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本土復帰50年、沖縄とともに。公共放送NHK

2022 11NOVEMBER

コーディネーター 進　行

島 洋子さん 荒木 さくら
琉球新報 編集局長 NHK沖縄放送局アナウンサー

11月21日 午後6時30分月

2022年

入場は無料ですが、入場整理券が必要です。

パネリスト

石垣 綾音さん
まちづくりファシリテーター

上間 園子さん
上間フードアンドライフ社長

斎藤 幸平さん
東京大大学院准教授

島袋 寛子さん
歌　手

比屋根 隆さん
レキサス、うむさんラボ社長

琉球新報ホール
( 沖縄県那覇市泉崎１―１０―３)
ＮＨＫ沖縄放送局、琉球新報社
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～守るべきもの・変えたいこと～～守るべきもの・変えたいこと～守 変

沖縄本土復帰５０年 シンポジウム沖縄本土復帰５０年 シンポジウム５０

５０年後の沖縄へ



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の11 関連番組沖縄

【司会】幸田 悟 真栄城 美鈴

写真提供：沖縄県公文書館写真提供：沖縄県公文書館

復帰５０年の沖縄で空白となってきた歴史がある。沖縄戦で親を亡くした戦争孤
児。凄惨な地上戦で何を体験し、基地の島となった戦後をどう生きたのか。圧倒
的な証言で描く。
地上戦に巻き込まれ、目の前で父と母を亡くした沖縄の戦争孤児。終戦前後は米
軍が孤児院で保護したが、その後の足取りは調査されたことがない。徹底取材で
浮かび上がったのは、壮絶な戦争体験と孤立無援
で生きた過酷な戦後。
幼くして孤児となったため、自分の名前も出自も
わからず、いくつもの家を転々とした人。
戦争中に餓死した妹を救えなかったトラウマに今
も苦しむ人。初めて語られる証言から、今も続く戦
争の傷あとを描く。
（本放送：2022年8月14日）

本土復帰前より放送されている「沖縄の歌と踊り」のアーカイブスの中から、真喜志康忠が構成・演出を務め、1983年に放送
され沖縄の視聴者を笑いの渦に巻き込んだ喜歌劇「元の若さ」を紹介する。

11日
（金）
11日
（金）

アーカイブス選「喜歌劇・元の若さ」 午後7：30  沖縄県域

 12日(土） 7:35～ 沖縄の歌と踊り　アーカイブス選「喜歌劇・元の若さ」（再）

 3日(木） 14:15～ 美ら島おきなわ文化祭２０２２
 4日(金） 19:30～ 本土復帰50年 うちなー名作選　「沖縄戦争孤児」

 13日(日） 11:00～ 沖縄ミュージックジャーニー　「世界のウチナーンチュに捧げる応援歌」（再）

 11日(金） 19:30～ 沖縄の歌と踊り　アーカイブス選「喜歌劇・元の若さ」
 10日(木） 18:00～ 沖縄ミュージックジャーニー　「世界のウチナーンチュに捧げる応援歌」

 11日(金） 19:53～ 本土復帰50年 うちなー名作選　「沖縄  戦火の放送局～手記に刻まれたメディアの実相～」

ゲスト：大城
クラウディ

ア

沖縄県域 木曜 午前8:50 ほか

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

午後6：00 沖縄県域

今月のゲストは大城クラウディアさん。アルゼンチン出身の県系２世で、2003年に拠点を日本に移しポップスや沖縄音楽
を中心に活動を続けています。
コロナ禍で活動が制限される中、世界で暮らすウチナーンチュを応援する歌をリリース！スタジオライブも交えて、オリジ
ナルソングや民謡、そして世界のウチナーンチュへの思いを聞きます。

世界のウチナーンチュに捧げる応援歌
10日
（木）
10日
（木）

沖縄戦争孤児

沖縄  戦火の放送局
～手記に刻まれたメディアの実相～

午後7：30  沖縄県域

「沖縄戦記」と書かれた２冊の手記。記したのは岩崎
命吉。１９４３年から敗戦に至るまで日本放送協会・沖
縄放送局長だった。
日本軍に協力を求められ変容していく放送局。８人
の職員が命を落とした。
岩崎は「人生における最大の苦難と試練とを与えら
れた沖縄戦」として、みずからを「馬鹿者」と自省して
いた。
放送局は戦争をどう伝え、どんな運命をたどったの
か。いまも戦争が続く時代、メディアの役割とは何な
のか、照射する。
（本放送：2022年8月28日）

午後7：53  沖縄県域

NHKがお届けする珠玉のシリーズ
沖縄を見つめてきた数々の番組から

厳選してお届けします

4日
（金）

11日
（金）

昔々、漁師が浜辺を歩いていると、ウミガメが仰向けに
ひっくり返って戻れなくなっているのを見つけました。
心優しい漁師はカメを元に戻し、海に返してやります。
そんなことを忘れたある日、漁師がいつものように沖で
釣りをしていると、舟にウミガメが近づいて「舟の下にサ
メが来ています。あなたを飲み込んでやろうと狙っている
のです」と言いました。驚いた漁師は…。

阿嘉島のお話です。昔々、釣りに行こうとした村人が、海
鳥の群がる草むらで打ち上げられたコウイカのような塊
を見つけました。
薄黄色にところどころ黒く丸い模様があり、不思議な臭い
がします。
村の長老に見せると、「これは、リュウヌクスだ。万病を治
す薬と伝えられておる。これは村の宝物じゃ」といいました。
そこで村人は…。

うちなー昔話 
「あおむけカメの知恵」

うちなー昔話 
「阿嘉島のリュウヌクス」

3日[木] 17日[木]
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沖縄が本土に復帰して50年。かつて琉球王国だった沖縄は、「琉球処
分」で日本に併合されたのち、沖縄戦の時代（戦世）、アメリカによる占
領・統治下の時代（アメリカ世）、そして本土復帰を経た日本の時代（大
和世）と“世替わり”を経験してきました。このサイトでは「アメリカ世」
から「大和世」にかけてのできごとをタイムライン形式で伝えます。

詳しくは
こちらから

収録場所 ＮＨＫ沖縄放送局（那覇市おもろまち２－６－２１）

福尾 誠　（「おかあさんといっしょ」体操のお兄さん）
秋元 杏月（「おかあさんといっしょ」体操のお姉さん）
※歌のお兄さん・お姉さん、人形劇キャラクターの出演はありません。
※感染防止のため、出演者と距離をとった形でのご参加となります。

出　　演

参加募集中!!

2022年12月3日（土）〔１回目〕集合／午前１０時３０分　終了予定／午前１１時２０分
〔２回目〕集合／午後　０時５０分　終了予定／午後　１時４０分
〔３回目〕集合／午後　２時３０分　終了予定／午後　３時２０分

収録日時
※３回（３本）収録

会　　場 琉球新報ホール
（沖縄県那覇市泉崎１-１０-３）
【アクセス】ゆいレール県庁前駅 徒歩３分

主　　催 ＮＨＫ沖縄放送局、琉球新報社

観　　覧 入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
次の場所で入場整理券をお受け取りください。
■ＮＨＫ沖縄放送局（那覇市おもろまち２－６－２１）
※１階受付、平日午前９時３０分～午後６時
■琉球新報本社（那覇市泉崎１－１０－３）
■琉球新報中部支社（沖縄市仲宗根町２５－６）
■琉球新報北部支社（名護市港２－３－１）
※いずれも１階受付、平日午前９時３０分～午後５時３０分

パネリスト
2022年11月21日（月）
開場：午後６時００分　開演：午後６時３０分
終演予定：午後８時３０分

収録日時

参加対象 ３～４歳児（２０１7年１２月から２０１９年１２月までにお生まれのお子様）とその保護者１人
※親子１組で番組収録に参加していただきます。
※収録は、すべて親子での参加となります。お子様だけの収録はございません。

「おかあさんといっしょ」の「あそびうた」「あ・そ・ぎゅ～」「すわって からだ☆ダンダン」のコーナーにご参加いただく親子
（3～4歳児とその保護者）を募集しています。参加ご希望の方は、次の要領でお申し込みください。
なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、収録の中止や以下の内容を変更させていただく場合があります。

ＮＨＫ沖縄放送局と琉球新報社は、沖縄の本土復帰５０年を記念してシンポジウム「５０年後の沖縄へ ～守るべきもの・変えたいこと～」
を実施します。貧困問題や人材育成など沖縄の課題解決や魅力を語り合い、将来像を探ります。観覧をご希望の方は、次の場所で入場
整理券をお受け取りください。なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、イベントの中止や以下の内容を変更させてい
ただく場合があります。

参加申込

【締め切り】２０２２年１１月１０日（木）午後１１時５９分

参加は無料ですが、お申し込みは、現在、受信料をお支払いくださっている方に限ります。
また、受信料が免除されている方も含みます。以下のＮＨＫホームページからお申し込みください。
◇ＰＣ・スマホサイト　　http://www.nhk.or.jp/okinawa/
◇ご入力いただく事項 ①参加する保護者の方のお名前、
 ②メールアドレス、③郵便番号、④住所、
 ⑤電話番号、⑥お子様のお名前、
 ⑦お子様の生年月日

＊お申し込みは１世帯につき１件（お子様と保護者各１人）に限ります。双子などの多胎児の場合は１件でお子様の人数分をお申し込みいただけます。その場合、お子様１人に
つき保護者１人が必要です。　＊応募多数の場合は厳正に抽選を行い、当選・落選とも、１１月１８日（金）午後３時以降に、メール通知します。　＊当選された方には、ご参加いた
だく回が記載された当選・案内ハガキを郵送します。発送予定日は１１月１７日（木）です。　＊その他、お申し込みに関する注意事項はＮＨＫ沖縄放送局のＨＰをご確認ください。

お問い合わせ　ＮＨＫ沖縄放送局「おかあさんといっしょ」スタジオ収録係　◇応募方法について　０９８－８６５－２２２２　（月～金／午前９時３０分～午後６時　※祝日除く）
　　　　　　　◇放送受信契約について　０１２０－１５１５１５（午前９時～午後６時　※年末年始除く）　ＮＨＫ沖縄放送局ホームページ　https://www.nhk.or.jp/okinawa/

お問い合わせ　ＮＨＫ沖縄放送局 ☎098-865-2222 （平日 午前９時３０分～午後６時）　琉球新報社 ☎098-865-5111 （平日 午前９時３０分～午後５時３０分）

スタジオ収録
　～親子で遊ぼう！～

× オカズデザインさんに「ちむどんどん」にも
出てくるあのメニューを教えてもらいました。

● ミミガー…………100ｇ
● ゴーヤー…………1/2本
● ディル（ハーブ）…適量
　（お好みのハーブでも可）
● 練りごま…………大さじ1と1/2

● 白みそ …………大さじ1
● ねぎ油 …………小さじ2
● はちみつ…………小さじ1/2～1
● シークヮーサー…小さじ1
● 塩 ………………小さじ1/2

茹でたハンダマは粗熱をとり、
キッチンペーパーでしっかり水気を切る

2

ボウルに島豆腐・ピーナッツバター・塩を入れ混ぜ、
ハンダマを合わせて盛り付けたら完成です

3

ミミガーを沸騰したお湯で茹で、
しっかり臭みを抜きます
茹でると臭み(濁り)がでてきますので
お湯が濁らなくなるまで2～3回繰り返します
茹でたらしっかり水気を切る

1

練りごま ▶ 白みそ ▶ ねぎ油 ▶ シークヮーサー ▶ 
はちみつ ▶ 塩 の順に混ぜ入れていきます。
まとめて合わせても良いですが、よりなじませる為に
1つずつ粘度の濃いものから合わせると◎

3

最後にディル(ハーブ)を加え、盛り付けたら完成です4

しっかり臭みを抜いたミミガーをボウルに入れ
ゴーヤーを加える
ゴーヤーはお好みで塩をまぶし、少しおいてから水にさらし
て下さい。塩をまぶしておく時間によってにがみのとれる量が
変わります

2

作り方

材  料 材  料

ちむどんどん料理監修
オカズデザイン 
（OKAZ DESIGN）

吉岡秀治、吉岡知子を中心とした料理ユニット。"時間がおいし
くしてくれるもの"

をテーマに、シンプルで普遍的なもの作りを目指している。ド
ラマや映画の料理

監修、器料理店「カモシカ」主宰、書籍や広告のレシピ制作など
、幅広く活躍。 

連続テレビ小説では、「てっぱん」（2010～2011年）の料理監
修、「半分、青い。」

（2018年）の料理指導を担当。

佐久本 真彩
キャスター

● ハンダマ…………100～150ｇ
● 島豆腐 …………175ｇ

● ピーナッツバター…25ｇ
● みそ ……………10ｇ
● 塩 ………………小さじ1/2

ハンダマの白和えハンダマの白和え

ハンダマを茹でる(茎→葉)1

作り方

仲本 奈鶴季
キャスター

島豆腐は事前に水気を切り、
キッチンペーパーに包んで 
冷蔵庫で３時間置く

ミミガーとゴーヤーの
　　　　　　ごまあえ
ミミガーとゴーヤーの
　　　　　　ごまあえ

冷蔵庫で30分～1時間くらい
　　　　しっかりと冷やすと味がなじむ◎
冷蔵庫で30分～1時間くらい
　　　　しっかりと冷やすと味がなじむ◎

冷蔵庫で２～３時間置くとより味がなじむ◎冷蔵庫で２～３時間置くとより味がなじむ◎

「５０年後の沖縄へ ～守るべきもの・変えたいこと～」
沖縄本土復帰50年 シンポジウム

石垣綾音さん
（まちづくり
ファシリテーター）

上間園子さん
（上間フード
アンドライフ社長）

斎藤幸平さん
（東京大大学院

准教授）

比屋根隆さん
（レキサス、うむさんラボ社長）

島袋寛子さん
（歌手）

荒木さくら
（NHK沖縄放送局
アナウンサー）

島洋子さん
（琉球新報
編集局長）

コーディネーター

進　行

申し込みペ
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放送から1週間
パソコンやスマホで
いつでもどこでも、何度でも

総合・Eテレの番組を

ご覧いただけるサービスです。

ご利用にはデータ通信量が発生します
テレビ等の受信機をお持ちで
放送受信契約を締結いただいた方には
利用登録いただけます

利用登録はこちらから

便利なコンテンツのご紹介
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