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知覧特攻平和会館を見学して
 で戦死した特攻隊員の遺影や遺書を一つ一つ

　　　　　南風原文化センター館長　大城和喜  眺めると、 戦争の悲惨さや、特攻作戦の異常さ

粟国　有正（第1期生）  をつくづく感じざるをえませんでした。特攻隊員

 ガイドニュースの発刊おめでとう御座います。  たちにとって任務の遂行は死を意味しており、

去年の壕公開の日、６月18日はまさに豪雨  　南風原平和ガイドの会の一員として活動を続  出撃が決定した兵士の精神状況は現代を生き

でした。  けて数ヶ月の月日が流れました。ガイドとして沖  る私には計り知れないものだったでしょう。 もし

 ひめゆり平和祈念資料館の本村つる館長は  縄戦や20号壕について語る中で、多くの方々と  ｢逃げだして何とか生き延びたい｣ ｢特攻作戦に

言いました。  出会い、様々な経験をしながら、 充実した日々  参加したくない｣という心情があったとしても、当

  『私たちのひめゆり資料館の開館の日も  を送っています。活動を続けながら、私のガイド  時の教育の影響や、 軍国主義一色に染まった

 今日のような豪雨 だったのよ』  活動開始当初からの課題として｢戦争を直接体  日本の社会情勢の中では特攻隊員は遺族や

 『沖縄戦と同じだよ。亡くなられた方々の涙  験していない世代が戦争について語る際に、ど  家族への手紙に本心を書き記すこともままなら

 じゃないかね』  のようなことを心がければならないか｣ ということ  ない状態だったのではないでしょうか。 特攻隊

  と長田紀春先生は付け加えました。  に対しての答えを出すために、日々学びを続け  員の遺書が ほとんど似通った内容の文章であ

  ガイドの皆さんに支えられて９ヶ月が過ぎ  ています。 　ったことが印象に残っています。

 ました。  私はこの問いかけの答えをさがすため、県内 ・  　また、 特攻隊員は戦争の加害者（兵士）であ

 ３月末現在で9,898人が見学 しました。  外の平和博物館を見学しようと考えました。そし  ると同時に被害者 ・ 犠牲者であるという側面も

 １日平均 41.4人です。  てその展示方法を観察しながら平和博物館の  持ち合わせています。 特攻隊について展示を

 アンケートによればガイドが好評です。  展示と、次世代の語りのあり方について考えて  行う際には、 ｢英霊 ・ 特攻勇士｣ としての側面

 嬉 しいことです。  いこうと思ったのです。その中で今回は鹿児島  のみを取り上げるのではなく、 この二つの側面

 長田先生が言われた『亡くなった方々の涙』  県の知覧特攻平和会館を見学した際の感想を  の存在をはっきりと、展示に反映させることが必

 をガイドの皆さんが しっかり と伝えています。 記したいと思います。  要なのではないでしょうか。 館内を見学する中

 誇りに思います。  　 ３月16日の日曜日、私は鹿児島県南九州市  でこのようなことを考えました。

 感謝 感謝の毎日です。  にある知覧特攻平和会館を訪れました。知覧は  　私自身が特攻隊や特攻作戦に関する勉強が

　 『広がる文化財の輪』
 昭和20年に本土最南端の特攻基地が建設され  まだまだ足りない部分もあり、 太平洋戦争にお

 た地で、　沖縄戦における特攻作戦で戦死した  ける特攻作戦の存在という歴史的事実の捉え方

　        南風原文化センター学芸員　上地 克哉  1,036人の隊員はこの知覧基地を主軸として各  と、特攻隊 ・ 特攻作戦をテーマとした平和博物

　139件！この数字は、全国で文化財に指定・登  地へ出撃したのです。このような歴史的経緯が  館の展示のあり方を今後も自分なりに考えてい

 録された戦争遺跡の 2007年12月 現在の件数  あり昭和６２年に知覧特攻平和会館は建設され  く必要があるように思います。そして、今回の見

 です。内訳は、国指定10件、県指定 ７件、市町  ました。 この資料館は陸軍特別攻撃隊員の遺  学を通して、それぞれのテーマごとに設立さ

 村指定62件、国登録文化財56件、市町村登録  影、遺品、記録などの資料を収集・保存・展示し  れた多くの平和博物館を見学し、 多角的な視

 文化財 ４件です。  ています。館内の展示内容としては、実物大型  点で戦争の事実をとらえることの必要性を再認

　沖縄県内はというと、 南風原町の沖縄陸軍病院  模型の陸軍三式戦闘機｢飛燕｣・陸軍四式戦闘  識したように思いました。  このことが先述したガ

 南風原壕群 １件、沖縄市美里国民学校奉安殿  機｢疾風｣や、 特攻隊員の遺影コーナー、隊員  イド活動を続ける中での自分自身への問いかけ

 ・忠魂碑の２件、渡嘉敷村の旧日本軍特攻艇秘  の遺書・絶筆の展示、などが主でした。 その他  に対する答えを見つけるためのヒントになったの

 匿壕・集団自決跡地の２件 、宮古島市のヌーザ  特攻隊員の遺品の展示や戦史資料室などもあ  ではないかと思います。

 ランミ 海軍特攻艇格納秘匿壕１件、宜野座村の  ります。

 沖縄戦関連宜野座歴史資料 １件の合計７ 件で  　館内見学の印象としては、特攻隊員の遺影と                            　　　　　　　　　　　　南風原文化センター内に設置した

 す。  遺書 ・ 絶筆が展示の中で中心的役割を果たし 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 壕のレプリカ、壕の見学と一緒に

　県の埋蔵文化センターが実施した調査によると、  ているように感じました。私とほぼ同年代の年齢 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見れば当時のイメージが湧くので

 県内では979件（2007年10月 現在）の戦争遺 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜひ、お奨めです。

 跡が確認されています。  

 終戦直後は、県全土が焦土と化した戦跡だった  必要ですが、指定した後の活用方法をよく考え  つ説得力を体験することが、戦跡活用の真髄で

 のですが、戦後60余年間で経済的な発展ととも  て実行して行く事の方がさらに重要で不可欠な  ではないでしょうか。

 に戦跡は点在化してきました。 それでも現在ま  ことだと思います。南風原町が20号を公開しよう  　 最近では今年の２月７日付けで読谷村のチビ

 で残った （残された）ものの数がこれだけあるの  と決意したことの一つに『公開によって傷む可能  チリガマが村指定文化財になり、着実に戦争遺

 です。 その多くは人工の壕や自然洞窟（ガマ）  性があるが、いずれ朽ちるなら、一人でも多くの  跡の文化財指定件数は増えてきています。

 です。  人に戦争を追体験してもらおう』 ということがあり

　戦跡を文化財に指定するためには多くの作業が  ます。目だけ、耳だけの学習ではなく、現場のも 　 皆さんの投稿をお待ちします。
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 ３月は64通のアンケートをいただきました、全部のお便りを掲載したいのですが紙面の都合、その中から

 抜粋し、つぎのとおり掲載をいたします。

 尚、今月号より年齢別に掲載をしております。

　 １０歳代  入った瞬間、外にいたときの空気とまったく違っ 　５０歳代

 ちょっとこわかったけど、いろいろなことがわかっ  たので、こんなところにずっといたのかと思うと、  町を挙げて戦争遺跡の保存に尽力されている

 てべんきょうになりました。  悲しくなりました。中はジメジメしてて、あついし  姿勢に敬意を表します。

 せんそうはとてもこわいとおもいました。  声は響いてるし、狭いし、こんな所に本当に人  特にパンフレット （300円）は内容が充実してお

 にどとせんそうはしたくないです。  がいたのか!?という感じでした。今を生きている  り、大変現地と相まって勉強になりました。

　　３月１日　　南風原町　　女児　　９歳  私たちにはまったく想像できないことばかりで、  さて、（５月２２日に）撤退が決定しましたが｢５月

 また、信じられないことばかりだけど、受け止め  ２０日に病院本部から｣伝えられたとあり 、今後

 明かりなどがなくて、こわかったけどこの病院のこ  なければ前に進めないことばかりでした。  勉強したいと思っています。 今後ともよろしくお

 とがよくわかってよかったです。  今日教えて頂いたことを忘れずに、これから続  願いいたします。 ガイドさんのご協力、 ご説明

　　３月１日　　南風原町　　女児　　９歳  いていく沖縄の旅もいろんなことを吸収してい  にもお礼申し上げます。

 こうと思います。 　　２月２１日　東京都江戸川区　男性　　50代

 私は、あんなにせまくて真っ暗な所を通り、戦争  教えてくれて、本当にありがとうございました。

 中は、たくさんの人がそこで亡くなったと思うゾッ 　　３月４日　　神奈川県鎌倉市　　女性　20代  ひめゆり学徒の映画で野戦病院の様子は、知

 としました。それから日本の兵たいは、じゅうみん  っていたので胸が一杯になりました。ボランティ

 を守るという約束だったのに、自分たちの命を守  沖縄には、長い歴史があり、本日は本で知り得  アガイドの大城さん有難うございました。

 るのがせいいっぱいで、 みんなを助けてあげら  た以上のものを、感じることができました。  戦争は絶対に避けなければいけませんね、 平

 れなかったと思うと、 だまされたみんながかわい 　　３月29日　　東京都大田区　　女性　29歳  和を心から願います。ありがとうございました。

 そうです。戦争はぜったいにやってはいけません 　　３月７日　　兵庫県西宮市　　女性　　50代

　　３月９日　　名護市　　　女児　　　10代　  戦争の跡など見て回ると言葉にならない思い

 がこみあげてきます。  詳しく案内して頂きありがとうございました。

 ツルハシでこんな壕をほったなんてすごいと思い  世界平和は簡単なことではありません。  その当時の人の姿が見えるようで、胸が痛くな

 ました。  しかし、 人間一人ひとりが何かを感じ心が通う  りました。

 私たちはかい中電灯をもってたけど、 なかったら  事ができれば少しずつでも平和に近づけると 　　３月７日　　大阪府箕面市　　女性　　50代

 どんなのなんだろうかと思いながらあるきました。  思います。

　　３月７日　　大阪府　　　女児　　　10代 　　３月２８日　　神奈川県大和市　　女性　28歳  壕の中は思ったより狭いものでした。  豊見城の

 海軍壕跡などを知っていたからです。私の母校

 あんなところできゅうくつにすごすなんて、 わたし 　３０歳代  は南風原小学校。小学校の頃は、崩れたままの

 は、たえられませんでした。  丁重に説明していただき、 ありがとうございまし  壕（小学校近く）の入口も遊び場でした。注射針

 くらさもわるいし、くさいし、しっけでぬれたり、岩  た。  や薬品びんなどが散乱しており、　それらをひろ

 がくずれたり、 あんなさびしい所にいるのは、ぜ  ボランティアだといろいろと大変かと思いますが  って来ては先生に怒られたものです。

 ったい無りです。  一人でも多くの人に、見学に来てもらえるように  でも、その壕の奥に幾人もの兵隊の死体が埋も

 わたしは、 どうやってぼうくうごうを作ったのかわ  なればと思います。  れたままだったなんて知りませんでした。

 かりません。 あんな長いぼうくうごうを作るのに、  インターネット上の宣伝をもう少し強調したら 　　３月２０日　南風原町与那覇　　男性　　50代

 時間がたったにちがいありません。  よいかと思いました。

　　３月９日　　宜野湾市　　女児　　　10代 　　３月２８日　　京都府伏見区　　男性　　30代 　６０歳代

 公開とガイドに感謝します。

　２０歳代 　４０歳代  悲惨な状況の一部を想像させてもらいました。

 陸軍病院壕の中には、火炎放射器で焼かれ  南風原に住んで２０年近くなりますが、戦争関  民間人はもっと放置されていたことも思いました

 まっ黒になった部分を見れたのは始めてだった  係のところは初めて来ました。 　　３月２７日　　大阪府箕面市　　女性　　60代

 ので攻撃のすごさを感じることができました。  “本当の平和”が訪れますように。

 壕を出た瞬間の空気がおいしい、 緑のまぶしさ 　　３月１日　　南風原町与那覇　　女性　40代 　７０歳代

 は忘れないです。  県民全体をまきこんでの戦い、すさまじさを一

　　３月４日　　千葉県柏市　　　女性　　20代  やはり実際に目で見て感じるショックは大きか  つ壕を掘られたことでも実感できます。戦時の

 ったです。町レベルで、壕や資料館（センター）  人々がこの地でどんな思いで一刻一刻をすご

 一部のかべが黒くなっていたり、当時のままの部  をよく整備されていて感動しました。  されたかを思うと心が痛みます。

 分もあり、その一方で入りやすく、ほそうされてい  もっと本土の旅行者が見学に来るべきですね。  二度と全世界に戦いが起こらない（実際に起こ

 て見学しやすくて、とても良かったです。  知念さん、ご説明ありがとうございました。  っていますが）事を願っております。

　　３月４日　　神奈川県横浜市　　女性　20代 　　３月２８日　　京都府伏見区　　女性　　40代 　　２月１９日　　滋賀県高島市　　女性　70代

　　　　沢山のご意見をいただき有難うございました。いただいたご意見を全部掲載する事が出来ませんが、
　　　　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)


	Sheet1

