
NHK 長崎放送局 	 ２０１５年３月３１日放送 

長崎原爆１００人の証言	 ６２ 何 慧美さんインタビュー 

 
記者  「原爆投下当日はどこにいらっしゃいましたか」 
何さん  「西山です。あの当時、私は１３歳。きょうだいは５人いますが、姉は

佐世保に行っており、父も不在でした」 
 
記者  「当日はどういった生活をされていたんですか」 
何さん  「警戒警報が出ていて、小学校が休みでした。だから家にいました。か

んかん照りの日で、“暑いね、今日は”と思っていたんです。そうしたら、

１１時２分ですか。急に飛行機の音が大きくなって、びっくりしてうちの

庭の防空ごうに入ったという。入る前にバーンと音がして、ドーンと音が

してですね、真っ暗に夕方みたいになる。いま思えば原子雲ですね。それ

からすぐ近くにある山の大きな防空ごうへ、みんなで逃げて行きました。

そうしたら「うちに爆弾が落ちたよ」とみんな言うんです。自分の家に落

ちたみたいで。でも、西山ですから山の陰で直接爆風には当たらず、家の

中は全然崩れなかった。いろいろ戸が壊れたりはしましたけど。いま、い

ちばん思い出すのはね、日が暮れるまで防空ごうの中にいて、家に帰って

きたときのこと。ごはんがですね、ひっくり返っているんですよね。だか

ら、もったいないねと。あのころ、食べられなかったから」 
 
記者  「防空ごうの中では、どんな気持ちだったんでしょうか」 
何さん	 	 	 	  「もう忘れたんですけど、みんな家に戻るって気にはならなかったんです

よね。怖くて。その前はですね、長崎には三菱造船所とか三菱電機とかあ

るでしょう。そこにちょっと、ボトンボトンと落ちるぐらいで、全然なか

ったんですよ。それが急にだったので…」 
 
記者 「原爆が落ちた瞬間は」 
何さん  「ピカっと光ってですね、それから空が夕方５、６時のような暗さにな

りました」 
 
記者 「けがはされましたか」 
何さん  「家のガラスでここのところをけがして。ガラスが爆風でバーッと当た

ってね。頭は防空ずきんをかぶっていたけど、顔はですね、ガラスが刺さ

って血が流れて。でも、かがんだから良かったんです。立っていたらどう



なっていたかもわからない。寝るときは家に帰って、朝になったら防空ご

うに入りに行くのですが、そのときに人に「これだけ、けがをしたよ」と

言っても、「あんたなんか（病院に）行ったって、そんなの見てくれない

よ」って。彦山って山がありますよね。あそこに放射基地があって兵隊さ

んがいるんですが、そこの人が下りてくるんですよ、山から。すごいけが

をしているんです」 
 
記者  「原爆投下後の街の様子は」 
何さん  「そうですね…８月１５日ですね、終戦でもう戦争ないよというので街

に出てみたら、疎開地があるでしょう？そこの建物の木を利用して火葬場

になっていたんですよ。リアカー、ご存じですか？遺体はリアカーに乗せ

られて、みなそこに運ばれて、足だけが出ている。あそこで焼かれる。そ

れから何ヶ月ですか…長崎はもう、なんですか、死んだ人のにおいという

か。うん。それだけは今でも覚えていますね。疎開地の建物の木で、死ん

だ人を燃やしていましたね」 
 
記者 「どういうにおいですか。原爆投下後の生活は、どうされていましたか」 
何さん	 	 	 	  「なんというか、死人のにおい。何しろ、くさかったです。長崎は。くさ

かったですね。 
今から１０年ほど前に（台湾で）揺れがひどくて立てないほどの大地震

があったのですが、そのときはもうだめだと思いました。いつも私が思

い出すのは、原爆と地震はどっちが怖かったかなと。その当時はどっち

も怖いと思ったんですけど、やっぱり原爆が怖いですね。原爆は怖かっ

た。それだけ。 
原爆が投下されて半年ぐらいしたらまた学校も始まって、それから高校

になって。けど、食べるものもないでしょう、勉強どころか。学校の校

庭にお芋を植えたり、そういうことをやっていました」 
 
記者  「原爆が投下された瞬間は自宅にいらしたのですか」 
何さん  「そうなんです。母もいました。弟、妹たちはまだ小学校ですから、学

校からびっくりして急いで帰ってきて。あのときは、私は１人だったかし

ら、２人だったかな」 
 
記者  「お母様と一緒に防空ごうに逃げたのですか」 
何さん  「そうです。覚えているのは、「うちに爆弾が落ちた、うちに爆弾が落ち

た」、みんなそう言うんです。「爆弾が落ちた」とみんな」 



記者 「待っているときの思いは」 
何さん 「なんにもわからないですね。いま思い出しても、ただ怖いだけ。光がす

ごかった。それから爆風が。でも、うちはよかった。ほかの片淵とか、向

こう側は爆風がずっときたでしょ。 
それから、夕暮れというくらい急に暗くなった。それから、どれくらい

してからか、雨。キノコ雲が降りてきたら雨になるそうですね。色はも

う覚えていない。黒い雨とかいわれますけど、色は覚えていません。雨

にもあたりましたよ。なんにも（原爆のことを）知らないでしょ。雨が

降ったというだけで、水も飲むし」 
 
何さん 「私は体に大きなけがはありませんでした。けれど、浦上の人はみんな

水に飛び込んで、大変だったそうですね。あれがいちばん悲惨。 
それから終戦になって、うちは、父が軍の上の方だったから、みんなが

言うんです。「今度、進駐軍が入ってきたら、暴行を受けたり、なんとか

されるから、あんたたちみんな逃げなさい」って。うちの母は、父がい

つ帰ってくるかわからないし、男の子は大丈夫だから家を守ろうと弟と

２人で残りましたが、私たち姉妹は佐賀の方の親せきを頼って逃げたん

です。でも、浦上の道ノ尾の駅からしか汽車はありません。乳母車に荷

物を乗せて、ずっと引っ張って浦上の山を越え、道ノ尾に行って。途中

で浦上を通ったけど、人間は見なかった。馬なんかが、荷馬車でしたよ

ね。雨が降ったから、雨が降ったところに死体がありました」 
 
記者 「浦上の様子は道ノ尾に行く途中でごらんになったのですか」 
何さん 「見たんです。びっくりした。もう焼け野原、何にもない。いまは当時

どう思ったか忘れてしまいました。ですけど、本当にびっくりしました

ね。あのときは、大変だったんですね。食べるものはない。うちのほう

は住む家があったから、まあまあよかったけれど。でも、戦後がまた大

変でした。それをよく覚えています。食べるものがないでしょ。だから、

母なんか、私たちの着物や家具を売って、お米に変えたりお芋に変えた

り。それを担いで帰りましたよね、終戦後は」 
 
記者  「被爆した後、ごきょうだいは」 
何さん  「学校で被爆して、それから帰ってきたんです。学校が「みんな（家に）

帰りなさい」って。人の心配をするどころではなかった。本当に人間地獄

というか。頭が真っ白になるってことだったんでしょうかね」 
 



何さん  「食べるものがないでしょ。だから私、平戸口に親せきが１人いたもの
ですから、買い出しに行きましたよ、リュックを背負って。体が小さいの

で、みんなよくしてくれました。満員で乗れずにいたら、私を窓からポッ

と乗せてくれたり。そして平戸で降りて、渡し船に乗って、１晩泊まって、

食料を持って帰って。平戸口から近道があるのですが、４時ごろ出て、暗

い中お墓を通って…それは覚えてます。また、渡し船に乗って長崎までた

どり着いた。大変でしたよ。だから私たちの年代の人はみんな強いってい

いますよね。どんなことになっても」 
 
何さん  「それから高校を卒業し、短大に入り、卒業後５～６年は五島町の船舶

会社に勤めました。主人とは短大のときに出会ったんです」 
 
 
 
記者 「台湾にはおいくつのときに渡られたのですか」 
何さん  「いくつぐらいですかね、毎日、毎日、前ばかり見て昔のことは考えな

いたちで。だからいつ何年に来たかって全然わからないんですよ。結婚が

きっかけです。でもうちの子どもが１９６０年生まれで、１人。もう１人

の子どもがその２年３ヶ月後に生まれたっていうのは覚えてます。それか

らは全然」 
 
記者  「台湾に来たとき、中国語は話せましたか。生活していくうえでのご苦

労は」 
何さん  「中国語は全然わからなかった。何にもわからなかったんです。

 うちのだんなが、台湾は日本よりもっと貧しいよと言っていて。私も貧
しい生活には慣れていましたから、どんなに貧しいのかなと思っていたん

ですけど、実際に来たら本当に貧しかったんですよね」 
 
何さん  「私が日本から着てきた服、みんなきれいねって。お産をするときも、

このお布団きれいねっていうんですよ。普通のものなのに。あのころでも、

日本人の方がいらっしゃいましたよね、もうどうにもできなくって、日本

に帰るという方もいました。 
ことばは、ラジオを聞いたり、あのころは塾もなかったから、近所の人

と中国語で話したり。そして、日本語を教えるのも中国語の勉強になる

んですね。それで、まあ、それをしながら」 
 



記者  「健康状態はいかがでしたか」 
何さん  「そうですね、１回子宮に腫瘍ができて、それを手術して全部取って。

人はみんな手術したら体が弱るとかいうけど、それから私は良くなったん

です。なんでも人と反対ですね。健康状態はまあまあいい方です」 
 
記者  「台湾の方に、被爆したことを話しましたか」 
何さん  「話したって興味ないですよ。直接、経験をしたことがないから。まあ、

なんていうか、福島のときに一時、日本のものを食べてはいけないそうで

すって聞いたんですね。で、「あら、私、原爆にあたったんだけど、雨に

もあたったんだけど、水も飲んできたんだけど、どうしてかな。あんなに

騒ぐ必要あるかな」って不思議に思っていたんです。放射線は昔といまは

違うんでしょうけど、みんな聞くんですよ。「日本のお魚食べちゃいけな

いんでしょ？」って。 
被爆したことを話すと、怖い怖いと言うだけ。やっぱり自分で体験しな

いとわからないんですよ。あるとき、（私は）被爆者で日本の政府から手

当をもらってるって言ったら、「日本の政府からですか、アメリカからは

もらわないんですか」って聞かれたんです。同じように、「原爆はアメリ

カが落としたんじゃないんですか」と聞かれることもあります。私、そ

この関係はわからないけれど、なんせ日本の政府からもらっていますと」 
 
記者  「体験をあえて話そうとはしなかったのですか」 
何さん  「あんまり言わない。うちの子も知らない。そんな暇なかったですよ。

だって、戦争を知らないでしょ、いまの若い子は。全然興味がないんです

よ。私、日本語を教えているときに友達に話したことはあるけれど、時間

に追われてですね。何せ決まった時間に、これだけのことを教えないとい

けない。興味はあることはあるんでしょうね、でもお互いに時間がない」 
 
記者  「健康相談で何か相談したいことはありますか」 
何さん  「相談したいこと…うちの弟が３週間ぐらい前に骨髄腫というがんで亡

くなりました。その３年ぐらい前に白血病と宣告されていた。私たちのお

友達や同級生で、旅行とか登山とか、それまで元気だった人が白血病で亡

くなることも。だから、怖いなと。 
私、いつも NHKを見ているんです。それで、朝長先生が原爆病について
お話しているのを見て。あの先生のお父さんが、私のかかりつけだった

んです。小さいときいつも薬を取りに行っていて。うちの家族が病気し

たときは、みんなあそこに取りに行っていました。 



朝長先生のお話では、１０年に１回、こういうこと（原爆病）が出てく

るんですって。それで、私の亡くなったお友達もそうかなと思って。そ

したら今度は、弟が白血病に。だから今度は私がなるんじゃないかって、

そういう心理的なことがあるんですよ。私は長崎から離れたんですけど

もね、でも、急に思い出したんです。お友達も亡くなった、うちの弟も

亡くなったって思ったら、心理的にちょっと大変ですよ。だから私、次

から次に原爆で亡くなられる方、そういう恐怖感から亡くなられる方が

多いんじゃないかなと。だから、次は私が、今度は自分かな？と思うと

ころはあるんですけど。でも、８３、８４歳になって、もうすぐ８５に

もなれば、もう寿命ですよね」 
 
記者 「台湾の医師にそういうお話はされましたか」 
何さん  「あんまり興味ないですね。体験したことじゃないと、興味がないです。

半年に１回血液検査をするので、そのときにお医者さんに聞いたんです。

白血病っていうのは、（被爆した経験と）関係あるんですかって。そうし

たら、「そんなのない、正常です」とおっしゃっていました」 
 
記者  「ご自身が被爆したことについては」 
何さん  「あんまり興味ないですね。やっぱり何でも経験しないと。原爆をまた

経験されたら大変ですけど」 
 
記者  「台湾に来てから弟さんが白血病になるまで不安はありましたか」 
何さん  「福島のニュースとか、NHKでやっていますよね。いまはもう忘れたみ

たいだけど、みんな「日本のお魚食べちゃいけない」って。どうしてって

聞いたら、「日本から泳いでくるでしょ、お魚は」って。私は当時、何で

も食べたんだけどね。雨にもあたって。西山の水源地区、原爆の水でしょ。

それなのに、それも飲んでいたけど、別に（何ともない）と思っているん

ですね。手当だけいただいて、ありがとうございます。いただいただけで

すまないね、って」 
 
記者  「経験しないと原爆の恐ろしさはわからない」 
何さん 「何でも経験しないとわからない、体験というか。私は別に深刻に考え

るたちじゃないから、もう忘れかけてたんです。 
振り返ると、原爆が怖かったこと。死んだ人を焼くにおい。町中が、そ

のにおいに…いま思い出すと、そのにおいですね。そして、食べるもの

がなかったこと。戦後のつらさっていうそれだけですね。人間って生ま



れてきたら死ぬ。こっち（台湾）でも言うんですね。人間の命っていう

のは天が決めてくれたものだから、どうすることもできないって。だか

ら、過去のことは考えないです。いまを楽しもうって。余命いくばくも

ないですから」 
 
記者  「台湾に引っ越してきてからはどのように過ごされていましたか」 
何さん  「日本語を教えるだけ。あちこちで教えました」 
 
記者  「日本のことについて、聞かれましたか」 
何さん  「別に日本語の勉強中は聞かれないですね。時間がないでしょ。

 ２時間、３時間、４時間で休憩もあるし。やっぱり原爆となるとわから
ないです。何でも体験しないとわからないです。戦争、いまの若い人は戦

争なんてやってみようと言う人もいる。どれだけ、戦争が大変なのか。残

虐なものか、わからないでしょう。原子爆弾を落とされたら、全部だめに

なってしまうんだから。でも、いまの若い人はわからないですね」 
 
何さん  「いい時代に生まれたかはわからないですよね。私たちの前の（世代の）

人も苦労されていますよね、「おしん」とか。でも、年をとった人はわか

るけど、若い人はもうわからないですよ。戦争をしてもいいのでは言う人

は仕方ないね。仕方ないというか、戦争に行って体験してみなさいって。

中東に、あこがれている子もいますよね。本当に体験しないとわからない

んです。行ってみないと。私たちが学生時代もありましたよね、戦後の安

保条約とかで。東大、京大、九大ってすごい闘争。いまはないでしょ。日

本も平和。原爆ってわかるかしら、戦争っていうとわかるかしら」 
 
記者  「台湾と日本では平和の認識は違いますか」 
何さん  「違いますよ。ちょっとひと言では言えないけど」 
 
記者  「平和とは、どういうものだと思いますか」 
何さん  「みんなが元気で、楽しく。いまは平和というより、貧富の差が社会問

題になっていますが。戦争というより、目前の生活だと思います」 
 
記者  「長崎の情報は入りますか」 
何さん  「情報は、メールで妹から「ランタン祭りのときは、来れば良かったね」

って。私も時間がないから、毎年日本には行くんですけど、長崎には４年

ぐらい帰ってないです」 



記者  「いまの長崎を見て、どう感じると思いますか」 
何さん 「わからないですね。でも、長崎に行ったら温泉が好きなので伊王島に

よく行くんです。日本っていったら温泉が好き。 
いつもテレビで祈念式典を見ます。日本の情報はテレビだけなので、ほ

かはもう全然、日本人とは。同級生なんかは年賀状をもらいますけど、

ほかはメールで。だから、日本人っていう日本人と（最近は）会ったこ

とがない。祈念式典は拝んでいます。やっぱりシンとなります。あのと

きは思い出します。それだけは見ますね」 
 
記者  「台湾から見て、祈念式典はどのようにうつりますか」 
何さん  「いいんじゃないですか。私も参加したいとは思うけど時間がない。

 昔の苦しみを、こういうことがあった、忘れかけた原爆を分かち合うと
いうか。私、原爆とか日本とは、全然関係ないような生活をしていますか

ら、８月９日だけはあのときの気持ちになってみたいと思います。ただそ

れがなかったら、全然ですね」 
 
何さん  「日本では（原爆を）伝えていけると思う。原爆記念館もありますし。

でも、世界ではああいったことに参加できなかったら、見る機会もないで

す。私も１回（原爆記念館へ）行きました。私、原爆が落ちる前に先生が

浦上天主堂の近くに住んでいらしたんですね、それで浦上天主堂のことは

はっきり覚えていた。以前は大きな天主堂がありましたよね。今は壁だけ

でしょ」 
 
何さん 「やっぱり、地震など怖いことがあったときは、原爆とこれはどっちが

怖いかって思いますよ。あの（１０年前の）地震のときも家の中がひっ

くり返って怖かった。鉄筋でも揺れるんです。でも、地震とかは過ぎて

しまいます。もう１年したら忘れてしまいます。原爆は忘れられないで

す。それだけです」 
 
何さん  「いくら言っても、わからない人にはわからないと思う。戦争といった

ら原爆ですよね。原子爆弾を落とされる。落とされた国の人は、死んでし

まう。滅亡するだけ。どうって言えないですけど。見方によって違います

が、日本、まあ歴史の認識…日本人も教えられなかったですよね。だから

もっともっと過去にさかのぼって、歴史のことを学んだらいいんじゃない

ですか。これだけ工業が発達して、満たされた国だから。日本でも、日本

がいちばん強いと思っている人がいるかもしれないけど、どこの国だって



自分がいちばん強いって思っている。昔も同じですよ、「おごれるもの久

しからず」っていう。だから、日本もそういうことで、もっとみんなが一

生懸命、貧富の差について考えて。台湾の新聞を毎日読んでいるんですが、

貧富の差が話題になっています」 
 
記者  「体験を語り継ぐことは大切だと思いますか」 
何さん  「長崎にずっといて忘れられないんでしょうね、みんな。運が良く生き

ている、その恩返しでしていらっしゃるんでしょうね。私たちには長崎や

原爆が遠い昔のことになってしまって、わからないんです。いま話さない

と、といわれても」 
 
記者  「平和のために何が大切だと思いますか」 
何さん  「日本は本当に平和な国だと思います。このまま平和が続けばいいけど、

世界中にはほかにも苦しい国があることを忘れないで。本当に日本は平和

だと思いますよ。こっちの人もみんな言っていますよ、「ものは豊かだし、

心も豊かだし」と。本当に日本は豊かな国だと思いますよ。娘がアメリカ

にいるのでよく行きましたけど、アメリカは大きすぎて。日本がちょうど

いいです。（日本人には）ほかの国も見てもらいたいですね。本当に日本

は豊かな国だと思いますよ」 
 
記者  「高校の卒業写真は、西山の自宅から持ってきたのですか」 
何さん  「そう、うちは焼けなかったから。戦後は芋畑になったの。お芋を作り

ました。全部、食料のために芋畑になった」 
 
記者  「戦後の授業はどういったものでしたか」 
何さん 「まだ、進駐軍がいるころ。歴史の教科書なんかは、「今日は（進駐軍が）

来るから、あそこを墨で消して」っていうことはありましたよね」 
 
記者  「学校に普通に行けるようになったのは、いつごろからでしょうか」 
何さん  「８月からです。楽しみでもなかった。というのも、浦上とか山里から

来ていた友達がみんな亡くなっているから。あの人は、あの人はって。そ

ういうことで。結構いましたよ。あのころは長崎市内、全部受験で入って

いたから、どの地域にも住んでいた人はいたんです。長与や茂木や、矢上

とかも。その人たちはいいけど、山里や浦上の方から来ていた人は亡くな

っているでしょう。悲しかったですね。私が女学校に入って、最初に仲良

くなった友達が山里の人で亡くなった。そういうこともありましたよね。



なんていうか、勉強どころじゃなかったですよね。軍需工場に動員されて

被爆された先生もたくさんいます。直接原爆にあたらなくても、あとで被

爆。思い出しましたね」 
 
何さん  「戦後、うちの父の職業の関係で、「おたくは進駐軍が来たら真っ先にや

られるから」って、子どもたちだけで佐賀の方に疎開したんです。その前

に、証拠を隠滅するために写真を燃やして、カボチャを炊きました。あの

ときはカボチャしかなかったんですよね。きょうだいが集まったら、それ

を思い出します。カボチャを煮て、写真を全部焼いたわよねって。本当に、

カボチャを食べるたびに思い出すんです。いまはもう笑い話になっていま

す。それで、いまの父の写真は親せき（の家）に残っていたものをもらっ

てきて、それが唯一です。うちの父と母の結婚写真。１枚親せきからもら

ってきて、それをきょうだいで分けたの、コピーして」 
 
何さん 「（両親の結婚写真を見ながら）父と母の結婚写真。これは、２０年ぐら

い前に（もらった）。父のふるさとに行って見せてもらって、「これ欲し

いね」って言ったら、「じゃあ、コピーしてあげますから」って」 
 
記者 「写真があるとわかったときは」 
何さん  「そうですね。もう父が亡くなったときで、親せきの家に母が、波佐見

って所です、そこで。いつも言われるんです。父と私はそっくりって。よ

く似ていると。自分ではそんな気がしなかったけど」 
 
何さん  「（最近の写真を見ながら）去年、法事があったときに佐賀に行って。こ

れはホテルに泊まったとき。（指をさして）弟、妹」 
 
何さん  「１年前だったかな。弟は白血病と宣告されて、末期。でも、良くなっ

て元気にしていたんです。でも今度は、すぐ感染症になったんですって。

骨髄腫の感染症。早かった。本当にショックですね。（原爆の影響と思っ

て）今度は私だって。そういう心理的な影響が大きいんですね。「あら、

隣の人が死んだ、同級生が死んだ、だれが死んだ」って。そういう心理的

な影響」 
 
記者 「身近な方が亡くなられると、心理的な影響が大きい」 
何さん  「そう。それがいちばん大事。大事というか、それがいちばん大変なと

ころ。これも自分で体験したからこそ言えること。電話がかかってきても、



（弟の）お通夜やお葬式、私、行けないでしょ。だから四十九日は息子に

代理で行ってもらいました。でも、仕方ないですね、年だから。もう年は

年だからね、仕方ないですよ。年だから病気は仕方ない」 
 
何さん	 	 	 	 	 「朝長先生、懐かしかった。お父さんの顔は小さかったから全然覚えて

ないですけど、薬を取りに行ったことはよく覚えています」 
 
 
 

２０１５年３月１７日	 台湾の何さん宅にて 
インタビュー担当 

NHK長崎放送局	 記者	 寺島光海 
 


