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琉球民族独立総合研究学会 設立趣意書
琉球ぬすまんがまれーて にーばうるしきーだ 琉球ぬぴとぅぬめーだーや「琉球民族」であんく たんがー
ぬ民族どぅやる。 15 世紀ぬなから ポルトガルぬぴとぅ トメ・ピレスぬかくだ「東方諸国記」なんがー 琉
球民族やレケオ人、 ゴーレス人でゆばれー うぬぴとぅぬめーだーや でーずぬまんがーぬむやり ぴとぅゆ
かいたる かーしぅたるやさぬ。 またのーぬあらばん どうぅすまぬぴとぅゆ だましぅたるやさぬ どぅぬ
うやぱーふじぅ きょうだいしゃー あいじゅぬたみやるかーしぅなばんみしゃーんでうむいる でどぅかかれ
ーる。
琉球やむとう独立国やり 「歴代宝案」かい かかれーすや アジア諸国とぅ外交関係ばとぅりかーし 19 世
紀ならぬからなんがれー「欧米諸国」とぅん友好条約ば とぅりむすびうだ。
なまー琉球ぬ島々なんがれー「琉球民族」ぬすみ、また とうー、やまとぅ 世界ぬすまずまなんが琉球民族ぬ
くらしぅん。 ぐにんなんがぴとぅげーら「世界のウキナーピトゥ大会」ぬ琉球なんががぴらかれー、2011 年
なんがや 5 回たいくぁいんぴらかりだ。 2012 年 ブラジルなんが「第一回世界若者ウキナーピトゥ大会」ん
むつぁり、
琉球民族や移住先なんがりん どうぬまり島ぬくとぅゆ ばすきなーうり琉球ぬ文化、
すまむにゆ つ
たやー琉球民族ぬ にーばはり どうぬすまゆ 誇らしゃーでうむいネットワークばつくりきいだ。
1609 年ぬ薩摩ぬ侵攻からー1879 年や明治政府かい琉球併合されーうりから琉球や、
やまとうとぅあめりかーぬ
植民地なーしなりねーぬ。 琉球民族やどぅぬあんくすん とうーらぬ国家ぬねーぬぴとぅにんぎんかいなり
たかーににんぬやまとぅーからーみーかー つんとぅーまぬ琉球民族や やまとぅーとぅ あめりかーぬうもぅ
とぅーるし つかーれー差別、搾取、支配されーきーだ。 またん 1945 年ぬいくさんなんがー やまとぅゆまぬ
るんで琉球ゆ捨て石しー 1952 年なんがーやまとぅぬ主権回復すんで琉球ゆアメリカーかい質草でいれー、戦後
27 年ぬなーるなーる米国軍政府かい うさいられーいたみつけーられーきーだ。 ばがたーけーらぬ うぬしゅ
くまちだ 1972 年ぬ日本復帰やらばん、うもうだくとぅとおーや かーり なまん日米や「日本国土」ぬつんと
ぅ 0.6%る琉球なんが米軍基地ぬ 74％ば うすつけーうるるくとぅゆ みいばん なまぬ状況や あきらかどぅ
やる。 ゆくん なまうくりるくとぅや、1997 年 米軍用地特別措置法改定し琉球ぬずうば ふんばがいうりか
ら全 42 議会ぬ反対決議、知事、全市町村長、琉球民族ぬむーる反対しーるなか 2012 年 日米やどぅかってぃー
し MV22 オスプレイゆ琉球なんが強硬配備しーねーぬ。 うりんくりん琉球差別 うりゆ植民地支配でぇあんか
なーかーのうどぅやりゃ。
やまとぅぴとぅぬめーだーや琉球ゆ うさいつけー なったー
「日本の平和と繁栄」
ばたむちはらでうむいる。
くぬままつくねーばがだー琉球民族やくぬさきん ふぁーまーぬあとぅまでぃんみるくぅゆーば んかいるくと
ぅやならぬ。 なーい戦争ぬしゅばばしー きぅむやましぅうらなーかーならぬ。 ふかなんがん、やまとぅぬ
企業 島なんがへぇりきいーだやまとぅぴとぅぬめーだーぬ 経済支配ぬん進みどぅうる。 うれーやまとぅ政
府ぬはかりる振興開発計画し ただーい進みられー琉球ぬ環境ぬんかぁーり 民族文化ん大和文化かい変ーらな
ーかーならなーなり どうぬ文化ゆばすけー肝ここるむちゅ までぃん大和化し、むかすからぬ 琉球ぬあった
らさーぬ きむくくるまでぃん植民地化ぬすすみどぅうる。 かんじるくとぉーや奴隷的境涯であんかりどぅす
ぅ。

むとぅむとぅ琉球民族や独自ぬネイションどぅやる。 国際法なんが保証されーる「人民の自己決定権」や あ
ったるまいぬ琉球民族ぬむちる権利どぅやる。 琉球民族ぬ地位 未来ゆ きみすや、ばがだー琉球民族どぅや
る。 琉球民族や土地権、生存権、環境権、発展権、民族自治権、内政権、外交権、教育件、言語権なぁだぬ集
団的人権ゆむちる民族どぅやる。 琉球や やまとぅから独立しぃ、なまある軍事基地ゆ むぅーる撤去し あ
ーらさーん琉球や、ていんぬすたぬ国々 まだ地域、民族とぅ むつぅまさーし琉球民族ぬ ぬずみうだ平和と
ぅ希望ぬみるくゆぅーば どうなーだぁーし つくりはらばどぅやる。
琉球民族や独立ゆ すぅーばどぅやるでにがい、琉球民族独立総合研究学会ゆ設立すん。 くぬ学会会員や琉
球ぬすまずまなんが うやふぁーふじぅから にーばうるしる琉球民族どぅなる。 くぬ学会や「琉球民族ぬ琉
球民族ぬてぃーし琉球民族ぬたみぬ学会」どぅやり、学際的観点から琉球独立ぬたみ てぃしぅみがくむんゆす
ん。 うぬ学会ぬにんじゅや琉球ゆ きむぐくるから あたらさうむい独立ゆにがいる琉球民族どうなる。 て
いしぅみがくむんや 学者かい あんぱかしぅつぅくむぬや あらぬ。 琉球民族ぬぴとぅるぴとぅるぬ ゆー
みやー ゆーすき ゆーかんがやーり植民地主義ぬ いるいるぬ問題ゆ のーさばどぅみしゃーんなるかやーで
むーるしかんがい あきなみるかー んめーんやらばん うりゆ解決すーずんぶんん、つからんいでーきー 琉
球民族ぬくくるから ぬずみる きぅむゆりし くらすんなるん。
琉球ぬ独立や ういばらりんかやぁー ういばらるぬかやーで うむいまーりうす やかん 琉球ぬ独立やう
いばらりんで うむいきし 琉球ぬ独立ぬたみなんが やくたつんむぬぬ研究、 討論ばんす。 独立ゆ みー
なしぅんたなんがーのうどぅ いりゆーぬむぬかぁ また世界ぬ植民地なんがれーのしし独立やならりだー 独
立ぬまいあとぅぬ経済政策、政治・行政・とぅ やまとぅ うらんだーとぅぬぴらいだーだゆ 討論すん
琉球民族であんくすや のうしるぴとぅにんぎんやりゃ であんく概念規定とぅ民族ぬにーなんがむちる い
ちゅくくる あんくかーアイデンティティーやのうしどぅある すまむにゆ どぅぬむにでぇ とぅりぅむどぅ
しぅんすくみ アート ならーしぅ ジェンダー 福祉 環境 マイノリティ差別 格差問題 在琉植民地ぬ問
題 なーだぬ問題ゅいるいるぬかたから とぅらやー研究し 討論しぅたなー ばがさーるむぬん ういぴとぅ
ん まーずんふどぅびはり かないぴとぅゆすだてーはるん。
うりからんまた くぬ学会なんがれー ゆぬしゅく独立ゆみーあてぃしいる地域や 独立国とぅなるだ国ぬ
ぴとぅぬめーだーとぅん まーぞぅん研究交流ば しーみやー 琉球独立ぬたみなんが てぃんぬしぅたぬ
国々とぅんネットワークゆぱりみぐらしぅん。 学会ぬ研究ぬ みどとぅな なるばふまやー 国連ぬ各種委員
会、国際会議かいいでぇー琉球独立ぬたみぬ世界的はたらぎん すーばどぅやる。
やまとぅとぅあめりかーだーから「奴隷」ンやーしあるかーれー にごぅとぅる うもうとぅりぅ むぬんし
らるぬ状況なんがある 琉球民族や どぅ国ゆたてーてからどぅ ぴとぅにんぎんかいなりぴとぅぬ尊厳 かい
しゃーるすまずま いん てぃん ふぁーまー ぐゎんすぬたましぅば まむらなーかーならぬ。 あーらさー
ん琉球ぬくにゆたてーはるみちぅなんがれーやまとぅぬ政府 やまとぅぴぅだー やまとぅぴとぅでうむいる琉
球民族 いるいるぬてぃしぅみがくむんしーる ぴとぅぬめーだー あんじるぴとうぬめーだーぬ りくちぅか
ら かちいくつぶるゆ磨きはる たみなんがん 琉球民族独立総合研究学会ぬ活動やかしぅーかしぅーすーばど
ぅやる。
ばがだーや国際人権規約共通第一条なんが決みられーる「人民ぬ自己決定権」ぬあんるすゆむとぅに 琉球独
立すーくとぅ むとぅむとぅぬ政治的地位ぬ現実ばみーざし「市民的及び政治的権利に関する国規約」ぬ第 18
条「思想、良心及び宗教の自由」
、第 19 条「表現の自由」
、第 27 条「少数民族の権利」なんがむとぅかかり琉球

独立ぬ たみぬ研究ゆ琉球民族ぬどぅすすめーはるん。
琉球ぬ歴史上はじみてぃたてぃらるだ 琉球独立すんでーすー学会ぬはららぎし琉球ぬぴとぅぬ植民地なーし
る「苦世（にがゆー）
」からいでーたんがーぬ民族とぅなり平和・自由・平等し生けーはるくとぅぬなる「甘世（あ
まゆー）
」ばぴぅとぅいやらばんはいしゃ みぅーならしぅたみ本学会ゆ設立しぃ、琉球や独立さーばどぅやるで
うむいる 琉球ぬ民族むーるかい くいゆたかーたかーし参加ゆくいかきるん。

葵巳四月六日（2013 年 5 月 15 日）琉球ぬ独立ゆにがい。

