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 状況を顕著に表している遺物の一つと言えるであ  こうして出来上がった槍は､何本かずつにまとめ

 ろ う。当時、国の財政は逼迫し､国力は低下して

 ではなかった｡そこで軍部が重視したのが白兵戦  とってはあまり実感がなかったようで、他人事み

 といわれる刀 ・剣 ・ 槍などを手にして戦う至近距  たいに、　「あんなものを持って､戦争させられる 

 るようになると、敵に対して正面から強引に切り込  もいました。 (後略)

 む方法をとって、部隊が壊滅するような甚大な損

 害を被ることとなった。

 　 　　　　　　　　　

 　 津嘉山の司令部壕内で、当時、特別要塞建築 出土したヤリ

 中隊  (球二七七五部隊) とともに避難していた山

 城高常氏 (当時９歳) の手記 (『戦場のトンボ―小

 　 ヤリといえば、戦時中、日本国民の戦闘訓練風  年がみた沖縄戦―』 ニライ社１９９５） にも、ヤリに

 関する記述があることから下記に紹介する。

 「(前略)　兵器部とはいっても､武器の不足はかな 　　

 れが実際に戦場にあって、しかも司令部壕内から  り深刻だったようで、どこでつくったのか、たくさん

 出土したことに驚くとともに、圧倒的な物量と近代  の槍の穂先が縄で束ねられて、 壕内に持ち込ま 飯あげの道を

 兵器を備えた相手に対して、このような前近代的  れてきたのもそのころでした。 壕内では、数人の 玄米のご飯を

　 入れて運んだ

 えると､何とも気の毒に思うとともに､日本軍の無謀  付けて手槍をつくる作業に追われていました。 と言われてい

 さをあらためて感ぜずにはいられない。 １斗樽の見本

 　武器としてのヤリは、当時の日本の置かれいてる

 づいている様子が感じられてきた。  独行動は許されなかった。

  昭和１９年１０月１０日､突如アメリカ軍による大空 　服装は定まった制服ではなかったが､もんぺに

 襲は､那覇市のありとあらゆるものを消失して終わ  救急鞄 （手作り）、 防空頭巾は常時着用してい

 った。 県立病院も全焼してしまい、病院は患者と  た。 教室が病棟となり､床板の上に毛布､ムシロ

 共に､宜野湾村国民道場へ移り､診療が行われて  を敷き、１教室に２０人から３０人くらいの患者が

 いたが、業務困難となり、間もなく閉鎖された。  収容されていたように思う。

 「お国のために・・・・」と看護婦に 　軍属として外科病棟へ 　人間愛を教えてくれた上原婦長

 　女性でも何か技術を身につけておくことが必要 　 私達も１１月１０日、繰り上げ卒業をよぎなくされ 　3月下旬､校舎は三角兵舎へ移された。その頃

 ではないかと、卒業を間近に控えて、自分に適し  た。那覇市の開南中学にあった沖縄陸軍病院が  県立高女、女子師範の学徒が配置された。

 た進路を選定するのに迷っていた。  空襲で南風原村兼城区にある、母校の南風原国  　彼女たちの仕事は食事の世話､尿処理、死体

　 その頃は日中戦争勃発後で、村は国防婦人会  民学校 （現南風原小学校）に移転し､そこへ軍属  処置等で､激務を死の危険をおかして頑張って

 や隣組等が作られ、出征兵士を送ったり、慰問袋  として、２０人が１１月１５日に採用された。  いた。勤務中はお互いのおしゃべりはつつしみ

 の準備や供出物の銃後活動等で、母親たちは多    糸数俊子さん、我如古シズ子さん、神里栄さん、  上司に対する礼儀をきびしくしつけられた。

 忙の毎日であった。また、病院で働いていた看護  新里守江さんに､私の５人は外科病棟に配置され  　短い病院の勤務ではあったが､他人へ迷惑を

 婦等が、負傷者の治療のため戦地の満州や本土  た。  かけてはいけないという、 集団生活への心がけ

 の陸軍病院に就職していくのを知り 「そうだ、この 　 字兼城区は､私の出身地であったので、病院が  をしっかりと教えられた。

 非常時に女でもお国のために､ご奉公できる看護  近くにあってよかったと思う反面、 これから多くの 　  しかしあの非常事態のなかでも、 あたたかい

 婦になることが一番よい」 と決意した。  傷病兵が収容されることの不安もあった。  友情の大切さを教えてくれたのは、 故上原キミ

　昭和１８年４月、各市町村より、同じ志を持った者  陸軍病院には、村民より炊事夫（婦）、雑仕婦､雑  婦長だった。

 ５０名が、那覇市松山にある沖縄県立病院付属看 役夫等が採用されていた。    戦時体制での病院の患者は、ほとんど砲弾に

 護婦養成所へ、夢と希望をふくらませて入所した。　  軍病院関係者の病院長、軍医、看護婦長等は  よる負傷兵であった。

 生まれて初めての寮生活、 医師の講義病棟実習  瓦葺きの民家に分散宿泊し、看護婦は全員兼城 　　　　　　　          　(安仁屋 真孝編集員)

 等は、先輩の指導や同僚の助け合い等もあって、 区の公民館に宿泊していた。 軍隊の規制は厳し

 苦しいこともあったが､病む人たちの看護のために く、病院近くの自宅からの通勤も禁じられていた。

 一つの目的を持っての勤務は、姉妹以上に親しく　午前7時起床し、公民館より婦長を先頭に隊列を

 なり､皆と共に昭和２０年３月の卒業を楽しみにして くんで、８時までに病院の門前に到着、衛生兵に

 ていた。  全員が 「頭右（または左）」をし、婦長の人員報告

　昭和１９年の初め頃より、住民や学童の疎開が始 が終わって病院内に入る事ができた。

 まり、沖縄に軍司令部や陸軍病院等が設置され、  勤務を終えて退庁時にも､同様に人員報告をして

 今まで考えてもいなかった戦争が、沖縄周辺に近  門を出る。このような団体行動がなされ、勝手な単

　　　　看護婦　大城文子（旧姓嘉手苅）

連載『閃光の中で』
沖縄陸軍病院の証言

生死のはざまから生き残った私（前編）

　　　　　         　南風原文化センター 上地克哉

 (中略) 出来上がった槍は壕の壁に立てかけられ

 平」 の文字が冠せられているが、いずれも相手を

 突き刺すための武器である。

 土したものは、まさにその実戦用武器である。  そ

 いたため、火力重視の装備などとてもできる状態

 景としても有名な 「竹やり訓練」 があるが、今回出

 兵隊が木の棒をけずって柄をつくり、 穂先を取り

 出土した。双方とも断面の形状から 「三角」 や 「

 ていて､何か時代劇映画の中の風景のようでした。

 離での戦闘だった。 戦場で武器の補給が途絶え  のは可哀想だな」  などと話し合っている人たち

　　　　　　　　　(南風原文化センター　学芸員)

 な武器をもって戦いに挑まされた人達のことを考

 で残存しているものもある。  調査では、三角槍６

 　それぞれの槍は、金属製で残存する長さが  約

 点、平槍５点が出土した。

 は、 木製の柄の一部が槍頭と一体になった状態

 40cm、幅が 約 ２～2.5 cm を測る。平槍について

平成21年8月10日

 令部壕群の発掘調査で、三角槍 (ヤリ) と平槍が

 れました。 こうした風景も、壕内の多くの兵隊に

南風原平和ガイドの会

 南風原平和ガイドちゅ～しん
第17号

 　２００６ (平成) に実施した字津嘉山の第32軍司

　第17号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信
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第１7号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸区軍病院壕　平和ガイド通信　　 ②

 　壕に入っていろいろな事が分かった。それに壕 　この見学のおかげで、いままで知らなかったこと 　戦争のときのあとが、まだ残っていたのですご

 がこんなふうになっているんだな。と分かりました。  がよくわかりました。  いな、と思った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ．Ｙ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ．Ａ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ．Ｋ

  初めて壕に行って、いろんな話が聞けてよかった　とっても勉強になりました。 　壕の中は、狭くて電灯を消したら何も見えませ

 です。いい体験ができました。  壕に入って、自分達はこんなつらい戦争をしらな  んでした。

 いで生まれてきたので､戦争のことを知れてよかっ 　戦争は、あのせまい壕の中で１日１日をすごし

 たです。  ていたと思うと、今は平和でとっても幸せだな、

  壕の中に入ると、さむくてせまかったです。 　戦争で生き残った人達は、生きたい気持ちが、  と思いました。

 案内してくれた人が、分かりやすく説明をしてくれ  とつても強かったと思います。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ．Ｙ

 て、理解しやすかった。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ．Ｈ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｏ．Ｍ 　学べてとてもよかつた。

　学べてよかつた。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｇ．Ｒ

  こわかった。  中に入って光をけしたらとってもくらかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ．Ｓ   南風原中学校のみなさん有難うこざいました。

 みなさんの住む町にある、陸軍病院壕群をこれ

  沖縄陸軍病院南風原壕群20号は､中はとても暗 　沖縄戦のおそろしさがよく分かりました。  からも大切にして、後輩に語り伝えてください。

 暗くて、とても病院には見えませんでした。  ありがとうございました。

 だから戦争のときの様子などがよく分かりました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ．Ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍ．Ｒ

　20号の中は暗かった。

  色々学べて良かった。　戦争は人を無くしてしま 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ．Ｈ  業計画の 『総合ガイド・体験事業指導者育成の

 まうという事が改めて知った。  講座』 が下記のとおり開催されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｏ．Ｋ 　入口はむし暑かったけど、壕の中は思っていた  日程については、各会員に郵送にて連絡済み

 よりひんやりしていました。、  です。

  南風原の陸軍病院を見学して、戦争のころの陸 　この場所が約60年前に、戦争でけがをした人達

 陸軍病院の事がいろいろ分かった。  があふれていたなんて、想像も出来ませんでした  体験学習指導員養成講座

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ．Ｍ 　とてもいい経験になりました。  ①　そば作り講座　　そば打ち技術と試食

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ．Ｍ 　　　　８月１日　10:00～　　　文化センター

  戦争の時にはあんな暗いところで生活して。とて

 てもすごいと思った。 　陸軍病院は、 もっと広くて安全なところだと思っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍ．Ｒ  ていたけど、意外とせまかったです。  南風原ガイド総合講座

　あとは蹴ったりしたらくずれるかも知れない、と聞  ①　開校式

　陸軍病院は､私の想像と違いとてもせまく、とても  いて 「あぶない所なんだなー」 と、分かりました。 　　　南風原の歴史と文化　おもろそうし、その他

 いきぐるしかったです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ．Ｙ        ８月７日　　１８:30～　　　文化センター

  私は、戦争のテレビなど小さい頃から見てきたの 　　   講師　大城 和喜　 田口 恵　 上地 克哉

 で、戦争のことがいつのまにか,とても知りたくなっ 　沖縄陸軍病院群壕20号に始めて入りました。  ②　南風原の御嶽 ・ まつり ・ 芸能

 てたまらなかったので、今回、陸軍病院にはいれ  戦争のときは､壕の幅 180cmの中に 90cmの幅の        ８月１４日　１８:30～　　　文化センター

 てよかったです。  ベットで暗いので歩くときは､いっぱいこけたりして 　　　講師　 赤嶺 政信　 大城 和喜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍ．Ｙ  いたのかな、と思いました。  ③　南風原の織物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ．Ｋ 　　　８月２１日　 18:00～　　　文化センター

  壕の中に入ると少しひんやりしていました。 　　　講師　 平良 次子　 

 かいちゅうでんとうを持って入って、出口のところ 　壕の中は､昔の人がかいた文字とか､火で焼いた  ④　南風原・黄金森の植生

 で電気をけすと、とっても暗くこわかったです。  後とかがあってすごかった。 　　　８月２９日　 10:00～　　　黄金森・センター

  壕の中にいた人達は、あんな暗い所で生活して 　とっても勉強になりました。 　　　講師　 翁長 丈子

 たんだなぁ。と、思いました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ．Ｋ  ⑤　南風原を歩く　　　町内の文化財

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ．Ａ 　　　9月12日　　10:00～　　　町内

　ガイドの人達に、いろいろな事をおしえてもらい 　　　講師　 大城 和喜　 平良 次子　 上地 克哉

　ぼくは､沖縄陸軍病院南風原壕群20号を見学し  ました。　ほんとうにありがとうございました。  ⑥　何でも南風原　　　質問に答えます

 て、戦争のあった時は､みんな壕の中にいたって 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍ．Ｋ 　　　終了式

 事を知りました。 　　　9月18日　　18:00～　　　文化センター

　壕の中は、暑くて息が苦しかったです。 　見学して、戦争の時の事が沢山わかりました。 　　　講師　 大城 和喜　 平良 次子　 上地 克哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍ．Ｈ  壕が暗いこと、壕がすずしいこと、食べ物があん

 まりなかったことや、19号・21号の事も分かりまし

　入ってみると外の世界とはちがう悲惨な感じがと  た。　戦争はしてはいけないことです。 　　　　　　　　　 ８月１日に行わ

 とっても感じました。 　ありがとうございました。 　　　　　　　　　 れたそばづくり

  ここで多くの人々が死んだと思うとこわかった。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｏ．Ｎ 　　　　　　　　　 講座の風景

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ．Ｍ

 （恐怖）です。

 　第１６号でお知らせしたように、平成２１年度事

　　　　講師　　大城和喜館長

総合ガイド養成講座が始まります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ．Ｋ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ．Ｍ

南風原中学校１年生のみなさんが７月に入って、２日と９日そして３０日に壕を訪問してくれました。

平成21年8月10日

南風原町に住む一人として、これからも南風原町の多くのことを学び、そして自分の住む町をよく知り、誇りに思ってください。


