沖縄語

琉球民族独立総合研究学会 設立趣意書

琉球ぬ島んかい 民族ぬにーむっちょーる わした琉球民族や，しじんに 民族るやる．15 世紀半ばうとーてー
ウランダー（ポルトガル人）
，トメ・ピレスでぃいみしぇーる ちゅぬ かちみしぇーたる すむち「東方諸国記」
んかいや，わした琉球民族や レケオ人やいゴーレス人んでぃ しるさっとーてぃ，
「うぬちゅぬちゃーや いっぺ
ーまくぅとぅなむんやる，んじゃこーやーや うらん，ゆぬなかぬ ぬーとぅけーてぃん どぅーぬ えーか・しん
か ちゅんかい ういとぅばすちゅや ちゅいんちょーうらん．うぬちゅぬちゃーや，えーか・しんかぬたみやいね
ー どうーぬ ぬちかきてぃん すん」
でぃっち しるさっとーいびーん．
琉球國やんかし独立国やてぃ，
『歴代宝案』
っし あかさっとーるぐとぅ，アジア諸国とぅ わたわたーとぅふぃらてぃ，19 世紀中頃や ウランダー（欧米諸
国）とぅ わたわたーとぅ ふぃらとーいびーたん．
なまん，琉球ぬ島々んかいや 琉球民族ぬしまとーいびーん，ヤマトゥびかのーあらん，世界ぬいるかじぬ国ん
かい わした琉球民族やしまとーいびーん．5 年かいちゅけー「世界のウチナーンチュ大会」ん琉球っしむよーさ
ってぃ，2011 年っし 5 けーめー むよーさりやびたん．2012 年ねー ブラジルうとーてぃ「第１回世界若者ウチ
ナーンチュ大会」んむよーさりやびたん．琉球民族や移民さちうとーてぃん んまりじま わしらんぐとぅ，琉球
ぬ文化やい，くとぅばやい っくわんまがんかい ならーち，琉球民族ぬ ちむくくる（アイデンティティー） ぬ
くち，ふかぬ国々んかい 琉球民族ぬ ちながいちゅくやびたん．
1609 年ぬ薩摩ぬ侵攻ぬあとぅから，1879 年ぬヤマトゥぬ明治政府んかい 琉球併合さってぃ，なまちきてぃん
ヤマトゥとぅアメリカーぬ 植民地んかいしみらっとーいびーん．
わした琉球民族や くにぬねーん にんじんかい
なしみらってぃ（stateless nation）
，にんじゅぬ いきらさるっちゅ んかいなさりやびたん（minority nation）
，
ヤマト政府，アメリカ政府，あんしっし，うふさるちゅぬちゃーぬ わした琉球んかい そーる差別，搾取，支配
さりーるくとぅ なとーいびーん．うれー1945 年ぬいくさうてぃ，ヤマト政府ぬ わした琉球 捨石とぅっし いく
さば んかい そーたるくとや，
1952 年かい ヤマトゥぬ独立のたみなかい わした琉球 アメリカーんかい とぅら
ちゃるくぅやらわん，アメリカーかい 27 年ぬなげーさ支配しみらったるくぅとぅやたい，1972 年ぬ「復帰」
（ヤ
マトゥ政府とぅアメリカ政府ぬ わったーんかい ぬーんしらさん（密約）ぐとぅ すたる琉球再併合）ぬあとぅか
らん ヤマトゥん アメリカーん ヤマトゥぬ じーからさんみんしーねー，すんとぅ 0.6％ぬ くぬ琉球ぬしまんか
い，アメリカーぬ軍事基地ぬ 74％んうしちきらってぃ うるくとくからん，わした琉球民族ぬ 差別さっとーし
ぇー わかやびる．ふかねー，なまちきてぃん うくなっとーる くとぅとぅしぇー，1997 年米軍用地特別措置法
んでぃーる 法律政府ぬちくてぃ わした琉球ぬ じーはた くんとぅてぃ，あんししー 琉球ぬ 42 あいる市町村議
会ぬ むる反対っし，知事ん市町村長ん わした琉球民族 ちゅいんぬくさん反対そうたしが，2012 年ヤマトゥ政
府とぅアメリカ政府んかい うしちきらってぃ 琉球んかい MV22 オスプレイ強制配備さりやびたん．うりてぃー
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ち とぅてぃん 琉球差別ん 植民地支配ん あちらかあらわりとーいびーん．
ヤマトゥンチューや 琉球みがわいんかいっし，
「日本の平和と繁栄」さるむん ちじきらーんでぃ そーいびー
る．うぬままー しーねー わした琉球民族や っくわんまがぬ さちまでぃん くくるやしやしーとぅ いちーるく
とー なやびらん，
いくさうくりーがんで しかでぃ くらさんでー ないやびらん．
ふかにん，
ヤマトゥ企業やい し
まんかいいっちちょーる ヤマトゥンチューたーぬ 経済支配ぬ たったったった うふくなてぃっち，ヤマトゥ政
府ぬ さだみたる 振興開発計画さーに 琉球ぬ 環境ん わっさくなてぃ，民族文化ん ヤマトゥふじーんかい し
みらりやーい，ちむくくるまでぃん 植民地化ぬ ふぃるがとーいびーん．わったーや んじゃ ぬぐとぅる やいび
る．
むとぅむとー わした琉球民族や ネイション（nation，peoples，民族，人民）どぅやる，国際法っし しるさ
っとーる「人民ぬ自己決定権」するむん ちかいする 法的主体どぅやる．琉球ぬ 地位やい さちざち しかっとぅ
さだみられーしぇー わした琉球民族びけーどぅやる．琉球民族や 土地権，資源権，生存権，環境権，発展権，
民族自治権，内政権，外交権，教育権，言語権ぬーぬー んでぃーる 集団的人権 さるむん むっちょーる 民族る
やる．わした琉球や ヤマトゥ国家とぅわかりてぃ 独立っし，なまあいる 軍事基地 むる 撤去さーい，みーぐに
琉球ぬ しけー中ぬ 国やい 地域やい 民族とぅひらてぃ こーさいっし，
わした琉球民族ぬ ぬずどーたる 平和と
ぅ 希望ぬ うるまじま どぅなーたーっし なしみーる いりゆーぬ あいびる．
琉球民族ぬ 独立なしみーる たみなかい，琉球民族独立総合研究学会 設立すん．うぬ学会ぬ えーじゅや 琉球
ぬ島んかい 民族ぬにーむっちょーる わした琉球民族 ならりーる．うぬ学会や「琉球民族ぬ 琉球民族ぬしー 琉
球民族ぬたみぬ 学会」どぅやる．
うぬ学会や 学際的観点っし 琉球独立ぬたみぬ しみがくむん すん．
学会ぬ えーじゅ ならりーしぇー 琉球独
立しみーぶさる まじり琉球民族どぅやる．
しみがくむんでぃーしぇー 学者そーる にんじん びけーぬ するむの
ーあらん．
琉球民族やる いったーわったーぬ んちょーる 植民地主義ぬ いるいるあいる 問題 ちゅーく うむた
いかんげーたいし，ちゃーしーねー ないるぐぅとぅ ないが んでぃ えーじゅ むるっし かたらてぃ，むぬかん
げーすたい なしみたいし するぐぅとぅやるぐとぅ しーどぅんしぇー しみがくぬんぬ なてぃっち，
ちゅいなー
ちゅいなー ちゅーくなてぃ，わした琉球民族ぬ ちむからしんから くくるやしやしーとぅ ないるぐとぅ，いら
りーるくとぅ ないる．
琉球ぬ 独立んでぃーしぇー ないがすら ならんがすら んでぃ なじっかいのー うむたい かんげーたい する
びかーのあらん， 琉球や独立ないん！でぃ かんげーからぬる はじみやーい，琉球ぬ 独立んかい かかわいそー
る 研究やい討論やい すん．独立 じゅんに なしみーる たみなかい ぬーぬ いりゆーやが，世界ぬ 植民地 うと
ーてー ちゃーし 独立すたが，独立っし ぬちぬ 経済政策とぅか 政治・行政・ゆすぬくにとぅ ちゃーし ふぃら
いが，たーが 琉球民族やが 琉球民族ぬ ちむくくる（アイデンティティー）んでぃゆしぇーぬーやが，しまくと
ぅば とぅいむどする さんみん，アート，ならーしー，ジェンダー，福祉，環境，マイノリティ差別，格差問題，
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在琉植民者ぬ問題んでー，うふぉーくぬ 研究とぅか，討論っし うり しーがちー ぬちから ぬち ふどぅわする
くとぅん まじゅんすん．
ふかねー うぬ学会うとーてー 琉球とぅ ゆぬぐとぅ どぅーぬ しま 独立なしみら んでぃそーる 各地とぅか
なまー独立国とぅなたる国とぅかぬ ちゅぬちゃーとぅん まじゅん研究交流さーに 琉球独立ぬたみぬ しけー
まぎまぎーとそーる ちながい ちゆくゆん．学会ぬ研究成果むっち，国連ぬ各種委員会とぅか，国際会議んかい
いち，琉球独立ぬたみなかい 世界的 ないる わじゃん まじゅんすん．
ヤマトゥとぅアメリカたとぅ たとぅくまから んじゃ ぬぐとぅぬ あちけーうきとーる わした琉球民族や ど
ぅーぬ国 ちくてぃぬち はじみてぃ ちゅとぅしぬ 尊厳やい 島とぅか海，空，っくわんまが，ふぁーふじぬ ま
ぶい まむらんでー ならん．
琉球んでぃーる みーぐにちゅくい はじみーねーヤマトゥ政府，
ヤマトゥンチュー，
どぅなーや ヤマトゥチューんでぃ うむとーる琉球民族，いるいる がくむん そーるっちゅ，うんねーる ちゅぬ
ちゃーとぅぬ 議論んかい まきらんかんげー むっちゅる たみにん 琉球独立総合研究学会ぬ むとぅみらっとー
る しちや なまどぅやる．
わした琉球民族や，国際人権規約共通第一条んかい しるさっとーる「人民ぬ自己決定権」ちかてぃ，琉球独立
んでぃーる むとぅむとぅ むっちょーたる 政治的地位実現しみーるたみなかい
「市民的及び政治的権利に関する
国規約」ぬ第 18 条「思想，良心および宗教の自由」
，第 19 条「表現ぬ自由」
，第 27 条「少数民族ぬ権利」ちか
てぃ 琉球独立しみーる 研究 琉球民族とぅっし はじみーん．
琉球ぬ はじまてぃから なままでぃ ねーらんたん琉球ぬ独立 なしみーる たみぬ 学会ぬ うくないっし わし
た琉球民族ぬ なまぬ植民地ぬ「にがゆー」ちじてぃ，てぃーちぬ 民族とぅっし 平和・自由・平等ぬ なさりー
る ゆぬなかないる「あまゆー」いふぇやてぃん へーく実現しみーるたみ うぬ 学会うちたてぃてぃ，琉球独立
しみぶさる ちむ むっちょーる 琉球民族んかい くぬくとくしらすん．

癸巳四月六日（2013 年 5 月 15 日）琉球ぬ独立ぬたみなかい．
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