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山部隊や石部隊の兵士が担ぎこまれてきた。

病室として使われた各教室に三〇～四〇

　米軍が沖縄本島攻撃を狙った最初の攻撃 人ほどの傷病兵が入院した。この患者たち 病院と隣り合わせの日常に戦火が迫ってくる

が、十月十日未明の那覇大空襲であった。那 の食事はイモご飯程度だったので、病室を

覇の市街を一日で灰にしたこの空襲は、県民 抜け出て字内に白いご飯と換えてください」 　陸軍病院には、多くの字民が看護婦や炊事

に沖縄戦は「十・十空襲」から始まったと記憶 と、白い服を着て物乞いに来ていた。憲兵に 婦、雑役夫として働いていた。そのうち、女性

させるほど恐怖感を与えた。那覇が火の海と 見つかると、死ぬ寸前になるまで痛みつけら 五人は洗濯場で働き、雑役夫は牛・馬の飼育

化し火柱を立て、煙がさかまく惨状は、兼城の れ、それを見た年寄りたちは自分の息子も などをしていた。大城森太郎さんは炊事役夫

イントゥンチや黄金森から見えたという。兼城で 戦地でこんな目にあっているのかと、泣いた で給与はわずかであったという。

は、「十・十空襲」による直接の被害を受けるこ という。 ・看護婦　

となく、当時字民はまだ戦争の恐ろしさを肌で  負傷兵が増えるにつれ、字民は校庭の便所 　仲里シズ子（新東仲里）　

実感するほどではなかった。しかし、十日の夜、 に死体が並べられていたり、黄金森の中腹

（現在の文化センター後方）にあった火葬場 　大城文子（三男前ヌ大屋ヌ前）　

南風原国民学校に移って来ると、野戦病院 から死体を焼く煙が毎日あがったりするのを 　大城フサ子（二男大前）

さながらのむごさを身近にするようになる。国民 目の当たりにした。それは、原野の一角に石 ・炊事婦 （夫）

学校に衛生材料や医療器具が続々運び込ま を四隅に置いたうえにトタンを敷いて、その 　嘉手苅カミ（嘉手苅小）

れ、軍病院の態勢が整えられた。そのため、 上で死体に火をつけるという、火葬場とは名 　城間ウシ（次良城間）　

字民は立ち入り禁止となり、授業は各字で分 ばかりのも 　大城森太郎（西大屋)

散授業となった。同時に、次のように病院関係 　大城カマ (大城 )

者が兼城の民家に間借りするようになった。 　嘉手苅ウシ（新嘉手苅前）

民家に間借りした軍病院関係者は宮平を含め 　嘉手苅チヨ （仲嘉手苅）

　新里シズ（新里）

・雑役

　入院患者の 　嘉手苅英喜（前内間）

　衣服(夏用) 　仲里源一郎 （東仲里）

　生地は綿布。 　翌年の三月末、空襲で南風原国民学校が焼

　冬用も同じ けたため、陸軍病院は黄金森の壕に移った。

　タイプだが綿 それまで働いていた炊事婦や雑役夫は解雇

　ネル。 され、各家の壕へ避難していった。
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　東南の風向きになると、その煙が宇内に流

ことを感じていた。

のであった。

那覇の開南中学校にあった陸軍病院が焼け、
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の人もいました。
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ました。婦長は下士官待遇、看護婦は兵の
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の総合病院でした。

　看護婦をめざす生徒たちは寮生活を送りな

でいました。しかし、1944年10月10日の空襲で

見学者からのご質問に答えます。

長田紀春・具志八重編『閃光の中で　沖縄

日本赤十字社委託の甲種看護婦(高等女学

れました。県立病院附属看護婦養成所2年

Q.　看護学校があったのはどこですか。

院の付属機関として、看護婦養成所(２年制)、

護学生は繰り上げ卒業を余儀なくされ、11月

10日に宜野湾分院の前庭で仮卒業式が行わ

人科部長など多くの責任者が本土へ引き

あげ、看護婦教育は中断されたのです。看

　県立病院は現在の那覇商業高校運動場付

れました。

団の委託による看護婦(２年制)の養成も行わ

卒業２年制）の養成所がありました。さらに、

1943年から戦時体制強化のために日本医療

日本赤十字社から

他に陸海軍の募集

護婦にされたのです。

ました。

生は20年間、戦地

　なお、赤十字社看

護婦養成所の卒業

否応なしに従軍看

A.　那覇市松山町にあった沖縄県立沖縄病

校卒業後３年制)と乙種看護婦（小学校高等科

沖縄県立沖縄病院　　病院の職員と看護学生

れて異様な匂いがしたことなど、字民は野戦子が記録されています。

へ召集される義務

近にあり、ベッド数約120床、診療科目が内科、

小児科、外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科

　校舎は、本部、外科、内科、伝染病の各

がら、病棟実習、防空救護の訓練などに励ん

召集状が送られると、

を負っていました。

建物が全焼し、宜野湾の分院に移りました。 に応じた看護婦もい

まもなく県外出身の病院長、耳鼻科部長、婦

てその数約二百名であった。＊（）内は屋号

病棟に割り当てられ、空襲で重症を負った

　　廣池病院長 （東大城）

　　軍医（上大屋）（世理伊）

沖縄陸軍病院の証言』ニライ社、1992年

海軍病院、４人が宮古陸軍病院に採用され

生の場合、46人中20人が陸軍病院に、４人が
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 生涯、忘れえぬものを拝見、生涯、伝えねばな

 らぬ話を拝聴。

 再訪の便のため、 空港からモノレール ・バスを

 態が一部なりとも理解できまました。

 暗い、湿った劣悪の環境の中で､傷病兵、看護

 にあたった人々の辛苦と悲惨さは言語に絶しま 　　　　　 ９月２日　　東京都八王子市　　　男性

 縄のことばが身にしみます。

 した。

 文化センターにおかれている､負傷兵の寝てい

 においたらどうでしょうか。

 思うのとが違っていました。

 重な学習になりました。　ガイドの皆様ありがとうご

 ざいました。

 20年8月30日午前中､南風原に行き説明を受け

 ました｡ 誠実で真摯に本当によい説明を受けま

 した。私は父がこちらで、5月4日破傷風で死亡

 しています。前回､平成７年２月に来た時は、反

 対側でおまいりだけでした。よく整備されていま

 聞きながら子ども達を連れて、 見せていただく事  す。むごい戦争はもうこりごりです。私は父が死

 亡時は２歳と３ヶ月でした。父の顔も知りません。

 壕の中も説明してくださり、本当に有難うござい

 ました。厚くお礼申し上げます。

　　　　８月３０日　　東京都八王子市　　　女性    受講生のみなさん頑張ってください。

　　　　　結集、強力な政治体制の確立を目標とする運動で、規制の政党

　　　　　はできなかった。解党して大政翼賛会に入った。

  国民貯蓄増強運動　　戦争の費用を確保するために、政府が国民に

　　　　　『閃光の中で』沖縄陸軍病院の証言

　　沢山のご意見をいただき有難うございました。
　　ご意見を参考にさせていただき、今後もガイドに励んで行きますので宜しくお願いいたします。　(編集者)

 初めての琉球の旅で最大の収穫でした。

 小学生の頃､新里堅進さんの「水筒」という本に出

２０歳代 ５０歳代

  前回、数年前来た時は文化センターの遺品の

 ダーに、防空訓練や竹槍訓練を実施した。  を字に割り当てた。字では家族数と畑の面積に応じて 　　長田紀春・具志八重編

 鐘を鳴らして住民を公民館に集めて、バケツリレーや梯  各家庭の割り当てを決めた。

 轄下で組織された。 団長・副団長・分団長・部長をリー  各部隊が村役場に供出の命令を出し、村当局はそれ  次回より連載の内容が変わります。

 隣組が組織された。  また､警防団も与那原警察署の管

 　 青年団は翼賛青壮年団に発展解消し､常会が定期 上意下達の地域指導者として区長・班長が選出されて

 ようになると、農作物の供出が始まった。

  金属回収　兵器をつくるための金属が不足したため、県民はジーファ

 １９４０（昭和１５） 年沖縄県でも支部が発足。知事は支

　　　　   や二宮金次郎の銅像なども溶かされて兵器に変わった。

 織づくりを推進した。 　　　　　 （かんざし）や鉄なべなど、家にある金属類を提供した。寺の鐘

 南風原村では､翼賛会郡支部の指導で､すべての字に

 た。金属回収の際にはジーファ （かんざし）や指輪も提

 国民を動員するための基礎組織として隣組がつくられ、  供した。

 　 戦時体制は、日常生活そのものに立ち入ってきた。

 定し、国民生活の全てを統制した。  貯金や戦時債券に当てた。戦費調達のための戦時国

 が財産に応じて区長から強制的に割り当てられ、婦人

 んでいた沖縄も、例外ではなかった。  会は戦時公債の購入や郵便貯金の奨励に､力を入れ

 昭和初期から「ソテツ地獄」 と呼ばれる経済恐慌に苦し

その５.　戦争に捧げられた生活

 に戦時経済統制を推し進めた｡国家のもつ全ての人的    国や県は銃後の貯蓄推進として国民貯蓄増強運動

 を推進した。 生活をきりつめたなけなしのお金を郵便

 行った。   婦人は防空頭巾とモンペを着用することに

 　 満州事変ののち、戦線は中国全土に広がった。  なっていた。 防空演習には、国民に戦争への緊張感

 それにともなって日本は戦争遂行の円滑化を図るため  を持たせる目的があった。

平成20年10月10日

 じゃなくて、すこし手を加えて（２１号へ）の所に

   今回の講座は１０月３日に始まり 、１１月２１日に終了

６０歳代

 私は１９４０年生まれですが、大阪育ちです。

 ひめゆり （部隊） の映画で見ましたが、見るのと

 １５年前に１度近くまで来ましたが、一般の人が

 乗り継いでの行程を 、 インターネット上に開示

 していただければ幸いです。

 の売買も禁じられた。南風原に多くの部隊が駐留する

 中心的な役割を担っていた。

 部長として､戦時行政の遂行のため県下の市町村で組  　 食糧・衣類など生活必需品は配給制となり、自由に

 科得なくなった。 豚にも戸籍が作られ､農作物や家畜

 いった。この組織は大政翼賛運動を支える地域末端組

 織として内務省の管轄のもとに全国的に組織された。

 的に召集され､早起き会や出征兵の家での奉仕作業､

夏休み中も多くの皆さんが２０号壕と文化センターを訪れていただきました。

  大政翼賛運動　  近衛文麿が中心となって推進した、国民的政治力の

 ・物的な資源を戦争に投入する 「国家総動員法」 を制   隣組　 国民生活のすべてを国家が支配統制するためにつくられた

           地域組織、都市部の町内会、農村部の部落会のもとに、約10戸

 みにわたって干渉され､戦時協力体制の歯車に組み込

　　　　　はできなかった。

 まれていった。

 しかし､男達は軍人や防衛隊員として招集され､村には

　　　　 ずつ単位で隣組がつくられた。食料や衣料品など生活に必要な

 夜が明けてから日が暮れるまで、人々は生活のすみず

　　　　　ものは隣組を通じて配給されたため、隣組を離れて生活すること

   １１月後半にはガイドの仲間が増えます。

平和ガイド第４期講座始まる

 女子どもと老人しか残っていなかった。

   および町文化財である２０号壕の内部保全を行って

   います。

   まで延べ７回の講座が行われます。　　　　　　８月２１日　　兵庫県神戸市　　　女性

 今まで２度ほど、沖縄旅行の際にこちらを訪ねた

 来ない状況だったので､今回ガイドの方のお話を

 胸が痛くなりました。

 のですが､公開される前は入口を見つける事も出    南風原平和ガイドは、見学者への説明と安全の確保

 ができてとても良かったです。

　　　　　　７月１４日　　沖縄県八重瀬町　　男性

 ２０号壕の存在を初めて知り、 悲惨な当時を思い  見学が出来るとは思っていませんでした。

　　　　　　７月２８日　　　　　　　　　　　　　　男性

 学習この壕に日本陸軍だけが入ったことなど、貴

　　　　　７月１４日　　沖縄県八重瀬町　　女性

 人工壕も初めて入る体験も良かったです。

 す。 絶対に戦争はいけない 「命どう宝」 この沖

 なに狭い事にびつくりでした。

 とても人が住める所ではないように思えました。

 会いそこで初めて、ひめゆり学徒隊を知りました。

 ｢水筒｣ を何度も呼んでいたので、 壕の中があん

 みを見て壕は封鎖されていたため、外から見た

 だけでしたが、今回２０号壕を見て病院壕の実

 また､沖縄へ行ったらぜひ寄りたいと思います。

　　　　　　６月２１日　　岡山県倉敷市　　　女性

 る二段ベットを、女子学徒たちの休憩所のそば

７０歳代

３０歳代  戦争の悲惨さを感じさせるには、自然の形だけ

  連載『南風原が語る沖縄戦』

アンケートの一部を掲載いたします。

 子（はしご）に上がって、ハタキで火を消す訓練などを

４０歳代

 また、ボランティアガイドの方、ありがとうこざいま

 平和遺産を見学する事が出来て大変良かったで

　　　　　　6月２４日　　福岡県福岡市　　　男性

　　　　　　７月１１日　　宮城県仙台市　　　男性

 す。後世に残して下さい。

　　　　　貯蓄を奨励した。

 標準語励行､青年団服の着用・短髪など､翼賛体制の


