


は じ め に

北方領土問題は、戦後７０年以上が経過していますが、未だに解決の道筋は示

されておりません。この間、北方領土に住んでいた元島民の皆様方も、半数以上

の方がお亡くなりになり、平均年齢も８３歳を越えています。

領土問題の解決は、日ロ両国間の外交交渉によって行われますが、外交交渉を

支え、後押しするためには、国民世論の高揚が必要です。

返還要求運動は、関係機関・団体が中心となって様々な取組が行われていると

ころですが、これまで返還要求運動の先頭に立ってこられた元島民の皆様方の高

齢化により、返還要求運動を引き継ぐ後継者の育成が急務であるとともに、今後

も北方領土返還要求運動を国民運動として行っていくためには、若年層に対する

学校教育での北方領土教育が不可欠となっています。

道では、返還要求運動の次代を担う中学生に、北方領土についての関心を高め

ていただくことを目的として、平成２８年度から作文コンテストを実施していま

す。

この度、平成３０年度のコンテストの入賞作品を文集としてまとめましたので

参考にしていただきたいと思います。

最後に、事業の実施にあたり御協力いただきました関係各位にお礼申し上げま

す。

平成３１年３月

北海道総務部北方領土対策本部
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賞 市町村名 学　　　　　校　　　　　名 学年 氏　　　　　名 題　　　　　　　　　　名

最優秀賞 羅臼町 羅臼町立知床未来中学校 3 川端　歩佳 二十五km先の故郷

優秀賞 札幌市 北海道教育大学附属札幌中学校 2 佐藤　愛莉 両国を繋ぐ　世界を繋ぐ

優秀賞 江別市 立命館慶祥中学校 1 白間　あかね 想いをつなぐということ

優秀賞 上富良野町 上富良野町立上富良野中学校 2 北村　奈々 共に歩む北方領土へ

優秀賞 根室市 根室市立歯舞小中学校 3 干場　せれさ 日本とロシアの友好を

佳作 札幌市 札幌市立琴似中学校 1 小野　愛莉 北方領土について考えること

佳作 札幌市 北海道教育大学附属札幌中学校 2 荻野　真緒 北方領土が加わったTシャツ

佳作 上富良野町 上富良野町立上富良野中学校 2 金谷　美咲 北方領土について知って

佳作 上富良野町 上富良野町立上富良野中学校 2 成田　いちご 北方領土問題について

佳作 上富良野町 上富良野町立上富良野中学校 2 能勢　茉央 自分たちには何ができるのか

佳作 上富良野町 上富良野町立上富良野中学校 2 宮川　千優 「ジョバンニの島」をみて

佳作 上富良野町 上富良野町立上富良野中学校 2 山谷　惟一郎 忘れてはいけない物語

佳作 上富良野町 上富良野町立上富良野中学校 2 吉河　桜将 北方領土の歴史について

佳作 根室市 根室市立歯舞小中学校 2 樫見　晃成 北方領土問題について

佳作 根室市 根室市立歯舞小中学校 2 滝本　優月 歯舞だからこそ

奨励賞 札幌市 札幌市立北辰中学校 2 立石　望恵 北方領土を忘れない

奨励賞 札幌市 札幌市立明園中学校 1 新澤　拓実 僕たちが忘れてはいけないこと

奨励賞 鹿部町 鹿部町立鹿部中学校 2 木村　玲音 僕は北方領土に関係あるのか？

奨励賞 上富良野町 上富良野町立上富良野中学校 2 多湖　千真 北方領土問題を考えて

奨励賞 上富良野町 上富良野町立上富良野中学校 2 真木　彩友美 北方領土問題について

奨励賞 根室市 根室市立歯舞小中学校 1 津嶋　明里 日本人とロシア人と私

奨励賞 根室市 根室市立歯舞小中学校 2 津嶋　ゆかり 北方領土について考えたこと

奨励賞 根室市 根室市立歯舞小中学校 2 中村　そら 北方領土問題について

平成30年度北方領土中学生作文コンテスト 入賞作品
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【最優秀賞】

「二十五ｋｍ先の故郷」

羅臼町立知床未来中学校

３年 川端 歩佳

私が住む羅臼町の目の前には、北方四島のうちの一つ、国後島が見えます。太平洋戦争のあ

と、ソ連軍の侵攻にあい、島の住民が離れなければならなくなった島の一つです。しかし、こ

のような悲しく、辛い出来事は今、認知度が低下し風化しているように感じます。もしも私が

島の住民の一人だったら、と考えると、悲しさや悔しさ、どうしようもない気持ちで胸がいっ

ぱいになります。

島を離れなければならなくなった島民の中には、羅臼町に移り住んだ人が居ます。国後島民

だった私の曽祖母もその一人です。曽祖母は孫である私の母に、「おばあちゃんが国後島に居

た頃は”早起きは三文の徳”と言われていて、朝早く起きて海に行くと魚や貝が沢山打ち上げ

られているから、それをよく拾ったもんだ」と曽祖母が暮らしていた占領される前の国後島の

とても豊かな海の事をよく話していたそうです。

島がソ連軍により占領され、飛行機も連絡船もない中、島民は強制的に自分達の住んでいた

島を出なければならなくなりました。中には着の身着のまま海に飛びこんだ人も居たそうです。

大荒れの海を越え、曽祖母達がたどり着いたのが対岸の街。戦争直後でお金も、食料も、衣服

もない状態で知らない街に着いた時、これからどう生きていけばいいのか…。島民の方々をど

う助ければいいのか…。「助けたい」という気持ちと、苦しく、厳しい現実との間で迷い、お

互いに悩んだのではないかと思います。

そんな中、曽祖母達は羅臼で酪農を営み生活し始めました。一緒に羅臼町に移り住んだ方々

の中には語り部として活動をされている方も居ます。故郷である北方四島のよい所を、あの出

来事を、後生へとつなげるために。

二十五ｋｍ先の故郷は近いようで遠い。行ける距離なのに行けない。今はロシア人が住んで

いる。悔しい。悲しい。私だったら大好きだった故郷そのものすら嫌いになってしまうと思い

ます。ですが曽祖母はいつも国後島の良い所を沢山話していたと聞きました。辛い経験も忘れ

られないけれど、やっぱり国後島は素晴らしい所だった、と曽祖母はいつも話していたそうで

す。

このような歴史を、私は決して忘れてはならないと思います。しかし、北方領土問題は、全

国的に認知度が低く、元島民の高齢化も進み、北方領土問題の当事者が年々減少しています。

つまり、北方領土問題は一刻も早い解決が望まれます。それでも、全ての領土が日本に戻り、

全て解決したとしても、きっと元島民の悲しい過去も全てなかった事にされてしまうと思うの

です。領土が返される事が全てでしょうか？返還された事で元島民の心の傷や辛い過去はなか

った事になるのでしょうか？今のこの状況では領土問題は解決することでなかった事にされ、

この出来事を未来へつなげる人が居なくなってしまう。私はそれを見逃すことはできません。

元島民の方々のために、日本の未来のためにも私は、私達は、結果だけでなく、出来事全てを

後世へ語りつがなければならないと思います。

何年経っても元島民の心の傷は消えません。今でも元島民の方々は二十五ｋｍ先の自分が暮

らした大好きな故郷が、いつでも帰る事ができる所になって欲しいと願っている、と私は思っ

ています。

近くて遠い二十五ｋｍ。私達はもう一度、改めて、領土問題と向き合い、領土問題について

考えるべきだと思います。
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【優秀賞】

「両国を繋ぐ 世界を繋ぐ」

北海道教育大学附属札幌中学校

２年 佐藤 愛莉

「北方領土は我が国の領土であり、現在ロシア連邦が不法に占拠している。」

地理の教科書を見てふと、思った。ロシアの教科書には北方領土について何と書かれている

のだろうか。

私は以前、国際プラザ主催の「子ども領事」に参加しロシアを担当した。初日、実際に領事

館で働く参事の方にインタビューをする時間があった。なかなかないこのような機会、私は北

方領土についてどのように考えているのかロシアの方の生の意見をききたいと思った。悪意は

ない、互いの考えをよく聴き私は貴方の意見を尊重しているという意思を伝えればここから和

解の道を、小さいけれどつくっていけると考えたからだ。私は手を挙げかけ、やはり下ろした。

「ロシアの領土に決まっているだろ。」そう言われたら伝えたい事も伝わらない。悪い気持ち

にはさせたくない。しかしその時、参事の方がこう話された。

「北方領土問題について皆さんは知っていますか。これはとても難しい問題ですが私たちは協

力して解決しなくてはなりません。私はそれを望んでいます。」

意外だった。でも互いにそういう気持ちの人がいるならこの現状を変えていける未来があるの

ではないか。かすかな希望が私を照らす。

和解に必要なことは「相手の意見を理解して両国が納得できる結果にしたいと思う人を増や

し、より多くの人に興味を持ってもらうこと」が第一だと私は考える。悪口を言い合っている

だけでは話はすすまないし真剣に向きあうには北方領土問題を解決したいと思う人が必要であ

る。私にできることは何だろう。段階を踏まえ私はまず具体的な解決策を「自分の中で」考え

ることにした。島は四島だ。日本とロシアで二島ずつわけるのはどうか。大きさや排他的経済

水域に偏りがでてしまうようならば得する方が損する方に一定額を払えば解決するのではない

か。実際にこの方法で問題は新たに生まれてしまうかもしれないが、考える事にも価値はある。

次に地理の授業で発表し学級の仲間に考えを広げた。平和的に問題を解決するにはお互いに少

し引き、納得できるように平等に分けて相手を理解することが必要だと思う。そう、三十五人

に伝わった。もっと大人数に広げたい。そうして私はこの作文を書くことを選んだ。これを読

んだ方みんなに、さらに沢山の方々に発信し、問題について考えている人がいることを伝え、

北方領土について興味を持った、という方を増やすために作文を書くという形で知ってもらえ

たのではないか。これが何人の目に触れるかは分からないが平和的にこの問題を解決したいと

思う人を増やす、和解のための第一の目標に近づくことができたと私は信じている。

これまで北方領土の話を「問題」と表現してきたが、これからによっては「和解の根端」に

も「両国の架け橋」にも「様々な学び」にも成り得ることだと思う。そのような平和に世界を

繋ぐことができるように私はこれからも北方領土について様々な人と交流できる機会を見つ

け、少しずつ自分から平和を考えられる輪を広げていきたい。いつの日か教科書に「日本とロ

シアの平和的協力のため北方領土は両国に平等に分けられ、正式に国に併合された。」という

文字が刻まれ、両国を、正解を繋ぐ架け橋となることを願って。
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【優秀賞】

「想いをつなぐということ」

立命館慶祥中学校

１年 白間 あかね

「日本国旅券」と書かれたパスポートの三ページ目。そこには「日本人が行くことの出来な

い場所は世界中のどこにもない。」と記されています。しかし、そのパスポートを持っていて

も、最も訪れることが難しい場所があります。それは、歴とした日本の領土「北方領土」です。

北方領土と聞いて頭に浮かんできたのは、四島の名称と暗記した条約の年号だけでした。図

書館で北方領土に関する本を探してみるとほんの数冊、しかも古く黄ばんだ物ばかりでした。

難しい言葉が沢山並んでいて、初めの一ページだけでも理解することが難しく、さっぱり読み

進みません。小学生向けのマンガ本が、学び初めの私には解りやすく、また、政府広報オンラ

インもとても興味深く、北方領土についてもっと学ばなくてはいけないと強く思うようになり

ました。

二〇一六年の調査で、四島には約一万七千人が生活を送っています。もちろん、その中に日

本人はいません。水産業、加工業を主として栄え、幼稚園には楽しく遊ぶ子供達の笑顔があふ

れているそうです。四島の中で生まれ育ったロシア人の人々にとって、北方領土は「ふるさと」

なのです。

少しでも知りたいと思い、歴史上の事ばかり調べていた私。しかし、調べ進めていくうちに、

知るべきことは目に見えるものだけではなく、人々の想いではないのだろうかと思うようにな

りました。

北方四島交流事業であるビザなし交流で、現地に行くことが出来る人数は年間約二百五十人。

日本人の存在を示し、返還の意志を伝え続けるためにも継続していかなければならないと思い

ます。しかし、実際に四島の地を踏んだ人々の想いだけで終わるのではなく、より多くの人々

が問題意識を持ち、双方の考えや想いを共有していくことが必要なのではないでしょうか。

北方領土について関心を持ち、世論を作っていこうと活動している学生が全国には沢山いま

す。その活動をもっと身近に知ることが出来れば、一人でも多くの人に感心を持ってもらう事

が出来るはずです。私もその一人として、まずは情報として頭に、そして実際に北方領土の地

を踏み、人々の想いに耳を傾け、心に刻んでいきたいと思っています。

根室の納沙布岬の少し手前には、「望郷の家」があります。元島民の方々が心のよりどころ

とし、辛さや苦しみに涙を浮かべ、いつか自由に戻ることが出来るよう想いを募らせています。

日本とロシアの双方が共に切り開いていく未来の北方領土を想像出来る日本になることを強

く願います。バトンはすでに私達若い世代に手渡されているのですから。
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【優秀賞】

「共に歩む北方領土へ」

上富良野町立上富良野中学校

２年 北村 奈々

私は、北方領土についてとても強い関心をもち、そして一秒でも早く、北方領土が北方領土

の元島民の方々に返還されることを願っています。ですが、私は北方領土について、返還だけ

ではなく、ロシアの方々と共存するという考えが日本とロシアにとって一番いいことだと思い

ます。

私が深く北方領土について関心をもつようになったきっかけは、今年の夏、根室市で行われ

た北方領土問題対策協会主催の青少年現地研修会に参加したことです。そこで、北方領土につ

いて勉強し、北方領土の住民の方のお話を聞きました。そして、各地方からきた中学生の人た

ちと北方領土について話し合いました。そこで私たちは、北方領土をただ返還してもらうだけ

ではなく、今北方領土に住むロシア人の方々と、共存していくという、方法がいいと思いまし

た。

そう思ったきっかけの一つが、北方領土の住民の得能宏さんがモデルとなった、アニメーシ

ョン映画「ジョバンニの島」を見たことです。主人公の純平（得能宏さん）は、戦争中ではあ

りましたが、いつものように、ごくごく普通な日々を送っていました。ですが、そんなある日、

日本は降伏し戦争に敗れてしまいます。そして、色丹島にアメリカ軍ではなく、ソ連軍が上陸

してきました。学校では授業中にソ連軍が突入してきました。ですが、先生は授業を止めず、

おびえながらも、授業を続け、ある生徒が問題の答えを間違えてしまいます。そこに、突入し

てきた軍の中の一番偉い軍人が、その間違えた問題を直してくれたそうです。他には、家を荒

らされ、さらには、家を追い出されてとなりの馬小屋で暮らすことになってしまうなどがあり

ました。ですが、そんなある日、あることがきっかけで、将校の娘であるターニャという少女

と出会います。ターニャは、純平とその弟の寛太のことを大切な友人として接していました。

ターニャの家族もターニャの友人として持て成してくれていました。純平とターニャ、寛太は

ソ連と日本ではなく、お互いを友人として信頼しあっていました。そして、もう一人、島民の

語り部である、歯舞群島出身の高塚正勝さんの話でも、不法占拠されている中で、ソ連の子供

たちと遊ぶなど、ソ連の方々と交流があったそうです。つらい生活の中でも、喜びや楽しさが

ありました。

そして、もう一つのきっかけは、今北方領土に住んでいるロシア人の方々も、昔の得能宏さ

ん達のように、大切な故郷になっていることです。もし、北方領土が日本に返還されたとして

も、今住んでいるロシア人の方々はどうなってしまうでしょうか。昔のソ連のように、今北方

領土に住んでいるロシア人の方々を追い出してしまうのでしょうか。それだと、昔のソ連軍と

同じことをしてしまいます。そんな悲劇を繰り返さないためにも、私は共存していく道を選び

たいと思いました。しかし、その中にもやはり問題が出てきます。例えば、水産資源や排他的

経済水域などの問題を考えなくてはいけないです。簡単なことではないかもしれません。しか

し、共に分け合うことや、制限などしていけば、お互いのものを共有し合うなどできるかもし

れません。現実にするのは、難しいかもしれませんが、可能性はないわけではありません。

ですから私は、北方領土を返還するだけでなく、昔の得能宏さんや高塚正勝さんのように、

同じ人間として、争うのではなく、日本人とロシア人が共に、友人や仲間として手を取り合っ

ていければ、お互いにとって一番いいことだと思います。

私はそのために、語り部の方々の意思を引き継ぎ、まずは友人や家族、そして日本中の方々

に伝わっていくよう積極的に活動していきます。
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【優秀賞】

「日本とロシアの友好を」

根室市立歯舞小中学校

３年 干場 せれさ

北方領土問題、私はロシアと日本の友好を目標とし、問題解決していければと思います。

私は夏休み中、北方少年少女交流事業に参加し、東京へ行ってきました。今回は、私をふく

め七人で行き、安倍総理、文部科学大臣、外務省欧州局長、内閣府特命担当大臣に会い、私達

の思いを伝えることができました。

「島民四世として、すべての人に過去に起こった北方領土での出来事や元島民の思いを語り

伝えていきます。そして、北方領土が日本とロシアの友好の架け橋になることを願います。」

私が伝えた言葉です。また北方領土の一日でも早い返還を願う人、両国の友好的関係、一人

でも多くの人が北方領土問題の解決に向けて向き合ってほしいと願う人、色々な思いをもって

いる同世代がいて心強かったです。

このように、安倍総理などの大臣に直接伝えるという機会はなかなかありません。私は今回

伝えることができ、少しでも解決の道につながればと思います。

私の曾祖母は、実際に北方領土に住んでいて追い出された、という実体験があります。そん

な曾祖母に北方領土についておしえてもらった事があります。

「北方領土では、いろいろな物がとれたんだよ。魚も昆布も。でもね、急にロシア人が来て

占領されて、私たちは逃げてきたんだよ。島から出たときは、何も見えないくらい暗かったな。」

もし返還されたとして、ロシア人に元島民と同じ体験をしてほしくはありません。私が大臣

にも伝えたように「友好の架け橋」となるような、お互いが自由に行き来できるような、そん

な島になってほしい。

いつか、ロシアと日本が自由に漁業を営み、お互いが協力しあい、いっしょに暮らす。そん

な島になるように、これから頑張っていかなければいけないと思います。私は、少しでも北方

領土問題を解決に近づけていきたい。

そのために私はこの思いを次の世代へと語り伝えていきます。そしていつか、ロシア人と日

本人が仲良く暮らしている北方領土が見れますように。
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【佳作】

「北方領土について考えること」

札幌市立琴似中学校

１年 小野 愛莉

北方領土問題について、みなさんはどう思っているでしょうか。自分に関係なかったり、周

りに元々住んでいた人がいなければ、深く考える事はないかもしれません。ですが、北海道に

住む者として一度、しっかり考えてみませんか。

北方領土とは、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の四つの島々からなる北方四島の事です。

日本固有の領土なのですが、一九四五年八月からソ連に不法占拠されています。ソ連軍は、通

信施設を破壊・強奪し、船の航行を禁止。本土と連絡がとれないようにし、島民の自由をうば

いました。毎日ソ連軍に監視され、恐ろしく、外に出られない日々が続いたそうです。たえき

れなくなり島を脱出する人々は、監視の目を逃れるため暗闇や海の荒れた日に死を覚悟した脱

出。島に残った人々はソ連人と混住生活、先の見えない不安に苛まれていました。ソ連軍から

日本に返すと命令が出て、船で送られましたが、不衛生で寒く、食料不足により体を壊し、薬

もなく医者もいなかったので、死亡する人も多くいたそうです。死と隣り合わせの日々をのり

こえ、函館にたどり着きました。脱出しようとしても、島に残っても、死と隣り合わせの、覚

悟した日々を過ごさなければならなかったのです。

島には、きっと小さな子どもたちもいたと思うし、きっとお年寄りの方だっていたはずです。

なぜ普通に暮らしていた人々が大変な目に合わなくてはいけなかったのか。悲しみと同時にソ

連への怒りもわいてきました。

ソ連はなぜ、北方領土を占領したのか。それは、凍らない港がほしかったからだそうです。

自分の国より南に位置し、無抵抗だった日本は、ソ連にとって丁度良かったのです。アメリカ

のトルーマン元大統領が、北海道占領までは止めたようですが、それが無ければ北海道もソ連

のものにする気だったようです。

今、北方領土にはロシアの方々が住んでいます。生まれた時からそこへ住んでいる人だって

きっといます。その方々は悪くありません。しかし、昔そこには日本人が住んでいて、ソ連に

不法占拠されている、という事実は変わりありません。なので、北方領土問題は互いの国が納

得して終われるような解決策を練らなければいけません。だから難しい問題で、未だに解決し

ていないのだと思います。

元々島で暮らしていた方々が、自由にお墓参りや訪問ができるようになるには、後何年かか

るのでしょうか。少しでも早く、元島民のみなさんの願いが叶うことを祈っています。私たち

がどうにかできる事ではありませんが、北海道だけでなく、日本全体で考えるべき問題であり、

北方領土での出来事は忘れてはいけないことだと思います。

- 8 -



【佳作】

「北方領土が加わったTシャツ」

北海道教育大学附属札幌中学校

２年 荻野 真緒

二〇一八年八月、私は北海道の地図と共に北方領土が大きく背中に描かれたTシャツを着て、

北海道代表として、算盤の全国大会に出場した。

正直な所、今まで北方領土をあまり身近に感じたことはなかったが、Tシャツの背中の真ん

中に大きく描かれた北方領土を見ると、北方領土が同じ日本なのだということを強く感じた。

北方領土と辞書で調べると「現在のロシア連邦が実効支配をしている択捉島、国後島、色丹

島、歯舞群島の島々」と書いてあった。

更に、実効支配という言葉の意味を調べると「ある国や勢力が対立する国や勢力、あるいは

第三国の承認を得ないまま軍隊を駐留させるなどして、一定の領域を実質的に統治しているこ

と」と書いてあった。

日本とロシア連邦は対立しているのだろうか。ニュースでは、ロシアの大統領と日本の首相

が仲良く映っている映像をよく見かける。

第二次世界大戦が終戦となってから、既に七十三年の月日が流れた今もなお、この北方領土

問題が解決していないことが、私は不思議でならない。

北方領土について考えていると、一つの疑問が浮かんできた。それは、今現在北方領土に住

んでいるロシア連邦の人達は、北方領土問題をどのように考えているかという事だ。

日本人の私達が北方領土問題を考える時、思考の根底に、日本が被害者で、ロシア連邦が加

害者という思いがある気がしてならない。被害者と加害者という認識を一度捨てない限り、こ

の問題は解決しないのではないか。

ロシア連邦の政府の考えではなく、実際に北方領土に住んでいる人々は、どう思っているの

か、どういう解決が一番良いと考えているのかと言う事を知った上で、お互いにとってベスト

な道を探していくのが解決の近道なのではないかと考える。

終戦から七十三年経っているということは、北方領土で生まれ育ち、北方領土で亡くなった

方も多くいるだろう。北方領土に住む方々の心を掴む事が解決の鍵になると私は考える。

私が今年の大会で着たTシャツには、北方領土が間違いなく描かれていた。北海道代表の「北

海道」には、今現在そこに住んでいる人達も含まれている。

北方領土問題には社会科で学んだ排他的経済水域の問題をはじめとする、私が想像できない

ような難しい問題もあるだろう。しかし、この問題を解決しなければ、両国の心のモヤモヤは

消えることはないのではないか。前例にとらわれない、世界が驚くような解決法で両国の絆を

深めてほしい。

いつか北方領土で算盤の全国大会が行われる日が来ることを心から望む。その時は今年着た

北海道チームのTシャツを着て必ず応援に行きたい。
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【佳作】

「北方領土について知って」

上富良野町立上富良野中学校

２年 金谷 美咲

私が北方領土について知ったのは小学校の頃の授業でした。北方四島の島の名前や位置「北

方領土は日本の領土なのにロシアに不法占拠されているんだよ。」と教えてもらいました。当

時は「北方領土は日本のものなのに、ロシアって酷いな。ロシアに酷い目にあわされた元島民

の人はかわいそうだな。」と思っていました。それでもチャレンジテストなどで問題が出ると

答えられないほどでした。

そんな私でしたが、中学生になってもう一度北方領土について学び、考えが変わっていきま

した。授業の中で北方領土について勉強し、その中でも日本とロシアの両国の言い方を知った

り、元島民の方から貴重なお話を聞かせていただいたりなど考えを改めるには十分すぎるほど

のきっかけがありました。

今でも、前ほどではありませんが、北方領土は日本のものなのだから返してほしい、という

気持ちは確かにあります。自分がかつて過ごした思い出のある故郷に帰れない人も多くいて、

それはさみしいことだと思うからです。しかし、今日本が北方領土を取り返し、ロシア人をそ

こから追い出せば、日本が正しいことをしていたとしても、そこで暮らしていたロシア人から

すれば、それは私たちが昔ロシアにされたことをすることになってしまいます。一九四五年に

北方領土をロシアに不法占拠されて七十三年です。七十三年、そこで暮らしたロシア人もいる

はずです。北方領土はもはや日本だけの故郷ではないのです。日本人の元島民の方は知ってい

るはずです。自分の故郷を追われる悲しみを。それならば、ロシア人には、そんな思いはさせ

るべきではないと思います。かつて、日本人とロシア人の子供が言葉の壁を越え結んだ絆を、

今度は国同士で結んだら良いのではないでしょうか。北方領土を日本の領土かロシアの領土か

決めるのではなく、分け合えばいいのではないでしょうか。たしかに、国境やパスポート、排

他的経済水域、鉱山資源、法律など、両国の混住の地にすればたくさんの問題があると思いま

す。そのためには、北方領土の元島民の方やその二世の方が声を上げるだけでは足りないので

はないでしょうか。北方領土に限らず、竹島や尖閣諸島もそうですが、遠いから、元島民やそ

の二世ではないから、と目をそむけていては駄目なのではないでしょうか。私たち国民が一人

ひとりその問題を意識して、知っていくことが大切なのではないでしょうか。

私は今回の授業でたくさんのことを学びました。元島民の方のお話を聞いたりして授業を受

けただけではわからないことを知ったり、自分の考えを改めるきっかけになったりしました。

私は今回のことを学んで、この話を次の世代に伝える「語り部」になりたいと思いました。
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【佳作】

「北方領土問題について」

上富良野町立上富良野中学校

２年 成田 いちご

北方領土問題について正直私は今までロシアが一方的に悪いものだと思っていました。です

が今回、元島民の方のお話や北方領土問題について調べていくうちに今までは気づかなかった

ことを発見したり考え方が変わりました。元島民の方のお話を聞いて自分が思っていたことと、

違うと感じたのは、ロシア人と日本人の関係についてです。ロシア人と日本人は対立している

と思っていましたが、一緒に遊んだり、互いの家に遊びに行ったりするなど親しくしていたと

いうことにびっくりしました。また言語が違うのにどのようにして会話をしていたのかを、元

島民の方にたずねると、約二年ほどでロシア語を覚え、会話していたとおっしゃっていたこと

にもすごくびっくりしたし、すごいことだなと思いました。私だったら違う国の言葉を覚えて

普通に会話するのはできないと思いました。そして当時の島民の方々の生活は今では考えられ

ないものだなと思います。電気がなかったりお米がなくなってしまったり、トイレに困ったり

とても大変な状況だったそうです。ですが海の生き物を食べたり工夫して生活をしていて、本

当にこんなことがあったのか、信じられなかったです。このように北方領土問題は日本人とし

て考えなくてはならないことなんだなと改めて思いました。実際詳しいことを知ると本当に昔、

この日本で起こった出来事だとは思えませんでした。それは、今の日本が平和だからそう感じ

るのだと思います。だからこれからもずっと、日本が平和であるためにこのようなことは起き

ないでほしいと思います。北方領土返還は時間がかかってしまうかもしれませんが粘り強く交

渉を続け、一日でも早く返還してほしいと思います。

しかし、北方領土問題について実際はあまり詳しく知らない人達もたくさんいると思います。

私も今回詳しいことを知って新しく気付いたことや発見もありました。そして、今までよりも

考え方が変わったり、深く考えるようになりました。だから日本人一人一人が北方領土問題に

ついて知るということが大切だと思います。当時そこで生活していた方たちの高齢化が進んで

います。私たちの世代が詳しく知っていないと私たちより若い世代の人達は、このような出来

事があったことすら知らないようになってしまうかもしれません。それは、元島民の方や当時

その問題に関わっていた人達にとって一番望んでいないことだと思うし、問題解決につながら

ないと思います。ですので私は今回聞かせていただいた貴重なお話を忘れず、色々な人達に伝

えていきたいと思います。そして伝えていく責任があると思うので、この経験を無駄にせず、

北方領土問題について意識しながら生活していきたいと思いました。

- 11 -



【佳作】

「自分たちには何ができるのか」

上富良野町立上富良野中学校

２年 能勢 茉央

北方領土とは、歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島の四つの島のことです。

以前私は、その北方領土、四つの島の一つの歯舞群島に住んでいた高塚正勝さんの話を聞く

機会がありました。その中で私が一番必要だなと思ったことは「若者の後継者」です。なぜな

ら、北方領土に住んでいた元島民の方も、もう高齢で北方領土に住んでいたけど住んでいた時

期が０歳から二歳くらいだとあまり、記憶にないと思うからです。そのため、今のうちに記憶

が残っている人から話を聞き、若い人が引き継いでいくべきです。そしてこの問題が解決に近

づくかもしれないし、忘れられることも少なくなると思うからです。実際元島民の高塚正勝さ

んも元気なうちに色々な小・中学校に行き自分の体験談を言いに行ったり、返還運動をしてい

るそうです。

自分たちにできることはないのでしょうか。私は小さなことでもたくさんあると思います。

例えば、人前に立って話すことが苦手だと思っている人もいるかもしれません。そのような人

は、文章にまとめて皆に配る方法が良いと思います。その他にも、今はインターネットによる

情報社会です。ですのでインターネットで発信したり、北方領土の自然、動物などの写真をの

せたりする方法もあると思います。

ですが、このようなことをしていても解決できないのが現状です。

なぜ、この問題は解決することができないのでしょうか。その原因は日本とロシアのどちら

にもあると思います。なぜなら日本は日本の最北端がロシアの領域になってしまうと、日本の

排他的経済水域がせまくなり、漁業にたくさんの影響が出てしまいます。なので絶対にロシア

の領域にするわけにはいきません。

一方ロシアは、千島列島に国後島と択捉島が入っているなどと主張しています。

ですので日本もロシアも北方領土を自分の国の領地にしたい理由があると思うのでなかなか

解決しないのだと思います。

一つの解決策としては、半分ずつ使えば良いと思います。また、元島民の人ですら帰りたい

ときに帰れていないと思うので、ロシアと日本が一緒に仲良くして、せめて元島民の人だけで

も帰りたいときに故郷に帰れる環境を作れば良いと思いました。そうすることで、色々な国の

文化を知ることもできるし、さまざまな人たちとふれ合うことだってできると思います

最後には私は、この北方領土の問題の一番の解決策は、元島民の願いでもある一日も早い北

方領土返還を若者に伝えて、国民皆にこの問題を広めていくことだと思いました。そして北方

領土問題が解決し、元島民の方の願いを叶えたいと思いました。これからも、北方領土につい

てのニュースなどに関心を持ち続けたいと思います
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【佳作】

「ジョバンニの島」をみて

上富良野町立上富良野中学校

２年 宮川 千優

私は、北方領土問題について考えるために、「ジョバンニの島」という映画を見ました。

この物語は、第二次世界大戦終戦後の色丹島が舞台です。終戦後、島にソ連の艦隊が上陸し

ます。ソ連との共同生活の中で、純平と寛太はソ連軍人の娘ターニャと仲良くなりますが、島

を追い出されることとなります。そして二人は、別の収容所にいる父に、叔父と一緒に会いに

行くという物語です。

私はこの物語で印象に残った場面が二つあります。

一つ目は、ロシアの子供たちと日本の子供たちがお互いの国の歌を歌ったり、一緒に遊んだ

りしていた場面です。お互いの国の歌を歌うということは、両国ともお互いを受け入れていた

んだと思います。私は今までロシア人と日本人は敵対していたと思っていたので、このように

仲良くしていたことに驚きました。

二つ目は、純平と寛太が父に会いに行った場面です。収容所を出て行ったらいつ殺されるか

わからないのに、それでも父に会いに行くという、二人の強さをとても感じました。このよう

に離れ離れになった家族がたくさんいたと思うと、とても胸が苦しくなりました。

私は、この映画をみて、北方領土問題について深く考えさせられました。

かつて、島民は、ロシアによって苦しい思いをしてきたと思います。家を奪われて馬小屋に

住んだり、島を追い出されたり、収容所でご飯を少ししか与えてもらえなかったりと、辛い日

々を過ごしたはずです。しかし、北方領土の返還を求める中で、ロシアに対して同じようなこ

とをしてはいけないと思いました。なぜなら、今日本が北方領土からロシア人を追い出したら、

かつて日本がされたことと同じことだからです。私たち日本人は、その痛み、苦しみ、辛さを

知っていると思います。だからこそ、同じ道をロシアに歩かせてはいけないと思います。です

ので私は、「返還」だけではなく「共存」していったら良いと考えました。昔は、純平やター

ニャ達のように仲良くしていたはずです。ならば、今からまた、交友関係を築けば良いと思い

ました。昔は両国ともお互いを受け入れていたのだから、きっと今も共存していけると思いま

す。

この問題に関わる中で私自身ができることは何か。私は、この痛み、苦しみ、辛さを受け止

めて理解し、次につなげていくことだと思います。元島民の経験者の方はもう高齢者です。私

たちが受け継ぎ、これから先も忘れないことが大切だと思います。だから私も、この映画でみ

た北方領土問題の重みを理解して、北方領土返還要求運動に少しでも貢献できるようになりた

いです。また、北方領土が返還され、ロシアと共存していくことが実現されるように、今回感

じた重みをこれから先も忘れずに生きていこうと思います。一日でも早く北方領土が返還され

ることを願います。
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【佳作】

「忘れてはいけない物語」

上富良野町立上富良野中学校

２年 山谷 惟一郎

「あの旗はアメリカじゃねぇ・・・。あれはソ連だ！」

それは、北海道根室半島の沖合にある「北方領土」と呼ばれる島々をめぐった、長い長い戦争

の始まりでした。

一九四五年八月十五日、日本は太平洋戦争に負け、満州や朝鮮半島などから撤退し、その領

土の返還作業を始めました。ところが、同年の八月二八日から九月五日にかけて、ソ連軍がア

メリカの協力を得て、北方領土に上陸しました。そして、約五〇〇三平方キロメートルもの雄

大な自然が広がる日本固有の領土と、一万七千二百九十一人の住民を不法に占拠しました。そ

の瞬間、住民たちの日本への決死の引き上げが始まったのです。

「寛太、日本に帰ろう。」

この言葉は、北方領土から北海道への引き上げを実話に基づいて描いた映画、「ジョバンニの

島」の中で、主人公・純平が弱った弟・寛太を勇気づけようと発した一言です。僕はこの映画

を、いつの間にか純平の立場に立って、その世界にのめり込んで見ていました。純平が逆境の

中で病気になった弟をその手で支え、ソ連兵に捕まった父を思う姿に心を打たれたからです。

この映画では、弟・寛太の死という深い悲しみとソ連の子供たちと鬼ごっこを楽しむ姿が対比

されていました。つまり、占拠された島の中でも、その悲しみや怒りが緩和される出来事もあ

ったというわけです。先日、中学校で行われた、元島民の方による講演会でも、ソ連兵が来て

から日本へ引き上げるまでは苦労の連続だったが、ソ連兵の隊長の家でカレーライスやスープ

をごちそうになった、などの思い出を語ってくれました。映画では最後、純平が数十年の時を

経て、生まれ故郷の島に帰り、昔仲良くなったソ連の子供の孫娘と出会うシーンで終わります。

その時、純平の目の中にはその少女への憎しみや怒りなどはなく、昔の友達の孫に会えたとい

う嬉しさと感動でいっぱいだったように僕には見えました。元島民の方による講演会の時も、

ソ連の人々との出来事を昔の思い出の一つのように話していました。

北方領土問題は未だに解決されていません。僕たち日本人は、この解決しなければならない

問題に七〇年もの年月をかけてしまいました。そして長い歳月が、元島民の方の高齢化を進め、

北方領土問題という存在を確実に風化させつつあります。また、度々行われている「日ロ首脳

会談」では、北方領土問題の解決に向けての加速が確認されたり、元島民の方が自由に墓参、

故郷訪問ができるようにすることを検討するなどの話し合いがされています。しかし、まだ、

「返還」の二文字がロシア側の口から出されていません。両首脳もあと数年は変わらないとし

て、首脳会談という場だけでは話しが進展しないとすると、どうすればよいのか。残された道

は、元島民の方が元気な今のうちに、日本国民一人一人が北方領土問題に関心を持ち、声を上

げるしかないと思います。元島民がいなくなり、国民から北方領土という存在が消えれば、本

当に北方領土問題は「未解決」になってしまいます。そうなる前に、北方領土問題について自

分なりの考えを持つことが大事だと思います。そして、あのような悲劇が、もう世界で起こる

ことのないように願っています。
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