
1945年4月1日、沖縄戦はここから始まった

平和学習&
自然観察クルーズと

マングローブ体験カヤック
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普段乗りなれないボートに乗りながら、戦争の悲惨さと判断力の大切さを
学習します。狭いボート空間だからこそガイドの話に集中できるため、効
果的な平和学習ができます。

ショップはカヤック専用乗り場と漁港の中間地点にあり、共にショップから
90mと近い好立地なロケーションです。ショップには、男女別の更衣室＆
トイレ、温水シャワーが完備しています。
※参加人数が多い場合の着替え等は、ショップ施設と漁港施設（会議室、トイレ等含む）の2か所
を使用します。 ※2019年3月に新店舗が完成予定。

万座ビーチ 35分

アリビラ 20分
ヒルトン 15分

ラグナガーデン 25分

那覇空港 60分
那覇市内 40〜50分

リザン 27分
カフーリゾート 25分
モントレ 23分

※車移動での目安時間です。ホテル名は略称です。

美ら海水族館 80分
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ポイント2 比謝川に近い充実の施設

ポイント1 ボートに乗って学ぶ平和学習
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比謝川は、海の波の影響を受けにくい地形のため、波浪（高波）による催
行中止が少なく、面倒な中止による代替手配が殆ど発生しません。 
更に比謝川は水深が深いため、干潮の影響も受けませんのでご希望の時間
にコースを開催できます。

目的やご予算に合わせて選べるようプログラムをデザインしました。クルーズ・プログラムのみ、カヤック体験
のみ等、ご予算に合わせてお選びください。

那覇市と恩納村の中間にある嘉手納町
比謝川は、ホテル等からの移動時間の
ロスが少なく、近くの観光施設にも行
きやすい交通のアクセスが便利な位置
にあります。

穏やか

比謝川

※車移動での目安時間です。

琉球村 9km20分

むら咲むら 6.5km20分

道の駅かでな 3.5km9分

ブルーフィールド
アメリカンビレッジ 7km15分

比謝川 74
ひじゃがわ

嘉手納町嘉手納町

むら咲き村

アメリカンビレッジ

琉球村

道の駅かでな

プログラム1

平和学習クルーズ
プログラム2

自然観察クルーズ
プログラム3

マングローブ体験カヤック
ボートで米軍が最初に上陸した比謝川
河口に行き、特攻艇秘匿壕等の戦跡を
見たり、当時の悲惨な話を聞きながら
平和の必要性を学習します。

ボートに乗船し川を登りながら比謝川
に生育する動植物に加え、薩摩の琉球
王国侵略と米軍の侵略の2度の上陸地
点である比謝川と嘉手納町の地政学的
な見地から歴史も学びます。

カヤックに乗って亜熱帯沖縄のマング
ローブ林で自然を体感していただきま
す。自然観察クルーズで学んだ植物や
生物を生徒自身で探して頂きます。

ポイント3 楽しみながら学べる3つのプラン

ポイント4 便利なアクセス

ポイント5 高いツアーの催行率/ご希望時間帯にコース開催



平和学習と楽しいカヤック自然体験学習の同時
体験で、戦争の悲惨さをリアルに体感

ボートで上陸時の爆撃写真や海岸を埋め尽くす艦船の
写真場所に行き、戦争時の写真と平和な現在とを重ね合わせ

「リアル体感」を通して平和の必要性を学びます。

1945年4月1日朝から、人口30万の沖縄
本島に54万人の米軍による沖縄上陸作戦
が始まりました。空襲と209隻の軍艦か
らの10万発を超える艦砲射撃に続き、8
時30分、比謝川を中心とした周辺ビーチ
に上陸が開始され、沖縄地上戦が始ま
りました。

現在でも比謝川河口の川底（水深7 ～
10m）には、上陸当時に上陸用舟艇か
ら捨てられたと思われる当時のコカコー
ラの瓶や金属破片が沢山残っています。
戦争当時、比謝川河口には砂浜がありま
したが、現在は船舶が出入港しやすいよ
う掘削されています。

平和学習
クル ーズ

プログラム1

沖縄県公文書館所蔵

ここ比謝川を中心としたビーチから
「沖縄戦」は始まった



比謝川河口の岩山に旧日本軍が対米軍
用に構築した「特攻艇秘匿壕」跡があり、
特攻艇「震洋」が配備されていたと言
われています。特攻艇は、5mのベニヤ
製のボートにトラックのエンジンを載せ
船首に250kgの爆薬を積んで敵艦に体
当たりする特攻兵器です。

事前学習を行ってから出航し、米軍機に爆撃
された地点で、上陸当時この地で行われた悲
惨な出来事等を説明します。

学習風景

沖縄県公文書館所蔵

上　比謝川湾内に接岸した上陸用舟艇。
下　多数の上陸艇が集積した比謝川河口周辺。 
当時、沖縄県民が米軍の船の余りの多さに海が
見えなかったとの言い伝えが残っている。

上、上陸に向けて比謝川周辺を砲撃する戦艦ア
イダホ。
下、上陸に向かうLVT（水陸両用トラクター）群。
上陸艇と合わせて1950艇以上が投入された。

米軍上陸前、空母艦載機から爆撃される比謝川
河口。比謝川河口には、特攻艇秘匿壕に17艇の
特攻艇が配備されていたと言われているが、米
軍上陸前に日本軍は首里（那覇市）方面に撤退
している。

秘匿艇壕跡



自然観察
クル ーズ

プログラム2 ボートで川を上りながら
比謝川に生息する動植物を
じっくりと観察します。

マングローブの川辺に生息するカニ（シオマネキ）や
陸を歩く魚（ミナミトビハゼ）等の生物を学びながら
観察します。

マングローブ オオタニワタリ ガジュマル クワズイモ

比謝川で見られる植物

比謝川は、河口付近で渓谷をなしつつ東シナ海に注ぐ、沖縄本島で最大の流域面
積を持つ全長18.5㎞の河川です。マングローブ林を嘉手納の歴史を交えながら、
楽しくクルーズします。

比謝川には3種類のマングローブや映画トトロで傘に
使用した葉っぱ（クワズイモ）等、亜熱帯の植物が
生い茂っています。



マングローブ
カヤック体験

プログラム3 カヤックに乗って亜熱帯の植物や
生物が生育するマングローブ林を
探検し、良い思い出作りをします。

陸上講習は、2名が協力し合って安全に楽しく乗船で
きるよう丁寧に指導します。

2名でカヤックを漕ぎながら、亜熱帯沖縄の自然を観
察します。自ら川辺に生育する動植物を見つけながら
漕いでいただきます。

ミナミトビハゼ シレナシジミ シオマネキ ベニシオマネキ

比謝川で見られる生物

カヤックに乗船しながら楽しく沖縄の自然を体験していただきます。沖縄ならで
はの体験を通し、生徒の自主性を重んじたプログラムにデザインしています。　
また、比謝川河口は、流れが穏やかで安全性が非常に高い河川です。



株式会社ブルーフィールド
沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜566-11　TEL 098-989-0780　FAX 098-894-5678
http://www.bluefi.com　e-mail okinawa@bluefi.com

お問合せ
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大型バス乗降場所

ブルーフィールド

教育旅行受け入れガイド

所要時間 2時間30分～ 3時間 1時間～ 1時間30分 2時間30分

最大受入人数

 

最小催行人数  15名 

 受入期間　　　　　　　海の日連休、夏休み、ゴールデンウイーク、シルバーウイーク、年末年始等を除く通年

受入時間  8:00スタート～日没まで

開催場所 嘉手納漁港又は弊社施設 嘉手納漁港 嘉手納漁港又は弊社施設

保険  参加料金に含まれております

服装 多少濡れてもよい動きやすい服装  濡れてもよい動きやすい服装

カヤック安全基準 ガイド1名対生徒7艇  ガイド1名対生徒7艇

用意するもの 着替え・タオル  着替え・タオル

平和学習＆自然観察クルーズ
とマングローブカヤック体験

平和学習クルーズ及び
平和学習クルーズ＆
自然観察クルーズ

マングローブカヤック体験

緊急連絡先
嘉手納警察署 嘉手納町嘉手納560 約1.5km 約5分

ニライ消防本部 嘉手納町字屋良1220番地 約2.3km 約8分 

名嘉病院 嘉手納町字嘉手納258 約1.6km 約7分

延べ156名まで
(１回78名 1日2回)

1回の参加人数が78名様を超える場合は、
ご相談下ください。但し、傭船料として別
途追加料金が発生する場合がございます。

延べ195名まで
(１回39名 1日5回)

延べ312名まで
(１回39名X2行程 1日4回)

参加人数に応じて、一度の乗船人数のアレン
ジもいたしておりますのでご相談ください。

延べ200名
（1回50名 1日4回）
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