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論　説

沖縄教育の戦後復興と戦災校舎復興運動の内情

� 村岡　敬明
1

要旨

　最近日本本土でも、沖縄発のニュースが大きく取り上げられるようになってきた。そのなかで、最
近気になったのは、本土と沖縄に横たわる意識の溝である。NHKの世論調査によると、「本土の人は
沖縄の人を理解しているか」という質問に対し、理解していないと答えた割合が、1973年の59％から
2012年には71％に増加していた。特に1987年との比較で言えば、理解していない割合が約1.5倍も増
加していた。この世論調査の結果は、本土の人と沖縄の人における意識の乖離が拡大していることを
明示している。
　しかし、本土の人と沖縄の人の意識が近かった時代は過去に存在していた。1953年の戦災校舎復
興運動では、本土の人と沖縄の人が協力して募金活動を行い、沖縄教育の戦後復興に取り組んだ。先
行研究においては、戦災校舎復興運動は、屋良朝苗の本土復帰運動の原点である

1）
という指摘もなされ

ている。
　本研究では沖縄教職員会の内部資料や当時の新聞資料などを用いて、戦災校舎復興運動の詳細な実
態と、そうした運動が沖縄教育の戦後復興にもたらした成果に重点を置くこととする。

キーワード：沖縄戦災校舎復興促進期成会、USCAR、渋沢敬三、「愛の教具」

１．はじめに

　本研究の目的は、沖縄戦災校舎復興促進期成会の屋良朝苗会長を中心に行った戦災校舎復興運動と、
一連の運動で集められた募金が戦後沖縄教育の復興に実際にはどのように役立てられたのかについて
明らかにすることである。
　当時沖縄教職員会の会長を務めていた屋良は、茅葺屋根の校舎の写真など悲惨な沖縄教育の現状を
収めた手作りのアルバムを持参して、事務局の喜屋武真栄とともに本土を行脚した。運動の真の狙い
は、米軍統治下に置かれた沖縄の現状を本土の住民に訴えて理解と関心を呼び起こすことにあった。
沖縄教職員会が、本土の住民に訴えたい2項目を以下に記述する。

（1）  戦争や台風で壊された校舎の復興募金運動を展開する。運動の中心になる「沖縄戦災校舎復
興促進後援会」を東京に設置して、募金運動を盛り上げる。

（2）沖縄の本土復帰を全国民に訴えて、復帰に向けた基礎固めをする。

　戦災校舎復興運動の募金総額は6,000万円で、最初計画した校舎建設のための3億円には及びもつ
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かなかった。しかし、教育環境が何一つ整備されていない沖縄にとっては、募金の使い方で希望の光
を照らすものになるはずであった。こうした状況下で、琉球列島米国民政府（USCAR）は「校舎建設
は不許可であるが、備品を揃えるのは許可する」

2）

と回答した。そこで、沖縄教職員会は各学校に必要
備品のリクエストを「注文票」として出してもらい、「注文票」に沿って音楽・体育・図書・科学備品
に「愛の教具」のマークを入れて学校に配布した。
　本研究は、沖縄戦災校舎復興促進期成会の議事録・注文書・当時の沖縄の新聞記事などから読み解
いた成果である。

２．終戦直後の沖縄における教育環境

　沖縄が米軍統治下に置かれた後、教育制度は日本本土より1年遅れて六・三・三・四制が導入された。
また教育行政機構は、教育委員会制度を採っていたが、沖縄が当時置かれていた現状には馴染まない
制度（教育区の設定や教育税の徴収など）も導入されていた。こうしたこと以外にも、日本本土に比
べて沖縄の教育諸条件は、下記のような諸問題点を抱えていた。

3）

①教員の資質の低下
　・優勝な教員700名と師範学校の生徒500名が、沖縄戦で戦死した。
　・琉球大学が1950年に発足するまでは、やむなく教員訓練所で教員を養成していた。
　・研究施設や図書館などでの研修の機会に恵まれなかった。
　・  終戦以来、生活困難のために転職者が2,000名以上おり、教育界は不安や動揺が激しかった。勤
続年数平均は戦前が18年、戦後が9年であった。

　・本土との交流が不自由で、刺激などが全く得られなかった。

②劣悪な教員待遇
　・  給料は3,400円がベースとなっている。例えば、沖縄本島ではそれに20％の地域手当で約4,000

円（当時の日本円で8,000円）。物価は他府県の1.4倍。
　・終戦以来、沖縄の教員には期末手当やその他の手当てがなかった
　・社会保障制度や恩給制度がない。また退職手当などの給付や共済制度もない。
　・教員はまったく経済的に希望が持てなかった。

③住宅問題に困窮
　・住宅の復興は30％以下だった。

④校舎の復興状況
　沖縄戦で校舎が全滅したので、終戦直後は天幕校舎や茅葺土間校舎で勉強していた。1949年秋頃
から米軍の援助で校舎復興がなされるようになった。米軍の援助が始まって約4年を経過した1953年
7月時点でも、小中高校における沖縄本島の校舎復興状況がなかなか進展することはなく、児童・生
徒1人当たり僅か0.3坪にしかならなかった。
　一方、本土における校舎の復興状況は、生徒1人当たりの平均で、小学校は0.99坪、中学校は0.94

坪と沖縄とは比較にならないほど恵まれていた。沖縄では、児童・生徒の50％は依然、茅葺馬小屋
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校舎で勉強していた。とりわけ沖縄は台風が多いので、茅葺馬小屋校舎の被害は大きい。さらに、米
軍の援助による校舎の復興には、まだ2年ぐらいは見込まれる。

⑤校舎以外の設備は未整備があり、例えば、学校図書館は形のみというところであった。

⑥教育環境
　本土では基地周辺の子供等の教育に腐心している。沖縄では中部以南は全面基地、その基地の中で
いかに子供を守っていくのかが深刻な問題である。
　深刻な数限りない課題に沖縄の教育者は対決を迫られている。こうしたことから、沖縄問題全面解
決の道はほとんど見られない。

　教育における問題点を解決するため、沖縄の教員は次第に祖国日本への復帰を意識するようになっ
た。当時の沖縄の教員は、「祖国復帰への道は沖縄70万同胞の決定的意志であり、血の叫びである」

4）

という言葉で、祖国日本への復帰に向けた決意を示した。つまり、祖国日本へ復帰すれば、今日より
豊かな人間生活を享受することができると考えていた。

３．戦災校舎復興運動の内情

（１）戦災校舎復興運動の実施まで

　1952年4月に沖縄教職員会が発足すると、屋良朝苗会長は戦災校舎の復興を最優先事項として取り
組んだ。具体的には、全国行脚しながら日本政府と全国民に対して訴える運動の準備に取り掛かった。
まずは、校舎の現状を写真に収めて、300～400冊のアルバムを作製した。

5）

次に、機関紙『教育新聞』
の特集号として「全国民に訴える」「全国の教職員に訴える」「全国の児童、生徒に訴える」の3種類
を編集し、これらを十数万冊印刷した。
　1952年11月頃、高嶺明達から屋良会長に沖縄の戦災校舎復興のために、全国の児童・生徒にひと
り1円カンパを呼びかける運動を実施したいとの連絡が入った。

6）

それを聞いた屋良会長は、期が熟し
たとして戦災校舎復興運動の実施を決断した。直ちに沖縄教職員会は、PTA連合会、婦人連合会、市
町村長会、青年連合会などど「沖縄戦災校舎復興促進期成会」を結成した。期成会の会長には屋良が
就いた。

（２）沖縄戦災校舎復興促進期成会の結成

　沖縄戦災校舎復興促進期成会は、沖縄における校舎復旧の早急な実現を計り、戦後沖縄教育の復興
に寄与することを目的として設立された。事務所は沖縄教職員会会館内に置かれた。沖縄戦災校舎復
興促進期成会は、沖縄教職員会・市町村長協議会・教育後援連合会・琉球商工会議所・婦人連合会・
青年連合会・琉球農林水産協会・その他期成会の趣旨に賛同する団体の構成員を以って組織された。

①役員構成とその役割
7）

　・  会長、副会長（1名）：会員の中から評議員会で選任した。会長は、会務を整理し評議員会の議長
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の役割を担った。副会長は、会長を補佐し会長に事故のある時は会務を代行する役割を担った。
　・評議員（若干名）：各構成団体で選任し、評議員会で重要事項を審議した。
　・実行委員（若干名）：評議員の互選によって選任し、事務執行を担った。
　・監事（3名）：会員の中から評議員会で選任し、会計監査を担った。

②会務の意思決定機関
8）

　会務の意思決定に当たっては、以下の2つの会議が置かれた。
　・評議員会：総会に代わって重要事項を審議した。
　・実行委員会：評議員会の議決事項の執行に当たった。

③事業内容
9）

　・校舎復興費および建設資材費獲得のため、琉球政府と琉球列島米国民政府（USCAR）に要請する。
　・日本政府に対して校舎復旧費の支援を要請する。
　・本土において沖縄の戦災校舎復興運動を推進する。
　・海外に対して校舎復興の援助を要請する。
　・校舎復興に関する調査研究ならびに世論喚起を沖縄住民の協力態勢で確立する。

　戦災校舎復興運動の目的は、以下のように定められた。
10）

①  戦災校舎復興と祖国復帰の問題を祖国同胞や本土政府に強く訴えて世論を喚起し、これらの問
題の解決の突破口とする。
②  沖縄から代表団を派遣して、敗戦後の沖縄の実情と県民の真情を政府機関や国会、各政党をは
じめ広く全国民につぶさに情宣し、この運動に積極的な協力を求める。
③東京に「沖縄戦災校舎復興後援会」を発足させ、運動態勢を強化して多くの募金を集める。
④  運動を通じて、祖国同胞の沖縄に対する関心を高めると同時に、成果を上げることによって沖
縄県民に祖国に連なる喜びや希望を与えて日本国民としての意識を高揚させ、祖国復帰に備え
る。

（３）戦災校舎復興運動の組織形態

　戦災校舎復興運動は、実施要項に基づいて展開された。本運動の趣旨は、「沖縄の学校校舎の悲惨
な現状に鑑み、一般住民の深い理解と認識によって住民が自ら進んで本運動に協力し、真の人間教育
の温床たる学校校舎を復興して教育効果を十二分に発揮できるようにすることを目的とする。併せて
祖国における戦災校舎復興運動に呼応し、また、本土におけるこの運動の成果を達成せしめるための
現地の熱意を示すこと」

11）

にあった。

①運動推進組織
12）

　・校舎復興募金中央委員会
　・校舎復興募金支部委員会
　支部委員をもって校舎復興募金委員会を構成し、当該支部における戦災校舎復興運動の中核組織と



『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』　第３号

77

位置付けた。

　イ .構成
　支部委員会はその地域において戦災校舎復興運動に理解のある各界代表者の参加協力を求め募金実
行委員会を組織する。

　ロ .任務
　支部委員会は当該支部における本運動実施に関して支部長を授け本運動実施の中核機関として次の
ような任務を行う。
　・募金運動展開に関する地方的企画
　・目標額に対する管内各区割当の決定
　・各種の方法による募金の実施
　・地方官、公、署、諸団体との連絡
　・その他
　
　ハ .運営
　・支部委員会は、本部の基本方針に従い当該地方の事情に即して自主的に行う。
　・  支部委員会にその運営を円滑にして運営の効果を上げる必要がある場合は、専門委員会を設ける。
　　（専門委員会の例）
　　　1.広報宣伝を担当する委員会
　　　2.一般募金を担当する委員会
　　　3.大口募金を担当する委員会
　　　4.特殊募金を担当する委員会
　　　5.街頭募金を担当する委員会

②戦災校舎復興運動の企画
13）

　・全島的企画
　中央委員の協力を得て募金本部において策定する。
　イ .寄付バッジ（黄羽根）、感謝の証、募金箱、募金奉仕者用腕章
　ロ .ポスター
　ハ .その他、全島的宣伝用品
　・地方的企画
　支部委員会は本運動の実施に伴う全島的企画に属する以外の事項について、その規格の策定に当た
る時に、下記の企画事項の策定には慎重を期さねばならない。
　イ .募金実行委員の選定
　ロ .募金目標額の設定（支部における各区への割当目標額）
　ハ .募金実施の方法
　二 .募金の整理
　企画事項の策定に慎重を期す理由として、戦災校舎復興運動の成果に直接影響を及ぼすことを挙げ
ていた。
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　・実施準備
　本運動の高率的効果をあげるための計画に従って運動実施に必要な諸準備を速やかに完了し、十分
なる余裕を持って事前の広報活動の態勢を整える。

　1.人的準備
　実行委員および実施に際し一般より参加を求める奉仕者の組織については、2月〇日までに決定し、
月末までに本部に必着とする。奉仕団体学徒については特に協力を求める。

　2.物的準備
　黄色い羽根は本部にて準備する。募金箱・奉仕者用腕章・ポスターは、各学校、各支部、各団体に
て作製する。

　3.事務担当者の研究会
　支部における事務担当者の研究会などを開催し事務効率の向上を図る。

　4.協力奉仕団体との連絡
　青年団体、婦人団体その他の協力団体の奉仕活動について、その連絡を緊密にするためにその指導
者の協議会、研究会などを開催する。

　5.学徒への協力依頼
　青少年の奉仕精神を、実践を通して高揚する。

③広報活動
14）

　広報活動は、全島的に一貫した連絡協調を保つことによって一層その効果をあげ得るものであるか
ら、中央および地方はもちろん各地方間における関連性に十分留意し相互連携の強化に努める。

　1.放送局
　放送局に依頼して、これらの事項の周知徹底を期す。
　・沖縄戦災校舎復興促進期成会の使命と校舎復興の重要性
　・沖縄戦災校舎復興促進期成会の行っている事業の詳細
　・募金目標額とその使途
　・募金実況放送
　・中間放送
　・中間報告の放送

　2.新聞社
　各新聞社に依頼して校舎復興に関する事項および募金運動についてできるだけ多く掲載してもら
う。
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　3.ポスター
　各学校へポスター作製方依頼について。

（４）戦災校舎復興運動の募金実施

　戦災校舎復興運動の募金活動は、下記のポイントを留意して実施された。
15）

①公表の徹底
　募金は一般住民の納得を前提として行なった。募金の実施に先立ち、支部長は地方委員と共同して
支部管内における募金目標額とその使途計画の内容を詳細に公表すると共に募金状況について中間公
表並みに事後公表の徹底を期した。

②募金活動の展開
　募金運動は、募金委員会を中心として住民各界の奉仕的協力を得て展開した。

③寄付の勧誘
　寄付の勧誘は、募金実行委員篤志協力者などの募金奉仕者で行なった。

④募金奉仕者の組織活動
　地方委員会はあらかじめ管内募金奉仕者と協議の上、募金の方法受持区域奉仕期間などの別によっ
て各担当分野を決定し、その活動の能率化を図った。

⑤募金の方法
　募金の方法は、街頭募金・大口募金・学校募金・職域募金・特殊募金などによって行なった。
　1.街頭募金
　・  街頭募金は、住民の実生活の中に強く教育の重要性を呼び起こすための大衆宣伝であって、募金
運動実施に当たって重要な意義を持つものであるから、特に奉仕者の計画的配置分布と一般住民
から親しみと好感を持って迎えられるようその言動に留意する。

　・  本運動に賛同し街頭募金に応じた寄付者に対しては、全島同一規格による「黄羽根」を贈ってそ
の標章とする。

　・  街頭募金の奉仕者は、寄付者の信頼を保持するため全島同一規格による募金奉仕者用標章（腕章）
を着用し、校舎復興募金標章のある募金箱を使用する。

　・街頭募金は農村にいても、祭礼その他多数村民の集合する機会を捉えて実施することが望ましい。
　2.大口募金
　会社、工場、その他有力経済団体または個人などに対し、一般募金に先立って大口の拠出を依頼し、
予約方を求める。1,000円以上の寄付を拠出した方に対しては、全島同一規格による「感謝の証」を贈っ
てその標章とする。
　3.学校募金
　学校における募金は、社会奉仕に関する実践教育の一環として実施するよう学校当局に依頼する。
この募金は、学徒が奉仕する街頭募金で得たものではなく、学校内における自発的な募金である。
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　4.職域募金
　職域募金は、職域諸団体・組合などの自発的活動によって集団的に拠出することを建前として、そ
の機運の醸成に努める。
　5.特殊募金
　各地の催し物バザーの開催または一般興行とタイアップするなどの方法により募金を行う場合は、
特に広報活動の一環としつつ実施する。

（５）戦災校舎復興運動における全国行脚

①戦災校舎復興募金の全国行脚
　戦災校舎復興促進期成会の本土における募金運動には、屋良朝苗会長と事務局の喜屋武真栄があた
ることになった。そして、この運動は1953年1月21日～6月23日までの5ヵ月に亘って繰り広げられ
た。
　「教育視察」と言う名目でパスポートを発行してもらい、屋良会長と喜屋武は、1953年1月21日に
上京した。彼らは、上記の物心両面における一石二鳥を狙って、成功に向けて必死にがんばった。沖
縄戦災校舎復興促進運動は4段階にわけて実行された。

16）

　第一段階と第二段階は、1月21日～3月15日まで。第一段階は東京を中心に全国的な規模の団体を
しらみつぶしに訪問して、沖縄の実情を訴え、校舎復興促進全国運動の協力依頼をした。第二段階で
は「沖縄戦災校舎復興促進後援会」を東京に設置して、募金運動を本格的に開始した。
　第三段階は、3月15日～6月4日まで。いよいよ地方を回る全国運動に移るのであるが、既に高知
での日教組研究大会にお出席したついでに四国4県をまわり、東京都、群馬県、神奈川県は終えてい
たので、それらを除く他の道府県が対象となる。6月4日に新潟県で、全てを回り終えた。新潟駅か
ら「全国にわたる悲願の旅、今終わる。意気ますます盛んなり」

17）

と沖縄に打電した。
　第四段階は、6月5日～6月23日まで。沖縄戦災校舎復興促進運動の締めくくりとして、全国知事
会事務所、日教組本部、全国教育委員会事務局、日本青年団協議会、全国PTA事務局、地域婦人会
協議会、および衆参両院議員会館事務室を訪問して協力依頼をした。そうして集めた募金総額は6,000

万円（23,723,000万B円）
18）

で、最初計画した3億円には及びもつかないが、校舎も整備されていない沖
縄にとっては大助かりであった。

②戦災校舎復興募金の集計要領
　戦災校舎復興運動における募金の集計は、下記の要領で行った。

19）

　1.中間公表
　・  各支部における募金実績額の集計については運動期間中、ラジオ・新聞などを利用して随時中間
公表を行なう。

　・各支部は4月25日現在の成績を、末日までに本部に報告すること。
　2.集計の完了と事後公表
　・各支部は一切の集計を6月5日までに本部に必着するよう送付すること。
　・  募金に関する一切の集計は5月31日を持って完了し、管内における募金の収支を速やかに公表し
て資金拠出者の信頼に応える。
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３．戦災校舎復興募金による沖縄教育の復興

（１）戦災校舎復興募金へのUSCARの反応

　沖縄戦災校舎復興の目的を持って日本本土に赴いてなされた募金は、参加協力者が内外を通じて
1,000万人余の多数に及んだ。この募金について、琉球列島米国民政府（USCAR）は「校舎建設は不許
可であるが、備品を揃えるのは許可する」

20）

と回答した。結果的に、1,000万人の真心の籠った募金は、
学校教材や備品の購入に充当されることになった。これらの備品は「愛の教具」

21）

と名付けられた。沖
縄戦災校舎復興促進期成会では新たに「戦災校舎募金処理委員会」が設けられ、各学校から「愛の教具」
の注文リストを募った。また「戦災校舎募金処理委員会」は、各学校への募金割当額を最低1万4,000

円～最高37万4,000円とすることを決定した。
22）

（２）「戦災校舎募金処理委員会」の設置

　「戦災校舎募金処理委員会」の構成については、戦災校舎復興運動の意義性格に鑑み、最も教育的
に効果的に処理することを目的に21人の委員を選定した。

23）

すなわち、単に沖縄戦災校舎復興促進期
成会のメンバーだけで委員を構成しないように留意した。琉球政府文教局より次長以下5人、琉球政
府教育長代表2人、校長協会1人を他から加えて構成した中で、特に市町村長会からは長以下5人の
委員を委嘱した。

24）

（３）注文リスト作製までの経過

　「戦災校舎募金処理委員会」は、数度の討議を経て下記の事務を決定した。
25）

①各学校に対する戦災校舎復興募金の配分方法を決定した。
②  募金配分、備品、図書の3つの専門委員会を設置し、委員に琉球政府文教局指導主事、琉球大学、
高等学校、中学校、小学校の専門家の中で適任者を委嘱任命した。
③   3つの専門委員会において作製した各学校配分一覧、備品、図書目録などを集録して「戦災校
舎復興募金処理参考資料（約200頁）」として印刷発行し、各学校や関係筋へ配布した。

④  「戦災校舎復興募金処理参考資料」および「募金処理要項」を各学校へ送付し、注文の作製報告
を依頼した。注文書作成については、市町村教育委員会やPTAなどとも十分協議して決定し
てもらうように依頼し、その報告は地区教職員会を通じることとした。
⑤  各学校の注文書については、「戦災校舎募金処理委員会」が慎重に審査した。注文品には若干
不適当なものがあったので、南部・中部・北部の3か所において各学校代表との照合検討確認
の会を開催した。
⑥  「戦災校舎募金処理委員会」はその後においても検討を続け、注文品決定に万全の努力を払った。
⑦  確定した注文書は備品図書別にいちいちカードを作製した。注文書とカードの照合を正確にし
て製作所または発行所、著作、品名（書名）、単価、数量、その他所要の点について正確を期した。
⑧  カードを基にし、製作所または発行所別にリストを作製した。リスト作製と並行し各製作所の
カタログ類を収集検討した。
⑨注文リストを謄写印刷に附し、入札、買収などの準備に資することとした。
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　「戦災校舎募金処理委員会」は、事務作業と並行して本土後援会とも緊密に連絡を取り、購入方法
その他について研究を進めていた。案の作製については、関係筋を含めて琉球銀行その他の専門家の
意見を徴収した。

（４）図書備品の購入

　図書備品の購入にあたって、「戦災校舎募金処理委員会」は、あくまでも公明正大の態度を持って
教育的に効果的に募金を処理し、取扱い事業者は営利的な商取引の観念を完全に脱却して、本取扱い
を通じて沖縄教育の復興に寄与することの誠意を持ってあたらなければならないとした。
　こうした姿勢について、高嶺明達

26）

は以下のような参考意見を付していた。
27）

　①信用のおける商社にして従来学校用品の取扱いに経験があるものを選んで指定し、その指定され
たものだけを入札にかけること。②購入すべき品物の品質を保証するために、名刺製造会社名などを
指定すること。③契約保証金を取ること。以上3点は絶対に必要なことで、これは小生の意見として
発表されても差し支えありませんから是非確保していただきたい。戦災校舎募金処理委員会が少数の
専門委員会を設置して、東京に一定期間滞在して買い付けるのが適当であり、またこれは可能である
と思う。

（５）図書備品購入の取扱い

　図書備品の購入時の取扱いは、下記の通りに定められた。
28）

　・購入取り扱いは、原則として現地の業者に委任する。
　・取扱業者の決定はすべて指名競争入札による。
　・  指名入札者は現地業者中、業界金融界および教育界その他の信頼を受けている者で、本取り扱い
の経験を有し確実に行い得ると思われる者から委員会が選定する。

　・指名入札者選定のため、琉球銀行その他から調査資料を収集し参考とする。
　・  琉球政府文教局において入札を施行している品目に関しては、指名入札者の選定、その他につい
て文教局の方法に準拠する。

　・輸出入はすべて無為替を原則とする。

（６）入札

　入札は、下記の要領で実施された。
29）

①入札者に対する購入物品の提示説明
　・入札3週間以前において行うこと。
　・カタログまたは見本などによって銘柄、品質、規格などを明示すること。
　・図書および備品注文書を提示すること。
②入札
　・購入物品の入札はグループ別に行なう。
図書　3群（大体同金額に分類）
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地図掛図
理化学備品（3群）島津製作所関係、内田洋行関係、その他
音楽備品（2群）ピアノ、オルガン類、その他
保健体育備品（4群）福井トビ印、竹久、松下、日本度量衡
職家関係備品　ミシン類（ブラザー、三菱）、その他
放送その他関係

③入札条件
　・  取扱者は契約に従い、所定の物品を必ず揃えることと、納入は契約後60日以内とする。ただし、

絶版、品切れ、未発行などの場合は製作所や発行所などの証明を添えて委員会に申し出ることと
する。

　・  現品受け渡し場所は、沖縄本島（那覇・名護）、宮古（平良）、八重山（石垣、久米島（具志川村（現
久米島町））とする。各学校受け渡し場所において現品検査を行うこと。

　・取扱業者に対する金銭支払いは各学校への納入証に基づいて東京および那覇市において行なう。
　・  カタログなどと異なる不良品またはメーカーによる物品検査証なきものを納入した場合は代金支
払いを停止する。　

④取扱契約
　入札落札後10日以内に取扱者は委任状を提出して取扱いの正式契約を行うものとする。

４．戦災校舎復興運動における渋沢敬三の貢献

　沖縄戦災校舎復興後援会の会長に渋沢敬三
30）

が就任するまでには紆余曲折があった。屋良は、方言学
者の金城朝永と歴史学者の仲原善忠とともに、渋沢と親交のあった民俗学者の岡正雄を訪れた。岡は
「確かに渋沢さんが最適任だ。そのような美しい運動なら必ず引き受けてくれるだろう」

31）

と後押しした。
早速、屋良は比嘉春潮らとともに渋沢宅を訪れた。渋沢は多忙であることと募金対象が文教関係なら
ば文部大臣の経歴がある人、前田多聞

32）

や安倍能成
33）

が適任との理由で沖縄戦災校舎復興後援会の会長就
任を一度断った。

34）

しかし後日、渋沢は「運動の範囲はあくまで小、中学校の児童、生徒が中心で、経
済界にも呼びかけるのなら断る」

35）

との条件付で引き受けた。
　この時の心情について、沖縄戦災校舎復興促進期成会の屋良朝苗会長は「渋沢先生には在京の先輩
仲原善忠氏や新崎盛敏氏を通じてお会いしたのだが、募金運動に対して、全国的に有名でしかも人格
者で沖縄にも理解が深いという拍子揃った先生が承諾なさった時は本当にうれしかった」

36）

と述べた。
戦災校舎復興運動の成功には、渋沢の沖縄戦災校舎復興後援会の会長就任が追い風となったことが伺
える。
　戦災校舎復興運動の成功を受けて、渋沢はパリ出張の帰りに沖縄へ6日間立ち寄った。

37）

沖縄滞在2

日目の1954年11月18日には、沖縄教職員会の案内で糸満など沖縄本島南部の民情を視察した。
38）

兼城
中学校では、まだ一部残っているボロ校舎に同情の眼を向け、子供たちに取り囲まれながら学校の状
況を視察した。その後渋沢は、糸満小中学校生の代表から「校舎募金への御協力ありがとうございま
す」

39）

と礼を述べられると、「本土の人たちに代わって礼を受けます」
40）

と応じた。
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５．結言

戦災校舎復興運動は、本土からの「校舎募金」を通じて沖縄の教育を復興させたことと、沖縄の現状
を本土に訴えたことで本土復帰運動の礎を構築したことに意義がある。沖縄教職員会が労働組合に移
行する時期と重なっていたので、USCARは戦災校舎復興運動が反米闘争や本土復帰運動に発展する
のではないかと警戒心を抱いていた。沖縄教職員会の屋良朝苗会長はそうしたUSCARの動向を察知
していたので、渋沢敬三に沖縄戦災校舎復興後援会の会長就任を要請した。つまり、USCAR当局か
らの圧力を跳ねのけて、戦災校舎復興運動を確実に成功させるための戦略であったことが伺えるので
ある。
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