昭和33）年10月沖縄中央児

童相談所勤務

(昭和33）年11月～1964（昭和39）年3月琉球政府社

会局福祉課児童係長

(昭和37）年４月～1972（昭和47）年３月玉川大学文学

部教育学科（通信教育部）卒業

(昭和39）年４月～1973（昭和48）年３月児童養護施設

愛隣園副園長

(昭和48）年３月～1998（平成10）年3月児童養護施設

愛隣園園長

(昭和63）年４月～1991（平成3）年５月知的障害者通

所授産施設愛の園園長（兼任）

1926

1945

1945

1945

1946

1946

1947

1948

1９４８

1９５１

調査方法

文献研究およびインタビュー調査から、渡真利源吉

のライフヒストリーを作成する。そして、作成したラ

イフヒストリーから、琉球政府在職時、およびその前

後における渡真利源吉の実践者としての特色を抽出し、

実践を支える思想を読み取る。

また、渡真利源吉へのインタビューは、表１の日程

で実施した。インタビューの様子は、今後の資料的価

値も考え、デジタルビデオに記録し、渡真利源吉本人

による文献に記されていないエピソードを中心にテー

プ起こしを進め、今後、詳細な年表を作成する。

1９５２

1９５３

1９５８

1９６２

1９６４

1９７３

1９８８

*渡真利源吉氏へのインタビューは、表１の日程で実施した。
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表３は、渡真利源吉の執筆論文である。まだ未収集

の資料もあるが、ご本人の協力もいただきながら執筆

論文等の完全収集を目標に作業を進めている。また平

行して、どの論文にライフヒストリーの中のどのエピ

ソードが記述されているか等の分析を進めている。

渡真利源吉、1998a、「私は彼らと共にあった｣、全国社会福

祉協議会・全国児童養護施設協議会編「児童養護」２８(3)：

24-28。

渡真利源吉、1998b、「児童福祉法の制定｣、沖縄県生活福祉

部編『戦後沖縄児童福祉史』：10-38．

渡真利源吉、2003、「子ども達との関わり合いを通して｣、

セルフサポートセンター東樹・季刊誌「橡（つるばみ)』

第37号。

渡真利源吉、2004、「私の生い立ちと社大｣、沖縄原宿会

ｉ日本社会事業大学と沖縄の社会福祉一会員個人史そ

の１－』：19-27．

渡真利源吉、（印刷中)、「我が半生の記｣、沖縄教区史編纂

委員会編「戦中戦後の体験（仮題)』。

表３渡真利源吉執筆論文一覧（未完）

渡真利源吉、1952、「不良児の性格教育一主として院内教

育一」日本社会事業学校研究科卒業論文（指導教官：朝

原梅一)。

琉球政府、1953、「琉球政府児童福祉法」（実質的起草者)。

琉球政府、1962,「児童相談所運営指針』（実質的執筆者)。

渡真利源吉、1972,「小原国芳による教師論」玉川大学文学

部教育学科（通信教育部）卒業論文。

渡真利源吉、1977、「沖縄における戦争孤児対策」全社協養

護施設協議会、「養護施設三十年」編集委員会編「養護施

設30年ｊ：70-83．

渡真利源吉、1980,「施設における経済生活｣、全国社会福祉

協議会・全国児童養護施設協議会編『季刊児童養護』１１

(2)。

渡真利源吉、1986a、「児童福祉と施設福祉を通して｣、竹

内和三郎編「沖縄の社会福祉40年一沖社協創立35周年

記念誌一』：157-170．

渡真利源吉、1986b、「比嘉メリーと児童養護｣、全国社会福

祉協議会養護施設協議会編「養護施設の40年一原点と方

向をさぐる－』全国社会福祉協議会:83-84．

渡真利源吉、1988a、「児童福祉施設の養護｣、須郷昌徳編

『児童福祉の基礎知識」法律文化社。

渡真利源吉、1988b、「児童福祉に関する雑考｣、沖縄県社会

福祉協議会編『季刊福祉おきなわ』創刊号。

渡真利源吉、1992、「玉川学園の創設者小原國芳先生との出

会い」日本基督教社会福祉学会30周年記念出版『キリス

ト教社会福祉の証言』編集委員会編「キリスト教社会福

祉の証言一学会30周年記念出版一』:194-200．

渡真利源吉、1993a、『沖縄の福祉事情―私の仕事を通して

－(公開研究会講演録Ｉ）』学校法人日本社会事業大学社

会事業研究所。

渡真利源吉、1993b、「愛憐園創立40周年の経過報告｣、『愛隣

園ニュース」再刊第21号(1993年12月30日）:10-11．

渡冥利源吉・川添雅由・宮城常敏・仲村小夜子・名城健

二・新里則夫、1995,「沖縄の『ゆいま－る』と地域福祉

の相互扶助｣、日本地域福祉学会編「日本の地域福祉』第

９号。

渡真利源吉、1997、「鳩間島と私一島に里子を委託して－｣、

鳩間小学校創立百周年記念誌編集委員会編「鳩間小学校

創立百周年記念誌波濤を越えてｊ：169-179。

渡真利源吉ライフヒストリー

１．出生から終戦まで

1926（大正15）年（０歳）

７月２７日宮古島（平良市久松）にて父蒲、母カメの三

男（戸籍上は六男）として出生。幼名は「じんがま｣。

父蒲は松原部落の監督（総務役）をしており、松原

部落敬老会の創始者でもあった。父は外で遊ぶことを

求めたが、朝は必ず早く起きるように驍けた。

母カメは９人の子どもを産んだが、幼くして４人を

亡くしてしまう。また、母がコレラに罹叺命拾いし

た後に源吉は生まれている。そのような背景もあり、

末子の源吉は母にやさしく育てられた。

1933（昭和8）年４月（6歳）

久松尋常高等小学校入学。前後して軍国主義教育が

始まる。「ハト、マメ、マス」の教科書が「サイダ、サ

イダ、サクラガサイタ。ススメ、ススメ、ヘイタイスス

メ」に。

1935（昭和10）年４月（8歳）

久松尋常高等小学校３年次。近所の小学１年生の子ど

も２人に勉強を教える。これが教師としての原体験とな

る。

久松部落の先輩に、日本大学法学部を卒業し、県会

議員となった前里秀栄氏がいた。父は源吉に「勉強して

も良いが､前里氏のように政治家にはなるな｣と言った。

1937（昭和12）年末（11歳）

久松尋常高等小学校５年次。上海事変、南京攻略の
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中学卒業式。

1945（昭和20）年３月２５日（18歳）

現地部隊に入隊。第一小隊（第三小隊まであった)。

午前は訓練、午後はタコつぼ（急造爆雷を背負って米

軍戦車に突進するために身を隠す穴）掘りの毎日。

1945（昭和20）年３月28日（18歳）

米軍、宮古空襲および慶良間上陸。

1945（昭和20）年６月（18歳）

沖縄戦終結。

1945（昭和20）年８月15日（19歳）

中隊長の命令で全隊員が召集され、玉音放送を聞く。

｢悲しむということでもなかった。特に夢も無かった｣。

除隊後、仕事を探すも見つからず。農業に従事。

1946（昭和21）年1月（19歳）

長兄より「何のために苦労して君を旧制中学に行か

せたのだ。野良仕事ではなく、机の上で出来る仕事を

探せ」と言われ、仕事を探して歩く。そのうちに、沖

縄文教学校と沖縄外国語学校が１月から沖縄本島で開

学したという情報を知る（渡真利2004:21)。

成功のため、人々は「天皇陛下万歳」と叫びながら提

灯行列を行った。

1940（昭和15）年4月（13歳）

旧制沖縄県立宮古中学校入学（13期)。入学試験時の

口頭諮問の際、「中学校を卒業して、更に高等師範学校

へ入学し、そこで地歴を勉強して、将来は中学校の教

師になりたい」と源吉は答えた。

1941（昭和16）年（14歳）

中学２年次。目標にしていた高等師範学校卒の地理、

歴史教員が亡くなり、源吉はショックを受ける。

社会全体が戦時体制へ向かう中、中学校においても

｢英語は敵の言語だ」という声が上がる。その中で、

｢敵を知ろうと思えば､敵の言葉を学ぶべき」と言った、

英語科の野崎先生（戦後に沖縄本島で校長）の言葉が

源吉には印象的であった。

座右の銘のひとつである、「桃李不言下自成膜」（桃

李もの言わざれども下おのずから膜を成す）の漢詩に

出会う。

1941（昭和16）年12月８日（15歳）

真珠湾攻撃。第二次世界大戦勃発の号外が出たこと

を源吉は'憶えている。

１９４２（昭和17）年4月（15歳）

中学３年次。学校での日課は、小銃を持って突撃訓

練を行う軍事教練。予科練へ志願する友人や、結核で

没した友人もいた。

「身を鴻毛の軽きに置く」が当時の合言葉。

源吉は配属将校の神田少尉にかわいがられた。

１９４４（昭和19）年10月９日（18歳）

中学５年次。陸軍経理学校を受験するために、宮古

島から軍事徴用船に乗り、沖縄本島へ向かう。しかし、

警戒警報がかかり、一旦宮古島を離れた船は平良港に

戻って停泊した。

１９４４（昭和19）年10月10日（18歳）

いわゆる「１０．１０空襲」の日。８時、１２時に米軍の

空襲を受けるも、船長の奇跡的な操船により一命を取

り留める。

１９４５（昭和20）年３月１日（18歳）

２．沖縄本島移住から教員時代まで

1946（昭和21）年７月（20歳）

宮国文三さん（後、渡真利文三牧師)、内間俊昌ざん

と、密航同然（当時は正式に宮古島から沖縄本島へ渡

るためにはパスポートが必要であった）で本島へ渡る。

代用教員経験のある宮国文三ざんはすぐ前原初等学

校の教員に採用きれた。

源吉は、同年１月から開学していた沖縄文教学校お

よび沖縄外国語学校（ともに具志川）を受験すること

とし、６ヶ月コースのある沖縄外国語学校を選んだ。

前原の照屋敏子ざん宅にお世話になり、一番座に下

宿させていただいた。

1946（昭和21）年10月～1947年３月（20歳）

沖縄外国語学校で翻訳・通訳を学ぶ。

卒業生がみなＰＸ（PostExchange＝米軍キャンプ内

の購買部）などの米軍関係で働く中で、源吉は教員を

志望する。
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1947（昭和22）年4月（20歳）

具志川実業高等学校教諭となる（仲里嘉英校長)。

初任給220円はＢ型軍票（Ｂ円）にて支給きれた。当

時、米一升180円、タバコ10箱（1ポール）２００円の時代

であり、教員としての給与だけでは生活できなかった。

そのため、学校の農地（100坪）を借り、芋、大根など

を植え、飢えをしのいだ。

するために源吉は沖縄本島に戻った。

1950（昭和25）年１月（23歳）

稲福春子と婚約。

1950（昭和25）年４月（23歳）

具志川中学校の同僚諸見里和子さんが、在沖ライカ

ム（RyukyuCommandの略）婦人クラブ・スカラシップ

により、日本社会事業学校研究科および日本社会事業

短期大学へ留学。

1950（昭和２５）年４月21日（23歳）

稲福春子との結婚式。

1950（昭和25）年９月（２４歳）

沖縄軍政府による、第１回社会事業研修生派遣。日

本社会事業大学にて３ヶ月研修。研修生は外間宏榮

(民政府社会事業課)、山田有昴（那覇市社会事業課長)、

新嘉喜貴美(那覇市厚生員)、仲村節子(中城村厚生員)、

島マス（越来村厚生員）の５名（島マス先生回想録編

集委員会編、1986:94)。

「一度だけ涙を流したことがあります。それはある日のこ

と、味噌が無くなっておつゆが炊けず、カマドに向かって芋

に塩をつけて食べているとき、なんとなく急に悲しくなって、

私は『何のために、こんなことをしているんだろう』と…。

最低の生活をしていたのですね。でも今になって考えてみる

と、これが私の生活の原点ともなっているわけです｡」（渡真

利、2004:21-22)。

月～金は学校に泊まり、土日に照屋さん宅に戻って

畑仕事を手伝う生活が続いた。「トマリ先生」とは、学

校に寝泊りしているために子どもにつけられたニック

ネームだと勘違いする生徒や父母もいた。

当時お世話になっていた照屋敏子さんは夫を防衛隊

にとられながら、５人の男児を立派に育て、ざらに源

吉を支えてくれた。源吉は、照屋敏子さんを第２の母と

思っており、「私が今日あるのは、この方のおかげ｣と言

う。

この頃、源吉は赤痢に罹り、友人に支えられるとい

う経験もしている。

1948（昭和23）年１月５日（21歳）

前原バプテスト教会にて、宮国文三ざんと一緒に洗

礼を受ける(前原にはキリスト教徒が多く住んでいた｡）

1948（昭和23）年４月（２１歳）

新制具志川中学校教諭となる（英語・社会科担当)。

稲福春子、具志川中学校に赴任。

1948（昭和23）年７月～10月（２２歳）

マラリアに罹り、退職覚'悟で宮古島へ帰島。

父は沖縄本島での貧窮生活の中で痩せ衰えた源吉に

滋養をつけるため、山羊をつぶして料理をしてくれた。

両親の献身的な介護の甲斐もあり、１０月に職場復帰

「当時まだアメリカの占領状態にあった沖縄からも留学生

が受け入れられた。沖縄では、戦争により荒廃した社会と人

心の復興のため、社会福祉事業の振興、わけても専門家養成

が急務であった。そこで本学（筆者註：日本社会事業大学）

と現在の沖縄県社会福祉協議会が提携して、留学生派遣選抜

制度がつくられ、１９５０（昭和25）年に最初の留学生が本学に

派遣されてきた。以来本学は短期間の研修生も含め多くの卒

業生を沖縄に送り返し、それらの人々が沖縄県の福祉を担っ

て現在にいたっている｡」（日本社会事業大学五十年史刊行企

画委員会編、1996:90)。

1950（昭和25）年10月（２４歳）

長女誕生。

1950（昭和25）年11月（24歳）

担任していたクラスに不登校児（登校せず、米軍の

ゴミ捨て場で缶詰あさりなどをしていた）がおり、こ

の子どものために何かしてあげられることはないかと

源吉は悩んでいた。

そんな折、留学から沖縄に戻った島マスによる新聞

投書「不良児について」を読み、いわゆる「不良児」

への見方や処遇方法について示唆を受ける。同時に、

1０９



CijT三三ﾌｰﾆｰ、｢地域研究」１号2005年6月

｢内地で学びたい」との思いを強くする。

琉球列島米国民政府（USCAR）社会福祉人材育成ス

カラシップに応募することを決意。各群島から５名が

選抜された。沖縄群島（渡真利源吉、前城弘秀)、宮古

群島（砂川寛亮)、八重山群島（喜舎場信方)、奄美群

島（栄原辰己)。

沖縄群島からは２名が選抜され、源吉はそのうちの

１名。－次試験は現那覇高校にて筆記試験。約20名中

４名が合格した。二次試験はコザ病院にて身体検査の

後、面接試験が行われ４名中２名が選抜された。面接

試験の内容は、試験官３名（嵩原久男民生課長、安里

彦紀、文教課長、山崎亮一琉球列島米国民政府公衆衛

生社会事業部）による口頭諮問「ユネスコについて知

るところを述べよ」等であった。

1951（昭和26）年３月（24歳）

具志川中学校退職。生徒たち全員が源吉の旅立ちを

校舎から校門まで並んで見送った。

－、徳永寅雄、小川政亮、黒木利克など。

「当時の研究科のクラスメイトのなかには、現場を経験さ

れて問題意識をもってこられた方も多く、また戦前から社会

事業に携わっておられた方もいて、みんな学習意欲に燃えて

おりました。それに較べ私のほうは社会事業の社の字さえも

知らないで入学したわけでして、正直な話、５０名のクラスで、

初めは教室の一番後ろの隅っこに座って講義を受けていまし

た。当時私は、目が悪かったのに眼鏡をかけていなかったの

で、黒板の字が見えないのです。そのこともあって前期はモ

ヤモヤっとした気持ちで過ごしましたが、「このままでは沖

縄に帰れない』と思い、後期からは勇気を出して最前列の真

正面のテーブルに座り教授に向き合いました。それからは誰

にも気兼ねせずに講義を受けて、学校を終えたわけです｡」

(渡真利、200423)。

1951（昭和２６）年7～８月（25歳）

夏期休暇中の７月下旬から８月末にかけて、源吉は

教護院、東京都立誠明学園で社会事業実習を行った。

1952（昭和２７）年３月（25歳）

研究科修了。卒業論文は「不良児の性格教育一主と

して院内教育一」（指導教官：朝原梅一)。沖縄の教育

現場で抱いた「不良児」に対する問題意識から、つい

つい幅広い視野で論じようとする源吉に対して、朝原

梅一は「東京都立誠明学園における社会事業実習での

経験を基に、院内における教育に限定するように」と

指導した。

３．内地留学

1951（昭和26）年４月（24歳）

日本社会事業学校研究科（１年課程）へ派遣（日本

社会事業学校研究科第６期生)。

横浜港からは文部省国際文化課の高里氏（沖縄出身

で比嘉春潮、比屋根安定の知人）の車で、下宿まで送

ってもらった。

栄原辰己を除く源吉ら４名は比嘉春潮（民俗学者）

の荻窪の自宅にて下宿した。夏に源吉と喜舎場信方は

代々木の菩莪寮に移った。後に喜舎場信方日本社会事

業学校の寮に移った。

学校の予習、復習が大変であったこともあり比嘉春

潮と話す機会はあまり多くなかったが、エスペラント

語の重要性などの話を聞いた。

５０名ほどのクラスの中で、源吉は潮谷総一郎（慈愛

園（熊本))、奥山典雄（岡山県中央児童相談所)、真下

弘（国府台病院（千葉)）等と親しむ。

当時の日本社会事業学校研究科講師陣は、吉田久一、

五味百合子、鷲谷善教、木田徹郎、仲村優一、朝原梅

４．琉球政府児童福祉法の立案

1952（昭和27）年5月（25歳）

源吉は学校現場に戻ることを期待していたが、琉球

政府民生局民生課児童係（現在の天妃小学校の敷地に

あった）に配属となった。庶務係長：外問宏榮、係

員：渡真利源吉、諸見里和子、喜舎場信方。

1953（昭和28）年６月26日（26歳）

比嘉秀平行政主席から護得久朝章立法院議長宛メッ

セージ第30号「児童福祉法に関する立法要請」が発せ

られる。

「戦後沖縄に対する日本の権力の行使が中絶される

に及び児童の福祉を裏付ける法的根拠も極めて不備で

己の生活の為に児童の権利を無視し逆用される虞のあ
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る実情なればこれを保障する必要上の法の制定は急務

であると云わねばならない」（｢児童福祉法に関する立

法要請」より一部を抜粋)。

本要請は文教社会委員会付託となり、次の日程で審

議きれた。審議に携わったメンバーは宮城久栄（文教

社会委員会委員長)、兼次佐一、瀬長亀次郎、西原雅一、

大浜国浩、平山源宝（文教社会委員)、山田有昴（琉球

政府社会局福祉課課長)、末吉業信、渡真利源吉（琉球

政府社会局福祉課主事)。

７月８日第１回法案審議。

７月９日第２回法案審議。

７月14日第３回法案審議。

７月15日第４回法案審議。

７月17日第５回法案審議。

７月20日第６回法案審議。

1953（昭和28）年７月27日（27歳）

７月30日第７回法案審議。

(上記審議過程は、琉球政府立法文教社会委員会会議録

に掲載。また、渡真利（1998b)に詳細に審議過程の様

子が説明されている｡）

８月３日第３回立法院本会議に発議。

８月12日提案理由＋修正事項。

９月７日可決。

１０月19日琉球政府福祉三法（児童福祉法、生活保

護法、身体障害者福祉法）制定公布。すぐに児童

相談所開設準備開始へ。

「児童福祉法案については、立案当初から米国民政府の指

導官であった山崎亮一さんが積極的に関わったということ

もあって、民政府との調整もスムーズに行われました。が、

それでもこの仕事には約一年間かかりました。それという

のも、午前中は法律立案の準備など出来たのですが、午後

は刑務所に入っている少年たちの出所に伴っての面接や、

行き場を失っている少年たちの世話などで忙しかったので

す」（渡真利、200423)。

1953（昭和２８）年９月１日（27歳）

養護施設愛隣園開園（初代園長比嘉メリー)。１１月

に琉球政府児童福祉法に基づく養護施設として認可。

1954年２月には山崎亮一のアドバイスに従い、寄舎制か

Ｍ､舎制となる。

５．琉球政府児童相談所時代

1954（昭和29）年４月１日（27歳）

児童相談所開設準備。

1954（昭和29）年10月（28歳）

琉球政府中央児童相談所開設。所長：外間宏榮、主

任：渡真利源吉、所員：幸地勢・新垣まき子。

1956（昭和31）年12月（30歳）

日本社会事業大学にて３ヶ月間の研修。

日本社会事業大学の宿舎に泊まり、１９５３（昭和28）

年10に開設された日本社会事業大学付属児童相談室に

て石井哲夫（心理学）に師事する。サイコドラマ、ロ

ールプレイなどの研修を行う。

また、国立精神衛生研究所において知能検査やロー

ルシャッハ・テストの実施と解釈の研修を受ける。

当時、ヘレン・パールマン箸『SocialCasework：A

Problem-SolvmgProcess』の訳出に松本武子がとりかか

っていた（1958年11月に「ソーシャル・ケースワーク」

のタイトルで刊行された)。その翻訳を基に、仲村優_

らが行っていたケースワークの勉強会に参加。

大阪、岡山にも足を運ぶ。大阪では保育ママ制度に

ついて調査し、岡山では日本社会事業学校研究科の同

窓生である奥山典雄の案内で岡山孤児院の跡地などを

巡る。

１ケ月分の研修費用で３ヶ月間東京に滞在したため、

源吉は秋刀魚を食べたり、うどんを食べたりの貧乏生

活を送ることとなった。大津美子の「嵐も吹けば』が

流行歌だった。

1957（昭和32）年２月（30歳）

最愛の母を亡くす。姜春子から「ハハナクナル」の

電報が届く。大変なショックで、それ以降心臓の鼓動

がおかしくなり、研修生活もままならなくなる。

帰沖することを決意し、すぐに宮古島に渡る。

この時に刊行間もない厚生省児童局「児童相談所執

務必携』を沖縄に持ち帰る。のち、山崎亮一氏と喧々

誇々の議論を経て、1962年２月に本書を基に書き改めた
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これらの戦争体験、臨死体験は、「人間の命を尊重し、

平和を追求する」という渡真利源吉の福祉思想の根底を

形成する上で､大きな影響を与えた出来事だと言える。

琉球政府「児童相談所運営指針」を制定。

また、この研修で調査した保育ママ制度を琉球にて

実施するための要綱案を作成するが、実施には至らな

かった。

1958（昭和33）年10月（３２歳）

１o月末まで沖縄中央児童相談所勤務。１１月から琉球

政府社会局福祉課児童係長に就任。

２．キリスト教

渡真利源吉は1948（昭和23）年１月５日、宮古島時代

からの友人である宮国文三氏の導きもあり、前原バプ

テスト教会にて洗礼を受けた。沖縄本島に来るまでは、

キリスト教とは無関係であったとのことである。

キリスト教の洗礼を受けて信仰と学びを深めたこと

は、後にキリスト教を背景とする児童養護施設、愛隣

園での実践につながっていくこととなる。それ以前に

も、沖縄外国語学校で英語によるコミュニケーション

能力を身につけたことと相俟って、米軍占領下の沖縄

においてアメリカ人とのやりとりを行いながら児童福

祉実践や政策立案を実施していく上で大きな原動力と

なったのではないかと思われる。

渡真利源吉の思想と実践の形成に寄与した『聖書』

中のエピソードは枚挙に暇がないが、特に福祉実践思

想の指針としては『ルカによる福音書』第15章4節から

7節や、「マタイによる福音書」第25章40節などに常に

立ち返るとのことであった。

『ルカによる福音書』第15章4節から7節は、「あなた

がたの中に、百匹の羊を持っている人がいて、その一

匹を見失ったとすれば、九十九匹を野原に残して、見

失った一匹を見つけ出すまで捜し回らないだろうか。

そして、見つけたら、喜んでその羊を担いで、家に帰

り、友達や近所の人々を呼び集めて、『見失った羊を見

つけたので、一緒に喜んでください」と言うであろう。

言っておくが、このように、,悔い改める－人の罪人に

ついては、悔い改める必要のない九十九人の正しい人

についてよりも大きな喜びが天にある」というエピソ

ードである。

渡真利源吉はこのエピソードから、「対人援助に携わ

る者は「多数』ではなく、「たった－人」こそを大切に

せねばならない」と学んだと述べている。

また、「マタイによる福音書』第25章40節は、「そこ

本研究の中間考察

一「渡真利源吉の思想と実践」形成に寄与したもの－

ここでは本研究の中間考察として、出生から琉球政

府社会局福祉課児童係長に就任するまでの渡真利源吉

のライフヒストリーから、「渡真利源吉の思想と実践」

形成に寄与したと思われる「経験｣、「思想｣、「出会い」

を６点ほど抽出して検討していくこととしたい。

１．戦争体験、臨死体験

まだ印刷中であるため公にはなっていないが、「我が

半生の記」（沖縄教区史編纂委員会編「戦中戦後の体験

(仮題)』）において、渡真利源吉は自分が戦時中に受け

た軍国主義教育を丁寧に振り返っている。

「身を鴻毛の軽きに置く」が合言葉となり、授業よ

りも軍事教練が重視された時代の渦中においては、そ

れに対する疑問を差し挟む余地はほとんど無かったと

いえる。しかし、英語科排斥の流れの中で「敵を知ろ

うと思えば、敵の言葉を学ぶべき」と言った教諭の言

葉を現在でも心象深く記憶していることなどからも、

渡真利源吉は当時の風潮を冷静に見つめる視線を常に

持っていたことを伺い知ることができる。

後に玉川大学にて教育学を学ぶ中で、戦時教育の誤

りについて源吉は改めて振り返ることとなった。

また、源吉は1944（昭和19）年10月10日、いわゆる

｢10.10空襲」の被害者でもある。平良港において２度

の空襲を受けるも、船長の奇跡的な操船により一命を

取り留めている。

さらに、1948(昭和23)年７月にはマラリアに罹り、退

職も考えねばならないほどの重篤な状態にまで陥った。
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で、壬は答える。『はっきり言っておく。わたしの兄弟

であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしに

してくれたことなのである｡』」という一節で、イエス

が弟子たちに寓話を話しながら最も大変な状況にある

ものを平素から支援する心得と、そういった存在に対

する共感性を説く場面である。

渡真利源吉はこのエピソードからも、対人援助職と

して身につけておくべき姿勢を学んだと述べている。

に発揮きれることとなったのであった。

また、夏季の社会事業実習では、教護院・東京都立

誠明学園で1ヶ月以上に渡る現場配属実習を行い、卒

業論文として「不良児の性格教育一主として院内教育

一」を書き上げるに至った。

この時に、いわゆる「非行児」に対する処遇を体当

たりで学んだことが、児童相談所児童福祉司として米

軍物資窃盗などの罪で刑務所に入った子ども達の処遇

に役立つこととなった。

また、潮谷総一郎（慈愛園（熊本))、奥山典雄（岡

山県中央児童相談所)、真下弘（国府台病院（千葉)）

等と友人関係を結ぶことにより、内地における先進的

な取り組みをいち早く取り入れていくことが可能とな

ったのであった。

３．教員生活

渡真利源吉は1940年の宮古中学入学前の口頭諮問の

際に「将来は、高等師範学校に進み、中学教員になり

たい」と答えており、年若い頃から子どもと関わる仕

事に対する,筐`際を強く抱いていた。

また戦後、沖縄外国語学校を卒業した後、多くの卒業

生が給料の良い米軍関係の仕事に就く中で、渡真利源吉

は当時薄給の学校教員として働くことにこだわった。

そして、具志川中学校で教員として働く中で、自分

の担当クラスに不登校の子どもがおり、その児童への

対応に悩んだことが、後に留学を志望することにつな

がっていく。

留学後も他の留学生が当然のように琉球政府の役人

になって行く中で、渡真利源吉は再び教室で子どもを

関わることを希望する。

渡真利源吉ライフヒストリーの次回の報告で触れる

ことになるが、この教職や子ども達との関わりへの強

い思いが玉川学園創立者の小原国芳との出会いによっ

て増幅きれ、渡真利源吉は官僚としての将来を約束さ

れていた琉球政府を辞することとなるのである。

５．琉球政府時代の実践と山崎亮一との出会い

本稿では渡真利源吉ライフヒストリーの中の琉球政

府着任から琉球政府児童相談所職員時代までを紹介し

たが、この範囲に限定したとしても渡真利源吉が沖縄

の児童福祉を立ち上げるために果たした役割は極めて

甚大であるといえる。

ここでは琉球政府児童福祉法立案および米国民政府

の山崎亮一との関係に絞って見て行くことにしたい。

文部省科学研究費研究「占領下沖縄の児童福祉と児

童福祉法成立過程」（1997‐2000年、研究代表者：土井

洋一）の研究分担者であった望月彰は、近著『自立支

援の児童養護論』（ミネルヴァ書房）において、渡真利

源吉が実質的に作成した琉球政府社会局福祉課による

児童福祉法草案の特徴を３点指摘している（望月、

2004:28)。

第1点目は、日本の児童福祉法を強く意識していた

という点。第２点目は、琉球の子どもの権利を保障す

るものという琉球政府児童福祉法の基本理念が審議過

程の中で強く強調されていたという点。そして、第３

点は琉球政府児童福祉法の理念が日本の児童福祉法の

みならず、1948年の世界人権宣言や1922年のアメリカ

児童憲章の影響を受けていたという点である。

４．日本社会事業学校への留学

日本社会事業学校では、当時厚生省庶務課長であっ

た黒木利克（著書『現代社会福祉事業の展開』（中央社

会福祉協議会1951)）に、教わる機会を得ることとな

った。このことによって、日本政府厚生省との太いパ

イプを形成することができた他、琉球政府において児

童福祉法を立案する際にこの授業で得た知識が十二分
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特に第３点目に関して、望月は1953（昭和28）年７月

１５日の第４回法案審議における琉球政府社会局福祉課

児童福祉法草案の第１条をめぐる渡真利源吉の発言に

注目している。

ちなみに日本の児童福祉法第１条の条文は次の通り

である。

｢第１条すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生

まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

2．すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護

されなければならない｡」

渡真利源吉はこれを踏まえつつ、琉球政府社会局福

祉課児童福祉法草案を次のように起草している（渡真

利、1998b:11)。

｢第1条すべて児童は－人格として尊重され、ひとし

くその生活を保障され、愛護される権利を有する。

2・すぺて住民は児童が心身ともに健やかに育成される

ように努めなければならない｡」

渡真利源吉らが琉球政府児童福祉法の社会局福祉課

草案を作成する際には、米国民政府の山崎亮一も作業

に加わり、有益なコメントを行っている。アメリカの

児童憲章に関する知識は山崎亮一によってもたらされ、

日本社会事業学校での留学によって日本の児童福祉法

に精通した渡真利源吉を触媒として、琉球政府社会局

福祉課児童福祉法草案に日本法を超える理念を植えつ

けることとなったのであった。

また、琉球政府児童福祉法の社会局福祉課草案作成

時における山崎亮一のアドバイスの中で重要なものと

しては、現在でも日本国児童福祉法第27条「都道府県

の採るぺき措置」の第１項第１号に残っている「訓戒、

制約」を草案から削除させたことがある。

このことについて、渡真利源吉は次のように論じて

いる（渡真利源吉、1993ａ：６)。

「本土法の第27条の措置の中で、第１項第１号に「児童又は

その保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること』と

言うのがあります。そのことについて、一緒に法案作りに参

加している米国民政府の福祉担当の指導官から「訓戒､誓約』

と言うのは、ケースワークの原則に反するから省いたほうが

良い」との意見が出され、結局省くことにした記憶がありま

す｡」

渡真利の草案と日本法との違いは、まず第1条第１

項の主語を「国民」ではなく「児童」としたことであ

る。また、「－人格として尊重され」という一文を挿入

した上で、「権利を有する」という人権概念が取り入れ

られている点も大きな違いである。さらに、日本法で

は「健やかに生まれ、且つ、育成される」とされてい

る文章を、「健やかに育成される」としているところも

異なる点である。

１９５３（昭和28）年７月15日の第４回法案審議では、こ

の点について次のような質疑応答がなされている（渡

真利、1998b:22)。

｢1953年（昭和28）７月15日

当日の委員会から法案の逐条審議に入った。渡真利証人が

条文朗読しながら進められた。

宮城委員長「第1条第１項の「すべての児童は－人格とし』

とうたってあるのは、単に貴方がたの考えか、それとも

拠りどころがあるのかｊ

渡真利証人「アメリカの児童憲章にそういうことばがあり

ます』」

山崎亮一は1949年５月30日に社会福祉担当官として米

国軍政府に赴任している。戦中はＧＨＱで働いており、

戦争末期にハワイ大学大学院にてMasterofSocialWork

を取得。その後は、ハワイの福祉事務所にて勤務して

いた。

戦後、米国軍政府からハワイ大学に対して沖縄での

社会事業担当専門官の推薦要請があり、在日２世であ

った山崎亮一に白羽の矢が立ったのであった。

ちなみに山崎亮一の父母は山口県出身である。渡真

利源吉が「見ず知らずの沖縄に来ることに不安はなか

ったのか？」とたずねたところ、「ハワイに沖縄からの

移民コミュニティがあり、沖縄の人々と親しんで、沖

縄人の人柄を愛していたので不安はなかった」という

返答を得たのことであった。
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山崎亮一は約20年間、沖縄の社会福祉一とりわけ児

童福祉一の発展に尽力し、1969年９月にハワイへ帰国し

たのであった（幸地1975:311-316)。

山崎亮一は2004年11月現在、まだ80歳代中盤とのこ

とで、ハワイで元気に暮らしておられるとのことであ

る。山崎亮一から直接聞き取りを行うことも、渡真利

源吉のライフヒストリー研究を元にして戦後沖縄児童

福祉史の解読を目的とする本研究の今後の大きな課題

であると言える。

琉球政府における児童福祉の基礎作りに直接参加した

人々からも聞き取りを行うことによって、戦後沖縄児

童福祉史全体における渡真利源吉の思想および実践の

定位を図っていくことも今後の課題として残きれてい

る。
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今後の課題

「渡真利源吉の思想と実践」に関する本研究の今後

の課題を記して、本稿の一旦のまとめとしたい。

まずは、本稿でまとめたライフヒストリーについて、

さらに深く聞き取りを進めると共に周辺知識を深める

という作業を継続していく必要がある。

沖縄の戦前史～戦後史にまだまだ精通の足りない筆

者たちは、「インヌミヤドゥイ｣、「丸山号｣、「ＰＸ」な

どの言葉に関して、ひとつひとつ丁寧に渡真利源吉か

ら教示いただいたり、あるいは文献やインターネット

から調べたりしながら、インタビューに併行して確認

作業を行っているところである。

そして、次の大きな課題は琉球政府を辞する前後か

ら愛隣園時代にかけての渡真利源吉のライフヒストリ

ーを聞き取ることである。すでにインタビューは開始

しており、こちらについても琉球政府から沖縄返還後

の時代の児童福祉発達史に関する重要なエピソードを

お話しいただいている。なるべく近いうちに発表でき

るように、作業を進めているところである。

特に、上記の時代における渡真利源吉の思想と実践

を理解するうえで、渡真利源吉の「全人養護論」とで

も称すべき思想に小原国芳の「全人教育論」がどのよ

うな影響を与えたのかを比較検討する必要性が出てく

る。こちらに関しても、小原国芳との出会いや交流に

関するエピソードを交えながら、聞き取りを行ってい

るところである。

また、山崎亮一、外間和子、宮城常敏、幸地勢など、
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