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記者   「吉田さんの子どもの頃は、日本が１５年間にわたって戦争をしていた時期と、ぴった

り重なります。どんな子ども時代でしたか？」 
吉田さん 「小さい時から、軍国主義に慣れているもんですからね。『戦争をしても、神の国だか

ら絶対勝つ』と言うて、わたしが小学校４年生の時、大東亜戦争と言いますね、それ

が始まったんです。今の桜町
さくらまち

小学校が私たちの母校やった、当時の勝山
かつやま

国民学校が。

角っこに、スピーカーを付けて、ドンドンドンドン、連戦連勝ですたい。それが、ワ

ンワン言うんですよ。日本は神の国だから、絶対負けんと。今で言えば、洗脳ですよ。

それで、宮様なんかが、松の木なんか、運動場に植えているんですよ。『枯れてくる

けん』って、みんな、バケツ持って、大波止
お お は と

まで行って、塩水をくんできて、松の周

囲に、やりよった。そういう時代やった」 
記者   「なぜ、松に塩水を？」 
吉田さん 「松に塩水よからしと、当時。よう知りませんけど」 
記者   「自分の将来は、どのように考えていましたか？」 
吉田さん 「とにかく、日本は、島国やから、船がいると。それで、私は、造船科に、小学校を卒

業して受けたんですよ。その造船科というのは、今の南山
なんざん

高校のあそこに、県立長崎

工業学校があったんです。入りました。そうしますと、だんだん、戦況が悪くなって

くるとですよ。それでも、日本は絶対勝って、敵の飛行機を、何十機、撃墜したのな

んの。反対ですもん。反対、発表していたんですもん。敵の航空母艦ば、やっつけた

という時は、もう、航空母艦には、届いておらんですもんね。勝つはずがなかとです。

そこのちょうど角っこには、麦畑の中に、白山
はくさん

墓地の横にですね、高射砲か機関砲か、

小さいのがあった。ガーと来たら、ポンポンと。今思えば、花火と一緒です」 
記者   「全然、当たらない？」 
吉田さん 「当たらない。届きませんもん。飛行機も、Ｂ２９が、ギンギラギンギラ、ゆっくり、

編隊で飛んできよるですよ。それで、もう、今の稲
いな

佐山
さ や ま

のテレビ塔と、こっちの金比
こ ん ぴ

羅山
ら さ ん

には、高射砲が座っておりました。撃つんですよ。下でボーンと、花火のごとく

開く。届かんとですよ。これは、後からわかったんですけどね。それだけ、性能が、

もうなかったんでしょうね。高度１万メートル飛ぶと、思っておらんですから、日本

の飛行機では。だから、アメリカのが、１万メートル、ダーと飛んでいる。それだけ、

違うということですね。科学が進んで」 
記者   「常識的には、日本がもう負けるんじゃないかと考えると思うんですが、その当時、吉

田さんは？」 
吉田さん 「全然、思いませんよ」 
記者   「そういう状況を見ても？」 
吉田さん 「見ても。もう、日本は、絶対、勝つと。とにかく、撃ちてしやまんですもん。時代が

時代だから、今思えば、本当に、バカなことやねと思うんですよ。当時は、違うんで

すよ。そやけん、怖いのは、先生とおまわりさんやった。ちょっと悪かことばすると、
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『先生に言うぞ』と言ったら、びびりよりましたもんね。時代そのものが、こう違う

んですよ。先生から、たたかれて。たたかれて、お礼言わんばいかんですから。『先

生、ありがとうございました』と言うて。１発で倒れたら、いかんとですよ。『痛か

けん、わざと倒れよっと』って、あと１回か２回ですもん」 
記者   「長崎工業学校に入ったのは、昭和１９年ということですね。そうすると、もう、戦争

末期ですよね。学校で、授業が行われていたんですか？」 
吉田さん 「ほとんど、ないですね。結局、学徒動員で、３年生から、軍需工場へ行くでしょう。

われわれも、黙っておられんけん、今度、先生に引率されて、豪掘りとかなんとか行

くんです。勉強って、ほとんどしてません」 
記者   「豪掘りというのは？」 
吉田さん 「敵の艦隊がね、入ってきたら。水陸両用のが、入ってきた時に、ガチャンと落ちて、

上がり切らんごと、こう掘るんですよ。こう深うに。みんな行って。１時間以上歩い

て海岸まで。そういう豪掘りとか、防空壕を掘ったりなんだりしよったんです」 
記者   「じゃ、授業は、全然、受けていない？」 
吉田さん 「ほとんどですね。工業に試験を受けて、あがって、ほんのわずか、勉強したのは。ほ

とんど、勉強しておらんとですよ」 
記者   「そういう中で、昭和２０年８月９日を迎えます。朝から、吉田さんは、どういう行動

をしたんですか？」 
吉田さん 「僕たちは、当時、防空当番やったんです。校舎がやられたら、バケツのリレーば、せ

んばいかんでしょう。それをするとば、防空当番やったんです。空襲警報の時は、避

難してよかですけど。悲しいかな、校舎の一番端の方は、部品工場にとられていたん

ですよ。もう、戦況が悪化してから、もう、工場で、バンバンバンバン作ってですね、

そん人たちが、空襲になれば防空壕に入る、先生が入る。われわれは、浦
うら

上川
かみがわ

を渡っ

て、市立商業学校の近くにあった、通称、商業の堤というとこに避難しておったんで

す。７人ですけどね。急いで行って。そしたら、もう、森の中ですからね、パンツ一

丁で、堤の水につかるんですよ。岸につかっておった。暑かけん。空襲警報、解除に

なれば、また学校に戻ってきよった、急いで。その途中に、結局、やられたわけです

よ。つるべ井戸のあるところで水を飲むと思って、つるべを、こう下ろそうとする時、

ちょうど、手をやった延長線上に、落下傘が落ちてきよったんです。その時は、結局、

原爆、落ちとっとんですもん、９０００メートルから。まだ上ですからね、わからん

わけでしょうね、たぶん。もう、ラジオゾンデの落下傘に気をとられて。後から聞い

たら、９０００メートルから、原爆が炸裂した５００メートル上空までには、４１秒

かかるそうですね」 
記者   「もう一度、落下傘のところ、くわしくお話しいただきたいんです」 
吉田さん 「家がないもんですから、当時はね、今のように。浦上川の近くに来よったところが、

土手の上に農家が２軒あって、そこの庭に、つるべ井戸があったんですよ。『あそこ
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に井戸がある。あそこで飲もう』と言って、僕と友達と３名、駆け上ったんですよ。

そしたら、つるべは、１つは井戸の中に入っておりますね。１つは、空の滑車で止ま

っておるわけですよ。これを下ろそうとして、こうした時に、延長線上に、落下傘が

２個落ちてきよったんです。それを見て、下におる４名も呼んだとですよ。４名も、

駆け上がって来たですもんね」 
記者   「その後は？」 
吉田さん 「手をかざした時、ドカーンとやられた。はねかえりで、畑を越え、道路を越え、田ん

ぼの中まで飛ばされた」 
記者   「どのぐらい、飛ばされたんですか？」 
吉田さん 「４０メートルぐらいでしょうね。丸くなって、飛ばされてたんでしょうね。右の耳だ

けはね、つるべの井戸に飛んで、ポーンとやられておるんでしょうね。右の耳たぶは、

みんなとれてしまいました。もう、気が付いた時、なかったとですから。こっちの左

の耳は、きれいかったですよ。これは、こうはれて。それで、お袋が、ここがほげた

そうですからね、しぼってずっと出しよったら、膿がドンドンドンドン出てきて、こ

れが、もうひっついてしまった」 
記者   「飛ばされたことは、自分では覚えているんですか？記憶があるんですか？」 
吉田さん 「飛ばされて、落ちたとこが田んぼですからね。そやけん、だいぶ飛ばされているんで

すよ」 
記者   「その間、気を失ったりはしてないんですか？」 
吉田さん 「ここのところは、ようわからんで、少し気がついておったとか、半分やられて・・・

そこは、わからんとですよ。とにかく、丸くなって飛ばされたような感じは受けたん

ですけどね。感じだけやから、ちょっと、記憶にあんまりないもんから、言われんわ

けですよ」 
記者   「はっきり気づいたのは、田んぼの中で？」 
吉田さん 「田んぼの中の水の冷たさで」 
記者   「気づいた？」 
吉田さん 「そして、起きあがったら、みんな、同じ田んぼに７名飛ばされておったですもんね。

即死はおらんやったです。同じ所から飛ばされておるけん、同じ田んぼの中に。起き

あがったら、泥の中に皮膚が取られてなかとに、泥が付いておっとでしょう。爪のと

ころに、こんぐらい、のれんのごと、縮れてぶら下がっとる。両方。これは、もう、

取ってしまったですよ」 
記者   「何がぶら下がっていたんですか？」 
吉田さん 「皮」 
記者   「手の皮？」 
吉田さん 「はい。皮ですよ。痛さもなんも感じらんとですよ。泣くのも忘れて。そして、みんな

寄ってきて、肉に付いている田んぼの泥を落とさんばいかんけん、『避難していた堤
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まで戻ろうや』と、戻ったわけですよ。そんころは、まだ元気やったですよ。やられ

ても元気かったですよ。泣くのも忘れてですね」 
記者   「その後は？」 
吉田さん 「上に登る時ですよ、堤に。目ん玉が飛び出てる人が、足の悪か人ばかろうてきて、わ

れわれに会うて、そこで死んでいったとです。それは、私は、あんまり言わんでおる。

あんまり悲しゅうして。ここで、触ってですね、大きいですもんね、目ん玉って。コ

コッ、脈打ちおっとですよ。その人が、気力でしょうね。足をやられた人をかろうて

きて、僕たちに、『会うた、助かった』と言いながら、死んでいってしもうた、２人。

師範学校の生徒。それは、私、言わんとですよ、あんまり。悲しゅうして」 
記者   「堤では？」 
吉田さん 「堤の水で、泥を落として、くぼ地に草の葉っぱがあったんですね。それを、皮膚の代

わりに、こうはって、暑いもんですから、太陽があたれば。そして、しゃがみこんで、

励まし合ったんですよ。それから、お母さんたちが、もう焼けただれてね、泣きなが

ら下ってくるでしょう。『助けてくれ。助けてくれ』。それで、その後ろに、すーと立

ち上がって、泣きながら、また下っていく。もらい泣きで。そしたら、道路は死人、

けが人、これ、もう、今言っても、言葉で言い切らんほど、ひどかったですもんね。

それを見ながら、お母さんたちの後ろに、泣きながら行っても、怖いというイメージ

はないんですよ。はい。今思えば、気持ち悪かったねと思うでしょうけどね」 
記者   「お母さん方というのは？」 
吉田さん 「上におった人ですよ。たぶん、上に、畑かなんかあるんでしょうね。そこでやられた

人が、泣きながら下ってくるわけです。『助けてくれ』って。そのお母さんたちを見

て、すーと立ち上がって、今度は、下るんです。もらい泣きしながら」 
記者   「そのお母さん方というのは、やっぱり、やけどしてるんですか？」 
吉田さん 「もう、焼けただれておるですよ。はい。そして、『助けてくれ』と泣きながら。お母

さんたちの後ろに付いて、浦上川まで来たわけ。お母さんたちは、もう、川に、ガー

と下りて、水ば飲むわけですよ。それで、亡くなっていくわけ。目の当たりで。僕た

ちは、水ば飲まんやったとですよ。昔は教練ちゅうの、ありましたもんね。中学にな

れば、女子と男子と分かれるでしょう。男子には、軍人さんのおって、教練のあった

でしょう。たまたま、８月１日に、今のブリックホール、製鋼所がやられて、たくさ

んの人が死んだりけがした。『血が出れば、時間がたてば、必ず、水の欲しゅうなる。

しかし、辛抱できる人、辛抱せい』というのが、朝礼の最後やったと、訓示が。それ

を思い出して、飲まんやったですよ。ほいで、つるべ井戸まで戻るわけですよ。そし

たら、もう、太陽ば、あたるし、やけどの熱で、付けておった草の葉っぱが、だんだ

ん乾いてくるわけですよ。ポロッポロッ、落ちてくるわけですよ。それが、太陽にあ

たる暑さ。原爆どころじゃなかったですよ。すぐ死ぬと思いましたね。みんな、それ

言えば、お互いに励まし合いながら、つるべ井戸のところにしゃがみこんだんです。
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ちょうど、山がそこですから、早いんですよ、太陽が沈むのが。それで、『あー、こ

れで助かった』って言うたんですよ。太陽が山陰に落ちていきましたものですから。

そしたら、だんだん暗くなってきますと、顔が腫れてきたんです。どんどんどんどん、

もう早かったですね。初めは、ここのところ、ひどう重たく感じておるですよ。腫れ

てきおって。初めのうちは、こうしよったですね。まだ見えるわけ、こう。だんだん

だんだん、腫れるのが早いから、こうなってしもうて。目を開けるのに、力がいるで

しょう。焼けとるでしょう。顔がべらーととれてしもうたと。それで、腫れたまま、

やけただれたまま、目の見えんごとなった」 
記者   「そして？」 
吉田さん 「そして、同級生の中に自宅が近いのがおったんですけどね、それが、『吉田』って、

泣きながら言うんですよ。僕も目が見えんから、こう見て、『なんか』って言ったら、

『家に帰りたか』と言うんですよ。『自分は左の目の見えるけん』って。『みんな長崎

は燃えているけん、避難場所のなかけん、７名、おろうや』と言ったんですよ。『自

分、帰る』。今の聖フランシスコ病院の前ば通って帰ったと。今、測ったら、7.5 キロ

ありますよ、車で。まだあったでしょうね。山のなか、歩いてですからね。そいで、

そこのお母さんが、翌日、うちに、知らせに来てやんなったとですよ。それで、また、

両親と町内の人が、焼けよっとこ、燃えよっとこ、歩いて助けに来てくれたんですよ」 
記者   「その時、吉田さんは、どこにいたんですか？」 
吉田さん 「商業学校の運動場に、寝せられていた。救護隊から包帯巻かれて。あすこでやられて

ね、近くの防空壕のところで巻かれて連れられていった」 
記者   「救援隊が来たのは、覚えているんですか？」 
吉田さん 「覚えてますよ。なぜかと言いますと、何か人が言いよりなさる。はるとこ、わかっと

ですね。ガーゼを、こう。それは、意識がはっきりしてないけど、わかっとですよ」 
記者   「商業学校の運動場にいたのは、覚えているんですか？」 
吉田さん 「覚えてません。それで、お袋、そこまで、けが人、死人、見てきておっとでしょうね。

それで、救援隊がいっぱい来ておりましたから、それで行ったら、『工業学校の子ど

もは、商業の運動場に、治療ば受けて寝かせられとる。早う助けに行ってくれろ』と

言われて、それで、来たそうです。ところが、お袋、なかなか探し切らんわけですよ。

『私の名前を一生懸命呼んだら、周囲がみんな声出すと』て。そいけん、後で、それ

を聞いてね、お袋に言うわけ。『母ちゃん、なんで、自分の子どもの声のわからんや

ったとね』。尋ねたんですよ。そしたら、死人、けが人、『水ばちょうだい』と、ずっ

と、両親、見てきとるでしょう。気の動転しておったとやろ。『みんな、お前の声に

似ておったと。母ちゃん、探し切らんやったと』。『母ちゃん、どうしたと？』。『探し

切らんけん、お父さんに、勝二ば、探し切らんと、どうしましょうか』と尋ねたらし

いんですよ。親父が、『耳もとで、小さな声で、ずっと、名前ば、呼んでいけ』と言

って。母ちゃんは、何人か、何十人か、知らんけれども、『はっと気が付いたら、お
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前やった』と。それで、連れて帰ったと」 
記者   「その時、吉田さんは、返事したということですね？」 
吉田さん 「ひぇー。返事しとっとですね。そいも、わからんとですよ。ふつうの声と、ちょっと

違っていたんじゃないですかね。『お前やろと思って、連れて帰った』と。もう、暑

かでしょうね。熱に焼けて、『母ちゃん、死ぬ。母ちゃん、死ぬ』と、ずっと、泣い

ていたそうです」 
記者   「うちに連れて帰られた。その後は、記憶はどうなんですか？」 
吉田さん 「わからんとですよ。そやけん、もう、お袋の話、聞けばね、『家に着くようなったら、

布団ば敷いて、蚊帳ば張って、看病ばしてやらん』と。家に着いたら、『ちょっと待

てよ』となった。汁ば出るでしょう、臭かのが。布団に、すぐ寝せられんと言うわけ

です。母ちゃん、いっぱい、新聞紙ば、ベッドの上に敷いて、それで、油紙ば敷いて、

蚊帳ば張って寝せた。蚊帳の外には、私ば臭いもんやから、ハエが入りきらずに待っ

ているわけですよ。初めのうち、お袋も、気のついておったけども、５分としないう

ちに、私が泣くとげな。『母ちゃん、母ちゃん』、私が。お袋が出たり入ったりするう

ちに、今度、私の臭いが、お袋に移っとるとですよ。ほいで、ハエが、お袋の背中や

何かにとまって、蚊帳の中、開けた時に、入ってくるわけです。私が臭いから、お袋

から飛び立って、傷口に、ハエが卵を産み付けてしまうんですね。何日かしたら、卵

のかえっておったですもん。こんなに卵がいっぱい。ウジ虫。はしで１匹１匹とって

やろうと思っても、もう。これは、後からの話ですけどね。あれだけたくさんのウジ

虫１匹１匹とってやろうって、『はしが頭に浮かんだ』と、お袋が言っていました。

こうしておれば、なかなかはさみきらんから、傷に当たるんでしょうね、はしの先が。

『ぎゃー』と泣くとですよ。びっくりして、手をこう抜く。ほいで、はさみを焼いて、

腐れてくる肉を切ったと。断末魔のような声で泣く。『よう、お前の体を、はさみで

切った』と、泣いて話しましたけどね」 
記者   「その後の治療は？」 

吉田さん 「９月ごろ、救護所が置かれた新興
しんこう

善
ぜん

の小学校に連れられていって、さらに、１２月下

旬、大村市の海軍病院に連れられて行っている。左が良くなったんですよ。というの

は、占領軍が、軍医が、ペニシリンをいっぱい持ってきたらしいんですよ。あれを、

とっとことっとこ、打ってね、それが効いたでしょう。良うなった。右がひどかとさ。

手と足と顔がね。左側は、自然に良くなりましたから。汗の出るんですよ。それから、

ずっと、ペニシリンば打って、そして、翌年、左側が良くなったからね。右側も、こ

こから、皮ばとって、引っ付けんばいかんとなったです。２回失敗して、３回目に。

で、植皮をして、そして、手がこうなってましたからね、これ、リハビリ。バケツに、

砂を入れて、こうして上げて、ここ、割れますよ。パリって。今も、冬は。手がひら

かんわけです。引きつってますからね。ひらかんわけ。これは、もう、よかとですよ。

足も、歩く走る、いいんですよ。正座ができんですよ。引きつってますから。問題は、
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顔。長崎原爆資料館に展示している上の写真は、手術の前です。下は、皮膚ば張った

あと。そして、帰るわけです。先生も、『ようなったけん。良か』って。１年３か月

して帰った。駅では、じろじろ見られるし、もう、列車はなかなかこんし、わずかな

時間なげですよ。もう見られるもんけん、ものすごう、時間をなごう感じてですね。

そしたら、退院するときには、お袋が、『もう、お前、１年半もたったね』って。『し

かし、道
みち

ノ
の

尾
お

から浦上は、まだ焼け跡だ。整地はしてあるけどね、バラックが、ポツ

ンポツン、まだ建っておるぐらいよ』って、お袋が言いましたから。とにかく１時間

３０分、辛抱すればよかと、思ったんです。ところが、列車は各駅停まるでしょう。

今のように自家用自動車がありませんから。列車、満員ですもんね。みんな、立って

なさるんですよ。私のまわりばかり、だあれも、座るもん、おらんと。ここまで来て、

黙って見ておる。ずっと、泣いておったです。『道ノ尾、道ノ尾』。うれしくなってで

すね。もう、お袋が言うたこと、窓の外をこう見たらですね、お袋が言うとおりです

ね。焼け跡、整地しておるけど、家があまり建っておらず。後８分で、長崎着くと。

当時、『終点、長崎』って、言いよったですよ。さーって、改札場に行ったですよ。

それで、山ば超えて帰ったですもの。中町
なかまち

を通って帰りきらずに。見られて。悲しゅ

うして。もう泣きながら、１時間以上かかって。『母ちゃん、こげん、山を越えて帰

ってきた』と、泣きながら言って。そしたら、今度は、外に出きらんとですよ」 
記者   「大きなやけどをしたから、目立つということを、予測してなかったですか？」 
吉田さん 「病院では、洗面所に行っても、鏡ば、自分の顔ば見ませんやったから。病院にいる時

は、みんなけが人ですからね。自分の顔のことを知っておっても、そう、たいしてな

いんですよ。退院なって、そして、みんなから見られてね、もう悲しくて、涙を出し

ましたけど、で、帰ってきたんです。家に帰っても鏡を見ませんでした」 
記者   「どうしてですか？」 
吉田さん 「自分の顔を知っておるけん、自分の顔ば、この真っ黒かと見てですよ、よか気持ちせ

んですもん。はい。本当、今でも、顔を洗うでしょう。手入れする前、黙って鏡見て、

うんざりすっとですよ。やっぱり、子どもたちに言うんですよ。顔というのは、女性

も男性も第１。印象で一番損をするから、争いごとして、傷をつけんごとせんばいけ

ん。争いごとしてはいけんと、僕は言うんですよ」 
記者   「どうしても、他人が見てしまう？」 
吉田さん 「家の中に引っ込んで、泣いて。ところが、やっぱり、親ですね。ある日、すーと来た

んですよ。その時、外に出んから、黒いのがね、太陽にあたらんから、少し、色が薄

くなったと、感じたらしいんです、お袋の話では。それで、『勝二』と言うから、『何

ね』。『お母ちゃんはね、お前の気持ちを、わかりすぎるほど、わかっている。よかね、

黙って聞かんば、いかんよ。母ちゃんの思うに、お前、一生、この家から出ずに過ご

しきれるね』と言うわけです。『過ごし切らんと思う。だから、今、言うたことね、

気持ちはわかっているばってん、近所だけでも、出歩く練習をね』。それでも、私は、
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『いや』と言うて。何日かたったら、お袋の言うたこと、気になる。それで、諏訪神

社の方に登れば、二の鳥居から右に行けば、松森
まつもり

神社ですもんね。あそこ、人が通ら

んとですよ、今でも。あそこを、歩くようになった。しかし、誰も通らんということ、

ありませんけんね。向こうから、おばちゃんたち、来よんなんですもん。その時、私

も目と目がおうたら、パーと顔をそらせて、すれ違うまでの速さ速さ。タタタタタタ

ッと来てですね、そして、足音、パタッと止まるです。おばちゃんたちが、振り返っ

て見とんなって。私は、泣きながらね、もう、『我慢我慢、辛抱辛抱。振り返ったら

いかん、いかん』、言いながら、歩く練習から始まった。そうするうちに、髪の毛が

伸びてきたでしょう。お袋がね、『散髪に行かんね』って言ったです。僕は、髪の伸

びるのは、全然、頭になかったですもん。顔のことばっかり、考えて。したら、諏訪

神社の上り口に、散髪屋があったんですよ。ほいで、向こうのおいちゃんに頼みに行

ってるですよ。朝早う行ったとですよ。『勝ちゃん。してやるばい』って、してもら

いましたね。こうね。いっ時したら、『もうすぐばい』って、言いながらですね、『も

う、勝ちゃん、１年半前はよ、もう、血だらけの人が、ここ、蛍
ほたる

茶屋
ぢ ゃ や

の方に、どん

どんどんどん行くと』って。『ほいで、前のお寺でね、死んだ人の火葬するのの臭か

とで、窓も開けられん。ちょっと、勝ちゃんがやられた大橋付近は、どうやったね。

話して聞かせんね』って言いなすった。ちょっとで済むと思ったから、ずっと話しお

ったです。水を飲みながら死んでいった人とかね、ガスタンクの裂けて煙の出たとか、

一生懸命聞いて、手がお留守になった。後ちょっとが済まんとですもん。『あいた、

しもうた』と、おいちゃんが言うたです。『なんやろ』。開店時間ね。すると、お客さ

んが、すーと入ってきました。入ってきたお客さんば、私を見らんわけですよ。『あ

ら、見らん。良かった』と思ったとですよ。なんの、なんの。なにげなしに見たら、

鏡が前にこうあるでしょう。鏡を通して見ている。なにげなく見たら、パーとそらし

なる。なにげなく左にこう見て、左の人もびっしり見ていなさる。そいで、急に悲し

くなって、『おじちゃん、よか』。もうちょっとですよ。辛抱仕切らずに、泣いて帰っ

た。またいっ時、出きらんごとなった」 
記者   「その後は、どうしたんですか？」 
吉田さん 「日にちがたてば、気分が落ち着くでしょう。母ちゃんが言いなさるけんって、また、

出て歩こうかねって。しよったところが、ある日、何気なしに家に帰って、鏡を見た

とですよ。黒か上に、輪をかけて、焦げておると。こっち、汗腺がないですからね。

皮膚も自然の皮膚じゃない。黒か上に、・・・。見た途端に泣いたんです。『母ちゃん、

こげな顔なら、死んだ方がまし』って。『もう死ぬ』って、わんわん泣くわけですよ。

私が泣く時は、お袋は知らんふりして、わが仕事ばしよるんですよね。泣きやむ、『ヒ

ヒ』って泣きやむころになったら、さーと、横に。『あんたも、泣いて、気の済むね』

って。『泣いて気の済むなら、気の済むまで泣かんね。その時は、母ちゃん、お前の

横に来てね、泣いて加勢してやる。泣いて叫んで気の済むね』って。『そんなら、よ
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かですたい。気の済むまで泣けば』。そげん言って、しばらく黙っていたところが、

お袋が、『お前、どうしたらよかか、考えたことあるね』って、お袋が言ったんです

よ。何も言わんとですよ、私は。ヒンヒンしながらね。『母ちゃんが思うには、大村

の病院の先生に、電話をして、ここば、どういう手入ればすればね、１日でも早く、

見やすか色になるかね、尋ねたら、どうかな？』言うて、大村の病院の先生に、電話

したんですよ。そしたら、『１０年か、２０年、きれいか色にならん』と。『しかし、

今日から、朝昼晩、クリームを塗って手入れしなさい』って。６０年、今も。それで、

こんぐらいです。もう、外に出たら、小ちゃい子が、顔見たら、泣くしですね。もう、

見た途端に、泣くんですよ。涙が出るほど、悲しかったですね。今は、１０人のうち、

９．５、泣きませんから。０．５、女の子、たまに、べそかく時あっと。そんぐらい

です。いまは。そしたら、お母さんの背中に、ペターとコバンザメのごと、ひっつく

わけですよ。しょっちゅう、やられておるから、黙って立っておって、横目で見るん

ですね。顔が半分見えてくると、お母さんの後ろ握ったまま、こうして、あとちょっ

との辛抱って、辛抱辛抱して、こう見たら、私が見とっとですよ。『こんにちは』っ

て言って、泣かないんですよ。もう、その時は、涙が出るほど、うれしかです。これ

は、ほとんど、今、ありませんけど、日常茶飯事でした。そやけん、ほんと、退院し

てからが、つらかったですね。病院におるときには、みんな、けが人だから、そうな

かったですよ。本当、もう、顔のことで苦労しました。しかし、今は、本当に良かっ

たと思いますよ。子どもたちに、被爆体験を話してね。『戦争を絶対にしたら、いか

ん』と。『核兵器を使ったら、いかん』と。『世界中が平和の来るごと、みなさん方と

一緒に、がんばっていかんばいかん』。僕を見つめるんですよ」 
記者   「ふつうに外に出るようになったのは、退院してきてから、１年ぐらいですか？」 
吉田さん 「いや、まだまだ家におりました。ほいで、食品の卸問屋に、昭和２４年に入ったんで

すよ。それは、私は、工業学校でしょう。そろばんもしきらんで、商売屋に入ったも

んですから。近所に、塾があったんです、そろばんの。じいちゃんとばあちゃんの。

こまか子どもと一緒に、１年、習いに行ったんです。ほいで、商売屋ですから、売り

にいかんばいかんですたい、店にね。お母さんたちが、子どもを抱いて、買いに来る。

店に着いたら、子どもが、お母さんの方ば、一緒に向くわけですよ。そしたら、私が

おるでしょう。泣くですたい、見たら。そしたら、お母さん、『泣かんと。泣かんと』

と、買い物もせずに行きなさるんですよ。そこで、チェック。何時何分頃、買い物客

の・・・。人が帰っときでも、まだ、私は仕事ですたい。苦労しましたよ。そうかと

言えば、会社に勤めておったら、何の気はなかとでしょうけど、差別、顔のお陰で。

帰ってきてから、泣きおった。『母ちゃん、きょうも、差別ば受けたけん、会社へ行

きとうなか』って、泣きおったですよ。しばらくして、お袋は、『お前は、まだ子ど

も。そやけん、今度は、少し大人になってきたら、後から、後輩が入って来るやろ』

って。『そん時、お前が言われたようなことば、言わんごと、心がけなさい』。お袋が
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言ったんです。３６年、そこに、ずっと、勤めておったんですよ」 
記者   「仕事と同時に、原爆青年乙女の会に入りますね。どういうきっかけなんですか？」 

吉田さん 「いやいや、渡辺
わたなべ

千恵子
ち え こ

さんが、下半身がダメで、よう、お母さんから抱かれて来よっ

たもんですけん、いろいろな人が、おったですよ。仙ちゃん（山口仙
やまぐちせん

二
じ

さん）と仲の

良かったですけんね、遊びに行きながら入って、渡辺さんのとこに。もう、動ききん

ならんけん、ちまたの話でもしてやるわけですよ。昼歩けば、見られるでしょう。夜

に集まることしようやって、夜に行きよったんです。そんなら、力合わせればね、良

かけんね。そいで、原水爆禁止世界大会の第１回が広島であって、第２回が長崎です

もん。会場ば貸さんとですたい。それで、借りに行くとです。僕は、会社休んでよ。

ほいで、行って、貸さんとです。長崎は、特に、保守的だったから、貸さんとです。

左翼的な運動って、頭から訳も知らずに、かぶせられておったとですよ。もう、そい

から、苦労したとです。１週間ぐらい、前と思っております。東高の講堂ば、貸すい

うわけです。それで、長崎大会ば、しよっとです」 
記者   「外にも出たくなかった吉田さんが、原水爆禁止、核兵器廃絶のために、大会で訴えよ

うと思ったのは、どうしてですか？」 
吉田さん 「仲間の女性が声が出んけん、私が話してやらんば、いかんでしょう。一緒にずっと行

動しておったもんですけんね、おいが、あんたの代わりもしゃべらんばいかんねって

なったと思うんですよ。それで話したら、もう、それで、あがってしまってとる。話

したって、なんば話したか覚えておらんとです。一生懸命、東京では。それで、今、

思えば、よう、あっちこっち行ったねって、思うんですよ。核兵器ば、使ったらいか

んと。われわれのように、なったら、いかんと。そういう趣旨で言うとったと思うん

ですよ。僕は、覚えておらんですよ。原稿もなんも、なかと。もう、声で言った。原

稿もなんも読まずに、思ったこと、言ったもんですけん。聞きよくはなかと。自分は、

ちょっとね、書いておればね、こげんこと、話したとわかるですけど。それが、良か

ったらしかとですよ。それで、長崎に、うちの隣の人も、『わー、兄さん、よかこと、

言いなさったね』って、言ってからね、『テレビを見ておった』と」 
記者   「でも、そうは言っても、家の中にこもっていた人が、よくそこまで、１８０度変わっ

たなと思いますね」 
吉田さん 「僕も、わからんとさ。『行こうや』。『うん』って、行っておる。そやけん、原稿もな

んも、なかです」 
記者   「ビキニ事件で、日本全体でね、原水爆を禁止すべきだと、署名活動とか行われて、運

動が広がりましたよね。一番被害を受けた吉田さんは、どういうふうに見てたんです

か？」 
吉田さん 「正直言って、見ておらんですよ。なぜかと言えばね、会場ば借りに行ったり、なんだ

りしたでしょうが、会社ば休んでおるでしょうが。今度は、会社がさ、『お前、それ

に関わるなら、関わって良か。会社を辞めろ』って言うわけ。そやけん、僕は、パシ
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ャッとやめたです。もう、ちょろっと。それから、会社から、言われたけんね、もう。

どうして、働きに行かんば、メシば食われんですけんね。親父もおらんし、それで、

パシャッとやめたとです」 
記者   「今は、小学生・中学生に語るようになっているでしょう。それは、仕事、退職してか

らですか？」 
吉田さん 「そうです。そうです」 
記者   「仕事している時は、そういうことは出来なかった？」 
吉田さん 「できんとです」 
記者   「いま、被爆体験を子どもたちに話すことについては、どう思っていますか？」 
吉田さん 「本当に、僕は良かったと思いますわ。結局、今の子どもは、われわれの子どもの時代

と違いますから、あんまり平和すぎておるでしょう。これを、もう少し、何とかせん

といかんと思ってね、平和を考えなければいけない。必ず、平和は何画かと、画数ば

言わすとですよ。僕は、黒板に、英語でも書きますもんね。それで、一緒に読むんで

すよ、英語を。ほいで、わかった人って、手ば上げさせます、私は。黙って、『わか

った』って、『さよなら』と言えば、忘れるとですよ。自分たち、何か行動、手ばあ

げさせたりなんだりさせておけば、案外、忘れんとですよ」 
記者   「吉田さんも、そういうふうに活動しているんですが、アメリカはじめ核保有国は核兵

器を持ったままだし、新たに核兵器を持とうとする国もでてきている状況を、どう見

ますか？」 
吉田さん 「私はですね、もう、これは、どこも、『廃絶してくれろ』と言っても、せんと思うん

ですよ。そやけん、私は、いつも、この前も言ったとですけん、ブッシュさんが、世

界のリーダーシップとって、とにかく、『自分の家も、少しずつでも、核弾頭を、ロ

シアと交渉して減らすからね、みなさん方も、今後、作るのをやめてください』と言

えばね、納得のいくとですよ。自分のところは、今も、新しか兵器ば作ってですよ、

『こりゃ、作ったら、いかん』。矛盾しとるですもん。インドには、アメリカ、何も

言わん。北朝鮮には、わんわんわんわん言うでしょう。これは、本当、言えば、矛盾

ですよ。僕は、そげん、大きな国はね、自分たちのことを、棚に上げてね、ちいちゃ

いとこは作らせんと。それは、おかしかと思う。『作らせん』と言うならね、少しず

つでも、リーダーシップをとって、やめていかんばって。僕は、アメリカの先生たち

が来たときも、言いました。『テキサスやけん、ブッシュさんに言ってくれろ。長崎

の吉田が』。そしたら、『あー、それは、近所まで行かれん』と笑っておったですけど

ね。本当ですよ。理屈にかなわないことをしたらいかんと、思いますね」 
記者   「そのアメリカをね、変えることはできると思ってますか？」 
吉田さん 「・・・変えさせんばいかん、本当は。それを、日本は、へいへいしておるでしょうが。

それだから、なかなか進まん」 
記者   「吉田さん、自分の人生を振り返ってみて、どう思いますか？損したなって、思います
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か？」 
吉田さん 「損の損の大損ですたい。戦争ばしとらんなら、私もね、畠山さんのごと、よか男やけ

ん、自分で、そう思っておるとさ、そうせんと、言うてくれる者、おらんでしょう。

本当ですよ。顔。顔は、本当にマイナスですよ。顔に勝るものなかね。第１印象で行

くけんね」 
記者   「今は、どうなんですか？」 
吉田さん 「子どもに、『こんにちは』と言っても、泣きませんから。問題は、子どもやったとで

すよ。子ども、泣くでしょう」 
記者   「じゃ、今は、『頼まれれば、どこにでも行きますよ』という気持ちなんですね」 
吉田さん 「どっか、探してください。行きますよ。アメリカ・・・アメリカ、あげんとこね、・・・・」 
 
 

                  ２００８年９月２２日  

                  インタビュー担当 

                        ＮＨＫ長崎放送局 記者 畠山博幸 

 
 
 


