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記者  「どんな生活をしていましたか？」 

杉田さん「普通の生活ですね。ばあちゃんが白いご飯を食べさせてくれるし。買い出しに行ってま

したから。私のためにずっと。だから、ご飯には不自由なかったんです。空襲はありま

したけど、小学校の２年生くらいまでは、怖いという感じはなかったですね。３年生く

らいから、『こんなに、ひどかとばいね』っていうのはありましたね」 

記者  「学校生活は？」 

杉田さん「行ったり行かなかったりですね。行っても、空襲警報の練習とか、手旗信号の練習ぐら

いですね」 

記者  「幸せな生活でしたか？」 

杉田さん「幸せは幸せだったですね、その時は。ご飯も不自由ないし。ちゃんと３度３度食べさせ

てもらってたから」 

記者  「原爆が投下された際の状況は？」 

杉田さん「遊びに行って、子どもたちが５、６人いたので、かくれんぼして遊ぼうということにな

って。防空壕で遊んでいたんですよね。警戒警報だから、できたようなものでね。最初

は空襲警報だったんですよ。だけど、それが解除になって、家に帰ってご飯を食べて。

ばあちゃんが買出しに行くからと出て行って、私は遊びに出て行ったんです。何もする

ことがないから、かくれんぼしようかということになって。防空壕の辺りでしようって

いうことになったんです。鬼が来ないものだから、防空壕にいたおばさんたちと『おか

しいね』ってしゃべっていたんですよ。そうしたら、『ここで遊んだら危ないよ』って

言われたので。『まだ、警戒警報だから大丈夫さ』って言って。学校か何かに行かなく

てはならなかったんです、その時間に。だから昼までしか遊べない状態だったんですよ。

でも、その時は遊んでて。１１時だったですかね。かくれんぼして、いつまで経っても

探しに来ないもんだから出ようとしたら、微かな音がドンとしたんですよ。その時は微

かな音だったんです。それで、『何か落ちたね、焼夷弾だろうか』って。『焼夷弾だった

ら、家の棟にぶら下がるとか、爆弾だったら下に落ちるものね』というような話をおば

さんたちとしてたんです。そうしたら、その間に、おばさんたちがものを言わなくてな

ってしまって。それで『出てみるけん』って言ったら、そばにいたおばあちゃんが、『今

のおかしいから出ない方がいいよ』って、『入っとかんね』って言われて、そのまま入

ってたんですよ。だから、ほかの子供たちもどう別れたのかわからないんです。防空壕

に入って２、３分か、５分経ってたと思うんですよ」 

記者  「防空壕の中の状況は？」 

杉田さん「そこにいた人たちは、警戒警報だったから、すぐ出られるようにって入り口の方にいた

んです。多分、入り口まで３メートルくらいあったと思います。そこにずらっと並んで

たんです。私は、かくれんぼしてるから、中の角にいたんです。『すぐ出て行くよ』っ

て話をしていたら、ドーンという音がしたもんだから。『ああ、何か落ちたね』って話

をしてたら。隣にいたおばさんだけしか、話さないようになってしまって。他の人は全
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然話さないんです。他の人たちは４５歳か４６歳くらいの人たちだったと思うんです

よ」 

記者  「爆風は感じましたか？」 

杉田さん「洋服は破れてました。外に出た時にはあちこちですね」 

記者  「改めて防空壕の状況を聞かせてください」 

杉田さん「ずっと奥の方に、おしっこだけできる穴が掘ってあったんです。そこに、そのまま子ど

もが逆さまに突っ込んでたっていう話は聞きました。私は見てはいないんですけど」 

記者  「隣の女性とどんな話をしましたか？」 

杉田さん「中から外が見えるんですよね。『えらい赤いねと。昼じゃないの』って。で、防空壕の

救急袋に乾パンとか入ってるから、それを食べながらいたんですよ。それで、『そろそ

ろ出ていいんじゃないの』って出てみたら、真っ赤になって家も何もないんです。『お

ばさん、家も何もないよ』って、『さっきのは焼夷弾じゃなかったよ』って言ったら、

『爆弾だっただろうか』って。『爆弾にしても何もないよ。ただ天主堂がばらばら落ち

てるよ』って言ったら、『そんなことあるもんか』と言われて。それで、おばさんが立

とうとしたら、腰が立たないって。しょうがないから、その晩はそこで過ごしたんです

よ」 

記者  「夜になって外に出たのですか？」 

杉田さん「夕方か夜かよくわからない。外は真っ赤だったから。時間は全然わからないし。黙って

座ってたんですね。そのときは、念仏を唱えてましたね。助けってほしいっていう一心

だったんでしょうね」 

記者  「怖くて動けなかったんですか？」 

杉田さん「それもありましたね。おばさんたちが死んでるから。みんな声かけても、誰の声もしな

くて。ただ、おばさんと私の２人だけで。それで朝の７時くらいじゃなかったでしょう

か。『誰かここで助かったものはいるか』って声が聞こえてきたんです。多分消防団だ

っただろうと思います。服が見えたので。それで、『おります』って言ったら。『ちょっ

と待っておけ』と。それから来なかったんですよ、なかなかね。そうしている間に、別

の大人２人が来て。最初出ようと思ったときも、囚人の人が入り口に寝てるから越えら

れなかったんです。それで、出ずにまた中に戻ったんです」 

記者  「囚人はどんな様子でしたか？」 

杉田さん「もう目を見開いたままの格好で死んでましたよ。それを渡りきれなかったんですよ。怖

くて。囚人ということはわからなかったんです。『おばさん、誰か死んどる！』って言

って、『越えんね』って言われたけど、『越えきらん』って言って、結局、その人を越え

るには跳ばんばいけんでしょ、子どもだから。それで、『越えきらん』って言ってまた

防空壕に入ったんです。それから恐怖心に駆られたみたいですね、私も。怖かったです

もんね。それを見たとたんに。もう夕方ですよね。『夕方か、出てみんね』って言われ

て出て行った時は、もう外が真っ赤だったですからね」 
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記者  「どんな表情でしたか？」 

杉田さん「ちょうど殺されたみたいな感じやったですね。テレビで見るような。目はむいてね」 

記者  「防空壕の中から見た外の様子は？」 

杉田さん「もう野原やったです。瓦礫っていうんですか？枯れたような木があちこち立って。浦上

天主堂は、ばらばら落ちていましたよ。レンガがね」 

記者  「空の様子は？」 

杉田さん「空の状況は真っ赤かったですね。私が出るときにはですね。昼か夜かわからなかったん

です。時間もわからないし、夜かどうかもわからない状況ですね」 

記者  「動いている人の姿は？」 

杉田さん「なかったです。ただ、もう男の人があっちこっちに立ってはいましたけどね。うろうろ

してました。それよりも『水―！』ってうめくのが耳に聞こえましたね。ちょうど川で

すから、目の前が。『水ちょうだい、水ちょうだーい！』っていうのは聞こえましたよ。

『おばさん、何であんな水を欲しがっと？』って私が言うたくらいだから」 

記者  「防空壕で一晩過ごしたんですよね。睡眠は取れましたか？」 

杉田さん「どうやったか。寝たっていう記憶はないですね。怖さ一方やったからですね」 

記者  「助け出された時の心境は？」 

杉田さん「『おばちゃん生きてるよ、私も！』って言って私が飛び出ていったんですよ。おばちゃ

ん動き切れんから。それで、助けに来た人に『兄ちゃん！』ってしがみついたのは覚え

てますね。もうこれで助かったって。怖かったですね」 

記者  「防空壕を出たときの外の様子は？」 

杉田さん「もうみんな、あちこち倒れてましたよ、人がごろごろしてる。動物と一緒ですよ。あっ

ちもこっちも見渡す限り。たまに、まだ生きている人が『水―！』ってうめいて手を広

げるんですよ。『水―、水―！』って」 

記者  「なじみのある風景と比べてどうでしたか？」 

杉田さん「もうだいぶ変わりましたよ。もう全然前のあれはないです」 

記者  「ずっと見てきた風景が変わってしまったときの心境は？」 

杉田さん「何とも言い切らんかったですね。なんていうか、『爆弾でこんなになるやろか』ってし

かなかったですもん。大体、爆弾はそこまでとは聞いてませんでしたから。ただ家が焼

けるか、空襲でちょっと燃えるくらいで。まさか野原になるとは思わんかったです。出

たときは、『もう本当にこんなんなっとるやろか』と半信半疑やったですね。だけど、

天主堂を見たときにばらばら落ちよったけん『これ空襲やったとばいね、爆弾が落ちた

とばいね』、ってことはわかってましたけど。原爆ということは全然わかりませんでし

た。ただ爆弾というだけで。相当強か爆弾よねってくらいにしか話してませんでしたね」 

記者  「その後、実家に向かったそうですね」 

杉田さん「もう、全然跡形もなかった。みんな倒れてました。もう全然家の形はなかったです。た

だ、あったのが、ミシンと仏壇が少し立ってましたよ。それくらいです」 
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記者  「一緒に暮らしていた祖父母は？」 

杉田さん「ばあちゃんは、ちょうど柱をしっかり握って倒れて。足には、まだ火が付いてましたか

ら」 

記者  「おじいさんは？」 

杉田さん「全然会ってません。８日の朝に出張に行って、全然会ってません」 

記者  「ご両親の遺品を探しましたか？」 

杉田さん「もうそんな、全然記憶はなかった。探そうとか何とか。唖然としたばかりで」 

記者  「はりを抱いて亡くなっているおばあさんを見たときの心境は？」 

杉田さん「『ああ、もうこれで、ばあちゃんしまいやね』と思いました。そのときに一言言うたん

ですよ。『ばあちゃん、私を置いて、何で逝くとか』と。『苦しむときには、必ず２人一

緒やけんね』って言われてたから。『なんで私を置いていったと』と言いました。それ

がやっとやったですね、ばあちゃんに声かけるのは。他には何もなかったです。そのと

きに、タンスからでも、母ちゃんの着物なんかがあったけん、出せば出せたんでしょう

けど。もうそんなのも気づかないですよね、で、おばさんたちが行ったときには、みん

な荒らされとったって言われたもんね」 

記者  「その後の行動は？」 

杉田さん「電車どおりをずっと通って。新大工
し ん だ い く

からずっと上にあがって。片淵
かたふち

２丁目まで行きまし

た。そう変わった様子はなかったですね。印象に残ったとは、浜口のところに川があり

ますよね、あそこに馬車屋さんがあったんですよ。そこに、飯台を囲んで７人か８人で、

そのまま箸を握ったり、茶碗を握ったりして倒れていた。それが印象的やったですね。

馬も横に倒れてた。一番記憶にありますね。焼けてはいないんですから。そのままの格

好で。箸を握ったり、茶碗を握ったり。こんなやろかって思って、その時見ましたもん。

それまでは、怖かったから、真っ黒に焦げたり、何だりした人やったから。防空頭巾を

逆さにかぶって行きよって。ひょっと見たときに、その格好ば見たんですよ。それで、

ずっと行って、浜口で馬が横たわって死んでましたよね。電車が止まったまま、いっぱ

い人は乗ってるけど、電車自体はそのままの格好やった。あれは、確か茂里町
も り ま ち

あたりじ

ゃなかったでしょうか。もうみんなそのままの格好で。電車も何も動かずに。そのまま

の格好やったけん、多分死んでたんじゃないでしょうか。その時は『いっぱい乗ってる

ね』とは思ったけど、死んだとは気づかなかったです。電車動いてなかったから」 

記者  「ほかに思い出せることは？」 

杉田さん「水を求められて足を握られたこともありますよ、途中で。それは、まだ浜口あたりやっ

たです。水ちょうだいって足を握られたり。それを払うのが一生懸命なんですよ。水を

やりたいことはやりたいけど、火傷してるでしょ？着物を着てないんで、裸で火傷した

人が言うんだから、怖いんですよ。それで、こうして払いのけたり、足で、本当に悪い

けど、蹴ったりしていたと思います」 

記者  「その時のことを今になって思い出しますか？」 
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杉田さん「やっぱありますね。もう本当、やっぱり、あんなことが２度とないようにって、それは

思います」 

記者  「水をあげておけばよかったって思いますか？」 

杉田さん「今になったら思いますけどね。その時は、怖くて。もうただれてるんですから、みんな。

うじがわいて、虫がいたりもしてました。それが怖いんですよ。ハエなんかはひとつも

飛んでなかったですね。虫類は飛んでなかったですよ、本当。今は、本当、あん時やっ

とけばって思いますけど。やっぱり、その時は、自分が逃げるのがあれやったと思いま

す。焦げた人なんか越えていく時は、やっぱり『あっ』て思いましたよね。その時、初

めて思ったこともあります。『自分がこがんならずに良かったね』って。それからが苦

労ですよね。それまでは、もうご飯ひとつでも食べさせてもらえないってことはないし。

ただ配給でパンとか何とか食べはしましたけど。ほとんどばあちゃんたちが、食べて、

私にはちゃんとご飯を炊いて食べさせてくれましたからね。おばさんを頼ったら、『あ

んたは学校にまでやりきらん。食べさせるけど』って言われて。『よか、おばさん。学

校は行かんでよかけん。食べさせてだけくれんね』って。それで、そこのおばさんに頼

んで、おいてもらったんです。学校に行ったことは行ったんですけど。もうわからない

ですよ。全然。行ったり行かなかったりしてるでしょ。長崎では、５年生の２学期の時

に原爆やったけん。３学期から入ったことは入ったんですけど。その間がわからんです

からね。おもしろないです。そこの子供をお守りしながら行きよったから。ほとんどの

先生が、『子供を連れとれば邪魔になるけん、外に出なさい』って言われて。だんだん

行きたくなくなって。それから行かなかったですね」 

記者  「被爆者健康手帳を申請しましたね？」 

杉田さん「申請が、３度か４度戻ってきました。結局、保証人がおかしかって言われて。友達は私

が原爆に遭ってること知ってるから、その人に頼んで、やっと原爆の手帳がもらえたん

です。それが１９６７年（昭和４２年）くらいにもらったんですよ」 

記者  「申請が返ってくるときの理由は？」 

杉田さん「『そがんとこで生きてるはずがなかと』か言うんですもん。そう書いてくるんですもん。

『何でそこで人間が生きとるかって。みんな死んどっとに。全滅せずに生きとるもんか』

って返ってくるんです」 

記者  「そのときの心境は？」 

杉田さん「嘘までついて貰わんとねって市役所に行ったことありますもん。『騙してまで、もらお

うとまで思わん』って私言ったんですよ。そのときはお金がタダとか何とかは全然知ら

なかったんですよ」 

記者  「ようやく手に入れたときの心境は？」 

杉田さん「そのときはお金がタダとは分からんもんだから。『ああ、やっと来たね』っていうぐら

いのもんやったんです。それまで病気っていう病気してないもんだから。いらなかった

んですよね」 
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記者  「原爆で人生は変わりましたか？」 

杉田さん「くるっと変わったと思いますね。原爆さえなかったら、家もあれば、何もあって。ここ

まで苦労しなくてよかったのにと思いましたもん。それは未だに離れませんね。『ばあ

ちゃんは原爆で死んだけん、葬式代とかよかったたい』っておばさんたちから言われた

けど。私にしてみれば、せめてね、ばあちゃんかじいちゃんか、どっちかが生きとった

ら、ここまで私も苦労せんやったやろうと思いましたね」 

記者  「核兵器がなくならない現状をどう思いますか？」 

杉田さん「もうどうにも言いようがないけど。やっぱり、もうこんなことはしてほしくないですね。

もうどうせ、こんななったら、人というのは生きておれませんからね。原爆でさえ、こ

れだけだからね。これ以上、水爆とか何とかあるでしょう。そうしたら、もう人間はお

らんと思いますよ。なるだけなら、避けてほしいですよね」 

記者  「それでも核兵器を持っている人たちがいますね」 

杉田さん「知らないからでしょうけどね。これを知ったらやっぱり誰でも考えるんじゃないですか。

ものすごかったですもん。あたってみんとわからんですね。口ではどがんでも言えます

けどね」 

記者  「原爆を知らない人も増えていますね」 

杉田さん「やっぱり原爆が落ちたら、苦しむのは本人だからですね。それはやっぱり言いたくはあ

るんですよね。それで、うちの子にも言うんですよ。『あんたたちがきちっといかんと。

また戦争があれば、あんたたちは生きるあれはなかとよ。そこばよく考えてあれせんと

ね』と。それでも、そのときだけですよね。子供たちはね。『ああ、じゃあ、そがんし

たって生きてきてるもん』ってぐらいにしか言わんですもんね。『俺たちも生きるさ』

ってぐらいしか言わんですもん。たまには『原爆ってこわかとね』ってたまには言うた

りしますけどね」 
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