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記者  「龍智江子さんのお宅に来られた経緯は？」 

北島さん「最初は、岩川
いわかわ

町
まち

におって、あそこが爆弾でやられて、家が全然なくなったから。龍さん

のお父さんがみえたのかな。それで、浜口
はまぐち

町
まち

の龍さんのお宅にお邪魔しました」 
記者  「２階に。一家５人でしたでしょうか？」 
北島さん「５人ですね。父と母、姉、私、弟です」 
記者  「１９４５年８月９日の朝、家族５人の方、それぞれ、どういう行動だったんですか？」 
北島さん「朝はですね、警戒か空襲か警報が鳴ったんですね。だから、『警報が鳴ったときは、工

場に出てこんでもいい』と言われておったから、家におったんです。その警報がなる前

に、父が、『きょうは、エビを捕ってきてやるね』って、朝から、川エビを捕りに行っ

たんですよね。いつも行ったことないんですよね。後で考えると、その日は、変わった

ことばかり、ありましたね。そして、母が、それを炊いて、お弁当を作ってくれたでし

ょう。朝、食事の時は、もう記憶ないんですね。そして、解除になったから、『行こう

かね』って、『今からだから、行かんでもいいんけどね』って言いながら、まず弟が最

初に出たんです、家を。昔の旧制中学へですね。おじが兵隊でもらったゲートル、新し

いのを１つ、弟にくれておった訳ですね。『きょうは、おじちゃんからもらったのを、

はめていこう』って。そして、新しいのを、はめて出て行ったんですね。ちょっと後、

帰って、私にナイフを１つね、『これ、姉ちゃん、持っといて』って言って、私に渡し

て、それで、学校に行ったんですよ。それから、しばらくして、私が、姉に『一緒に行

こう』と言ったら、『いや、きょうは、私は死んでもいいから、休む』って言って、行

かんかったんですね。そして、姉は、扇子をくれたんです。私が、１人家を出て、父が

『電車まで送ってくれる』って、送ってきてくれてですね。電車から私も手を振ってで

すね。見えなくなるまで、父が立っておったんですね。」 
記者  「なぜ、お姉さんは、その日に、扇子をくれたんですか？」 
北島さん「なんでくれたのか知らないけど、私に『持っといて』って、くれたんです」 
記者  「そうすると、弟さんが学校へ。礼子さんが、勤労動員先の工場へ行ったんですね」 
北島さん「はい。２人が家を出て、あとの３人は家に残っとったわけですね」 
記者  「礼子さんは、電車に乗って、港へ」 

北島さん「大波止
お お は と

から船に乗って行った訳ですね。そして、着いて、三菱電機の門の前に全部集合

して、一緒に並んで門を入るようになっておったわけですね。きちんと並んでですね。

昔だから兵隊式に。あそこ、門を入る時にはですね、『頭、右』の号令をかけて、私が、

それをかけよったんですね。かけて並んで、私、立って、こうしてね、迎えてくれよる。

そして、それぞれ、職場に向かったんですね。と言うのが、ほとんどの方は、現場の方

やったんですね。機械工の方。私たちが３人だけ、なんて言いますかね、工員さんたち

の給料を扱う、そこの事務所で働いていたんですよね。そして、着いてまもなく、窓際

に行って、扇子を広げて、『これ、姉からもらってきたのよ』って、友達に見せて、『こ

れ、弟が持っといて』って、窓で見せよったら。もうピカーと光ったんですね。窓の向
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こうに。もう、まともに見とったんですよね。その光を。『あっ』と言う間なかったで

すよね。机の上にかごめって言われてきとったから、かごんで、こうしてですね、鼻を

押さえてかごんで、もう手は真っ赤ですもん、血で。けがしておる。ダラダラ出て、洋

服も汚れ。こっちから来ておる。ここに、もうだいぶ薄れたけれど、傷が、こう三角の

傷ですね。足と。こっちから受けているんですね。そのガラスの破片を。そして、ある

程度、落ち着いてから、防空壕に逃げましたね。そこの部屋におった人たちと一緒に」 
記者  「北島さんが見たのは、原爆の光？」 
北島さん「もう、ものすごく、ひゃーと。稲光のもっとひどいような光だったと思いますね。光だ

けしか、雲はもう見てないんです。もうさあーと。こっち、かごんだから」 
記者  「音はどうですか？」 
北島さん「音は・・・光にびっくりしたですからね。あんまり」 
記者  「光を見て、北島さんは、当然、爆弾が落ちたと思ったんでしょうか？」 
北島さん「いや、その時は思わないですね。ピカッとしたら、もう。ガラス窓の横に立っておった

から、ガラスでまともにけがしたんです。で、もう、机の下にですね、かごんで。まだ、

そのころまでは、そういう爆弾とか思わないですよね。もう、そういう余裕がなかった

んですね、だいたい」 
記者  「じゃ、何が起きたと思ったんですか？」 
北島さん「いや、なんも。その時は、もう、わからないですね。防空壕に行くためには、ずっと工

場の中を通って歩いていたんですね。機械の下敷きになっておる人もおるし、だいぶひ

どかったんですよ。下敷きになって動かれずに、おった人もおったし。そんも人たちに

声をかけながら、防空壕に入ったんです。そしたら、病院からも来てね。看護婦さんが、

ずっと治療を順番にしてくれて。私の時は、『これは傷がひどいから、簡単に手当てし

ておくから、三菱病院の方に行ってください』やったんです。でも、そういう余裕はな

いでしてね。まず、家に帰らんと、父や母が心配していると思うから。『帰ります』っ

て。向こうは、大丈夫と思っておるんですね。その辺だけが、ひどくやられたと思った

んですね。やっぱり爆弾か何か落ちてやられた。広島のあれは知っとったけど、それで

やられたと、その時は思わんやったですね。そして、出て、当然、弁当も食べてないで

すし、そのまま持っていこうとしたら、川沿いに行こうとしたら、行けなかった訳です

ね。やっぱり、燃えてた。家が燃えていたりしおって、山へ登った方がいいかと思って、

稲佐山の中腹に登って、その途中でも、『お父さん、お父さん』って、泣いている人も

おるしね。いろんな人と会いました」 
記者  「いろんな人と言うのは？」 
北島さん「そういうふうにけがしたり、倒れたり。１人は亡くなっているような感じやったですけ

どね。そういう人たちに声をかけながら、『がんばってね』とか、『大丈夫ですか』と言

いながら。それは、できたんですよ。他のことは、もう、真っ白になってわからないん

ですね。そして、ある程度行ってから、こう下りたら、稲
いな

佐橋
さ ば し

のところに出るかなと思
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って下りたら、やっぱり出たんですね。稲佐橋を渡ったら、もう三菱兵器がボンボン燃

えているところだったんですよ」 
記者  「兵器工場？」 
北島さん「はい。風が、川から兵器の壁まで、どのぐらいあったんでしょうかね。あの道があんま

り広くないんですよ。一間半ないでしょうね。一間ぐらいじゃなかったろか。どんどん

燃えてくるから熱いんですよね。川に下りられる所まで行ったら、防空頭巾をずっぷり

濡らして被って、また走っていって。やっと浦上川のところまで着いたんですね。そし

たら、みんな川に下りてしまったんですね。『水をください。水を下さい』って、私た

ちが行ったら言うでしょう。だから、その人たちに、ずーと水を汲んできて飲ませて。

親を探すのは、その後です。もう暗くなりだしたからですね。そして、また、そこを通

り越して、燃えないところまで行かんと寝られんからですね、だいぶ歩きましたね、後

は」 
記者  「川に来た人達と言うのは？」 
北島さん「みんなやけど」 
記者  「どんなやけどですか？」 
北島さん「もう、だいたい３分の１かな。『やけどしている人に、水を飲ませたらダメ』と教わっ

てきておったんですけどね。もう全身やけどですよね。やっと声を出すぐらい。結局、

飲んだら、パタッと逝くような感じの人。最後の水だろうということで、ずっと飲ませ

ておったんですよ」 
記者  「姿かたちは？」 
北島さん「それは、まだ、『水を下さい』という人は、ありましたね。もう川の中で倒れている人

もいました」 
記者  「どのぐらいの人数がいたんですか？」 
北島さん「相当おったと思いますね」 
記者  「北島さんが１０メートル進むと、そこに何人もいるんですか？」 
北島さん「川、ずらっとです。川の中全部、人がいっぱい」 
記者  「川の中にいるというのは、死んでいる人ですか？」 
北島さん「いや、死んでいる人もいるし、まだ息がある人も。結局、熱いから水に行っているわけ

ですよね、あれは」 
記者  「生きている人って、立っているんですか？」 
北島さん「立っている人もおるし、座っている人もいましたね」 
記者  「川の中で？」 
北島さん「いろいろ、いろいろです。あの時は、もう」 
記者  「街は、どうでした」 
北島さん「街は、もう全部焼け野原になってましたもん、その時は。川の上の方は」 
記者  「焼け野原というのは、どういう状況なんでしょうか？」 
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北島さん「なにしろ全部焼けてしまって、灰になっている訳ですね」 
記者  「その時間で？」 
北島さん「その時間で。８月だから、だいぶ明るいのは明るいけど、だいぶ時間は経ってますよね。

爆心地から兵器の方は離れているから、まだドンドン燃えよった。浜口町は燃えてしま

って灰になってしまった。私たちが行った時は、家は１軒もないです」 
記者  「そこで亡くなっている人も、かなりいましたか？」 
北島さん「どちらかと言うと、私が見た範囲では、川の中の方が多かったですね。あそこまでなん

とか行っているんですね。上でいっぱい死体を見たのは、次の日ですね。刑務所の跡に

はいっぱいだったですね」 
記者  「その日は、浦上川をずっと北上したんですか？」 
北島さん「浦上川沿いではなくて、山手の方に。どこか寝るところないかと、ずっと行ったんです

よ。もう暗くなりかかっていたから」 
記者  「北島さんが、午前１１時２分には工場にいて、兵器工場とか爆心地周辺にたどりついた

のは夕方？」 
北島さん「夕方、何時でしょうかね？工場で午前１１時２分で、ある程度、午後３時、４時までお

ったでしょうね。いろいろしてもらっているから」 
記者  「浦上川に人がいっぱい火傷していたのに、午後３時とか４時でも、どんどん来たんです

か？」 
北島さん「そのころ来ている人は、みんな川に入ってしまっておる。そのころ歩いている人は、１

人もいなかったですね。わたしが行ったころは、上の方は焼けて灰で、人とか家は全然

見えなかった。川の中にうろうろするのは、よそから、また私達のごと、家族を探しに

来よる人ですよね」 

記者  「浦上川にいっぱいというのは、想像しにくいんですけど、立錐
りっすい

の余地なく、川に人がい

たんですか？」 
北島さん「ほとんど。いっぱいいましたね。私が見た範囲では」 
記者  「生きている方と亡くなっている方は、どのぐらいの割合なんですか？」 
北島さん「そこは、わかりませんね。ただ、もう、『水をください。水を下さい』と言われるから、

そういう人たちに水を飲ませてやったくらいで。いろいろ見るあれは、なかったですね」 
記者  「『水をください』と言っている人は？」 
北島さん「まだ息があるから、待っている訳ですね」 
記者  「川に入って、『水を下さい』って言っている訳ですか？」 
北島さん「川の水は飲めんという意識でしょうね。たぶん。で、私たちも、ビール瓶なんかの焼け

た曲がったのを見つけてきて、どこで水を汲んだのか？あまり、きれいな水じゃないで

すよ。上で水を汲んで行って、川に下りて飲ませて、また、持って行って。行ったり来

たりしたですもんね。川の水は飲めないというあれが、あったんでしょうね。そばに水

はあるけど」 
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記者  「夕方になって、暗くなってきて、どこか寝るところを探して」 
北島さん「ずーと、先まで行きましたね。どの町かわからない。この辺は、焼けてないからという

ことで。山の陰になっているから。『あー、ここ防空壕がある』と思って、行ったけど、

もう中は、いっぱいですもんね」 
記者  「いっぱいと言うのは？」 
北島さん「人が。みんな、けがしたり、いっぱいいたから。防空壕の前で寝たんですね」 
記者  「防空壕には入れない？」 
北島さん「入れなかったですね。」 
記者  「防空壕の中に入った人は、亡くなったんじゃなくて、生きていて、そこに逃れてきたと

言うことでしょうか？」 
北島さん「そこの中で、亡くなっておるんかなという人ですよ、中に入っている人は。けがしたり

してね。もう『うんうん』うなっているですもん。たぶん、あのまま亡くなったんじゃ

ないかなと、思うような人ですね、中に入っていた人たちは。私たちのように、けがを

していても、なんとか、みんな外に寝たんですよ。」 
記者  「夜のことで、覚えていることはありますか？」 
北島さん「疲れて、そこに寝てたときに、飛行機が飛んできた音がしたんですね。すぐそばじゃな

い。ずっと先。そして、ピカピカって、焼夷弾なのか、落としたような感じですね。も

う恐いから、いっぱいの防空壕の中にね、外におった者は、みんな、入られんけど、そ

この入り口まで、みんな走っていった。ここに寝てたら危ないということで」 
記者  「夜が明けた後は、どうしたんですか？」 
北島さん「また、ぼつぼつ、家の方、こっちの方だと思って、また浜口町の方まで、ずっと歩いて

いくけど、まだ下が熱いんです。焼けた跡。それを辛抱しながら、その時、刑務所の横

を通ったら、もう死体がいっぱいあったですもんね」 
記者  「死体と言うのは？」 
北島さん「刑務所に入っていた人たちでしょうね。亡くなって。ちょっと子供みたいな、縮んだか

なと思うような。小さく見えたですね。もう半分やけどですか？焦げているような人も

いたしね。人がいっぱい倒れているなという感じで、そこを通り抜けたですけどね」 
記者  「黒焦げになっている状態なんですか？」 
北島さん「水色の服を着ているのは、見たからですね。それが、ない人もおったけど、案外、水色

の刑務所の洋服ですよね。あれを着ていた。倒れていた。もう半分火傷ですか？焦げて

いるような人もいたしね。人がいっぱい倒れているなという感じで、そこを通り抜けた

ですけどね」 
記者  「黒焦げになっている状態なんですか？」 
北島さん「黒焦げ？水色の服を着ているのは見たからですね。それが、ない人もおったけど、案外、

水色の刑務所の洋服ですよね。あれを着て、倒れていた」 
記者  「その後、浜口町を目指したわけですね。龍さんのお宅は、どんな状況でした？」 
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北島さん「もう、なかったですよ、家は。焼け跡になってしもうて。あの辺は、家、全然見当たら

なかったですね。」 
記者  「ここだというのは、わかりましたか？」 
北島さん「だいたい、ここだろうと思って、見に行ったんですね。その時は、龍さんがおれば、良

かったんだけど、会わなかったからね。あの人と会っているのなら、ずっと回っている

と思うんですよ。誰も知っている人と会わなかったから。ただ、すれ違う人には、言葉

だけかけてね。もう放心状態でしょう。涙１つ出らんですもんね、そうして探している

時は。まだ息があるような人には、声をかけたりしながら、ずっと探して回った。それ

を３日ぐらいですかね。向こうに行って、野宿して・・・。うろうろあっちこっち。山里
やまざと

町
まち

に、私が小学校の２年生の時の先生の家があったんですね。そこの人からも、『少し

荷物をわけておったら。家に少し預けておったら』と言われたので、そこに預けていた。

そこも見に行ったんですよ。そこは木の陰だったから、何か残っていた感じですね。山

の方だったから。それから、また、ずっと見て。見つけきらんから、もしやと思って、

岩川町の自分たちの本当の防空壕に、もしもと思って見に行ったけど、そこに入れてい

た布団だけはあったけどね。人も誰もいなかったし」 
記者  「その時は、１人だったんですか？」 
北島さん「１人です。誰も知っている人は、会わなかったですよ。知った人と会わなかったんです」 
 
（注 ８月１０日に浜口町で２人が会ったのかどうか、福岡県大川市に一緒に向かったのかどうか

については、龍智江子さんと北島礼子さんの記憶に違いがあ 
ります。インタビューは、それぞれの記憶のまま掲載しています。） 
 
記者  「浜口町周辺の爆心地は、どんな状況だったんですか？」 
北島さん「どんな状況って。なにしろ焼けて、みんな家がずっとあったけど、全然なかったんです

もんね。わりと、家がずーと建て込んであったんですけどね、あの辺は」 
記者  「黒焦げの遺体は、ほうぼうにあったんですか？」 
北島さん「私、それはあんまり見てない。刑務所のとこだけしか見てないですね。ほかのところで

は、ただ、まだ、息があって、こう『うーうー』うなって。うなり声だけ聞いた記憶が

あるんですね」 
記者  「最初、何が起きたのかわからなかったと、おっしゃいましたけど、２日目になったら、

一面、そういう状況ですよね。改めて、何が起きたと思いましたか？」 
北島さん「その時は、何が起こったもなんも、ボーとなって。そんなこと考えなかったですね」 
記者  「ご家族４人亡くなっただろうと、すぐ思ったんでしょうか？」 
北島さん「まだ、やっぱり思わなかったんです。どっかに生きておらんだろうかとは思っていたけ

ど。８月のうちだったと思うけれど、夢の中に、４人出てきたんですね。父、姉、弟、

母と、順番に、１列に並んでね。そして、私の前を通り過ぎて、野原のきれいなお花が

咲いている。歩いて。私もずーと付いて行きましたよ。夢の中で一番後ろから。そして、
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きれいな川、あれが三途の川かなと、後から思いましたね。きれいな川が流れて、ここ

を１人ずつ渡って行ったんですね。私も、片足を上げたところで、母の声がしたんです

ね。『まだ、渡っちゃ、ダメ』と言われて、目が覚めたんですね。その時から、あーや

っぱり死んだんだなと思ったのは、それからです。それは、三途の川を渡っていたのか

なと、自分なりに思って、それから、やっぱり死んだんだなと思いました。」 
記者  「１人残された訳ですね。それを実感して、何を思いましたか？」 

北島さん「長崎を離れて、大川
おおかわ

の祖母の家に入った途端、戸を開けて家に入ったと同時に、『わあ

ー』と泣いて。もう、おばあちゃん、『どうしような』と、うろうろしていたと思いま

すよ。近所の方がいっぱい寄ってこられて。それはわかったけども、家のそういう隅っ

こに行ってですね、そこで、初めて涙が出たんですね。朝着いて、夕方まで泣きっぱな

しやったですね。いろいろなことを考える、あれなかったですね。放心状態でしょうね。」 
記者  「そのあと、１人で生きていこうと思われるまでは？」 
北島さん「だいぶん、時間がかかりましたね。やっぱり、祖母がおったから、祖母と一緒におった

し、写真に写っている下の母の妹ですね。あの人も、夫が兵隊に行っていたから、子供

を連れて、自宅に帰ってきていたから、４人で、その家におりました。こっちの大牟田

の方に、母のすぐ下の弟がいたんですよね。そこにも、時々来たりして、母のきょうだ

いの家に行ったり来たりして。それから父の方にも、『家の方においで』と言われてか

ら、あっちに行きウロウロですね」 
記者  「そうした中で、鉄道自殺を考えたこともあったそうですね」 
北島さん「私も、汽車に乗って、長崎の友達が、『おいで。おいで』って、手紙をくれおったから。

あそこに行きおる途中でね、汽車と汽車のつなぎ目のところに、『あーこの辺がちょっ

と開いておる。飛び込めるのなら、死ねるばい』なんか、そこで死のうかなと、思った

ことがあります。そしたら楽になって、母たちのところに行けるなーって、いう気があ

りました。やっぱり一度はなんかそういう死んで行きたい。同じところに行きたいなー

ていう気持ちがありましたね。それから思い直して、やっぱり１人残されたということ

は、５０年をちゃんとしてやらんといかんかなと思ってね。５０年をするまでは、死な

れんなと思ったんですよ。」 
記者  「礼子さんが、いなくなれば、家族のことを本当に良く知っている人が、いなくなってし

まうということですか？」 
北島さん「うん。やっぱり１人残ったということは、後をちゃんと見てやらんと。骨も何もないけ

れどですね、せんといかんかなと思って。それから思い直して、死のうとは思わなかっ

たですけどね。その後は」 
記者  「龍智江子さんも生きているのを知ったのは、大川に戻ってから？」 
北島さん「来てからです。あっちで、会っていないですもん。あっちで会っているなら、もう少し、

心強かったと思うんですよ。一緒にね。」 
記者  「龍さんと会って、どう思いました？」 
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北島さん「お父さんと２人で来られたと思うんです。私、龍さんの家に行ったことないから。でも、

『お父さんと２人だったから、いいねー』って、その時は言った覚えがあるんですね」 
記者  「龍さんに？」 
北島さん「いいお父さんやったですもんね。あそこのお父さんも」 
記者  「でも、結局、翌年に亡くなってしまった」 
北島さん「知らなかったんですよね。私が１６の時に被爆しているから、１９の時に言われて、小

学校に代用教員として、やっぱり何かせんと、無一文でしょう。何もないし、あっちこ

っち回って食べても、いかんなと思って。あまり好きじゃなかったけど、なった。その

ころに、『龍さんは、あそこの病院におんなさるよ』と聞いたから、近くの内科病院で

すね。夜、遊びに行ったことがあるんですけど」 
記者  「偶然ですけど、同じお宅に住んでいて、お２人とも、まったく同じ境遇になったんです

よね」 
北島さん「２人で、それで、いつも話すことは、『被爆者はたくさんいるけれども、私たちが一番

ひどい目にあっているねー』と、２人話すぐらいですね」 
記者  「北島さんは、お子さんにも、被爆体験をくわしく話していないということです。それは、

どうしてですか？」 
北島さん「あんまり思い出したくないから、言いたくないですね」 
記者  「被爆者の方は、核兵器廃絶を訴えてきました。ただ、今、なくなるような状況になって

いない。６２年経って、原爆に遭った意味は、どういうふうに考えていますか？」 
北島さん「私たちを最後にしてもらいたいと思いますね。もう、今の爆弾なんか、日本に１つか２

つで、全部日本ね、全部しまいって言いなさるでしょうが、そういうあれは、してもら

いたくないと思いますね」 
 

２００７年１０月１０日 福岡県大牟田市の自宅で 
インタビュー担当  

ＮＨＫ長崎放送局 記者 畠山博幸 
 
 


