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元日本兵 志村十吉さんの歩み  が、ここでも米軍の攻撃に会った。  この頃から指  スピーカーによる投降よびかけで  ｢投降しても

聞取り記録　第二回  揮系統がなくなり組織もバラバラになっていった｡  どうなるか分からないが､死ぬ機会はいつでもあ

（　ガイド　藤岡羊子　聞き取り　）  全国から２名ずつ選抜で編成された寄せ集め部  る」  と意見を言って３名は投降し、残り2名はそ

 衛兵として門番をしていた時､部隊の敷地を横切  隊は､一夜明けたら殆どの兵士が亡くなっていた  の場に残ったが、 後まで投降しなかったので

 っていく朝鮮人軍夫を目撃した。  １９４５年 （昭和２０年） ５月頃、５～６人の兵士達  自決をしたのだろう。

  全体で何人いてどこが宿舎か、作業内容などは  と草の生い茂ってぬかるんだ畑の中、 隠れなが 　　　　　　　　　　　　　(安仁屋真孝編集員)

 分からなかった。  つるはし、シャベルを持ち４列  ら大里稲嶺の上あたりを移動した。  途中大きな

 で、朝出かけて夜戻ってきていた。  岩の陰で隠れていたが、 米軍のグラマンに発見
NPO法人 南風原平和ガイドの会

 人数はおそらく100名位で日本軍の兵士が５～６  されることもなく、夜まで待って稲福に集合した。

 名付いていた。  その時には多くの兵士が減っていた。 設立総会が開催されました
  １９４４年 （昭和１９年） １０月１０日の那覇の空襲    ６月の末には、なんとか糸満の摩文仁の丘まで   平成21年5月22日、新しく出来た文化センター

 嘉手納からも音と煙が見え､また死体の処理のた  たどり着いた。  において､NPO法人南風原平和ガイドの会の設

 め舟艇で那覇に行った､仲間よりその惨状も聞い    頭に怪我をして包帯を巻いての移動だったが、  立総会が開催されました。

 た。  このとき出会った沖縄の女性から  「頭はどうした  設立者42名のうち､出席者24名､委任状9名
　同年、嘉手納より軽便鉄道で那覇を経由して佐  の、こちらへ来るように。」   と言われ壕の傍まで  の参加者33名ありました。

 敷の国民学校の宿舎に移った。  行くと、 中から油のような物を持ってきて傷口に  　玉城双善会員を議長に選任し、定款や09、10

　１９４５年（昭和２０年）３月後半からは、米軍の艦  ベッタリとつけてくれた。 その後それが効いたの  年度事業計画・収支予算案などを審議し、理事

 砲射撃が始まり部隊は､佐敷新里の高台  （元厚  か、包帯をとると傷口は治っていた。  長に赤嶺敏昭会員を選出しました。

 生年金会館のあたり） の松林に移り一個小隊に  　 後に隠れたのが、 摩文仁の丘の下でわき水  　事業計画については、次回のガイド通信に掲

 分かれた。　本部は大里大城にあった。  の出ている場所だった。 近くには沖縄の師範生  載いたします。

　米軍が４月１日に読谷に上陸したのは､知ってい  がいるようだったが、自分達の部隊は４名だけ残

 たが港川からも上陸すると聞き、港川向けに壕を  っていて、 翌朝その場所は危険だからと、私とも

 掘った。  う一人が別の場所に移動した。  夜､その場所に　

　大里城址公園の下に､野戦銃砲第７連隊が駐屯  帰ってみると水場で一人は首が飛んで死亡、も 　　　　　　　　　　　　NPO法人

 したため、米軍の艦砲射撃の集中攻撃があり、そ  う一人は足を撃たれて、 出血多量でうつぶせに 　　　　　　　　　　　南風原平和

 の合間をぬって移動した。壕を掘った経験が殆ど  なったまま亡くなっていた。 　　　　　　　　　　　　　ガイドの会

 なく､しかも戦闘部隊ではなかったため､別部隊が  動かすこともできず､遺体を置き去りにしてそこを　 　　　　　　　　　　　　　設立総会

 掘った壕を利用した。  出ていった。

 部隊は与那原の 「雨乞いの森」 へ夜に移動した  この後、同じ部隊にいた兵士３名と合流し米軍の

連載『閃光の中で』
 治療が終わっても砲弾が激しく、19号壕に  怒鳴ってばかりいて学生はいつもおびえていた

 戻れないことが何回かあり、 ２４時間ぶっ続けと  が､看護婦さんは平気な顔で応対している。 本

沖縄陸軍病院の証言  いうことが度々あった。  当は心の中で泣くほどくやしかったと思うが、偉

 私達と一緒だったのはたいてい､新崎 （現野原）  いと思った。

戦争と沖縄陸軍病院（中編）  看護婦さんだった。 彼女は負傷兵にも、学生に 　きょうも手術予定の負傷兵が入口に4、5名待っ

　　沖縄師範学校女子部本科一年  も率直にものが言える人で、 きびきびしていて、  ている。しかしそのうちの一人が、手術を前に亡

　　　　　　　　津波古ヒサ（旧姓岸本）  教えることはきちんと厳しく教えるので、とても気  くなってしまった。残りの兵隊は、手術が終るま

 持ちよくついていくことができた。 決してほめるこ  で１０時間以上もそのまま放って置かれていた。

   水汲みも大変な仕事だった。井戸端は人がよく  とはなかったが、失敗しても、兵隊や学生の前で  手術を終わって目もうつろな高山軍医が､指さし

 集まる所だから弾がよく落ちるので、 いつも戦々  は叱らない。 後で 「こんな風にした方がいい｣ と  て 「片付け」 と命じて寝台にごろっと横になる。

 恐々でつるべの奪い合い。  小さな口の水筒を5、 教えてくれる。私達が軍医に叱られても取りなし  看護婦さんは、手術後の器具の手入れや片付

 6本集めて水を入れるのだが、 水筒を盗まれると  てくれたり励ましてくれていた。 非番の時、綿球  けをしている。 結局、学生が片付けなければな

 一大事だ。そんな時よく私達についてくれる成尾  やガーゼを切ったりしている時も､細ごま教えてく  らない。 ちょうど昼の3時頃で一番弾の多く飛ん

 （?）衛生兵がいた。  れるが無駄口はきかない。 その頃から里心がつ  でくる頃である。   死体を担架にのせたものの、

　 ４月の末頃、戦況も一段と厳しくなり、内科は第  いた私達は家族のことを話したりするが、その時、 誰が先になるかもめあっている。 出ようとするが

 二外科になり、これまでみんな一緒にいた24､25  新崎さんはすっと立って休みに行く。  また戻ってきたりで、入口で競り合っていたら寝

 壕は病棟になり、３つの科にそれぞれ、先生も一  　高山軍医 (外科医） が第二外科にいらっしゃっ  台に寝ているはずの軍医から  「やかましい」 と

 緒に分かれていった。 その時以来友達、同級生  てから、ここでも手術をするようになった。手や足  どなられる。 意を決し､今日は死ぬかもしれない

 も生き別れになった人も多い。  の切断が多く、一日に2､3人、多いときは4,5人も  という予感さえしておびえながら、担架を持上げ

　第二外科では１９号壕の入口に生徒だけの休む  の手術をしていた。 手術場は生徒の控場の近く  ると､後ろから肩を押されて 「下におろしなさい｣

 床が敷かれ、 各壕にはグループをつくって交替  にあったので､生徒は手足を押さえる役目でかり  という。 ふりかえってみると、真玉橋婦長さんが

 制で勤務し、かわり番こで休んでいた。  出された。　  立っていらっしゃる。 そして、さっと両手を死体

　 その頃から治療班というのが編成され、 比嘉園 　薬品箱を並べただけの手術台に､アルコールラ  の腰あたりに入れて､抱きかかえるように持ち上

 子、仲里順子、田場其枝と私の４人が指名され、  ンプで焼いたりして消毒していた器具､十分な設  げたとかと思うと、さっと壕を出てゆかれる。ほん

 看護婦さんひとりと学生２人が組みをつくり、交替  備もない中で､手順よく手術を手伝っていた看護  とにあっというまのことで､学生４人はただたちす

 で各壕の包帯交換にまわる。  婦､無表情で、真剣なまなざしで見入っている看  くんでいたら、しばらくして、何事もなかったよう

  貫通している壕は、軍医が行き、外からまわらな  婦の姿は､ゆれるローソクの中にくっきり浮き、今  にもどってこられた。

 いと入れない壕は看護婦と学生が行く。  も脳裏に焼き付いている。 気の荒い高山軍医は 　　　　　　　　　　　　(安仁屋真孝編集員)



た

第１5号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸区軍病院壕　平和ガイド通信　　 平成21年6月10日 ②
平成21年5月28日、沖縄県立南風原高等学校の皆さんが沖縄陸軍病院壕を平和学習の一環として訪問されました。

訪問後、感想文をガイドの会に送ってくださいました。今月は感想文を特集として掲載いたします。南風原高校のみなさん有難うごさいます。

 　南風原高校の平和学習の為、生徒と一緒に見  　今日は、ありがとうございました。  　ますいがないから、そのまま手術するのがリア

 学をさせていただきました。陸軍病院やひめゆり  とても、その時の事がわかりました。今後、私が  ルでこわかった。

 学徒隊の話は慰霊の日、終戦記念日が近くなる  大人になったら、子どもたちに伝えていきたい                                             Ｔ．Ｒ

 と、耳にする機会は多くありますが、実際に足を  です。　ありがとうございました。

 運んだのは今回が初めてでした。                                        Ｓ．Ｎ  　あんなせまいところで、生活しているのは、キ

 20号の壕の中に二段ベットがすらりと並んでいた  ツいと思った。

 ことなどを聞いてはいましたが、｢こんな狭い場所  　今回、壕の中に入って実際に木の柱などもあ 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｎ．Ｙ

 に・・・｣ と考えると、当時の状況のおぞましさなど  ったのでおどろきました。

 が、少しだけ感じられたと思います。  　貴重な体験ができました。  　壕がこんなに低いとは思わなかった。

 　とても良い体験でした。ありがとうございます。                                        Ｓ．Ｎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ．Ｙ

　　　　  　　　　　　　　　　　　　  　Ｋ．Ａ

 　壕の中に入った時、うす気味悪くて、この中に  　いろいろな事を知ったのでよかった。

 　戦争の本質・おそろしさをとってもこまかく知るこ  自分がいて、暮らしたら。と考えたら絶対無理だ  これからもガイドがんばってください。

 とができました。本当にいい経験になりました。  なと思いました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ．Ｔ

 ありがとうございます。  ソシテ、自分達は本当に平和の中で生きている

　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　Ａ．Ｓ  んだな、と改めて感じました。  　初めての壕の見学で、どうなっているのわかり

                                       Ｔ．Ｒ  ませんでした。

 　中をみてまわり、壕の中の天井の低さなどにお  　思ったより、あつくて､狭くてビックリした。

 どろきました。  　天井が低くて、頭がちょっとあたりました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ．Ａ

　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　Ａ．Ｓ　  けっこう焦げているところが目立ちました。

                                       Ｔ．Ｋ    『戦争は人間が人間の心を、なくしてしまうの

 　伝えていきたいと思った  が戦争』 と、いう言葉が心に残りました。

　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　Ａ．Ｍ   見学をしての感想は､入ってみて 初とても不  軍の撤退命令が出た時に、ケガをしている人は

 気味でした。 もっと奥に入って行くと息は苦しく  兄弟であっても、おいて出ていかなければ
 　戦争のこわさを知った。  なったり、寒くなったりしてこわかった。  ならなかった。 という話を聞いて、私がこの
 これから戦争がないようにしたい。  　でも、いろいろと良い体験になったと思う。  状況におかれたら、すごく迷うと思うし、決断が

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　Ｉ ．Ｋ                                        Ｔ．Ｋ  できないと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ．Ｍ

 　道が崩れたりして、通れなくなっているところが  　壕の中は暗いし､せまくてうまく歩けませんでし

 すごかった。  た。  南風原高等学校の皆さん有難うございました｡

　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　Ｉ ．Ｋ                                        Ｔ．Ｓ

 　初めて､当時のままの壕をみて､ここにいた人達  　見学を通して当時の事が、とてもよく知れてよ   百聞は一見にしかず、と言いますが､沖縄戦跡

 は、どんなつらい思いをしてきたんだろうと、考え  かったです。　自分たちが後代に伝えられれば  に当時とほとんど変わらない状態で、 触れる事

 ました。だけどよく分かりません。  な、と思いました。  が出来たのは貴重な体験でした。

 私が想像しているものより、もっともっとひどかっ                                       Ｗ．Ｙ  ガイドの説明も分かりやすく、沖縄戦の事を知ら

 んだろうな、と思いました。  ない家内もよく理解できたと言っています。

　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　  Ｕ．Ｍ  　壕の中は、あんがいせまかった。 　　　　　　　兵庫県西宮市　　男性　　40代

                                       Ｙ．Ｙ

 　いろいろな事を学ぶことができました。    南部戦跡のお参りの途中、２度めの見学をさ

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　   Ｏ． Ｊ  　壕のため、色々お金をかけて大切にしていて､  せていただきました。

 すごいと思った。　　憲法第９条大切。    文化センター改装工事のため、悲風の塔のお

 　壕の中は、創造したよりも、暗くて天井か低かっ                                        Ｙ．Ｓ  参りができませんでしたが､センター完成後にお

 たのでビックリしました。  参りさせていただきます。

　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　  Ｏ．Ｍ  　戦争中は、このような壕の中で負傷者の治療 　　　　　　　栃木県宇都宮市　男性　　60代

 や生活をしていて、今では考えられないと思い

 　天井が低く、頭を打った。  ました。  　壕の中は狭くて､二段ベットの横を移動しなが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ．Ｓ  　戦争は人の心を無くすものだ、とすごく同感  らの看護活動はとても大変な作業だったと思う。

 しました。  当時は大勢の人達がひしめき合い、とても想像

 　当時は、すごく大変だったんだな、とすごく感じ  　戦争は絶対してはいけないと思いました。  出来きない程、悲惨な状況だったと思う。

 ました。                                       Ｍ．Ｍ  大勢の人達に当時の状況を伝える､場所だと思

　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ．Ａ  います。

　  　ひめゆり学徒隊の人達は２２０名ぐらいいた 　　　　　　　　東京都稲城市　　女性　　50代

 　壕の中に入って、こんな狭くて､暗くてとてもいる  と聞いて、びっくりして、戦争でケガをした人

 のは無理だな、と思いました。  を治してあげて、すごいなぁ、と思いました。  沢山のご意見をいただきましたが、次回に掲載

 　病院なのに安心ができないのは、前日が怖かっ  　壕の中は、本当に狭くて、この中に寝るとこ  させてもらいます。　編集部

 たんだろうな、と思いました。  ろもあってすごいなぁ、と思いました。

 　戦争は絶対にやってはいけないものだな・・・。                                        Ｎ．Ｍ   道そばの死骸かき分け死せし子を
 と思いました。 　　　　　　探す母親も血を流しをり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ．Ｔ  　はじめて見学をしてみて、自分は驚きでいっ

 ぱいでした。ここで見た事をいかしてやってい   重傷の 兵は悲しも目つむりて
 　とても勉強になりました。  きたいです。　今日は、有難うございました。 　　毒入りのミルク知りつつ飲み乾す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｍ．Ｋ                                       Ｍ．Ｔ       　　　　　　 長田　紀春
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