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第0章

卒業 論文 緒 論

私が、取り組んだ卒業研究テーマは「第二次世界大戦時に群馬県利根沼田に暮らしてい
た人々の戦争体験の口述記録化」である。
今回の調査では第二次世界大戦を日中戦争の始まった昭和 12 年（1937）から昭和 20 年
（1945）とする。第二次世界大戦が終結してから今年で 65 年が経ち、戦争体験者が次々
とこの世を去っている。このことは、戦争を知らない世代が増加して、第二次世界大戦を
めぐる記憶や反省が風化しつつある、ということをただ意味するだけではない。戦争体験
世代は、戦争をめぐる生きた歴史史料であり、その逝去は歴史史料の消滅を意味するので
ある。しかし、戦争体験世代は高齢化したとはいえ、消滅してしまったわけではない。現
時点では、戦争体験者にアクセスすることはまだ充分に可能である。
そこで本研究は、戦争を体験してきた当事者から、それぞれの戦争体験を聞き取ること
を中心課題とする。聞き取り対象とするのは、群馬県利根沼田に居住していた（ないしは
群馬県利根沼田に住所をおいていた）戦争体験者である。オーラル・ヒストリーの手法に
基づいて戦争体験を聞き取り、文書化して記録・集積していく。本研究は、戦時における
人間の心理や、戦時体制下の心性の解明をも目指した。さらに、戦争遂行のために日常の
生活空間がどのように編成しなおされていたか、戦時における強制性と自発性の関連はど
うであったか（国策はどこまで内面化されていたか）、を明らかにすることも目標とする。
また、調査を進めていく中で、利根沼田地域に中国人や朝鮮人の労働者が来ていたことが
判明した。当時、日本が支配していた朝鮮半島や侵略していた中国の人々について利根沼
田の住民がどのように感じていたか（加害性があったのか）、についても追っていく。
このように研究テーマを設定したことには、さまざまな理由がある。まずは個人的な理
由である。私は、幼少時より祖父母から戦争体験をよく聞かされてきた。その体験談は、
タテマエだけではない感情のこもった興味深い体験談であり、教科書からは知ることがで
きないものであった。それを私だけではなく多くの人々に知っていただきたかったのであ
る。
もちろん、戦争の記憶、あるいは戦争体験の記録、という点をめぐっては、古典的な『き
けわだつみのこえ』
（岩波文庫、1988、初版 1949、東大協同組合出版部）や本多勝一『中
国の旅』（朝日新聞社、1995、初版 1977、すずさわ書店）を筆頭にして、多くの文献や先
行研究が存在している。学術研究に限っても、例えば、最近でも、福間良明『｢戦争体験｣
の戦後史―世代・教養・イデオロギー』（中公新書、2009）がある。福間氏は、知識人の
言説に注目しながら、戦争体験が世代・教養・イデオロギーの違いによって断絶されなが
ら記憶され、伝えられてきたことを示す。しかし、本書が知識人の言説をめぐる分析であ
ることにも示されているように、現時点において、幅広い階層の人々を対象にした戦争体
験の聞き取り・記録集成の作業は、必ずしも充分に行われている、とは言えない。福間氏
自身が指摘するように、
「本書で扱ったような知識人の戦争『論』ではなく、一般大衆の戦
争の記憶自体に向き合うべきではないのか、という意見もあるかもしれない。聞き取り調
査を通じて、それらを把握・整理することは、戦争体験者が少なくなりつつある昨今、焦
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眉の課題ではあるだろう」（p.268）と言えるのである。
さらに、戦時もしくは戦前に人々は、社会や政治問題（特に戦争について）どのように
思っていたのか、またそれらが戦争遂行に影響があったのかを調査していきたいという思
いがあった。自分の頭の中では、政治や社会問題に無関心、もしくは政府や政治家の決定
に受動的な人々が戦争を容認してしまったのではないかと考えていた。しかし、これにつ
いて調査を始める前までは確固たる証拠がなかった。ゆえに、この考えが合っているのか、
それともまったく別な何か（市民が本当にアジア開放のための正義の戦争だと思っていた、
またそのように考えるように洗脳されていたなど）があるのかを調査していった。
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第 1 章  群 馬 県利 根沼 田 地域 の昭 和初 期 から 昭 和 2 0 年 まで の 社会 情勢
1-1. 利 根 沼田 の産 業
 利根沼田の産業として、当時、農業では稲作と養蚕が主であったが、蕎麦やこんにゃく
芋、大豆なども生産していた。林業では、薪炭材の生産が多かったとしている1。
1-2. 社 会 イン フラ
1-2-1 . 交通 （ 鉄道 、バ ス ）
まず、鉄道であるが、昭和 6 年（1931）には水上―越後湯沢間が開通し、利根沼田から
新潟や東京までの路線は整備されていた。
次に、バスについてだが、昭和 8 年 10 月現在、利根沼田地域には、8 事業者の乗合自動
車が運行されていた。しかし、同年 10 月 1 日、自動車交通事業法が施行されると、バス事
業者は自主統合の気運となり、利根沼田地域のバス事業は、昭和 10 年以降、毛武自動車→
東武自動車へ自主統合していく。
毛武自動車は、東武鉄道の系列バス事業者として昭和 8 年に設立した後、約 3 年間に 30
件に及ぶ買収を行って営業エリアを拡大したので、昭和 11 年に東武自動車株式会社と社名
変更した。さらに、戦時中には、事業の統合を図る法律や通達が地域ごとに決められ、存
続し続けた事業者も、第二次大戦中に同社に強制統合されたとしている2。この東武自動車
株式会社の路線図について本論文末尾に記す。
1-2-2 . 郵便 、 電信 、電 話 、ラ ジオ
第一に、郵便局は、利根沼田各市町村に第二次世界大戦までに開局していたとされてい
る3。
第二に、電信であるが、電信は昭和 12 年（1937）の日中戦争をさかいに急増する。そ
の理由として国際情勢の緊迫化に伴い電報の取り扱いがますます増加していったためとさ
れている4。
 第三に、電話であるが昭和 4 年までに公共機関（郵便局、警察）に電話があり、さらに
商店や個人で電話を所有する人が出てきている。しかし、昭和恐慌により電話を手放す人
が現れ、戦時下になると電話機の供出が奨励されて電話はあまり普及していかなかったと

1
2
3
4

沼田市史編纂委員会、『沼田市史』、通史編 3、1998、pp.465-469。
鉄道、バスについて『沼田市史』、通史編 3、1998、pp.502-507。
『沼田市史』、通史編 3、1998、pp.507-508
同上、pp.508-509。
5

されている5。
 第四に、ラジオであるが、ラジオは電話に比べ普及が早かったとされている。昭和 8 年
から前橋放送局の放送が開始されたころから農村でもラジオを購入するものが増え始め、
昭和 16 年以降、終戦までには半数近くの農家でラジオが普及していたとしている。これは
戦争のニュースを農村でも聞く必要があったためとしている6。
1-3. 行 政
 沼田市史によると、行政の事務報告書兵事事務の部では、老いも若きも一丸となって国
難の克服に身を挺すべき時であり、兵事事務は国防上最も重要な不可欠用件なので、次々
と下令された動員事務に全機能を傾注し、対応したと述べている。動員下令の都度、行政
では区長、各種団体役員、方面常務委員の参集を即刻求め「善後措置を協議し遺漏なきを
期し」たとしている。また、応召出兵に際しては、各種団体市長村民一般が盛大に歓送し
士気の鼓舞に努めたということである。さらに定期的に祈願祭を行い、出征兵士の武運長
久と戦勝を祈ったとされている7。
 戦時中（1931 年から 1945 年）において、役場事務は食糧増産、国民貯蓄の増強、軍事
援護の徹底、召集徴発事務の完備、生活必需品配給事務の改善、常会の統一強化、防空の
強化を特に重点として取り組んだとしている8。
 行政の財政状態として、昭和恐慌によって生糸の値段が下がり、養蚕が主産業であった
利根沼田も不況に陥り農工商業者へ行政が低金利貸し付けを行っていたため、財政は昭和
11 年まで窮迫していたとされている。これについては、昭和 8 年 3 月の群馬県に対する「昭
和 6 年に襲来せる農村の不況は、山間部にして且つ養蚕を主産業とする利根郡において、
窮乏実に想像の外にあり。その窮乏農村の交換経済の中心地点をなす沼田町は、他の地方
に比しその窮乏深刻なり。」と伝えていることからわかる。昭和 11 年以後になると、耐久
生活の中にあって「住民各位の納税報国の精神を発揮せられた結果、諸税・使用料共に完
納の域に達し、財政は至極円滑なる運営をなし得る」となっており公文書としては健全な
財政状態だったとしている9。
1-4. 隣 保 組織 の整 備
 先ほど述べた常会は、戦時下に政府の施策を速やかに国民に浸透させるため、大政翼賛
会の中央本部から隣組に至る各段階で毎月開催されたとしている。市町村常会から隣保常
会までの期間は 10 日前後となっており、中央政府からの情報伝達が速やかに行われていた

5
6
7
8
9

『沼田市史』、通史編 3、1998、pp.508-509。
同上、p.509。
『沼田市史』、通史編 3、1998、pp.364-365。
同上、pp.370-371。
同上、p.371、pp.355-359。
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ことがうかがい知れる 10。常会の内容として村常会では、金属回収や防火デー運動実施、
国債ならびに貯蓄債券・報国債券消化、戦死者村葬、入退営歓送迎、配給について話し合
われていたとされている11。
1-5. 利 根 沼田 にお け る軍 事施 設、 軍 事関 連 施設
東部第 41 部隊が沼田町に昭和 15 年から松江から移動し、沼田町が軍事施設（兵舎、軍
病院、）が出来るようになり軍都化していったとしている。その周辺の昭和村には軍事演習
場などができ利根沼田に軍事施設ができていったとされている。東部 41 部隊との利根郡民
との関わりだが、記念日などには営内が郡民に開放され、戦車の攻撃演習や模擬店などを
出店し、郡民を接待し、日曜などには兵士は、町にくりだし郡民との交流があったとされ
ている12。さらに、昭和 20 年 6 月に、宮城県仙台師団管下東部第 30406 部隊の将兵高橋千
秋中尉以下、士官兵一ヶ中隊（150 名）が池田国民学校に駐屯して決戦下の国土防衛にあ
たることとなり、大隊本部は利根農林学校に、その他は薄根校（沼田）、白沢校、升形校（沼
田）、久呂保校（昭和村）等に分散して、交互に連絡をとっていたとされている13。
利根沼田には、軍事関連施設を建設する計画もあり、陸軍火薬製造所（岩鼻火薬工廠）
の地下工場が沼田の上川田地区に建設しようとし進捗度が 16％の段階で終戦をむかえ、中
島飛行機の地下工場が上越線後閑駅東側、三峰山麓（旧月夜野町）に建設され昭和 20 年 7
月末に完成したとされている14。さらに、昭和 18 年中頃から、航空戦力が西南太平洋を中
心とする戦局において勝敗を決める鍵となり、航空機の生産増強が焦眉の課題となり、飛
行機および船舶用のアルミニウム製造に多大な電力を必要とするようになった。これに対
応するために、利根沼田での岩本水力発電所の建設が進められていたとされている。沼田
市史に登場する岩本水力発電所建設を担当した間組の『間組百年史』によると「多くの強
制連行された朝鮮人や中国人が岩本水力発電所建設に動員されたとしている。その朝鮮人
や中国人の労働環境は劣悪で、慢性的な飢餓状態や過酷な作業のため死亡者や逃亡する者
もあった」とされている。そして、動員されていた中国人の多くは中国大陸でとらえられ
た俘虜であり、日本へ向かう途中に病で倒れた人もいるとしている15。
1-6. 戦 時 中の 教育
 明治時代から、
「御真影」や「教育勅語」は神聖視され、どの学校でもその取扱いに最大
の注意が払われていたことは、いうまでもない。
 利根郡内の各市町村には、尋常小学校が存在したが、昭和 16 年（1941）4 月 1 日から「学
10
11
12
13
14
15

『沼田市史』、通史編 3、1998、ｐ.359。
同上、pp.360-370。
『沼田市史』、通史編 3、1998、pp.435-442。
池田村史編纂委員会、『池田村史』、1964、pp.441-444。
『沼田市史』、通史編 3、1998、pp.443-444。
同上、pp444-446。
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制」発布以来の尋常小学校の名称が国民学校と改称されたとしている。国民学校初等科の
教育内容は、国民科（修身・国語・国史・地理）、理数科（算数・理科）、体錬科（体操・
武道）
、芸能科（音楽・習字・図画・工作）の 4 教科にまとめられ、各教科目の内容は、超
国家主義・軍国主義で貫かれていたとしている。さらに、太平洋戦争が激化していくと二
宮金次郎の銅像が供出され、国民学校高等科にも動員令が下り、各学校は学徒隊を結成し
て学校での学習を止め、農業・工業の増産に従事したとしている16。
利根郡内には、中等教育施設として、沼田中学校、利根農林学校、沼田高等女学校、桔梗
丘文華女学校が存在し、昭和 10 年には利根郡内にあった実業補習学校と青年訓練所を合わ
せ、より軍事色彩の濃い青年教育の場として青年学校再編し、青年学校は、昭和 14 年に男
子は義務制となっていったとされている17。
 沼田中学校は、明治時代より戦闘訓練などの軍事教練が採り入れられていた。大正 14
年には正式に軍事教練が学科課程に採り入れられ、それと同時に陸軍現役将校配属令が公
布され、沼田中学校、利根農林学校には将校が配属され軍事教練を指導したとされている18。
 先ほど述べた中等教育施設は、16 年頃から勤労奉仕活動や勤労奉仕活動などを行ってい
たが、昭和 18 年以降、学徒動員として様々な場所に、勤労奉仕や勤労動員していく。主な
例としては、沼田中学校の中島飛行機後閑地下工場建設関連工事動員、沼田高等女学校の
中島飛行機小泉製作所動員、利根農林学校の大桁山県有林、水上町大穴国有林製炭作業動
員などである19。

16
17
18
19

『沼田市史』、通史編 3、1998、pp523-528
同上、pp.531-542。
同上、p.539。
同上、pp.543-558。
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第 2 章  調 査 手法
2-1. オ ー ラル ヒス ト リー の利 用
2-1-1 . オー ラ ル・ ヒス ト リー の定 義

御厨氏はオーラル・ヒストリーを「公人の、専門家による、万人のための口述記録」と
定義している。調査対象は公人としているが、それは決して政治・経済・外交といった統
治に関わるエリートだけではなく、一般住民や職人なども対象に含まれる20。
また、酒井氏は、「歴史学の一分野でもなければ、社会学や人類学の一分野でもない。
もし、『オーラル・ヒストリー』を既存の学問と捉えるならば、その研究手法は、それぞ
れの学問が発展させてきた手法、あるいは作法に照らし合わせておこなわれる必要がある。
つまり、それぞれの学問作法の中で『聞いた資料』を扱っていく」としている21。
つまり、オーラル・ヒストリーは社会現象や歴史現象を人の語りによって理解し、検証
していくものと考える。

2-1-2 . オー ラ ル・ ヒス ト リー の意 義
御厨氏によると「資料には残らない証言者の建前と本音の間で葛藤する心理状態や本音
部分が聞き出せることも大きな意義がある。」 22としている。また、酒井氏は、「人々の記
憶しか歴史資料がないところでは、人々の語る言葉は重要は資料であり、その資料を有効
に生かして歴史を書いていくことを避けて通ることはできない。また、文書資料や統計調
査資料の多い歴史事象であっても、人々が語る歴史は、歴史の解釈、歴史そのものの意味
すらも変えていく可能性がある。」23としている。
今回私が調査する内容は、文書資料はいくらか残ってはいるが、戦争当時、住民が社会
現象をどのように感じ考えていたのかについては、このオーラル・ヒストリーという手法
が適していると考える。
2-1-3 . オー ラ ル・ ヒス ト リー の限 界
しかしながら、オーラルヒストリーにも限界は存在する。
御厨氏によると、
「第一にオーラル・ヒストリーで証言者が語ってくれるのは、その証言者
が知っているもののすべてではないということである。それゆえに、記録として残す際に
は語らなかったことを暗示する方法を用いる必要がある。
御厨貴編、『オーラル・ヒストリー入門』、岩波テキストブック、2007、pp.4-8。
酒井順子、『市民のオーラル・ヒストリー―歴史を書く力を取り戻す―』、かわさき市
民アカデミー講座ブックレット NO.29、2008、pp.18-19。
22 御厨貴、前掲書、pp. 4-8。
23 酒井順子、前掲書、p. 5。
20
21
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第二に、証言者が語ったことが全て正確で、その通り書いていれば歴史の真実が現れる
というわけではないということである。それを防ぐために、他の証言者からも語ってもら
い証言者が語ることにクロスチェックをかける必要がある。」24
このようなオーラル・ヒストリーの限界を突破するために今回の調査では、証言者の語
った内容については極力修正を加えない形（一部内容を分かりやすくするために修正を加
えた）で文章化した。さらに、チェックをかけるために、調査前には利根沼田の各市町村
史を読み、証言者の話す内容を検証した。また、証言者自身にも書き起こした内容を一度
読んでいただき、思い違いや文章化の間違いがないかチェックを依頼した。
2-2. 調 査 地域
利根沼田の地図は右の図 1 に
示す。なぜ利根沼田なのかとい
う点については、もちろん自分
の故郷であるから祖父や祖母
の友人や知り合いが多く調査
が他の地域に比べてしやすい
ということもある。
しかしながら、この地域に着
目した本質は前述のことでは
ない。群馬県史、群馬県におけ
る戦争体験記などを見ると空
襲や戦地、疎開体験のことは詳
しく述べられているが、山間農
村部の戦時下の暮らしについ
て十分な記述があるとは判断
できなかった25。この山間農村

  図-1

部の戦時下の暮らしについての （昭文社 Super Maple Digital Ver.7、2006 年度版より引用）
戦争体験を補完していきたい。なぜならば、その部分さえも記録として残しておかなけれ
ば戦争の多面的視点がなくなってしまうのではないかと考えるからだ。
2-3. 調 査 対象 者

調査対象者は、群馬県利根沼田に居住していた（ないしは群馬県に住所をおいていた）
方で、75 歳から 90 歳までの方々に決め、1945 年の市町村区分（一部 2005 年までの市町
御厨貴、前掲書、pp. 17-23。
群馬県史、群馬県内に残されている 175 の文献を調べてみたが、山間農村部の記述があ
るのはごく一部であり、あったとしても集団疎開の話などになってしまっていた。
24
25
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村区分）に暮らしていた人々とした。今回は質的調査の意味合いが強いため、選挙人名簿
から無作為抽出を行うというようなことは行わず、各市町村から 1 名（ないしは証言者の
関係者 1,2 名も参加）を祖父母の協力により選び出し聞き取り調査を行った。証言者の構
成は、祖父母のかつての同僚やサークルで知り合った友人、サークルの指導者などである。
2-4. 調 査 手順
 調査地域、調査対象者については先ほど述べたとおりである。調査は、電話で調査依頼
をした後、数日後、証言者の自宅（もしくは私の実家）にお邪魔し、調査票（※末尾に添
付）に記入されている質問事項に沿って実施した。同時に聞き取り内容は IC レコーダーで
全て録音している。調査後に、調査票と録音を基にトランスクリプトを作成し、2-1-3 でも
述べたようにクロスチェックをかけた。
調査票については、犬塚准教授の指導の下、
「亀岡の戦争を語りつぐ―市民のアンケート
調査報告書―」26を参考に、ある程度の段階まで作り、祖父母にプレ調査を行い、質問内
容などを調整、変更し作り上げた。
主な質問事項は、①戦時中の生活（主に食糧面）、②戦時中の情報・電気・交通面、③戦
時中の学校生活、④人間関係・社会構造、である。調査結果については、第 3 章にまとめ
る。

京都府亀岡市役所企画管理部秘書広報課、「亀岡の戦争を語りつぐ―市民のアンケート調
査報告書―」、2007、
URL http://www.city.kameoka.kyoto.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=4807、
最終アクセス日 2009.1.11。
26
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第 3 章  調 査 結果

 これから、聞き取り調査の結果を載せていくが、各証言者の掲載順は調査日順とする。
また、証言の中に小括弧がいくつか登場するが、それは記録上、補足が必要と考えたため、
私がつけたものである。
3-1. 川 場 村 宮内 学 氏 聞き 取り 調 査
2009 年 11 月 4 日実施
【14:00〜 宮内氏宅にて】
質問者「お名前、年齢をお聞かせください。
」
宮内氏「宮内学、満 85 歳です。」
質問者「第二次世界大戦中に暮らしていた住所をお聞かせください。
」
宮内氏「同じ場所です。生まれてからずっとです。」
質問者「群馬県利根郡川場村天神地区でよろしいでしょうか。」
宮内氏「はい。今と同じです。
」
質問者「その当時の家族構成をお知らせください。」
宮内氏「え〜、父、母、姉、妹が 5 人、ちっちゃくて亡くなった妹が 2 人です。」
質問者「お父様もしくはお母様のご職業は。
」
宮内氏「父はいろいろ器用な人でいろいろやったんですよ。大工・ブリキ屋・籠屋・左官
屋・神主をやっていました。とにかく親父は器用な人で。だから職人なんですけ
どね。要するに日傭取りですね、今で言う。
」
質問者「お母様は、ずっとお家にいられたようですか。
」
宮内氏「百姓を少ししていましたね。母親は百姓が好きで。」
質問者「終戦、昭和 20 年の 8 月 15 日をいつお知りになられましたか。」
宮内氏「はい。あのね、私が入隊したのは昭和 20 年の 1 月 3 日なんですよ。高崎十五連
隊の 38 部隊って言いましたけど、高崎の 38 部隊に終戦年 1 月 3 日に入隊してそ
れから、えー、外地にはいかないんですけど茨城のほうへは行きました。それも
よくわかんないんだけどねー、そのことはこの本に書いてありますので。」
質問者「茨城で。」
宮内氏「茨城で、場所は大洗町の近くで。」
質問者「その時何歳でしたか。
」
宮内氏「その時は満―、終戦の年だから、満 20 か 21 かな。」
質問者「戦時中の生活の一日の流れをお教えください。11 歳から 13 歳までのことをお教
えください。」
宮内氏「月曜日から土曜日まで学校に行ってそれも大きい生徒と学校に行って帰ってくる。
同級生は割合帰ってきてから遊べたんですよ。私はうちが貧乏だったというのと、

12

家畜を飼っていたんですね。山羊だとかウサギ。学校から帰ってくると必ず草刈
りに行ってね。その家畜のえさを籠に一つ背負ってこないといけないんですよ。
それを毎日していました。そうするとそれから遊んでもいいという許しが出て遊
びに行くんですけど。」
質問者「今の小学生は草刈りをすることなんてないですよね。」
宮内氏「そうだねー。この近くにも同級生がいて、私は草刈りに行っている。同級生は、
道具を置いて飯を食べればスーと河原に行くんだいね。河原に行くということは
できなかったね。うちが貧乏で、どうしても草を刈ってこないうちは、解放され
ないから。」
質問者「尋常小学校を卒業してからの 3 年間はどのような生活をされていましたか。」
宮内氏「尋常小学校を卒業したのが昭和 13 年かな。それで卒業してから青年学校っていう
のに入ったんですよ。川場村青年学校。それが昭和 14 年か。青年学校に入って、
そんで青年学校っていうのは毎日じゃないから、昭和 14 年と 15 年青年学校に通
って、小学校の校長先生がね、小林トクエっていう先生で『宮内お前、青年学校
の助手にするから助手になれ』って言うので青年学校の助手になったんですよ。
昭和 14 年。」(立ち上がりその当時の資料を探しに行く)
「だから、小学校を 13 年に卒業して、それで青年学校に入って、青年学校に入っ
た年に助手になったんですね。ちょうどうちの親父がね、職人で学校の仕事をし
てたんですよ。ブリキ屋とかね。それで校長先生にうんと大事にされて、それで
この先生が、そのー、親父に『お前んちの子を助手にするからって』たぶん言っ
たんですよ。それで月給をもらった。14 年、15 年とね。」
質問者｢昭和 16 年、17 年などは。｣
宮内氏「16 年はね。16 年に代用教員になったんですね。まあ検定試験なんていうのも取
りきらないんだけど、校長先生が『お前、隣村の白沢村の代用教員になれ』なん
て言うもんだから。
」
質問者「代用教員では白沢村に行っていたんですか。」
宮内氏「はい。隣村の白沢村に。ちょうど白沢村の先生が戦争で出ちゃったもんだから、
それで。」
質問者「昭和 16 年から 20 年まで代用教員をなさっていたんですか。
」
宮内氏「代用教員は 1 年です。ていうのは、そのー、試験が受かったもんだから。代用教
員しながら試験が受かったんですね。師範学校に行って検定を受けるんですけど、
うんと具合のいいことがあったんさね。ていうのは、白沢から米倉大謙先生って
いうのが群馬県で一番の習字の先生ですけど、その先生がですね、私の小学校 2
年の時の担任なんですよ。その先生は東洋大かどっかを出てね。どこかで 1 年か
2 年先生をして川場に来たんですね。それで私はその先生に教わったんだけど。
まだその先生は習字の検定試験の最中だから、その先生は暇さえあれば字を書い
ていたんだけど。それで、私なんかを教えていて、(米倉先生が)試験が受かったん
かな。それで私なんかが 3 年か 4 年ごろにはもう前橋の高等学校とかに習字の先
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生として出かけて、そのあと師範学校に行って習字を教えていたんだいね。免許
を受けるときに具合がいいていうのはね、その試験を受けに行くときに、試験が
終わると米倉先生のいる書道研究室によるんですよ。それだからだいぶ心強かっ
たしね。米倉先生がいくらか応援してくれたかもしれないと思うんだけど。それ
で、最初は農業の専科訓導だったんですよ。それでサク切りなんてのがあるんで
すよ。百姓なんだからうまいわけですよ。それで試験管に褒められて

。その当

時小学校しか出てない人間は全教科試験を受けなければならなかったんですよ。」
質問者「では、戦争中の生活について質問させていただきます。戦争中、川場村では食糧
は足りていたようでしたか。｣
宮内氏「いやー、とにかく食糧は、麦飯でねー、その中に薩摩芋を切りこんで食べました
ね。」
質問者「やはり、お米はぜいたく品だったようですか。
」
宮内氏「お米はねー、うちは百姓をしていないでしょう。米はないんですよ。米は買って
くるから。米を作っているうちでも、供出があって作っても自由には食べられな
かったけどとりあえずは食べられたんさ。でも、うちは職人だからそのー、百姓
してないからお金を出して米を買ってきて、それで食べるからたまには米のない
日もあるんですよ。米が終わっちゃって買えなくって。そういう日もあったみた
いですね。」
質問者「各家庭によって食糧状況は違ったようですか。
」
宮内氏「家によってうんと違いますからね。うちなんか特にね。ここら辺は 50 件ぐらい家
がありますけどね、一番貧乏なうちだったんですね。それは何でわかるかってい
うと、うちの村には勤倹部っていうのが天神にあったんですね。私も勤倹部長っ
ていうのをやったんですけど、その記録を見たらその終わりのほうに村会議の座
席表っていうのがあって、うちは 50 軒中、49 番目か 50 番目にあったんですよ。
お金がある人順にね。とにかく終戦になってからね、こう平等になりましたけど
それまではうんと差がありましたね。それで百姓なんかをしてる家はいっぱい食
糧を持っていてね。だけどうちは百姓じゃなくて職人だから、職人の場合は仕事
が仕上がらないとお金がもらえないんですね。だから近くのお金持ちの家にお金
を借りに行くってこともありました。その当時は大尽貧乏の差がはっきりしてい
ましたからね。」
質問者「他の地域と比べて川場村の食糧はどのようでしたか。」
宮内氏「あんまりはっきりしたことは分かりませんけど、川場村は食糧の面では割合良か
ったんではないですかね。百姓が専門の仕事であとは山仕事もありましたけど、
百姓をしてる人が多かったから、食糧の面は案外よかったんじゃないかな。だか
ら町の人は物を持って物々交換で食糧を求めていたけど。それでもその頃は吉右
衛門っていう大尽がいて、自分のうちから沼田まで他人の地所を踏まないで行け
たって言う人がいたんですね。そういう人のうちは土蔵があってその中には米が
いっぱいあったみたいです。」
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質問者「戦争中、食糧や雑貨などが配給制・切符制などになったようですが生活していく
のには十分量だったですか。」
宮内氏「十分な量じゃないですね。」
質問者「配給された食料品は質の高いものでしたか。」
宮内氏「あんまり覚えてはいないですが、変わっていったと思います。」
質問者「これまで話していただいた配給制について周りの人や、宮内さん自身はどのよう
に考えていましたか。」
宮内氏「私なんかは、あまりそういうことを考えなかったけど、仕方ないとは思っていた
かもしれないです。
」
質問者「本当は満足ではないけど従わざるをえないような状況だったようですか。」
宮内氏「そうですね。上の人の言う事を聞かなければならなかったね。」
質問者「次は、戦況などの情報や、交通などについて質問させていただきたいと思います。
戦況はどこから入ってきていましたか。」
宮内氏「あのねー、ラジオを通して、そのー、そういう情報は入りましたね。ラジオを持
ってるうちが何軒かあるんですよ。要するに大尽のうちですね。お金持ちのうち
でラジオを持っている。そこで聞いてきた人が教える、話すということだったん
ですね。たまには、聞かせてもらいに行くこともありましたね。」
質問者「お金持ちのラジオから流れる情報を誰かが聞いたり、自分で聞いたりしてそれが
伝わっていくような形だったんですね。」
宮内氏「そうです。
」
質問者「新聞は、周りや宮内さんの家にはありましたか。」
宮内氏「新聞はあまり覚えていないですねー。」
質問者「あまり見かけていないですか。」
宮内氏「そうですね。新聞も買えないから。今のようにどこのうちも新聞を取っているわ
けじゃないから。ラジオにしても新聞にしても大尽のうちでないとなかったです
ね。」
質問者「川場村からどこかへ移動する際の交通手段が多かったですか。」
宮内氏「これは、私の場合ですが、はじめは自転車です。それから原付自転車になってい
きました。」
質問者「当時バスの利用は多かったですか。
」
宮内氏「バスはあまり乗れなかったですね。やっぱりバスはお金を出さなきゃ乗れないか
ら全部の人が利用できるわけではなかったですね。」
質問者「汽車は利用していましたか。」
宮内氏「利用していました。私が一番多く利用した理由は、検定試験を受けるために川場
から前橋の師範学校まで行くのに使いました。沼田から群馬総社までですね。そ
こから、師範学校まではお金を節約するために歩きました。」
質問者「戦争中学校の授業で軍人などが来るようなことはありましたか。」
宮内氏「軍人は学校には来ましたね。」
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質問者「訓練の時などですかね。」
宮内氏「そうですね。青年学校の 1 年に一回か二回訓練の様子を視察に来るんですね。そ
の時はサーベルを下げた将校が来ましたね。
」
質問者「勤労奉仕の活動は学校でなされていましたか。
」
宮内氏「勤労奉仕っていうのはよくやりましたね。」
質問者「勤労奉仕の活動は具体的には何をなさっていましたか。」
宮内氏「百姓の手伝いに行ったりはしていましたね。」
質問者「工場などには行っていましたか。」
宮内氏「工場にはうちの姉が前橋の工場に働きに行っていたね。」
質問者「学校単位で工場に働きに行ったということはなかったですか。」
宮内氏「そうですねー。この辺ではあんまりなかったですね。」
質問者「学校の校則が戦時中特に厳しくなったということはありましたか。」
宮内氏「わたしはねー、その、通知簿なんかに校則が書いてあるけど覚えたことはないん
ですよ。(通知簿を取り出す)。こういうのがね。こんなのは満足に読んだこともな
いし。こういうのは学校で一番初めに読まされましたよ。勉強が始まる前にみん
なでね。」
質問者「教育勅語も同じようですか。」
宮内氏「そうですね。それで教育勅語なんかを読むときは気をつけをして、うっかりして
ればげんこつをもらって。昔は、奉安殿っていう教育勅語なんかをしまっておく
部屋が庭とかにあって、天長節や紀元節などの日には出して講堂のところへ持っ
て行くんだけどね。教育勅語なんかを校長さんや教頭さんが持って庭を通る時は
庭にいる生徒は気をつけをして通り過ぎるまで待ってるんだね。」
質問者「校則や学校生活について宮内さんや周りの友人などはどう思っていましたか。」
宮内氏「いやー、私はそういうことについて考えたことはないですね。私なんかは割合馬
鹿なほうだから、その、言われたことを聞くほうだったんだったんですよ。批判
することなどはほとんどなかったね。どっちかといえば劣等生だね。言われると
すぐに『はい』って聞いてたほうだね。」
質問者「批判などをする生徒はいましたか。
」
宮内氏「批判するようなことは割合少なかったですよ。批判する友達っていうのもいたよ
うな気もするけど割合少なかったですね。私なんか特にあんまり素晴らしい頭を
持ってないから人に言われたことを批判するということや撥ね返すことは割合で
きなかったね。先生の言うことは仕方がないということでね。上の人に逆らっち
ゃだめだという考えが強かったからね。」
質問者「やはり先生は怖かったですか。」
宮内氏「そうですね。いやー怖かった。おまわりさんと先生がうんと怖かった。
」
質問者「戦争中、集団疎開などで他の地域から子供がやってきましたが、川場村の子供た
ちはどのように接していましたか。」
宮内氏「その辺は割合、上手く溶け込んでいたんじゃないかな。」
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質問者「都会の子たちをいじめることなどはなかったですか。」
宮内氏「割合なかったと思いますよ。川場の場合なんかは特に。」
質問者「では、仲良くみんなで遊んでいたようですか。
」
宮内氏「そうですね。」
質問者「戦争中、隣組・隣保班などが組織されていたようですが、実際にはどのような活
動をなさっていましたか。」
宮内氏「私が覚えているのは、隣保班で夜火災予防で回ったことがあります。それからー、
回覧板も回っていましたね。」
質問者「戦争のための組織ではないようですか。」
宮内氏「戦争のためというよりもみんなが助け合っていくために活動をしていました。」
質問者「監視し合っているというようなことはなかったですか。」
宮内氏「この辺はそのようなことはなかったね。割合上手くいったのかな。割合そういう
ことはなかったです。」
質問者「隣組や隣保班に参加していない家庭はありましたか。」
宮内氏「大体なかったですね。監視体制というより互いに仲良くなっていくような組織だ
ったからね。」
質問者「様々なものが供出されていたようですが、宮内さんのご家庭で供出したものはあ
りますか。」
宮内氏「うちはね百姓は少しはやっていたけど、小作人ていって、よそのお金持ちの畑を
借りて百姓はしていましたけどね。供出とかねそういう余裕はなかったですね。」
質問者「供出していたのはお金持ちなどですか。」
宮内氏「そうですね。お金持ちやお米をたくさん作っているうちはありました。うちなん
かはそういうことで職人だったんで小さな畑はあったけどほかに売るような余裕
はなかったね。」
質問者「その畑で採れる野菜などは供出しなければならないということはありましたか。」
宮内氏「うちなんかはほとんどなかったですね。」
質問者「とれる量が多くなってくると供出しなければならないんですかね。」
宮内氏「そうですね。」
質問者「供出をしていたお金持ちの人や多くの畑を持つ人はすべて供出していましたか。」
宮内氏「いや、それはもう自分で必要なものは抑えて、余ったものを出すようにしていた
んでしょうね。」
質問者「供出について宮内さんやそのご家族はどのように考えていましたか。」
宮内氏「うちなんかは供出するほうじゃなかったから関心がなかったね。他の家の供出の
話は聞いていたけどあまり考えていなかったね。」
質問者「周りのお金持ちのうちは供出について不満を持っているなどは聞いた事がありま
すか。
」
宮内氏「いやー。表向きには言わなかったね。」
質問者「利根沼田地域で松の根掘りが行われていたようですが、宮内さんやご家族の方は
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行っていましたか。
」
宮内氏「行っていません。一時そういうのがね、いや、松の根掘りにいったことがあった
な。松の根掘りは熱心にやらされていた思い出がありますね。」
質問者「学校などで松の根掘りに行くようなことはありましたか。」
宮内氏「学校なんかでも行ったことがありますよ。たまに行ったような気がしたな。」
質問者「松の根が何に変えられるのは知っていましたか。」
宮内氏「それは、知らなかったでしょうね。
」
質問者「油になることは知っていたけどそれから先のことは知らなかったようですか。」
宮内氏「そうですね。あんなものを使って何になるのか疑問に思うことは少なかったです
から。言われたからやっていたようなことが多かったです。私なんかは親から言
われたことを反発するようなことはしなかったからね。上から言われればしょう
がないかなと思っていましたね。」
質問者「利根沼田地域で特に月夜野地域で中国人や朝鮮人などが岩本発電所などの工事に
従事していた事実がありましたがご存知でしたか。」
宮内氏「それはね、聞きました。朝鮮人が来ているとか、中国人というよりも朝鮮人が多
く来ているっていうのを聞きました。」
質問者「そのようなことについてどのように思っていましたか。」
宮内氏「あまり考えることはなかったですね。聞いたことはありますけど深く突っ込んで
聞くようなこともなかったし、大変だというようなこともちょっと聞いたことも
あったけど。」
質問者「中国人や朝鮮人を月夜野の人がどう思っていたようですか。
」
宮内氏「ちょっと分からないなー。」
質問者「人々は朝鮮人や中国人について一つ位が下の人間として見ていたようですか。」
宮内氏「そうですね。私は、細かいことは分からないですけどそういう感じが強かったの
かな。
」
質問者「話しておきたいことや話し足りないことはありますか。」
宮内氏「私は、軍隊でそのー、一回私は二等兵だけど上等兵に食って掛かったことがあり
ました。というのはね、あんまりね、ひどくたたいたりするので怒ったことがあ
ります。
『なんでそういうことをするんですか、私だって一生懸命やってるんです』
なんていったことがあります。そうしたらね、どんなにやられるかと思ったらな
にもやらなかったね。殺されるかと思ったけど、あんまり真剣に泣きながら訴え
たんです。それで高崎に入った時の話だけどね。班長さんっていう人も非常に優
しい人もいるんです。村のはずれに生方三四郎っていうのがいるんです。三四郎
さんっていうのが伊勢崎から出ている班長さんと仲が良かった。高崎に入ってい
たころはよくうちから姉が面会に来てたんですよ。ぼた餅なんか作ってね。そう
いうのを持って部屋の手文庫などに入れておくと上の上等兵なんかがみんな食べ
ちゃうんだいね。それはひどかったですよ。生方君は伊勢崎の班長と仲が良かっ
たから『おい宮内お前、今日もらったものを班長の文庫に入れておくべ。』なんて

18

いってね。班長がいなくてもそこに入れておくんですよ。それで夜になって『班
長さんさっき入れさせてもらいました』なんていうと『いやー入れておけ』なん
ていう班長さんもいました。そういう班長さんもいました。面会に来てもらった
ものははじめ 1 回か 2 回はとられたことはあったけど生方君が言ってくれたんで
よかったです。たぶんねー、一つ星を上等兵がいじめるのは 2 通りあるんですよ
ね。その、もともとそういう性格の人じゃなくても自分が前にやられたことを違
う人にしっぺ返しのようにする感覚でやる人もいるし。今考えてみれば可哀そう
さね。怒る兵隊っていうのは相当怒られてきたからしっぺ返しをやってるんじゃ
ないかなって今になって思います。逆に良い兵隊がいて食べ物をとっておいてく
れる兵隊もいるんでね。いやー、あまり役に立つことが言えなくて申し訳ないね。」
3-2. 旧 白 沢村( 現 沼 田市 白沢 町)  小 林好 氏 聞き 取 り調 査
2009 年 11 月 12 日実施
【10：00〜 小林氏宅にて】
小林好氏「小学校三年生に大東亜戦争が始まったんだけど、その後はまあ戦争中だから物
資は乏しくなるし、窮乏生活、全体がまあそういう生活をしてたんだけど、私た
ちのできることは、まあ農家の草むしりや手伝いなんかに行ったり、薪運びの手
伝いなどをしてましたよね。
小学 5・6 年ごろになると勉強よりもそっちのほうが主な行事みたいになっちゃ
って、たいした勉強もせずに済んだような気がする。それでもう皇室の話になる
と最敬礼ですよね。よくお祝いの日に講話とかを校長先生がするんですよね。奉
安殿っていうのがどこの学校にもあってそこから天皇陛下のお写真を校長先生が
抱いてきて、そういう話を聞きながら、もう徹底的にその、戦争に協力するよう
に教育されてきたから、なんとも思わなかった。そんな風にすごしてきた。
終戦が近くなると空襲があったでしょ。白沢のほうにもたまに飛行機が飛んで
きたことがあるんですよ。爆弾は落ちなかった。飛行機が飛んできただけ。そう
すると各家庭、防空壕というのを作らせたんですよ。それで（飛行機が飛んでき
たときに）
『防空壕に避難しろ』って。それで学校にも学校のすぐ裏に防空壕が掘
ってありましてね。警戒・空襲警報が鳴ると防空壕に避難したり、飛行機が急に
来たりした場合はそれだし、そうでないときは家に帰るように校長先生のほうか
ら通学部長（通学班長）に指示がいって集団下校したんですよ。もうねー、その
当時から軍隊教育でしたよね。学校も。事務室に用事があっていく場合にもね、
私の場合だともう小学校 6 年くらいになってたんですかね。
『第六学年松井好、○
○先生に用事があってまいりました』とかちゃんとそのように言わなければ、事
務室に入れなかった。帰る時もそのように挨拶して、まるで軍隊と同じような教
育を受けて、戦争に引き込まれていったわけ。それで、その頃は、着る物も質素
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だったけど一様黒い上着をね、上っ張りっていうのを持ち歩いて、空襲警報で家
に帰る時はみんなその上着を着て帰ったりしたんです。
その当時、高平(白沢村)の雲谷寺っていう寺に疎開児童が来てたんですよ。東京
都板橋区の児童だったね。その子たちが集団疎開していましたね。その頃はもう
食糧難時代だったから、その児童たちも各農家にみんな分散してお手伝いに行っ
ていたわけ。それだけど三年生ぐらいの児童が疎開したんだろうから、実際には
（疎開してきた児童は）お手伝いなんかはできないんだけれども、農家だったら、
あの時代大したものはないけれどもお芋をふかしてあげるだとか、おやつの補給
ができたわけね。学校には青葉部隊っていうのが駐留していたんですよ。その人
たちも各農家へ毎晩、駐留場所が学校でお風呂がなかったから分散して（白沢の
農家の）お風呂に入りに来てたんです。そうするとどこの家にも出征兵士がいる
から『自分の息子もどこでお世話になるか分かんないから』なんて大事にしてあ
げたわけ。農学校だとかそういう学校の生徒とかも勤労奉仕に白沢によく来てま
したよ。大学生も来てましたよ。大学生は各家庭に泊まり込みで来てました。う
ちの実家の 2 人泊まり込みで来てました。大学生が一番役に立たなかった、ふふ
っ。頭でっかちだからなかなか言うことは聞かないし、
『今日は頭が痛い』だとか
言って仕事をさぼるんですよね。私の男親は『家は具合の悪い人を置いておくの
もなんだから、弁当持たせて帰せ』っていうもんで弁当持たせて『ゆっくり休ん
でください』って言うと、学業に影響するんですかね、急に元気になって『大丈
夫です、今日は出ます』なんて言ってね、畑に出るんです。農学校の生徒は学校
がそういう学校だからまじめによく働いてくれましたよ。それとあの頃朝鮮って
言ったんだけど朝鮮の人もやっぱり泊まり込みで家にいましたよ。研修に来てた。
ずうっとあの人と同じ家で寝起きしたんだ。だいぶ長くいたね。
その頃の思い出っていうと

飛行機が飛んできて、何回飛んできたかな、何

回か飛んできましたよね。沼田には焼夷弾が落ちたんだから。白沢はね一度も爆
弾が落ちることはなかったですよ、飛んでくるだけでね。あわてて防空壕に逃げ
込んだり、畑にいるときは、家に飛んで帰ったり、夜間もありましたよ。その時
は枕元に鞄なんかを置いておいて、お父さんやお爺さんは外に立って警戒してる
わけ。焼夷弾が落ちると大変だから。わたしたちは家の中でビクビクしながら過
ごしたこともありましたよ。だから実際に飛行機は来てたんだよね。
」
質問者「お名前、ご年齢をお教えください。
」
小林氏「小林好で、12 月の 22 日で満 77 になるから、77 でいいかな。」
質問者「その当時の家族の構成はどのようだったですか。」
小林氏「祖父、父母、私が長女で 8 人兄弟なんだけどその当時生れてたのは 5 人かな、妹
が 2 人で弟が 3 人ってとこかな。
」
質問者「お父様とお母様はどのような職業をなさっていましたか。」
小林氏「父親は農家をしながら、役場か農業組合のどっちかに出てたかもしれない。母は
農家でした。」
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質問者「終戦をいつお知りになりましたか。またその当時何歳でしたか。」
小林氏「ラジオで知ったと思うんですよね。中学一年になっていたんかな。それでそのと
き、農学校の生徒が勤労奉仕に来ていたんだけど、白沢の高平っていうところに
会場があってそこでラジオをみんな座って泣きながら聞いていたっていう話を聞
きました。」
質問者「戦争当時の生活はどのようだったですか。」
小林氏「学校に行って帰ってからは農家の手伝いですね。国民学校 1 年生から 6 年生まで
ずっとですね。」
質問者「戦争を生活の場で感じたことはありますか。」
小林氏「飛行機が飛んできたときだったり、あと何かにつけて戦争についての話を聞かさ
れていたことだったね。」
質問者「小林さんのお宅の食糧はどのようでしたか。」
小林氏「うちは、農協務めだったから、割とそのころは言えないけど楽だったんだけど、
全戸配給制度がありましたね。家も一応配給は受けていましたよ。自分の家でと
れたものは供出、それでまた配給っていうのでもらってくるわけ。それで衣料制
度は衣料切符っていうのがあってそれで買うんですよね。それで学校生活で、学
生服とか長靴・運動靴っていうのは、割り当てで来るんですよ。全員でなく、希
望者でもなく、それをみんなでくじ引きで順番にくじ当たった人は抜けて、順番
で学生服や靴とかが支給されていた。運が悪い子は全然もらえないわけ。私は今
でもってもセーラー服には憧れがあるの。一年に入る時は戦争に入る前だから父
に買ってもらって通ったんだけどその後大きくなると、戦争が始まってくじ引き
にくじ運が悪くて当たらないんですよ。なんでもくじ引きで支給されていました
よ。ノートだって不足したから、私は裏紙なんかを閉じて雑記帳なんかにしまし
たよ。
」
質問者「戦争当時、白沢村の食糧状態はどのようでしたか。」
小林氏「そうですねー、子供の時だからわからないけど、ほんとに飢えている人っていう
のもいなかったから何とかなっていたんじゃないですかね。」
質問者「白沢村は他の地域、前橋や高崎などと比べるとどうだったでしょうか。
」
小林氏「まだよかったかもしれないですね。前橋や高崎の人と比べれば農村は楽でしたよ。」
質問者「配給される食糧はどのようなものが配られていましたか。」
小林氏「配給に行くと、素麺、コウリャンなんかもあったし、なにかおいしくないものも
あったんだよね。米麦は配給で買ったなんていう覚えはないんだけど、その素麺
にはよくどんぐりが入っているなんて言いましたけどね。だからその時、疎開児
童との交流で、運動会とかする時にその児童たちにパンを作ってあげるわけなん
ですよね。どこで作ったかは知らないんだけど、そうするとね、各生徒が粉が足
りないので、桑の葉を乾燥して粉にして持って来いっていうんですよ。今だった
ら桑の葉は薬だとか言うでしょ、だけど何か持って来いっていうので持って行っ
てパンの給食をあげたんですよね。」
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質問者「配給されたものは質が高いものでしたか。」
小林氏「質は悪かったね。でもたまに缶詰の配給があったんですよ。あれは良かったです
よ。サケの缶詰。ほんのたまになんだけど、サケ缶がね、それが人数割で来るの
かな。みんなどの配給も。」
質問者「配給当初と終戦間際の配給の質は変わっていきましたか。」
小林氏「終戦近くになると悪くなっていったと思いますけどねー。で自分の家の分は供出
しちゃうんだから、全部吸い上げちゃって後で還付するっていう感じでしたから
ね。」
質問者「戦争当時、食糧状態や配給について周りの人や小林さんはどのように考えていま
したか。」
小林氏「当時ですか。女親がみんなやってたから、直接は関わってはいないんだけど、
『ま
ずいなー』とは思っていました。でも、
『お腹いっぱい食べたいなあ』っていうの
はあまり感じなかった。当時は米の中にいろんなものを入れていたみたいですよ。
家はねフロウ豆を入れた御飯は食べましたよ。」
質問者「粟だとか稗とかも入れていたことはありましたか。」
小林氏「家は黍っていうのは作りましたよ。お餅にする黍なんていうのは作った。」
質問者「では、あまり配給制等に関して、
『まずいな』とは思っていたけど『もっと多くほ
しいな』というのはなかったわけですね。」
小林氏「そうだねー。きっと女親は苦労したんだと思うけど、担当でなかったからね。駐
留してた兵隊さんも食糧には困っていたと思いますよ。それで私の祖父が自分の
息子が兵隊に行っていたから、兵隊さんが来るといろいろ分けてあげていたから
ね。これは戦後の話になっちゃうのかな。よく家にお風呂を借りに来た兵隊さん
が九州の方の遠くの人でね、今度復員して家に帰るときに、制服で行くと途中で
どういう目に逢うかわからない（戦時中、憲兵等に痛めつけられていた人が軍服
の人を襲うかもしれない）から家で私服を貸してあげましたよ。」
質問者「小林さんや周りのお宅は灯火管制が布かれていましたか。」
小林氏「ありましたね。あのー、電灯を黒い布で覆い隠してました。警戒警報が鳴ると黒
い布をおろして、空襲になると電気を消してしまわなければならなかったです。
警戒警報が先になるんですよ。うーっと長く鳴るんだったかな。そのあとに空襲
警報が鳴るんですよ。」
質問者「戦況や社会情勢はどこから情報を入手していましたか。」
小林氏「学校の先生と父親からですね。」
質問者「戦況などは人伝で聞くのがほとんどでしたか。
」
小林氏「そうそう、テレビもないしね。まあラジオは家にありましたけどね。」
質問者「新聞はありましたか。
」
小林氏「ありました。」
質問者「周りの家庭に新聞やラジオなどはありましたか。」
小林氏「ラジオはいつごろ入ったのかな。祖父の息子が祖父に買ってあげたもので、割と
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早くから家にはラジオはあったんです。白沢村にはあんまりなかったのかもしれ
ないかな。それと、よく兵隊さんの送り出しはしましたよ。召集令状が来るでし
ょ、それで送るの。神社で式をしたり、英霊が返ってくると、それを迎えるの。
それはよくしましたよ。」
質問者「小林さんや家族の方は他の地域にいる親戚や友人にどのように連絡を取っていま
したか。」
小林氏「祖父の息子、私の叔父ですね。その人が東京にいたんです。祖父がよく食料を送
っていました。おやきを傷まないようにこんがりと焼いて送ったりしていまし
た。」
質問者「手紙や郵便などを多く利用していましたか。」
小林氏「そうですね。慰問袋や慰問文はよく出しました。それは学校でやっていたと思う
んだけど兵隊さんに慰問袋や慰問文はよく出しました。
」
質問者「電報などは利用していましたか。」
小林氏「電報は、本当の緊急事態だけじゃないんですかね。」
質問者「どこかへ移動する際、交通手段はどのようなものが多かったですか。」
小林氏「バスですね。木炭車みたいなバスですね。それも簡単に乗れないんですね。沼田
に行くのは結構乗れるんですけど、沼田から帰るときはよっぽど早めに待ってい
ないと満員バスでね。バスはいつも満員でした。わたしたちは戦時中なもんで修
学旅行はないんですよ。六年で修学旅行あるでしょ。でも私たちはいけなかった
です。
」
質問者「満員バスっていうことは周りの人もバスはよく利用していましたか。」
小林氏「そうですね。」
質問者「情報や交通について白沢村で快適だった点や不便だった点はありますか。」
小林氏「空襲がなかったのが一番良かった点じゃないですかね。子供だったから情報につ
いては直接感じなかったですね。」
質問者「戦時中、学校に満足に通えていましたか。」
小林氏「通えていました。通えていましたけれども、私たちの時代は六年で卒業する人も
いてまちまちでした。六年でやめられたんですよね。六年で先生の子や医者の子
は女学校に行っていましたね。ほんとに一握りの人たちだけが女学校に行ってい
ましたね。みんな遠くからでも歩いて通っていました。
」
質問者「戦時中の学校の遊びはどのようなものがありましたか。」
小林氏「鉄棒だとかドッチボール、高学年はバレーボールですかね。それと食糧難時代の
話なんだけど校庭の一部を畑にしましたよ。小学校が高学年用と低学年用で二つ
あって一つの校庭を残してもう一つは全部畑にして、トウモロコシなんかを作り
ましたよ。」
質問者「戦時中の学校での授業はどのようなものでしたか。」
小林氏「教科書中心で生徒が多かったもんですから、私たちが入学した時は七十幾人かだ
ったから、それを一括で先生が教えるもんだから落ちこぼれは落ちこぼれのまま
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ですね。先生一人でみてたんですね。」
質問者「軍人さんが学校に来て授業をすることはありましたか。」
小林氏「軍人さんは来なかったですね。訓練の時もみなかったですね。」
質問者「課外活動はありましたか。」
小林氏「遠足はありました。」
質問者「勤労奉仕活動が多かったですか。」
小林氏「そうですねー。女学校に行った人も勤労奉仕に来てました。
」
質問者「勤労奉仕活動は具体的には何をなさっていましたか。」
小林氏「薪拾いと薪の背負い出しだとか草取りとかが多かったですね。」
質問者「工場などに行ったりすることはありましたか。
」
小林氏「それは、もう少し大きい学年でしたね。高校生だとかだと思います。」
質問者「そのような学校生活について小林さんや周りの友人はどのように思っていました
か。」
小林氏「結局、早く終わればいいと思っていたんじゃないかな。だけど必ず勝つとは思っ
ていました。負けるとは思っていなかった。負けるという意識は全くなかった。
大人までそういう風に思っていましたよ。終戦の日に桑とりに出かけたんです。
父親がその日休みで、隣の畑の人と話していて、これで鍋や釜なんかもみんなに
配れる（当時、金属類は供出して不足していたため）っていう放送があったけれ
どもそんなもんはほしくない。
『戦争に負けたのが悔しい、なんで戦争をやめたん
だ』っていう風に話していましたよ。戦争中は『神社の前を通る時は敬礼をしな
さい』と言われていたけれど、敗戦を聞いてから、いつもの習慣で白沢神社に通
りながらいつものように敬礼をしたら、先生に『もうしなくていい』と叱られた
のを覚えています。
」
質問者「集団疎開などで東京都板橋区から生徒が白沢村にやってきていたと思いますが。
その子供たちと白沢村の子供はどのように接していましたか。」
小林氏「個人的な接触はあまりなかったかな。団体で付き合ったっていう感じかな。」
質問者「いじめなどはありましたか。」
小林氏「そういうことはなかったです。運動会なんかあると集団疎開の生徒が来たし、お
礼だとかでお寺で学芸会なんかを見せてもらったことがありますよ。
」
質問者「白沢村と板橋区の生徒がいがみ合っているというようなことはなかったですか。」
小林氏「ないですね。個人的接触じゃなかったから。だから今、接触がないんですよね。
懐かしくて訪ねてきたり、白沢村の子供と文通するようなことはなかったです。」
質問者「戦時中、隣組や隣保班が組織されていたようですが、実際にどのような活動をな
さっていましたか。
」
小林氏「固い組織だったと思いますよ。みんな仲良くやっていましたね。回覧板だとかを
回していましたね。
」
質問者「小林さんのお宅は参加されていましたか。また、参加していない家庭はありまし
たか。
」
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小林氏「家は入っていたし、全戸入っていました。参加していない家庭はなかったです。」
質問者「監視しあう形ではなかったですか。
」
小林氏「そんな形はなかったです。今の人より付き合いが深くて仲良く助け合っていまし
た。それで、友達同士の関係は、ボスっていう人はいましたよ。ガキ大将はいま
したよ。」
質問者「隣組・隣保班の活動を小林さんや家族の人はどのように考えていましたか。」
小林氏「仲良く協力していこうという組織だったから肯定的にとらえていたんじゃないで
すかね。」
質問者「戦時中、米や金属などは小林さんのお宅で供出していましたか。」
小林氏「そうですね。お米は多くの人が出しましたね。自家用米がいくらって割り与えら
れていました。
『自分の家で取っておくのはいくらだ』っていうのは連絡が来てい
ました。それで『それ以外は出すように』っていう指示だったと思います。それ
で、畑ではサツマイモなんかを多く作って、それを乾燥させて供出しましたよ。」
質問者「供出について小林さんや小林さんの家族はどのように考えていましたか。」
小林氏「お上の命令だから絶対的なものだと思っていたんじゃないですかね。」
質問者「多少の不満はありましたか。」
小林氏「あったんだと思いますけどね。家で十分自家用にとってそれ以外を供出するんだ
ったらいいけどそうじゃなかったからね。」
質問者「戦時中、松の根ほりが利根沼田地域で行われていたようですが、白沢村では行わ
れていましたか。」
小林氏「行われていました。」
質問者「松の根ほりがいつごろから始まったかは覚えていますか。」
小林氏「大東亜戦争が始まってからぐらいからだと思いますよ。」
質問者「誰が指示していたかなどは分かりますか。」
小林氏「結局、村役場から区長さんに来て最終的に隣保班に伝わってくるんじゃないかね。」
質問者「小林さんや家族の方は松の根ほりを行っていましたか。」
小林氏「行っていましたよ。これも割り当てがあったんじゃないかな。」
質問者「松の根が油に変わり、何に利用されるのかを当時知っていましたか。」
小林氏「それは、きっと戦争の飛行機の燃料だとかに使われると思っていたんじゃないで
すかね。」
質問者「松の根ほりについてどのように考えていましたか。」
小林氏「割り当てられていたからしょうがないと思っていたんじゃないかね。」
質問者「戦時中、中国人や朝鮮人が月夜野の岩本発電所水路掘削工事・旧中島飛行機後閑
地下工場建設工事に従事していたことは戦争当時知っていましたか。
」
小林氏「知りませんでした。大人になってから知りました。」
質問者「では、いちばん身近にいた朝鮮人としてはお家にいた方ですかね。」
小林氏「そうですね。その人は同じ朝鮮人の人でも指導者の人です。指導者の人が日本に
研修に来ている形で、国に戻れば指導者で立派な方でした。その人は日本の農業
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を見に来て国に帰って教えるっていう感じだったかな。
」
質問者「その当時、工事に従事する中国人や朝鮮人のことをどのように思っていたかは分
かりますかね。」
小林氏「ちょっとわからないね。この近辺の人はどうだかは分からないけど、白沢の人が
どう思っていたかは聞いてないです。」
質問者「お家に来ていた朝鮮人をいじめるような人はいましたか。」
小林氏「いなかったですね。」
質問者「祝賀パレードなどは当時ありましたか。」
小林氏「提灯行列しましたよ。紀元節とか明治節とかはしっかりやっていましたね。」
質問者「最後にしゃべり残したことや補足することはありますか。」
小林氏「今になって思えば、もっと勉強がしたかったと思いますよね。私たちは、中学校
ができてからの一期生なんですよ。だけど中学出たんだけど大した勉強はしてな
かったと思うんですよね。文法なんかを高校で習ってないから分からないんです
よね。一様中学を出たわけだから英語も勉強したはずなんだけれど、先生もあき
らめているんですよ。いきなり中学三年から英語が入ってその教科書が中学三年
用の教科書でしょ、先生がしゃべりながら黒板に書いていくから分からないんで
すよ。でも、テストのときにたまたま出来ちゃったんですよ。みんな暗記して書
くでしょ。でもどういうわけか名前を書くのを忘れて出しちゃったんですよ。男
の生徒に見つかってね。だから、カタカナ語は今でも苦手ですね。」
質問者「飛んでいる飛行機を実際に見ることはありましたか。」
小林氏「飛んでいる飛行機を私、実際に見ましたよ。畑にいっているときに、その飛行機
が飛んでいるのが見えて、慌てて家に帰ってきたら祖父が、
『おまえ、なんでそば
の林の中に入らなかったんだ、家に来たら危ないじゃないか』って言われました。
あっそれで今思い出したんだけど集団疎開のときに男の子の生徒は全然いなくて
女の子ばっかりだった記憶があるよ。それでかわいい子がいましたよ。サツマイ
モの草むしりなんかをしてもらったのは覚えているんだけどちゃんとはできない
から後は家の人でやるんだけどおやつあげて喜んで帰っていたね。」
3-3. 旧 水 上町( 現 み なか み町)  出雲 利治 氏 聞き 取 り調 査
2009 年 11 月 13 日実施
 【10：00〜 質問者自宅にて】
質問者「お名前、ご年齢満何歳かでお聞かせください。
」
出雲氏「えー、名前は、出雲利治です。年齢は 80 歳です。生年月日は昭和 4 年 7 月 8 日
です。
」
質問者「第二次大戦中の住所をお教えください。」
出雲氏「水上町湯原です。」
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質問者「戦争当時の家族構成とご両親のご職業をお教えください。」
出雲氏「職業について、父は東京電力に勤めておりました。佐久発電所取り入れ口が勤務
地でした。母は、主婦業でした。家族構成は、両親と兄弟 6 人でした。」
質問者「はじめに、終戦をいつお知りになりましたか。また、昭和 20 年時に何歳でしたか。」
出雲氏「玉音放送をラジオで聞きまして、16 歳です。
」
質問者「戦時中の生活の流れをお教えください。初期を昭和 12 年から 14 年、中期を昭和
15 年から 17 年、後期を昭和 18 年から 20 年としてお答えください。
」
出雲氏「初期・中期は、利根郡久呂保村川額国民学校生で、東電の社宅におりました。学
校に行って帰宅したら遊びに行くような流れでした。後期は 19 年の四月に水上駅
勤務となりました。勤めは一交代で 24 時間勤務で、8 時から次の日の 8 時までで
した。次の日は非番と言いまして、24 時間非番でしてそれの繰り返しでした。1
週間に一度恒休がありました。
終戦の 8 月 15 日は玉音放送を水上駅で聞いたわけです。そもそも、戦時中は空
襲がありまして、水上駅にも B29 が飛んできました。で夜間なんかは灯火管制が
布かれていまして『電気はつけちゃならない』ということで、電気をつけると燐
寸を擦っても上から分かるということで爆弾が落とされるわけです。夜は火なん
かも使わないんですよ。夜になると『空襲警報ー』ってなると知らせが来るんで
すよ。そうするとみんな待機していました。それで待機していたら 1 回 B29 が見
えたんですよ。それで、水上駅は流雪溝っていう溝があるんですよ。その流雪溝
が 1ｍ50ｃｍくらいの深さで、幅は 90ｃｍくらいありましてね。B２９が来たら
『そこに入れー』っていうわけですよ。そこは隠れるとみんな体が入っちゃうも
んで、8 月のときは雪がないわけだから空っぽなわけです、そこに伏せて爆音がな
くなるまでみんなで隠れるんです。回数はそんなにないんですけど、そんなこと
もありました。1 度か 2 度くらいかな。
当時列車なんかは危険だからなんていうのがなくて窓から乗り降りしているん
ですよ。また、食糧難だったので食料の買い出しっていうのがあったんですよ。
新潟は米の産地ですよね、だから都会の人は列車に乗って米を買いに行くんで
す。」食べ物なんかも不足していて私たちも育ち盛りなもんですから、唐茄子の茎
を皮をむいて雑炊の中に入れて食べていました。(列車の窓の外に掛けられている
リュックの写真を指して)このリュックはなんで下げているかっていうと夏なんか
だと痛むものがありますよね。だからそういうものは買い出しで買ってきた場合
は、外に吊るしておいて空気を入れて痛まないようにして運んだもんですね。」
質問者「出雲さんのご家庭の当時の食糧状態はどのようでしたか。」
出雲氏「農家じゃなかったから、物々交換なんていうのがありましてね。当時は、利根川
の水を利用して水力発電をしていたんですけど、利根川のすぐそばに社宅があっ
たんです。それで、利根川を時々断水して、止めたり出したりすることがあるん
ですよ。そうするとそこに川魚がいたんですよ。鱒とかうなぎとか、鯉とか断水
をすると捕れるんですよ。その魚をとってきて農家に持って行くんです。農家に
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持っていくと米なんていうものはないから麦とか稗と交換するんですよ。それを
お粥にして飢えをしのいでいました。当時を思い出すと食べれるものは全部食べ
ていた覚えがあります。」
質問者「不足していた食料品は何だったんでしょうか。
」
出雲氏「米とかですかね。白いご飯っていうのは珍しくてあまり食べられなかったんです
よ。じゃが芋だとかトウモロコシとかを入れて米なんかは膨らむだけ膨らまして
食べていたわけですね。それでですね、甘いものも食べたいわけですよね、で柿
の木がありまして渋柿なんけどね、それを採ってきて剝いて干して甘くなります
よね。それを刻んで，煮てお雑煮のようなものにして甘いものを採った思い出が
あります。砂糖・塩がなくて大変だったんですよ。そうすると塩買いなんて言う
のも一時期はやりまして、塩のあるとこに行くんですよ。真っ白な塩じゃなくて
岩塩っていうもので代用していたんです。」
質問者「戦時中、水上町では、食料は足りていたようでしたか。」
出雲氏「足りていませんでしたね。それで、当時は終戦後、玄米の配給があって瓶に入れ
て突くんですよ。それを食べていましたね。24 時間勤務の時に勤務の合間に瓶を
突いていましたね。
」
質問者「水上町と他の地域、例えば前橋や高崎とを比較するとどうでしたか。」
出雲氏「比べると、水上町は昔から温泉地ですから、週末になるとお客さんも来るわけで
すよ。だけど食糧が少なくなって、ただ温泉に入れるっていうことで来たわけで
すよね。食糧なんかは自給自足って言いますかね。水上町は、川場みたいにここ
でとれて食べられるっていうものではないんで、とれるものはありませんからね。
山のもの、蕨とかふきとかは食べられるんですけどね。前橋と高崎と比べても食
糧の足りなさはあまり変わらなかったですね。極端な話を言うと、山だからタヌ
キやキツネとかウサギとかがいるわけですよ。そういうものを捕ってきて、肉を
補給して食べたということもあったみたいですね。」
質問者「食料品ではどのようなものが配給されていましたか。」
出雲氏「砂糖・塩、米、押し麦、麦を砕いたもの、うどん粉、そば粉なんていうものがあ
りました。」
質問者「食料品は質の高いものでしたか。」
出雲氏「それはねー、質がだんだんと悪くなっていきましたね。もうねー、食べられるも
のは何でも食べました。山芋なんていうものがありまして、山でつるを見つけて
それを掘ったこともあります。
」
質問者「これまで話していただいた食糧状態や配給制に関して出雲さんや周りの人はどの
ように考えていましたか。」
出雲氏「それはねー、家族も多かったりするから両親が苦労したと思うんですよ。それで
育ち盛りですから、三度のご飯を食べるから大変だったみたいです。不満ていう
ことも上から我慢しろと始終言われていましたからそのような気になって米の飯
を食べたいとか甘いものを食べたいとかの気持ちはあまりなかったですね。ただ
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腹がいっぱいになればいいという風には思っていました。」
質問者「戦時中、出雲さんや周りの家は灯火管制は布かれていましたか。」
出雲氏「布かれていました。食糧なんだから夜、川に行って魚を捕ってくるんですよね。
ヤスなんていうのがありましてそれで突くんですけど、真っ暗なもんだから電気
をつけるんですけどカンテラっていうのを着けると魚が見えて突けるんですけど、
奈女沢（水上）って言ったっけな、そこで魚を捕っていたら上の飛行機に分かっ
ちゃって、射撃を受けたそうですよ。その人は運よく当たらなかったから大丈夫
だったんですけど、そんな話もありますよ。
」
質問者「戦況や社会情勢についてどこから情報を得ていましたか。」
質問者「これはね、召集令状なんかが届いて当時沼田に４１部隊っていうのがあってそこ
に行くんですけど、中には、兵隊に行きたくないということで無理に病気になっ
たり怪我をして行けないんだという風にした人がいたっていうのも聞いていま
す。」
質問者「戦況について人伝で聞くようなことはありましたか。」
出雲氏「それはね、あのー、ラジオっていうのが昔からお金のある家庭とかに入っていま
したよね、そこの家に聞きに行くんです。そうですねー、村でもいくつもなかっ
たんですけどそのうちにみんなで聞きにいっていました。それで、聞いてきた人
が別の人に伝えていっていました。伝えていくんだけどそれがだんだん大きな話
になって、流言飛語って言ってましたかね。話が大きくなっていくようなことが
ありました。」
質問者「新聞やラジオ、電話などはあなたのご家庭、また周りの家や地域にありましたか。
」
出雲氏「お金持ちのうちにしか新聞やラジオがなくて、電話なんてお金持ちのうちにあっ
て急用がある時ぐらいしか使わなかったですね。」
質問者「出雲さんやご家族の方は、他の地域にいる親戚や友人とどのように連絡をとって
いましたか。」
出雲氏「手紙が多かったですね。電報は急用のときにしか使わなかったですね。
」
質問者「どこかへ移動する際、交通手段は何が一番多かったですか。
」
出雲氏「えーとね、バスなんかもありましたね、一日に何本かで時間が決まっていました
ね。あと、列車とかでいくとかでしたね。自転車なんかもないんです。村に昔か
らあるお大尽様のうちにしかないんです。それもね、よく借りて乗ってましたよ。
それもね、
「渋川にいい医者がいるぞ」なんていうと自転車で渋川まで水上から行
くんですよ。その道路だって今みたいなアスファルトの良い道じゃないんです。
砂利道ですよね、自動車が来るっていうと埃が舞ってね、大変なんです。バイク
なんていうのはないですからね。あとは歩いて行くわけですね。昔はね、よく若
い人は、夜遊びなんていうのがありましたね、それで靴がないですから藁草履な
んかを作って、二足ぐらいもって遊びに行くんだそうですよ。水上から沼田に遊
びに行くなんて時はね、その草履を持って行って帰りはダメになっちゃうからそ
れは捨てて、また新しい草履に履き替えて帰ってくるという話もありました。当
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時、私が小さい時ゴム靴なんていうのはなかったから、草履とか下駄を作りまし
た。下駄はね自分で作りました。木材を使って作るんですけどそんなものを使っ
て通いました。」
質問者「周りの人はバスを多く利用していましたか。」
出雲氏「バスね。時間的に一日に何本とかでしたからそれで行きましたね。周りの人も使
っていましたね。」
質問者「戦況などの情報や交通について利根沼田地域で快適だった点、不便だった点をお
教えください。」
出雲氏「そうですね、バスに乗っていくのは快適でしたね。不便だったのは、台数がない
からね、だからなかなか利用できない。でバス停で待っているとなかなか来ない
んですよ、『どうしたのかな』なんて思っていると、『故障して今日はダメだよ』
とかいって運休になったりしましたよ。戦況は遅れて入ってくるようなことがあ
りましたね。」
質問者「戦時中、学校には満足に通うことができましたか。」
出雲氏「できませんでしたね。それっていうのは、出征兵士のうちにいって手伝いをする
のと、蚕上げに行ったりしていたのが主だったからね。それと、虫取りっていう
のがありましたよ、蠅をとって学校に持って行って発表があったんですよ。もう
一つ服は生地がないんですよね。草を刈り取って、むくと繊維が出ますよね。そ
の繊維を使って織物で織って服を作るんで草を刈ってもっていったことがありま
すね。あれは、アカソって言いましたかね。
」
質問者「戦時中の学校での遊びはどのようなものがありましたか。」
出雲氏「遊びね、石けり、こま回しとか、面子というものがありましたね。」
質問者「戦時中、授業はどのようなものでしたか。」
出雲氏「畑を耕すとかそういうものがありましたね。」
質問者「軍事が学校にやってきて授業や訓練をしたことはありますか。」
出雲氏「ありましたね。その村から出た軍人さんが剣を持って、講話なんかを話してくれ
たことがありましたね。その軍人さんが仕度も身なりも格好良くてですね、海軍
士官なんかをした人は、白い服を着てみたり、陸軍の人はみんな肩章なんかをつ
けてね、講義をしてくれたこともありました。それは、村出身の軍人さんですね。
『よし、俺もそういうようになる』っていう風に志願するようにしたんじゃない
んですかね。」
質問者「課外活動のようなものはありましたか。」
出雲氏「ありました。遠足なんていうのはありました。近くの茂左衛門様に行くとか、そ
ういう有名なところに行くことはありました。旅行までは、修学旅行があったよ
うなことで、ほかはなかったと思いますよ。お金のかかるようなところにはいっ
てないと思います。
」
質問者「勤労奉仕の活動は具体的に何をなされていましたか。」
出雲氏「さっきもいったように兵士のうちに手伝いに行ったり、草取りなんかですね。」
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質問者「そのような学校生活について出雲さんや友人はどのように考えていましたか。」
出雲氏「まあねー、今はなんでもしゃべっていい世の中ですけど、当時はなんといっても
天皇陛下のためということで、天皇陛下という言葉が出ただけでピシッと気をつ
けするんですよ。軍のいいなりっていうんですかね。そういうような教育ですよ。
なんでも従うんだということですよね。」
質問者「戦時中、集団疎開などで他の地域から子供がやってきましたが、水上町の子供は
その子供たちとどのように接していましたか。」
出雲氏「そうですねー、温かく迎えてやるっていう主義でしたから、仲良く手をとりあっ
てという感じでしたね。」
質問者「個人的に仲良くなることはありましたか。」
出雲氏「中にはありましたね。今でも行き来しているっていうこともあるんじゃないです
かね。
」
質問者「いがみあったりいじめをしていたことはありましたか。」
出雲氏「そういうことはなかったですね。いじめなんていうのは当時、なかったですね。
みんな助け合っていうことでしたからね。」
質問者「戦時中、隣組・隣保班などが組織されていたようですが、どのような活動を行っ
ていましたか。」
出雲氏「一言でいえば、助け合いですね。お互いに助け合っていくんだということですね。
回覧板だとかで情報を知るとかね。勤労奉仕なんていうこともあったね。」
質問者「周りで参加していない家庭はありましたか。」
質問者「あまりいませんでしたね。みんな忠実に参加していましたね。なんといっても生
き延びていくんだというように考えていましたからね。
」
質問者「隣組や隣保班の活動について出雲さんや家族の方はどのように考えていました
か。」
出雲氏「お互い助け合っていこうという組織ですから否定的ではなく肯定的に考えていた
と思いますよ。」
質問者「戦時中、米や金属が供出されていたようですが、出雲さんのお宅で供出したもの
はありますか。」
出雲氏「えーとね、なかったですね。親戚ではそういうことがありました。例えば、日本
刀だとかやりだとか出すっていうのはありました。中には、昔から裕福な人は刀
と槍を自分で持っていたわけですよ。それで、みんな供出しろっていうことにな
って、金属というもの全てですね、供出したんですけど、釘ですね。鍛冶屋がも
ともと立っていたところなんかは、金属が多くあるんですよ。そのところで金属
を拾ってね、買いに来る人がいるんですよ。それを買い取って国に納めるんでし
ょうね。それが爆弾や大砲の弾になるなんていう話になりまして、釘などを拾っ
て出すことがありましたね。それで刀とか槍なんかも、裕福なうちは土蔵ってい
うのがありましてね。それをその土蔵に置くわけですよ。そうすると、どんなに
隠しておいても、なんとか探知機を当てると全部それが分かっちゃうんだといっ
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て、それがわかるとものすごい罰金や牢屋に入ったりするんだという話がこと出
たんで供出したんだと思うんですけどね。」
質問者「供出について出雲さんやご家族の方はどのように考えていましたか。」
出雲氏「これは、生産者じゃないから米は出せないけど金物は出して、それで得たお金で
教科書なんかを買っていましたね。」
質問者「利根沼田地域で松の根ほりが行われていましたか。」
出雲氏「うちなんかは行っていませんでしたね。それは、光をとるためかなにかですかね。
」
質問者「松の根が何に変えられるかを知っていましたか。」
出雲氏「知らなかったですね。
」
質問者「利根沼田地域で中国人や朝鮮人が月夜野の岩本発電所水路掘削工事や中島飛行機
後閑地下工場建設工事などに従事していたことは知っていましたか。
」
出雲氏「知っていました。月夜野の後閑の駅前で防空壕を掘っていましたね。それで、そ
こを列車が通るわけですよ。後閑の駅の前をね、そうすると当時、男性じゃなく
て女性の車掌でした。その人が列車の窓の前の鎧戸っていうのを下させるんです
よ。その光景を見せないようにするためにね。
『みなさん、これから鎧戸を下して
ください。外は見ないでください』なんていっていましたね。そんな中で防空壕
を掘っていました。それで掘るのは中国人だとか朝鮮人とかでしたね。見せない
ようにしてやっていました。」
質問者「その人々を地域の住民はどのように思っていましたか。」
出雲氏「えーもうね。ほんとの下等であると、非常に貧困な生活をしているもんだと思っ
ていましたね。意地悪はしなかったです。当時かいかい病というものが出まして
ね。皮膚の弱いところにできてそれが伝染するんですね。それがかゆいんですよ
ね。それになったら温泉に入るとすごく気持ちがいいわけですよ。それで、水上
は温泉地だったんで、中国の人が入りたいんだけど、日本が威勢のいい時は入れ
ないようにしてましたね。だけど、終戦になったら威張っちゃって、温泉にもど
んどん入って日本人の人ではいる人はいなくなっちゃったですね。それもしょう
がないんだよね。以前までは威張ってたからね。それである時は、蒸気機関車が
通っていましたね。当時進駐軍って言ってアメリカから来てる人がいたよね。そ
のアメリカ軍人が酔っ払って『機関車を運転させろ』って言って運転席に乗って
運転したら下牧っていう信号所があったんですけど、そこへ来た時に信号なんか
分からないわけですよ、そしたら脱線しちゃってね、脱線して 3 両ぐらい横にな
っちゃったんですよ、それが幾日も普通で通れなかったんですよ。そんなことも
ありました。終戦と同時に（朝鮮人や中国人が）威張っちゃってね。切符も買わ
ないで乗っちゃうような人もいましたからね。」
質問者「最後に何か話し足りない所などがありましたらお聞かせください。」
出雲氏「なかなかねー、なにかお題を言ってくれると話しやすいんだけどねー。
」
質問者「水上駅にお勤めしていたということですが、戦争中に働いていて大変だったこと
は何かありますか。
」
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出雲氏「当時は、召集令状ということで男性はみんな兵隊に行っていましたから、男性が
いないんですね。それで水上駅も女性が多く入ってきました。女性とほんとに若
いものと年寄りっていう形でいろいろ血気盛りの人は軍隊に行ってしまいました
からね。ですから、そういうわけで男の作業はみんな女性がやっていましたね。
やっぱりモンペ姿でね。教科書なんかも兄弟がいれば兄弟の古をみんな使ってい
ましたね。服とかもそうですね。」
3-4. 旧 沼 田町( 現 沼 田市)  小 泉 初男 氏・ 奥様 （片 品 村）  聞 き取 り 調査
2009 年 11 月 13 日実施
【14：00〜 小泉氏宅にて】
質問者「お名前、年齢をお聞かせください。
」
小泉氏「満 85 歳、小泉初男です。
」
質問者「戦争当時の住所をお聞かせください。」
小泉氏「当時ね、沼田町鍛治町に子どもの時にそこで育ってるわけね。丁稚奉公にいった
んです。私が子どもの時は、そうした家も少なくなっていたんだけどね、今思う
と貴重な体験をしたと思う。」
質問者「その当時の家族構成をお聞かせください。」
小泉氏「両親と俺が一番長男だったんだけど、その下に弟が 4 人、妹が 3 人いたんかな。
昔はね、『貧乏人の子だくさん』っていってね、子どもが多かったんだ。」
質問者「お父様はどんなご職業をなさっていましたか。
」
小泉氏「家畜商っていうのをやっていたね。
」
質問者「お母様はどんなご職業をなさっていましたか。
」
小泉氏「主婦でね、それから俺が小学校の時は、うちがとても貧しくて、手内職をしてた
ね。」
質問者「終戦はいつお知りになりましたか。またその時のご年齢は何歳でしたか。」
小泉氏「21 歳かな。1945 年だもんね。中国の旧奉天っていうところで陣地構築中に聞い
たね。
」
質問者「戦争中の生活の流れを聞いていきたいと思います。昭和 12 年から 14 年を初期、
昭和 15 年から 17 年を中期、昭和 18 年から 20 年を後期としてお答えください。
まずは、初期からお聞かせください。」
小泉氏「小学校の高等科は 2 年あったんだけど親父ががんばれなくって最後まで出せなく
て 1 年で学校をやめさせられたんだ。学校から帰って子守をしてた。
」
質問者「中期はどのような生活でしたか。」
小泉氏「そのころは丁稚奉公にでていた。家計の助けに年季奉公をしてた。」
質問者「後期はどのようでしたか。」
小泉氏「昭和１6 年から丁稚奉公から逃げ出して、ふふっ

ほんとに逃げたわけじゃな

いんだけどさ、まあ 16 年にね、立川の陸軍航空工廠の中で事務員をやっていた。
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そこに 16 年から 19 年まで 4 年近く働いていたんさ。それで 19 年に、徴兵検査
を受けたら甲種合格っていうことで、高崎旧 15 連隊の支部 38 部隊に入隊したの、
それで河北省に北支派遣軍として送られて、昭和 20 年の 5・6 月に旧満州ってい
う所に部隊ぐるみで送られたの。そこにソ連軍が進駐し、捕虜になりシベリアに
送られたわけさ。」
質問者「ちょうど昭和 20 年というと 5・6 月っていうと、ヤルタ会談が開かれていたとき
ぐらいで、戦争末期ですね。」
小泉氏「ヤルタ会談が行われたのが、終戦の 3 ヶ月前ぐらいだよね。ソ連の密約はね、ア
メリカがまだ原爆ができてなかったの、それでなんとか日本を降伏させるために
旧満州の方へソ連が攻めないとなかなか日本が降伏しないからその時のアメリカ
の大統領ルーズベルトがスターリンに日本を攻めてくれと言ったわけなんだけど、
その頃ソ連はまだドイツと戦っていたわけ。それが片付かなければ満州の方へ兵
を出せないから片付けるのに 3 ヶ月かかるとルーズベルトに言ったの。それで 3
ヶ月後に旧満州の方へソ連軍が大移動したわけ。それで北支派遣軍から移動させ
られた我々と戦闘になったの。我々が幸いだったのは、旧奉天っていうところに
いたんだよ。で、そこまでは、ソ連軍はやってこなかったの。だから私は、ソ連
との戦闘はやらなかったの。命を落とさなかったことは良いことだったんだけれ
ども、シベリアに強制連行されるとは予期していなかったからね。シベリアには
2 年足らずだったんだけど、戦争が終わって 9 月に抑留されて、昭和 22 年の 6 月
に帰ってきたから、1 年と 10 ヶ月ぐらいだったね。ロシア人と一緒に塩作り工場
で働いていたん。」
質問者「戦争を生活の場で感じる機会はありましたか。初期・中期ではどうでしょうか。」
小泉氏「それは、日本国民みんな戦争のことは頭にあったし、昭和 13 年頃から防空演習が
始まったの。防空壕は掘らなかったんだけど、その時はソ連との戦いだけを意識
させられていたの。だから、北からソ連の飛行機がやってきて爆弾を落とすとい
うのを考えていたの。だから、その時はアメリカの空襲は考えていなかった。昭
和 16 年の 12 月にアメリカとの戦争が始まったからね。
」
質問者「戦争当時、小泉さんのお宅の食糧状態はどのようでしたか。
」
小泉氏「戦時中は、丁稚奉公に行っちゃっていたから実感はないんだけど、まあ小さい農
業仕事はやっていて、自分の食べるものは収穫していたんだけど、昭和 17 年から
は食糧配給制になって、もうそのころは着るものも切符制になって、各家庭に配
られていたんだよ。
」
質問者「戦争当時、沼田町は食糧は足りていたようですか。」
小泉氏「足りていたんだと思うよ。うちの家も貧乏だったけど、子どもを育てていくのに
食べられなくて困っているというのは、聞いたことがないからね。その時、昭和
16 年かな、沼田に支部 41 部隊っていうのができたの。終戦後に聞いた話なんだ
けど、その兵隊たちも食糧が足りていなかったみたいで、休暇になると沼田の町
中に出てきて、どこかで食べ物を授けてもらえるうちがないか探してたみたいだ
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ね。俺らは中国に行っていたからそういうのはなかったね。比較的軍隊に食糧を
回すようにしていたんだけど代用食になったりして大変だったみたいだね。」
質問者「沼田町の食糧状態は、前橋や高崎と比べてどうでしたか。」
小泉氏「いくらか、山の方だったから良かったんじゃないかな。農家も多かったしね。」
質問者「どんなものが配給されていましたか。」
小泉氏「米がある程度あって、麦、稗や粟、コウリャンとかかね。コウリャンは大陸の方
から輸送したんだろうね。缶詰はあんまり出回らなかったんじゃないかな。その
とき沼田にいなかったからあんまり分からないね。」
質問者「配給されたものは質の高いものでしたか。」
小泉氏「質は高くはないだろうね。」
質問者「食糧状態や配給制について小泉さんや周りの人はどのように考えていましたか。」
小泉氏「満足ではなかったね。不満を言えないことはないさ。でも、隣組制度が組織され
ていて、いろいろな情報は回覧板から回ってきて、アメリカとの戦争は、最初、
日本は威勢が良かったけど 17 年くらいから空襲が最初あったんかな。俺が立川の
航空工廠にいた頃だから。それでも最初の方は激しい空襲っていうわけじゃなか
った。というのはアメリカの、日本本土を空襲する基地がなかったからなんだよ。
それからだんだん北上していって日本の近い方に基地ができて日本の空襲が激し
くなったんだよ。」
質問者「回覧板のほかに隣組・隣保班の活動はありましたか。」
小泉氏「配給の連絡とかは、回覧板で回ってきたね。それで、航空工廠にいた頃は、毎月、
8 日に戴詔奉戴日っていうのがあって、必ず神社仏閣に集まって、宮城遙拝して
いました。
『朕思うに』が読み上げられるんさ。その時はみんな頭を下げていたね。
そういうのは部隊とか、地域の中でもやっていたんじゃないかね。」
質問者「隣保班に参加していない家庭はありましたか。
」
小泉氏「無かったんじゃないの。ほぼ強制みたいなもんだからね。」
小泉氏奥様「地域の組織は固かったよ。出征兵士送りとか英霊迎えとか私もいっていたも
ん。」
小泉氏「戦争が終わってからもアメリカの占領下でアメリカの援助物資も配給制に入って
たんだよね。で俺が、シベリアから帰ってきてから、粟だかなんかの黄色い粉を
うちのものがまずくて食べないんで、それをうちは貧乏屋で子だくさんだから大
概のものは食べるんだけどまずくて残ってたんさ。俺は、シベリアで散々いろい
ろなものを、野に生えているタンポポやアカザを湯がいて食べてきたから、黄色
い粉が箱の中に残ってたからそれを一人で焼き餅にして食べた思い出があります
よ。それで、シベリアで飢えて暮らしてたから、口に入るものだったら何でも食
べられるようになってたから、その粉を食べたら太ってね。」
質問者「隣保班は監視体制でしたかそれとも協力体制でしたか。」
小泉氏「一応は協力体制でしたよ。屈強な男が軍隊にとられて、軍隊に入れないような年
寄りばっかりだったから、力のない人々が助け合う形だったね。もちろんどこも
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灯火管制で、光が漏れないような形で、ラジオをもっているうちはほとんど無く
てあるのは大尽の家だったね。
」
質問者「戦況などの情報をどのように得ていましたか。人伝などで聞いたことはあります
か。」
小泉氏「うわさ話で聞くような感じだったかな。人伝で聞くことが多かったね。
」
小泉氏奥様「日本政府が『勝ってる、勝ってる』って言っていて、ぜんぜん親族が帰って
こない状況でも言ってたみたいだよ。」
質問者「新聞は小泉さんや周りのうちにありましたか。
」
小泉氏「お金持ちの家にしかなかったね。新聞も規制されて紙が使えなかったみたいで一
枚の薄い紙でできてたみたいだね。」
質問者「小泉さんや家族の方は他の地域にいる親戚や友人にどのように連絡を取っていま
したか。」
小泉氏「手紙だね。電報は使わなかったね。
」
質問者「戦時中、交通手段は主に何でしたか。」
小泉氏「だいたい汽車だね。バスはあまり利用することはなかったね。汽車を降りたら徒
歩で帰ってきたからね。沼田の周辺ではバスを多く利用してたね。」
質問者「利根沼田地域で情報や交通について快適だった点や不便な点をお教えください。」
小泉氏「まあ、上越線が通ったから、上野から来るからね。まだ良かった。俺が小さいと
きはまだバスが通っていなくて馬車だったからね。」
質問者「学校には満足に通うことができましたか。」
小泉氏「できた。俺んちなんかは貧乏だったけど通えた。義務教育だからね。」
質問者「戦時中、学校での遊びはどのようなものがありましたか。」
小泉氏「かくれんぼとか、鬼ごっこ。女の子はお手玉、キシャゴ、ビー玉、面子とかだっ
たね。戦争ごっこはやってたよ。満州事変があって、戦争のことは子どもにも頭
に入れられて、昭和 7 年に上海事変の時に爆弾三銃士って言うのがでてきて多く
の人が知らされたよ。鉄条網を破壊するために爆弾を 3 人で抱えて爆発させて突
破するっていう戦争美談がはやったよ。だんだん軍国少年にしていくんだよ。」
質問者「戦時中の学校での授業はどのようなものでしたか。」
小泉氏「俺が学んだときの教科書は、昭和初期のものだったから、それほどひどい戦争問
題が載っているわけじゃなかった。その後に、教科書が改訂され軍国調になって
いったんだよ。だからそれほど戦争のことは書かれていなかったんだよ。」
質問者「軍人が学校に来て授業や訓練をすることはありましたか。」
小泉氏「小学校ではなかったね。旧制中学には配属将校がいて軍事教練っていうのが強制
されていたね。だいたい旧制中学っていうのは軍隊に入れば将校になる人たちだ
からそういう訓練があったんだろうね。」
質問者「課外活動はありましたか。」
小泉氏「それはほとんどなかった。だいたい六年生までは遠足だよね。高等科になってか
らは泊まりで一泊して旅行したね。」
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質問者「勤労奉仕の活動はありましたか。」
小泉氏「おれなんかのときはなかったね。」
質問者「学校生活について不満はありましたか。」
小泉氏「あまりなくて、楽しい思い出だったね。」
質問者「学校の校則はどのようなものがありましたか。
」
小泉氏「目上の人のいうことを聞けとか教育勅語があったね。」
質問者「教育勅語に違和感をおぼえる人はいましたか。
」
小泉氏「あまりいなかったね。そういうもんだと親の代からしつけられているからね。」
質問者「沼田町の生徒は集団疎開児童と関わりがありましたか。」
小泉氏「その時、いないからわからないね。
」
質問者「戦時中に様々なものが供出されていたようですが、小泉さんのお宅で出したもの
はありますか。」
小泉氏「無いんじゃないかね。金属は金とか銀とかないからないと思うよ。」
小泉氏奥様「鍋釜までだせっていってたみたいだよ。片品の方は刀とか槍も出すように言
っていたみたいだね。土蔵の倉の中に隠してたって言ってたよ。」
質問者「供出について何か考えていましたか。」
小泉氏「あまりないね。裕福なうちの家の話だからね。
」
質問者「利根沼田で松の根ほりが行われていたようですがご存じでしたか。」
小泉氏「あったみたいだね。だいぶ後半になってから昭和 17 年くらいからだよね。
」
質問者「松の根が油に変わって、それが何に使われるのか知っていましたか。」
小泉氏「知っていたんじゃないかな、きっと、まあ俺はうちにいたときの話ではないから
ね。」
質問者「松の根ほりについてなにか考えていましたか。
」
小泉氏「あんまりわかんないね。軍隊の一部もね、山へ来て、松の根ほりをしていたって
いう話も聞いていたね。」
質問者「利根沼田地域で中国人や朝鮮人が岩本発電所水路掘削工事や中島飛行機秘密工場
建設工事に従事していたことは当時知っていましたか。
」
小泉氏「戦争当時は知らないけれども、戦後になってシベリアに帰ってきてから知らされ
たね。朝鮮人はとりあえず日本国民っていうことになっていたんだけれど、中国
人は『捕虜』って呼んでいたけれども戦争で負けて捕まっていたんじゃなくて中
国で日本軍が中国人農民を捕まえて連れてきたんだ。天津とか北京の近辺からね、
連れてきていたんだね。それは戦争が終わってずっとたってから分かったことだ
けどね。月夜野町の下津にある如意寺って言う寺の和尚さんはなかなか偉くてね、
工事に来ていて病死した人、監督に殺された人もいるんだよ、あまりにもひどい
生活で逃げてそれで首を切られて死んだ人とかが 50 人ぐらいいてね、それではあ
まりにもかわいそうだということで葬って弔って遺骨に戒名までつけて保管しと
いたんだよ。」
質問者「話足りなかったり、何か付け加えることはありますか。」
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小泉氏「もう大体しゃべったね。今、ときどき問題になる従軍慰安婦の問題は、私は当時、
初年兵でね、入ったばっかりだからね。古い兵隊はこの人たちのお世話になった
んだよ。だからそういう話は聞かされたからね。行軍しているときにね、前方か
ら『酒保前へー』って言う号令がかかるんだよ。そうすると、後へ伝えるわけ、
俺らが行軍しているよこに、輜重車っていう軍隊の車があるんだよ。その車に 10
人ぐらい乗っけられて運ばれていたんだね。だから討伐作戦をしているときでも
ね、戦地に連れて行ったんだから。日本に慰安婦はいないなんて言っている人が
いるけど、そんなのは嘘だからね。で当時、慰安婦にするとは言わないでね、挺
身隊に参加してくれと言って朝鮮女性を集めたらこういうことになっちゃったわ
けだね。従軍慰安婦のことを一般に酒保って言うんだよ、それで酒保って言うの
は一般的に酒やたばこを一般の兵隊に売ることだったんだけどそれに付属して慰
安所ができたん。一般にも酒保って言うと慰安婦のことを言っているんだよ。今
晩、行軍中に泊まる町に近づくと先に部隊の一番後ろの方にいる酒保を前に呼ん
で夜の受け入れ態勢を作らせるわけ。古い兵隊や将校は酒保のお世話になるわけ、
その日に泊まる町に近づくと酒保に先に準備させるんだよね。」
3-5. 旧 月 夜野 町(現  みな かみ 町)  小 林茂 四郎 氏・ ト ク氏 （旧 月夜 野 町 77 歳 ）
聞き 取り 調 査
2009 年 11 月 14 日実施
 【10：00〜 小林氏宅にて】
質問者「ご年齢、お名前をお教えください。
」
小林氏「小林茂四郎です。満 81 歳です。昭和 3 年 2 月生まれです。」
質問者「終戦はいつお知りになりましたか。また、その時のご年齢をお教えください。」
小林氏「終戦は終戦の日に知ったんだなあ、その時は 17 歳です。」
質問者「戦時中の住所をお教えください。」
小林氏「初めは月夜野町月夜野で、昭和 16 年までです。それから太田・小泉町龍前で終戦
まで過ごしていました。」
質問者「家族構成をお教えください。」
小林氏「両親に兄弟が女と男あわせて 10 人だね。」
質問者「お父様のご職業をお教えください。
」
小林氏「親父の職業を戦争でとられて、いろんなことをしていたんだけど、個人事業家だ
ね。」
質問者「お母様は何をなさっていましたか。
」
小林氏「主婦ですね。」
質問者「戦時中の生活の流れをお聞かせください。昭和 12 年から 14 年を初期、昭和 15
年から 17 年までを中期、昭和 18 年から 20 年までを後期としてお教えください。」
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小林氏「昭和 14 年で六年生だからね、後期が、一番戦争の盛りだね。これが戦争なんだい
ね。昭和 16 年ぐらいまで毎日のように兵隊さんを後閑駅まで送っていたね。兵隊
送りについて、俺は当時ブラスバンドに入っていたから小太鼓で、茂左右衛門ま
で行って祈願してもらって後閑まで送っていたんだいね。初期は、学校に行って
帰ってきて戦争の遊びをしていたね。このときは食べ物は大丈夫だったね。中期
は、14 年で小学校を卒業して高等科にいってたんだけど、お蚕上げの時期に手伝
いに行ったりしてたね。後期は、昭和 16 年から小泉飛行場の工場で整備の仕事を
していました。」
質問者「戦時中、生活の場で戦争を感じる機会はありましたか。初期、中期、後期の順で
お教えください。」
小林氏「後期は、毎日、工場で戦争を感じていたね。でも、17 年ぐらいからもう感じてた
ね。ご飯時、爆撃がやってきて逃げて帰ってくると飯台が無くなって食べられて
たんだよね。この話は終戦間近の話だね。最初の頃は、見習いで 2 人一組で配属
されるんだけど、大きい工場だから食事のルールが分からなくて 3 日くらい食べ
られないときがあったね。初期・中期はブラスバンドで兵隊送りはしていたけど
兵隊の苦しみは分かっていなかったね。太田に行ってからが戦争を肌で感じて辛
かったね。初期・中期は、俺はあまり感じていなくて、戦争に負けるなんて考え
ていなかったね。」
質問者「戦争当時、小林さんのご家庭の食糧状態はどのようでしたか。」
小林氏「昭和 16 年くらいまでは順調だったね。あまりお腹が空いていたことは、なかった
ね。小泉の飛行場に行ってからだね、最初はまだ大丈夫だったけど、1 年足らず
でどんどん悪くなっていったね。」
質問者「戦争中、月夜野町の食糧は足りていましたか。
」
小林氏「初期中期は足りていたんだろうね。後期は大変だったろうね。この辺は極端にな
ってきたんだよね。
」
トク氏「農家だってお米が足りなくて山に入って蕗を入れて食べることもあったみたいだ
もんね。」
質問者「月夜野町の食糧状態は、前橋、高崎、小泉などの他地域と比べてどのようでした
か。」
小林氏「田舎の方がいくらかは良かったんじゃないかな。」
質問者「戦時中、配給制がどの地域でもとられていたようですが、食料品はどのようなも
のが配られていましたか。」
トク氏「お塩や砂糖とかの調味料だね。」
小林氏「この辺になると服とかも切符制になってたんだいね。」
トク氏「私は、学校に草履で行ってたんですけど、学校で靴が配られるんですけど 2 足と
か 3 足とかでくじで当たった人がもらえるんですよね。
」
質問者「配給された食料品は質の高いものでしたか。」
小林氏「質は悪いよ。値段はそんなに高くなかったんだよね。」
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質問者「代用食に変わっていったということはありますか。」
小林氏「ありますね。最初と最後じゃかなり違ったもんね。」
トク氏「そのとき、おとうさん（小林茂四郎氏）のお父さんは事業をしてたから闇米って
いうのを買ってきたから感じなかったんじゃないかな。
」
小林氏「そうだな、そうかもしれないな。」
質問者「配給制や食糧状態について、小林さんや周りの人はどのように考えていましたか。」
小林氏「それは、食料が足りなくて辛かったさ。終戦の放送を聞いて他の人は涙こぼして
聞いていたけど、俺は、泣くというか、家に帰れば食料が食べられると思って、
涙出なかったいね、あんまり苦しめられて。終戦になるとみんな放送を聞いて泣
いてるんだけど、俺は太田から家に帰ってこられると、あんまりにも食料で苦し
められるから涙が出なくて、逆に食料が食べられると思って嬉しくってね。食料
については不満はあったけど周りにはもらせなかったね。会話でも食うものの話
ばっかりだったね。
」
質問者「戦時中、月夜野では灯火管制はしかれていましたか。」
小林氏「それは、発令があると灯火管制はしかれていたね。」
トク氏「大東亜戦争が始まってから厳しくなって、光が漏れると注意されてたいね。」
質問者「戦況や社会情勢はどこから入手していましたか。人伝で聞いたことはありますか。」
小林氏「ラジオだな。太田の職場とかだと朝礼で戦争の話をしていたね。太田だと整備兵
が来ていたから日常の話は分かるしね。だんだん戦地に送る飛行機も減ってきて、
太田空爆で（飛行機が製作）出来ないからね。発令があべこべになることもある
んだいね。地区に流していくんだけど、遅いと消防団がやるんだけど、最後の方
になると、先に飛行機が来て後に発令が来ることもあったね。だんだん統制がと
れなくなってくるんだいね。あんまり回数が来るとね。警戒警報が流れていると
きに爆弾が落ちてきてたんだいね、統制がとれなくなってたんだろうね。」
質問者「新聞やラジオは周りのお宅にはありましたか。
」
小林氏「月夜野にいるとき、（自分の）家は新聞をとってたね。」
トク氏「うちはとってなかったんだけど、情報を知るのは回覧板とかだったよね。周りの
家は新聞をとっているのは少なかったんじゃないかね。
」
小林氏「月夜野あたりは割と、あったと思うけどね、町場だったからね。」
質問者「小林さんや家族の方が他の地域にいる親戚や友人にどのように連絡を取っていま
したか。」
小林氏「手紙だいね。電報は兄が死んだときにもらったくらいで、それ以外の時はほとん
ど手紙だったね。電話も取り上げられちゃったからな、戦争でね。家にもあった
んだけどね。月夜野は割合早く電話が入ってたんだけどね。」
質問者「どこかへ移動する際、交通手段は何が多かったですか。」
小林氏「汽車だな。
」
質問者「月夜野町は沼田までバスは通っていましたか。
」
小林氏「通っていたと思うよ。
」
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トク氏「猿ヶ京（旧新治村）からね、沼田を結んでいたね。」
小林氏「駅が近かったら歩いて駅まで行って汽車に乗っていたね。ここは地理的に良かっ
たんだいね。」
質問者「情報や交通について利根沼田で快適だった点や、不便な点をお教えください。」
小林氏「割合交通は通っていたしあまり不便な点は、なかったね。」
トク氏「情報が遅れることはあまりなかったんじゃないかな。」
質問者「戦時中、学校には満足に通えていましたか。」
小林氏「満足に通えたと思うね。ここは学校に近いし、お昼家に帰れたくらいだったから
ね。」
質問者「戦時中の学校での遊びはどのようなものがありましたか。」
小林氏「戦争に近い遊びだったいね。石を投げる朝鮮遊びていうのがあったんだけど学校
ではしなかったね。縄跳びやドッチボールを学校でやったね。野球はなかったね。」
質問者「戦時中の学校での授業はどのようなものでしたか。」
小林氏「黒板で書いてね。普通に授業をしてたね。」
トク氏「あの当時の先生は厳しかったんじゃないの。私の先生は長い鞭を持っていたね。
男の子が悪さをすると鞭でピシッとやったりしていたね。」
小林氏「先生によって違うんじゃないかな。みんな先生に特徴があったからね。俺が一番
矛盾というか封建制を感じたのは選挙の時だったな。高等 2 年の時、校友長(生徒
会長)の選挙をやったんだけど、俺のクラスには、系統の良い子いたんだけど、そ
の子がなれずに別の子になったんだいね。先生は、系統の良い子が選ばれたとき
に何言うんかと思ったら、
『参考資料にしますから』って言って系統の良い子がな
れなかったんだいね。相談して別の子になったんだいね。それからブラスバンド
は 6 人いるんだけど、
（住んでいる）地区によってなれる子となれない子がいたん
だよね。そういう封建制があったんだいね。子どもながらに封建制だなあと思っ
たね。
」
質問者「軍人が学校にやってくるようなことはありましたか。」
小林氏「軍人がやってくることはなかったけど、飛行場には最後の方、憲兵が来て監督す
るようになったね。
」
トク氏「おとうさん（小林茂四郎氏）が軍需工場に行ってからだいね。兵隊さんがやって
くるようになったのはね。」
小林氏「俺が工場に行っているときはあまり感じなかったんだけど、だんだん兵隊が来る
ようになったんだいね。最初はね、終戦間近になって来るようになって、終戦し
てからも兵隊は張り切っちゃって、上司を殴りつけて『まだ戦うんだ』なんて言
ってたね。そのくらい、張り切っていたね。終戦になってるから飛行機は飛び出
せないのに、それでも飛び立って、一周して自爆しちゃうくらいだから、兵隊は
死ぬことを何とも思っていなかったんだろうね。あれは不思議だったけど、その
ように教育されちゃっているんだろうね。その時に教育は恐ろしいなって思った
ね。でも、そういう教育をしていたんだからね。」
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質問者「課外活動はありましたか。」
小林氏「遠足があったね。旅行も汽車に乗って湯桧曽までは行ったね。帰りは、湯桧曽か
らあるってきたんだ。俺の年から伊勢参りが無くなっちゃったからね、それが修
学旅行みたいなもんだね。」
質問者「勤労奉仕活動はなされていましたか。」
小林氏「あったことはあったいね。蚕上げの時期とかに休みになるとかだね。」
トク氏「私の時は、草むしりとかはあったね。」
小林氏「俺が工場に行っているときに、学徒動員が来たから、俺らの職場には専修大学生
が来たね、沼高生も小泉に来たんだいね。大東亜戦争が始まってからそういう活
動が増えたんじゃないかな。」
質問者「そのような学校生活について、小林さんや周りの友人はどのように考えていまし
たか。
」
小林氏「おかしいとは感じなかったんじゃないかな。」
トク氏「卒業してから兵隊に行かなくちゃならないとかの心配はなかったかい。
」
小林氏「まあ、俺は後継ぎじゃないから、自分で食っていかなければならないから、太田
行って働こうと思ったんさ。でも、それは時代のあれで、家にいると徴用に出さ
れるから、それだったら、働きに行った方がいいだろうっていうことでね、そう
いう教育を受けたからあっちに行ったっていうことだな。あんまり、子供心に飛
行場に行って一旗あげようなんていう気持ちはなかったような気がするね。あん
まり感じてなかったな。」
質問者「学校の校則については、どのように考えていましたか。」
小林氏「不満はあんまりないね。封建制がおかしいと思っただけかな。」
質問者「戦時中、集団疎開などで他の地域から利根沼田に子供がやってきていたようです
が、その子供たちと月夜野町の子供たちはどのように接していましたか。」
小林氏「俺が子供の時分には、そういうのはなかったね。」
トク氏「私の時はありましたよ。大東亜戦争が始まってから、東京の子供たちが、お寺と
旅館にいたみたいですね。午前中には普通の生徒が学校に来て授業をして、午後
に疎開してきた生徒が授業をするようなことがありました。親と離れてかわいそ
うという気持ちがとてもあってね。一年に一回、行事を一回するくらいであまり
交流はなかった気がするねー。個人的に接することはなくて、集団で接する形だ
ったね。それと私なんかの代に疎開してきたんだっていう女の子が 3 人いたんだ
けど、その子は一緒に授業を受けてたけどね。」
質問者「戦時中、隣組や隣保班が組織されていたようですが、どのような活動を行ってい
ましたか。」
トク氏「区内で回覧板を回したりしていたね。」
小林氏「それから兵隊送りの時なんかは、婦人会っていうのがあって、その人たちが一緒
に出てたね。消防活動な地区で、組織していたからちょっと違うな。
」
質問者「隣保班に参加していない家庭はありましたか。
」
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小林氏「それはないね。昔から隣保班にみんな入っているからね。」
質問者「隣保班についてはどのように考えていましたか。」
質問者「今の回覧板とあまり変わらないからね。監視するような感じではなかったね。今
の組と変わんないね。」
トク氏「昔も協力してやっていたからね。」
小林氏「仲良くしてたから、助け合っていたというような感じだね。
」
トク氏「お米がないって言えば、貸したりしていたからね。」
質問者「戦時中、様々なものが供出されていたようですが、小林さんのお宅で供出したも
のはありますか。」
小林氏「家は農家じゃないからそういうのはなかったね。金属もあまり聞いてないな。」
質問者「供出についてどのように考えていましたか。」
小林氏「家は出していないから、あまり考えていなかったね。」
質問者「戦時中、利根沼田地域で松の根ほりが行われていたようですが、月夜野町では行
われていましたか。
」
トク氏「いましたよ。」
小林氏「俺が太田に行ってからだね。」
質問者「いつ頃から松の根ほりが行われ、だれが指示をしていましたか。」
トク氏「大東亜戦争が始まってからだと思いますよ。」
小林氏「昭和 16 年から 17 年くらいからじゃないかね。上の人の指示だったろうね。」
トク氏「松の根でしょ、山から掘ってきてね。」
質問者「松の根が、油に変えられ、そのあと何に使われるか知っていましたか、
」
トク氏「何か、これが飛行機の燃料に使われるんだとかっていわれたけどね。ほんとはど
うだったんかね。」
小林氏「俺は、飛行場に行っていたけど、そんなのは使わなくて、ガソリンだったよね。
飛行場の燃料は真っ青の油だから飛行機には使っていなかったろうね。」
トク氏「その頃は、麻も作ってね、隣保班で煮て皮をむいて作っていたんですよね。」
小林氏「それは、被服を作るためだろうね。
」
質問者「松の根掘りについてどのように感じていましたか。
トク氏「私は、親がやっていたから、子供心に今日は松の根掘りなんだっていうのを聞い
てたぐらいで、上から指示されたからやってる感じだったね。」
質問者「戦時中、利根沼田地域で中国人や朝鮮人が、岩本発電所水路掘削工事や中島飛行
機後閑秘密地下工事に従事していたことは知っていましたか。」
トク氏「そこに来ていた人の慰霊碑がありますよね。戦時中、水路工事の支那人の労働者
が家の近くの観音寺に泊ってたのを覚えていますよ。子供心に、支那人の人がぞ
ろぞろ歩いてくのを見て怖いんでね。」
質問者「その人のことを月夜野の住民の人は、どのように思っていましたか。」
トク氏「『怖いから、近寄らないように』って言われてね。食事も決まったきりしかくれな
いから、夜、農家の家の牛をとってきて殺して食べたなんていう話も聞くから、
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観音寺の近くに畑があってそこに行けって言われるんだけど怖くて行けなかった
よ。」
小林氏「終戦になってからもいたんだよね、ここに。終戦になってからは、朝鮮の人が強
くなって一時、雨戸を閉めて寝るようだったね。だんだん太ってきて朝鮮人と支
那人でけんかしてな、昼間でもここは雨戸を引かなければいけない時が、朝鮮人
が引き揚げるまであったよ。これは、終戦後の話だけどね。」
質問者「中国人や朝鮮人に向かって石を投げたり、焼きもちを与える人はいましたか。」
トク氏「あんまり聞いてないですね。一人とか二人逃げて、捕まったなんて言う話は聞い
たけどね。会わないように近づかないようにしていたね。それで当時、その人た
ちを捕虜、捕虜って言っていたね。」
質問者「最後に、何か話しておきたいことや話し足りないところがありましたから、お聞
かせください。」
小林氏「飛行場は、台湾人が来ていたね。製作所の方にね。台湾人はだいぶ来ていたな。
あとは、学徒だね。
」
トク氏「でも、馬鹿にしていたんだろうね、朝鮮人のことを。朝鮮人、朝鮮人と馬鹿にす
るな日本に来て幾年になるなんていう話もあったもんね。」
小林氏「空襲の話だけど、太田と伊勢崎を目標にして爆撃しに来てたんだけどね。ほんと
に徹底的にやられちゃって生産する能力がなくなっちゃったんだよね。もう、最
後はひどかったもん。最初は、警戒警報が早くに入るから、われわれが仕事をし
ていて警報が鳴ると、プロペラを分散するんですよね。でも、ちょくちょく来る
と生産ができなくなっちゃうんだ。それから、前橋とか高崎とかだもんね。でも、
太田は早かったよ、俺が行っている時からもう、ずいぶん写真を撮るんで、一機
か二機飛んでいたね。」
トク氏「こっちの方にも飛んできたんですもんね。学校で警戒警報っていうとみんな校庭
に出て裏山の木のあるところへ隠れるんですよ。」
小林氏「とにかく、俺が太田の爆撃で驚いたのは、最初は、爆弾が落ちてくるのがきれい
なんだよね。
『落ちるのが、きれいだなー』なんてみんな庭に出て見てて、バラバ
ラって落ちるとみんなで『落ちたなー』なんて言っていたんだけど、そのうち、
バーンっていったら爆風ですよね、グラグラっと揺れて収まったかと思うと、そ
れから腰抜かすようになっちゃった。最初知らないからね、爆撃の怖さを。泊っ
ていた家がかやぶきの家だから煤がみんな落ちちゃって、防空壕も、地主階級の
家だからほってあるんですよ。そこにはいるんだけど、最初の人が奥に行かない
からしっかり入れなくて尻を向けて向けてはいるようだったですよ。破片も刃物
のようになったものが飛んでくるからね。もうそれからは防空壕に入るようにな
ってね。で、大田にも飛行場があったから高射砲があって撃つんですけど、それ
を見てると、飛行機が 1 万メートルぐらいの所を飛んでいる中、高射砲が 6 千メ
ートルぐらいのところで破裂しちゃって届かないんだいね。だから、向こうは 1
万メートル超えれば怖くないっていうのを知っているから、悠々と飛んでいたね。
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だけど、幾度も幾度も写真を撮りに来ていたから、綿密にね。それから、工場の
急所を抑えて、爆弾を落として、その後、機銃掃射でバーって撃つんだけど。そ
こで驚いたのは、飛行機がヒューっと落ちてきたように感じるんだよね、その直
後バリバリっていうんだから驚いた。急降下でね。迎え撃つ戦闘機も編隊を組ん
でいくんだけど、編隊を崩さないから撃たれちゃうんだよ。それから、飛行場の
上司が何をやるんかと思ったら、竹やりを作って、これで戦うんだなんて言って
いたからね。」
トク氏「でも、戦争は負けてよかったいね。
」
小林氏「あー、戦争を続けていたらどうなっていたかはわからないよね。戦争に負けてよ
かった。もう 2 度と戦争はやりたくないと思ったいね。腹は減るし、怖い思いす
るしね。真珠湾攻撃のときは、こっちが勝ったと言って威勢が良かったけど、ア
メリカが本気だしたらたちまちダメになって、もうダメだったもんね。それと、
社会に良い先生がいて松本っていう先生だったんだけど、この先生の言うには、
アメリカは産業が進んでいて、自動車が 7 人に 1 台あるって言って、それを聞い
て、俺は子供心にアメリカっていうのはすごい国なんだなあっていう印象を受け
たんだ。それから、戦争が始まって、アメリカに良いようなことを言えば先生だ
ってね、あれだから、ちらっと頭の中にあってね、それぐらいアメリカは産業が
進んでいた国だったんだもんね。それに、刃向かっていこうって言うんだから、
日本って言うのはどんな国だっただろうねえ。」
トク氏「日本はいろんな国と戦ったんだねえ。」
質問者「いろんなとこと戦争したから、その後のしっぺ返しがすごかったですもんね。枢
軸国もがんばれなかったし。」
小林氏「でもね、ドイツとは、日本は同盟を結んでいたから、プロペラでもね、ドイツか
ら来ていたんですよ。ドイツから来ていたのは優秀なんですよ。プロペラは角度
が変えられるんだけど、（ドイツ製は）90 度動くんですよ、可変ピッチがね。ふ
つう零戦でも、変るんだけど、変わりが少ないんだよね。でも、ドイツ製はギア
で変わるんですよ。まあ、そのプロペラは零戦には使わなくて、別の違う爆雷を
組んでいくやつに飛行機にね使ったんだけど、それは 200 機くらい作ったんさ。
まあ、でも零戦が一番多かったからね。零戦は最初は、良くて優秀なわけだった
んだけどなあ、あれは、一人乗り用だからね。でも、俺は零戦を一番作ったんだ、
それだって 800 機とかそこらだけどね。隼ってのは 3 人乗りなんだいね、で隼は
陸軍だな、それにドイツ製のプロペラを組み込んだんだ。それと、ボーイングに
似たＬＸっていう飛行機も作ったんだけど 10 機くらいしかできなくて、あんまり
成功しないうちに終わっちゃったいな。それは、10 人ぐらい乗れる輸送機なんだ
けど、飛ぶのは飛んだんだけどね。後は、ダグラスっていうのがあったんだけど
20 人ぐらい乗れるね。」
質問者「飛行場に勤めている人も厳しい戦いだったんですね。」
小林氏「まあ、飛行場に勤めているっていったって子供みたいなもんだからね、ふふっ
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。
」

質問者「でも、17 歳くらいで働かれていたんですよね、今の人はなかなか働けないですよ。」
3-6. 昭 和 村 諸田 義 幸氏 ・兼 子氏 （ 昭和 村  7 5 歳 ） 聞 き取 り調 査
2009 年 11 月 17 日実施
 【14：00〜 諸田氏宅にて】
質問者「お名前とご年齢を満何歳かでお聞かせください。」
諸田氏「79 歳です。名前は諸田義幸です。」
質問者「第二次世界大戦中の住所をお聞かせください。
」
諸田氏「昭和村森下地区ですね。」
質問者「その時の家族構成をお教えください。」
諸田氏「4 人です。両親と兄と私です。」
質問者「当時のご両親の職業は何をなされていましたか。」
諸田氏「父は農業です。母は、農業の手伝いと主婦業ですね。」
質問者「終戦をいつお知りになりましたか。
」
諸田氏「玉音放送は昭和村でラジオで聞きました。」
質問者「昭和 20 年の時のご年齢は何歳でしたか。」
諸田氏「今でいうと、15 歳ですね。」
質問者「戦時中において生活の中で戦争を感じた機会をお聞きしたいのですが、昭和 12
年から 14 年を初期、昭和 15 年から 17 年を中期、昭和 18 年から 20 年を後期と
して、3 つの時期に分けてお聞かせください。
」
諸田氏「昭和 12 年頃は、日本が戦争をしているっていうのは知っていたけど、戦争を感じ
ることはあまりなかったね、小学校に入ったばっかりだし、兄弟が戦争に行った
ということもなかったしね。昭和 16 年に尋常小学校が国民学校になって、学校の
名前も変わったね。それで、戦争が激しくなっていったかんじだね。昭和 19 年に
学校で山を開墾していたね。」
諸田氏奥様「後期は、農家の人が作ったものを供出するようになっていったもんね。学校
で芋掘りだとかの手伝いもしていて、終戦なる前は、桑の皮を剥いて繊維を出す
なんてことが夏休みの宿題でありました。」
諸田氏「だから、学生とすれば、供出ではないけどその皮を出すのが供出みたいなもんだ
ったのかね。」
兼子氏「カラムシとかいう草も繊維をとるために採っていたね。」
諸田氏「衣食住はとにかく戦争のために逼迫されて、もちろんその頃（戦争後期）は、配
給制だったね。」
兼子氏「着るものも券を持って行かなきゃいけないとかね。」
諸田氏「学生だけどもそれは知っていて、学校でも、長靴なんかはみんな配給でクジに当
たらないともらえなかったんだね。学校で直接体験したことといえば、物がなか
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ったということだね。」
質問者「戦時中の生活の流れをお聞きしたいのですが、こちらも、昭和 12 年から 14 年を
初期、昭和 15 年から 17 年を中期、昭和 18 年から 20 年を後期として、3 つの時
期に分けてお聞かせください。
」
諸田氏「初期は、学校に行って帰ってきたら農家の手伝いとかだね。中期になると学校に
行って、帰ってくると一人前の働き手としての作業をしていたね。後期は、学校
に行っても勉強はあまりしないで訓練だとか、食糧確保とかが主体だったね。」
兼子氏「後期は学校でも女の人でも竹槍の訓練なんかもしましたよ。
」
質問者「諸田さんのお宅の食糧状態はどのようなものでしたか。初期、中期、後期に分け
るとどのようですか。」
諸田氏「後期の方が辛かったですね、質も違うしね。後期の方が不足していたね。初期と
か中期はまだ良くて、おいしくはなかったけど食べれるは食べれていたね。後期
になったらほんとに腹一杯食べれなかったね。結局もう戦争が主体になって食糧
増産ということで、道の両脇に大豆を蒔くだとか、空いてる所にはほとんど農作
物を育てていたね。
」
質問者「不足していた食料品、もしくは足りていた食料品は、なにがありましたか。」
諸田氏「全体的に足りていなかったね。十分あったのは粉ぐらいじゃないんかな、この辺
は田が少ないから、川場なんかは田があるからね。でも、この辺は粉が主だから
ね。あと、昭和 19 年にその頃グライダーの訓練に行ってきたんだよ、利根沼田で
40 人ぐらい集めてね。それで、お寺に泊まって、中学だとトラックとかなんだけ
ど、俺は小学生だから、人が後ろでゴムで引っ張ってね、飛行機を乗るための初
期の訓練をしたね。
」
質問者「昭和村の食糧状況はどのようでしたか。」
諸田氏「昭和村は結局、川場なんかと違って米がなかったから、もう食糧は不足していた
ね。今でいうサツマイモっていうんかね、その供出もあったからね、余計大変だ
ったようだね。」
質問者「昭和村と比べて他の地域、特に前橋や高崎と比べるとどうですかね。」
諸田氏「今と違ってね、渋川・前橋なんかは遠くの方に感じていたから、一部の人は知っ
ていたかもしれないけど昭和全体でみると情報はあまりはいってこなかった、分
からなかったけどね。」
質問者「戦時中、食料品はどのような物が配給されていましたか。」
諸田氏「米や砂糖とかだね。それと衣類とかだね、それも製品になっているものはなくて
反物でね。衣料切符なんていう物があってね。」
質問者「配給された物のなかに代用食はありましたか。
」
兼子氏「えーと、コウリャンとかっていうのを煮て食べたら、赤い赤飯みたいだななんて
いったことはあったね。」
諸田氏「俺より年の上の人は、よく知っているかもしれないけど、俺なんかは、学校の生
活をしてたからね、年齢的にそういうことは、あんまり分からないね。」
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質問者「これまで話していただいた食料状態や配給制について、諸田さんやご両親はどの
ように考えていましたか。」
諸田氏「後期は大変だったね。今は、自由にいろんなことが言えるけど当時は戦争中だっ
たからね。不満はあっても、戦争に勝つためだということで我慢し続けていたね。
このくらいの我慢をしなければ戦争には勝てないんだということでね、まさか戦
争に負けるなんて思っていなかったからね。戦争に勝つためにしょうがないんだ
ということでね。今でいえば、我々で 16 か 7 くらいで兵隊に行く通知が来ていて、
25 か遅ければ 30 くらいの人は、二回も戦争に行ったなんていう人は、子どもや
家の人間を家において、これから戦争に行くんだなんていう人は、しょうがない
とはいえ、どんな気持ちだったんだろうなんて考えるけどね。」
質問者「戦時中、昭和村には灯火管制は布かれていましたか。」
諸田氏「戦時中はあったいね。覆いをかぶせてね。灯火管制は夜回りなんかが決まってい
て明かりが漏れていないかを確認して注意された家もあるんだろうからね。覆い
を掛けさせられていたんだよね。」
質問者「戦況はどこから情報を得ていましたか。」
諸田氏「当時も役場とかはあったけど伝達は良くなかったから、結局ラジオで聞くくらい
でしかないんだろうな。ラジオもどこの家にもあるわけじゃないからね、おそら
くお金持ちの家や当時近くに東電の見張りがあったからそこに行って聞いてきて、
そこから人伝でね伝えていったんじゃないかね。」
質問者「新聞やラジオは諸田さんの家や、周りの家にありましたか。
」
諸田氏「いやー、少なかったね。この村だって何軒もなかったからね。一握りの家にしか
なかったね。」
質問者「諸田さんやご家族の方は、他の地域にいる親戚や友人にどのように連絡を取って
いましたか。」
諸田氏「手紙なんかしか使わなかったね。電報は緊急の時くらいだね。」
質問者「どこかへ移動する際に、交通手段は何が多かったですか。」
兼子氏「当時、バスは 17 号の道にしか通っていなかったからね。」
諸田氏「昭和村までは来ていなかったんじゃないかな。だから、交通手段っていえば、歩
きや自転車だね、もう歩きがほとんどだったいね。」
兼子氏「あとは岩本駅に歩きで行って汽車だね。」
質問者「情報や交通について昭和村で快適だった点、不便だった点をお教えください。」
諸田氏「ラジオや新聞もお金持ちや公共施設にしかなくて、バスも昭和村に来ていなかっ
たから不便だったいね。」
兼子氏「そうだねー、不便だったね。」
質問者「戦時中、学校には満足に通えていましたか。」
諸田氏「学校には通えてはいたね。農業の忙しいときに休む子は何人かいたけどね。」
兼子氏「休むのもそうだけど、早引きしてこいっていうのもあったいね。朝行って一時間
だけして帰るのもあったね、そうすると休みにならないからね。」
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諸田氏「勉強はあまり出来てはいなかったね。最後の方は勉学っていうか食糧生産が主に
なってきたからね。
」
質問者「戦時中学校での遊びはどのようなものがありましたか。」
諸田氏「その頃の遊びは限られていたからね、体を鍛えるのが主体だからね。メンコとか
は小さいときは、やっていたね。戦争ごっことかもやっていたけど戦争が激しく
なる前の 16 年の前だろうね。それからは、戦争が激しくなってくると普通の働き
手として、食糧増産とかに従事して、畑に行っていたから遊びに行っていた記憶
はないな。だから、学校での遊びは、跳び箱とか鉄棒とかにやっていただけで、
遊びは小学１・2 年とかまでだよね。」
質問者「戦時中の授業はどのようでしたか。
」
諸田氏「あのころの勉強は、読み書きそろばんはあったけど、男だと兵隊に行くことが主
体で、人間としてどうこうっていうことじゃなくなってきていたね。授業の内容
も戦争のことになっていったね。」
質問者「軍人が学校にやってきて、授業や訓練をすることはありましたか。」
諸田氏「私なんかが昭和 20 年の 3 月に卒業したんだけど、その 20 年の 4 月か 5 月には兵
隊が入ってきたみたいなんだよね。だから、私が学校にいる頃には来ていなかっ
た。年代が一級下は兵隊がきたなんかとは言っているけどね。」
質問者「今の課外活動のような物はありましたか。」
諸田氏「旅行はもうなかったな、遠足ぐらいだね。子持山や赤城山に登るとかだね。泊ま
りがけで行くようなことはなかったね。」
質問者「勤労奉仕活動は学校でなされていましたか。」
諸田氏「勤労奉仕はあったいね。兵士の家に行って、農作業とかの手伝いをしていたね。
工場に出むくようなことは、この辺じゃなかったね。この辺は農家が多かったか
らね。
」
質問者「学校生活について、諸田さんや周りの友人はどのように考えていましたか。」
諸田氏「不満はあったんだろうけど、日本が戦争に勝つと思って、勉強が少なくて、勤労
奉仕が多いような状況でも我慢していたんだろうけどね。その時、不満なんかを
言えばたちまち『非国民だ』とか『戦争に負けてもいいんか』とか叱られたから
ね。もうそういうもんだと思ってあきらめてたんだけどね。」
質問者「戦時中、集団疎開などで他地域から子どもがやってきましたが、昭和村の子供た
ちは、その子供とどのように接していましたか。」
諸田氏「昭和村は縁故疎開ぐらいで、集団疎開はなかっただろうなー。縁故疎開できた子
供は、食べ物が少なくて大変だったろうな。縁故疎開の子は馴染めなかったんだ
ろうなー、人数が限られているから、食糧もないし着るものもないしね、馴染め
なかったんだろうな。周りの人もかわいそうだとか言ってちやほやしてたわけじ
ゃないだろうし、親しくしていたらおかしいと思われるしね。積極的に接するっ
ていうわけではなかったと思うね。」
質問者「戦時中、隣組や隣保班が組織されていたようですが、どのような活動を行ってい
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ましたか。」
諸田氏「回覧板は回ってきたね。それが情報伝達の手段の 1 つだろうね。消防は隣保班と
は別だね、地区とかの単位だっね。」
兼子氏「隣保班は 10 軒ぐらいでね。」
質問者「隣保班に参加していない家庭はありましたか。
」
諸田氏「そういう家庭はなかったね。だから、隣保班とかができたのは、戦争中にできて
隣組はもっと古いかもしれないね。」
兼子氏「婦人会でバケツリレーに参加したことがあるっていう話も聞いたね。隣保班か隣
組でね。」
質問者「隣組や隣保班の活動について諸田さんや家族の方はどのように考えていました
か。」
諸田氏「助け合いとか協力だから監視するような感じではなかったね。だから、否定的で
はなかったと思うね。」
質問者「戦時中様々な物が救出されていたようですが、諸田さんの家で供出した物はあり
ますか。」
諸田氏「あのう、蚊帳の釣り手もださなきゃいけないなんていうこともあるね。そんなこ
ともあるけど、家では使わない金属を出すように言われたことがあるね。」
質問者「供出について諸田さんや、家族の方はどのように考えていましたか。」
諸田氏「戦争に勝つためにしょうがないっていうことなんだろうね。
」
質問者「昭和村で松の根ほりは行われていましたか。」
諸田氏「ありました。昭和何年だろうなー、知り合いの家で松根油を作っていたんだけど
ね、だいたい昭和 16 年くらいかな。その頃、回覧板が来て、飛行機を飛ばすのに
どうしても必要だからなんていうから、村の指示だと思うんだけどね。」
質問者「松の根が油に変えられ、何に利用されるのかを知っていましたか。」
諸田氏「人に聞いて飛行機の燃料になるんだっていう話は聞いてたけどね。作業として出
させられていたんだよね。」
質問者「松の根ほりについてどのようについて考えていましたか。」
諸田氏「上からの指示で勝つためにやっていたような感じだね。情報があまり入ってこな
かったね、それで反対するほどの力もなかったし、反対する手段もなかったから
ね。」
質問者「利根沼田地域で中国人や朝鮮人が月夜野の岩本発電所水路掘削工事や中島飛行機
後閑地下工場建設工事に従事していたことは当時知っていましたか。
」
諸田氏「この辺だと岩本発電所があったんでその作業のために朝鮮人の人とかが来ている
っていうのは聞いていたね。それは朝鮮人、今の韓国人だね。」
質問者「その人たちのことを住民はどのように思っていましたか。」
諸田氏「当時、どこに泊まって、どういう生活をしていたのかは全然知らないね、朝鮮の
人がやってきて作業をしてたのは知っていたけどね。昭和村の人は朝鮮人の詳細
をあまり知らないんじゃないかな、私より 5 歳くらい上の人はその作業に出てい
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たから知っていたかもしれないけど、俺はどこに暮らしてたかなんていうのはわ
からなかったね。物をくれたとか石を投げたとかは聞いていないね。
」
質問者「何か話したりないことや補足しておきたいことはありますか。」
諸田氏「いやいや、そんなことはねー。」
質問者「召集令状が 1 月に届いて、どこかに行っていたんでしょうか。」
諸田氏「19 年の 10 月に、今のみどり市に練習場があって訓練にいっていたんだけど、そ
れから１ヶ月経って、予科練の検査に土浦に 5 泊 6 日で行ってきたんだけどね、
昭和 20 年の 1 月に採用の通知が来ていたんだけど、その間は全然集まれとかは行
っていなくて、3 月に卒業して 7 月に奈良の航空隊に入る予定だったんだけど、
その間は、戦争に負けると思わなかったから農業の手伝いぐらいで秋は兵隊に行
くつもりだったね、それでね 7 月 25 日に奈良に行く予定だったんだけど 5 月頃
に変更になって、館山の航空隊に 9 月 1 日に行くことになったんだけど、もうそ
の頃には戦争に負けるっていうのが分かっていたんだろうね、それで 8 月 15 日に
終戦になって 15 日遅れたために行かなくて良いことになったんだいね。だけど、
水兵で行って昭和 20 年の 3 月ぐらいに死んじゃった人いるんだいね。それで、そ
の頃は、日本の国土に緑があるうちは戦争に負けないんだなんて言っていたけど、
沖縄が落ちて、とにかく空で戦っているから、どこかが落ちればみんなやられち
ゃうやね。だから気持ちだけは日本は勝つと思っていたけどね。反対のことを言
えば、たちまち警察に引っ張られちゃうからね。我々一人もんは良いけど、2 回
も高崎に訓練に行ってきたなんて言って役場のよく前に出ていたけど、家族を残
していかなければならないのはどれだけ辛かったかと思うよね。我々は小さいと
きから戦時中の教育でそのくらいをして当然で死ぬことなんてなんとも思ってい
なかったけど、だって子供があって親があってっていう人は今思えば大変だった
ろうね。そういう人たちは俺なんかみたいに戦争の教育を受けていた人じゃない
からね。戦争のためとはいえねー、大変だったろうね。
」
3-7. 片 品 村 千明 政 夫氏 ・千 恵子 氏 （高 崎 市か ら月 夜 野町 政所 に疎 開  7 4 歳 ）
聞き 取り 調 査
2009 年 11 月 18 日実施
 【14：00〜 千明氏宅にて】
質問者「お名前と、ご年齢をお聞かせください。」
千明氏「千明政夫です。昭和 6 年 5 月 26 日、満 78 歳です。78 歳と 5 ヶ月くらいかな、
ふふっ。」
質問者「第二次世界大戦中の住所をお聞かせください。
」
千明氏「14 歳の時はまだ白沢で、白沢で終戦を知ったんだから、俺が中学 2 年の時だから
ね。」
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質問者「その時のご家族の構成はどのようでしたか。」
千明氏「祖父と祖母と妹と、叔父がいて戦争にいって廃人になっちゃってね、父親の弟だ
ったんだけどね。父は、俺が小学一年の時に、今の中国だいね、支那事変で戦死
しちゃったんさね。徐州っていう所でね戦死してね、そのあとは母再婚して、家
を出て行ってね、それだから妹と祖父母と暮らしていたね。あの当時だから、も
う家族のつきあいはしないっていうことで義絶しちゃったわけね。それから再会
するのは 60 年後だから、戦争の被害者っていえば被害者さね、だからひどい時代
を過ごしたっていうんかな。」
質問者「お爺様は、何をなされていましたか。」
千明氏「東電に勤めていたんだけど、その後、東電を退職して、岩室で温泉を掘ったんだ、
ははっ。今、望郷の湯とかがある辺なんだけど、温泉を掘って温泉旅館を経営し
ていたんだ。」
質問者「終戦をいつお知りになりましたか。
」
千明氏「中学 2 年の時にね、放送があったのは 15 日だったんかな、終戦の時はまだ、4 級
のラジオっていうんさ、その後にスーパーっていう 5 級が出たんだけど、4 級の
ラジオがガーガー言って聞こえづらくてね、今日は大事な放送が 12 時からあるか
らみんな聞くようにっていうわけさ、だから家にあるラジオで聞いたんだけど、
何かガーガー言ってたんだけど負けたて言うことだけはね、あの当時は最後まで
戦うとか山の中に逃げ込んで隠れているとかいろんな話が飛んでいて、米軍が上
陸してきて男は去勢して労働に使う、女の人は従軍慰安婦のような形で使うとか
言っていたから、山に逃げろとか言っていた時代だったんだよ。ラジオの内容は、
よくは分からなかったけど負けたっていうことは分かったね。それから飛行機が
飛ばなくなったんだよ、利根沼田の上をね。それまでは、赤城山からうちの近所
が通り道だったんだよ、米軍の B29 が重たい音を立てて飛んでくるんだよ。それ
で赤城に行くと赤城の近くに陸軍の高射砲があって迎え撃つんだけど、皆届かな
いんだよね、それで日本の戦闘機が赤城の上で空中戦をやるんだけれども、落ち
ていくのは日本の飛行機ばっかり、ザーと煙を出して落ちていくっていうのがわ
かるんだよ。ちょうど赤城の上あたりでね、それで終戦の日以降はそれがみんな
消えちゃったからね。あー、これから世の中が変るんだな、日本が負けたんだな
っていうのをはっきり思ったね。」
質問者「戦時中の一日の生活の流れをお聞きしたいのですが、昭和 12 年から 14 年を初期、
昭和 15 年から 17 年を中期、昭和 18 年から 20 年を後期として、3 つの時期に分
けてお聞かせください。まず、初期からお教えください。」
千明氏「小学校の 1 年から 3 年くらいだったね。その当時は温泉旅館をやっていたから、
食べるものは間に合っていて、それから砂糖が配給になったんだよ。だから俺は
沼田の角桑っていう商店があるんだよ、そこに砂糖の配給を取りに行った。だか
らその当時は食料は結構あったね。小学校から帰ると家の手伝いをしていたね。」
質問者「中期はどうでしょうか。」
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千明氏「そうだね、俺が片品に引き揚げてきたのは中学 3 年だったんだけど、その前に家
族の人は、どうしても片品に帰らなければならなくて帰ってきてたんだよね。お
爺さんとすれば温泉旅館を手放すのは抵抗があったんだけど、帰るからっていっ
て温泉を東京の人に当時のお金で１万円で売ったわけさ、今の１億ぐらいだな、
それを積み立てておいたんだけど終戦になってたちまち、コメ 2 俵ぐらいになっ
ちゃって、困っちゃったんさね、終戦後お金が暴落してね、ひと月 5 百円ぐらい
しか下ろせなかったんだよね、預金封鎖しちゃってね、それから困っちゃったね。
まあね 17 年ぐらいまではおぼっちゃまでいたね、ふふっ、家に女中もいたしね。
でもその後は奈落の底に落ちちゃったからね。」
質問者「後期はどのようでしたか。」
千明氏「沼田中生だったから、沼田に下宿してたんだ、沼田の武尊旅館っていうところで
ね。」
質問者「戦時中において生活の中で戦争を感じた機会についてお聞きしたいのですが、先
ほどと同じように、昭和 12 年から 14 年を初期、昭和 15 年から 17 年を中期、昭
和 18 年から 20 年を後期として、3 つの時期に分けてお聞かせください。まず、
初期、中期についてお教えください。」
千明氏「俺が小学校に上がる 1 年前に、父親が出征兵士で旗を振って出て行くときに万歳、
万歳って見送ってたんだけど、母親はよく泣いていたような感じだよな、表では
気を強くしていたようだけど、実際にはものすごく辛かったんじゃないかな。そ
の後に父親は戦死しちゃうからね。」
質問者「後期はどうですか。」
千明氏「さっき言った B29 を見たりしたね。そのほかに、艦載機っていう豆飛行機が、そ
れがすぐそばを飛んで降りてきて、動くものを見つければ何でもすぐに撃ったん
だよね、それだから学校帰りで自転車に乗っていたんだけど、それを見たから慌
てて自転車は置いて土手のそばにカヤ（道具置き小屋）があってそこに隠れたん
だけど、機銃射撃を受けて当たれば大変なことだったけど、何とか当らずに済ん
だんさ。沼中 1 年の時だったから、戦争のホント終わりのころだね。それから沼
田市が爆撃を受けたんだ、その時は学校のすぐ近くに大きい防空壕があったんだ
けど、そこに入ってて、ドカーン、ドカーンっといってたんだけどね。その防空
壕にはいくらか隙間があるんだよ、その隙間からパーっと明るい照明弾か焼夷弾
の光が見えるんだよ、だから外に出て見たくてしょうがなかったんだけど出口の
ところに消防団の人が外に出さないように番をしてるから出れなかったんさ、防
空壕の中では、お婆さんが『南無阿弥陀ー』なんて拝んでるんだよ、外では照明
弾が稲光のようになっていて隙間から見えたんだよね。それで、敵機が去ってか
ら火消しに急いで行ったんだけど、焼夷弾は一升瓶ぐらいの大きさなんだけど、
その中にグリスが入っていてそれがみんな張り付くんだよ、でそれが張り付くと
すぐ火になっちゃうわけ、その当時は、ほとんど木造だからね。火のついた家を
消したりしていたんだけど、その時は学生っていうプライドみたいなもんがあっ
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たんだよ、守るのがおれたちの仕事だっていう感じでね。日本を守るという気持
ちでいたね。夢中で火を消したりしていたね、その後、家に闇米を隠していたん
だけどた俵ごと燃えちゃったなんて言ったり、豚が丸こげになったりね、その時
はさすがにみんな手をつけなかったけどね。いろんな騒ぎをしたね。
」
質問者「千明さんのお宅の食糧状態はどのようでしたか。」
千明氏「初期は旅館をしていたからよかったね。後期になって俺は下宿してたから、月の
初め十日ぐらいは、丼に米が一杯くらいでたんかな、十日から二十日くらいは、
雑炊で、丼に二杯でたんかな、芋とかをすべて取っちゃうと米は盃一杯くらいし
かなくてね、それが最後の十日になると一杯になっちゃうわけ、旅館も配給だか
らね。それだから家から焼きもちを帰った時に持ってきて友達にくれたり、自分
でも食ったりして宿屋のご飯じゃとても体が持たないからね、そうすると友達が
みんな寄ってくるんだよ、だから分けてやったりしてね。俺の食糧はだいぶ厳し
くなってきたんだけどね、実家のほうはまだ足りていたほうなんじゃないかな。」
質問者「戦時中、白沢村や片品村は食料は足りていたようですか。」
千明氏「まあ、白沢も片品も食べてはいたからね、その頃は俺の家はみんなの家よりまだ
やっていけたんだけどね。」
質問者「白沢や片品は他の地域、ここでは特に前橋や高崎と比べて食糧状態はどのようで
したか。」
千明氏「うーん、ちょっとわからないな。あまり情報が入ってこなかったからね。」
千恵子氏「私は高崎にいたけど、終戦前までいて、小学 4 年生の夏にいよいよ疎開したん
さね、前橋が空襲で焼けたりしてね。でも食べてはいたよね、食べないなんてこ
とはなかったよね。麦を混ぜたり、父が戦争に行くって言うんで米一俵を買って
押し入れの中に入れといたんさね、小学校 4 年生の時だけどよく覚えている。高
崎も前橋も何にもないような状況ではないと思いますね、食べてはいたからね。
そこの家によって違うだろうけどね、私の家は食べていましたよ。」
質問者「配給された食料品はどのようなものがありましたか。」
千明氏「あの時は、たばこや米、コウリャンとかの雑穀、大豆の粉、コウリャンの粉、押
し麦とかかね。」
千恵子氏「大豆の粉はザラザラしていておいしくなかったねー。あっあとひき割り麦って
いうのがあったよ、麦を砕くからグジャグジャでおいしくないんだよ。」
千明氏「押し麦はおいしかったんだけどね。
」
質問者「配給された食料品は質の高いものでしたか。また代用食はどのようなものがあり
ましたか。」
千明氏「質は高くないねー。さっき言ったコウリャンとかだよね。」
質問者「配給や食糧状態について千明さんや周りの人はどのように考えていましたか。」
千明氏「まあ、あの時はみんなで分け合って食べる感じだから、今にして思えば助け合っ
たという感じがあるわな。みんなギリギリで生きていたんだけどお互いに助け合
うっていう気持ちは強かったね。」
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千恵子氏「皆、しょうがないっていう感じだったよね、どこの家でもそうだからね。」
質問者「戦時中、白沢や片品、沼田は灯火管制が布かれていましたか。」
千明氏「敷かれていたね。黒い布をかぶせて、下だけ明るくしてね。
」
質問者「戦況はどこから情報を得ていましたか。」
千明氏「まあ、当時新聞があったからね。でも、その新聞もほとんどが良いことばっかり
で、敵機を何機撃墜しただとかね。でも、俺なんかは当時それを信じていたから
ね、今になればもっと疑えばよかったけどね。それで極秘情報は、たとえば戦況
が悪いとか、負け戦になりそうだなんていうと大変だからみんなそのことは口に
出さなかった。でも、みんな腹の中じゃ何となく負け戦になるのを感じていたな。
最後本土決戦でみんな敵を引きつけておいて最後に敵をやっつけるだなんて言っ
て、そういう腹構えだったんさ。ラジオも新聞も良いことばっかり言ってたね。」
質問者「情報を人伝で話していくようなことはありましたか。」
千明氏「そんなこともあったね、家はラジオがあったけど、ない家は玉音放送を聞くため
にラジオのある家に行ったりとかしていたね。」
質問者「新聞やラジオ、電話は千明さんのお宅にありましたか。」
千明氏「新聞とラジオはあったけど電話はなかったね、電話は発電所にあったから、もし
用があるときは発電所に行っていたね。」
質問者「新聞やラジオは周りのお宅にはありましたか。
」
千明氏「新聞はあったんじゃないかな。今の一枚分ぐらいの新聞だからね。ラジオはなか
ったね。」
質問者「千明さんやご家族の方は、他の地域にいる親戚や友人にどのように連絡を取って
いましたか。」
千明氏「手紙が主だったんじゃないかな、緊急の時が電報かな。」
質問者「どこかへ移動する際、交通手段は何が多かったですか。」
千明氏「バスがちっとは動いてたんだよね。俺が白沢から砂糖を配給で取りに行くとき使
ったね。あのとき 2 円小遣いで、行き帰りのバス代が 1 円で、途中食事をとるん
だけどその頃焼きそばって言うのが出てきてうまいなーなんて思って食ったんだ
よ、確かそれが 50 銭だったね。それで少年雑誌があってそれが 50 銭だったから
ね。そんな風に小遣いを使ったね。
バスは、追貝くらいまではきていて、それから後で鎌田まで行くようになった
ね。俺は、岩室から片品まで歩いて行ったことがあって一日かかったね。片品の
奥までは行ってなかったと思うけどちょっとわからないな。」
質問者「情報や交通について、白沢や片品で快適だった点や、不便だった点をお教えくだ
さい。
」
千明氏「不便っていえば不便だったね。それでバスも当時は栗生峠を越えてきてたんだけ
ど、その峠のちょっときついところにさしかかると動かなくなるから男氏が降り
て押していたね、女氏は乗っていたんだけどね。当時のバスは薪バスだから、空
気を送って、火をおこしてね。
」
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質問者「戦時中、学校には十分に通えていましたか。」
千明氏「通うのは通えたんだけど、勤労奉仕だとか一番勉強しなかったのは、ひと月に二
回ぐらい、後は勤労奉仕で農家の手伝いしたり、月夜野に地下工場を、今マッシ
ュルームかなんかの工場になっているみたいだけど工場を作る手伝いに行ったり
ね、そこに行くと朝鮮人もいて一緒に仕事をしたりしていたね。勉学は平均する
と半分くらいだったね、空襲警報がなると家に帰らせたりしちゃったからね。教
科書は、一枚の新聞紙ぐらいのがきて、それを切って自分で閉じたんだよ、印刷
してページがふってあるからそれを切ってね。そんな教科書が配給でね、辞書は
くじ引きで、制服もくじで引いたりしていたね。最後の方にはみんないきわたっ
ていたけどね。制服も当時樺茶色の軍服みたいだったね。勉強は満足ではなかっ
た、半分だったよ、それで勉強も人殺しの勉強だ、ひとを切るには藤の太いのを
切る感じに似ているだとか、銃剣術とかは撃鉄外したり、油塗ったりね。そんな
ことが主で数学とかはまたその半分かな。本当の勉強って言うのは四分の一くら
いで、半分は勤労奉仕で残りの半分は人殺しの練習だったね。だから、普通の勉
強するときはうれしかったな、貴重というかね。今じゃいやがるものなのかもし
れないけど、当時は普通の授業ができる時間は、とてもうれしかったね。」
質問者「学校での遊びはどのようなものがありましたか。」
千明氏「あの頃は鬼ごっことか隠れんぼとか、根っ釘なんていった陣取りだいな、釘を刺
して陣を取っていくような形で遊んだね。あとは、押しくらまんじゅうとか石蹴
りとかビー玉とか、面子だとかね。遊びはみんな結構自分で考えたりしていたね。
軍隊ごっこもあったけどね。軍隊ごっこだけをやっていた訳じゃないね。子供ら
しい遊びもしていたね。」
質問者「軍人が学校にやってくることはありましたか。
」
千明氏「配属将校って言って、一人二人は専門でいたんさ。沼田中の時からだね、小学校
の時はいなかったね。配属将校が戦争のことについて教えていましたね。中尉と
か少尉くらいの人が来ていたね。」
質問者「戦時中、今の課外活動のようなものはありましたか。」
千明氏「おそらくなかったね。ただマラソンはあったけどね。それと沼中の時に軍事教練
で榛名湖に一週間くらい行って、海軍の軍隊生活をしたね。小学校の時は遠足で
隣の小学校に行ったりしたね。白沢から薗原まで行ったことがあるね。中学にな
ると軍事教練になって手旗信号や結索したり、ボート漕ぎをしたりしたね。」
質問者「学校での勤労奉仕は具体的に何がありましたか。」
千明氏「後閑の地下工場行ったり、麦刈りだとかね。1 反分の麦を刈りに行ったんだけど
ね、当時はでかく感じられてね。蚕の桑を切って運んだりしていたね。地下工場
にも結構行っていたね、それで上級生は 3 年以上になると沼中の体育館に旋盤だ
とかを入れてねじを作ったりしていたね。体育館の工場で働いていたね。」
質問者「地下工場に作業に行く際、何ができるのかを知っていましたか。」
千明氏「いやー、そんなのはわからないね。板を運べって言われたら板を運んで、何を作
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るかは知らなかったね。地下に要塞を作るらしかったんだけど軍事秘密だから知
らされていなくて、指示を受けて動く形だったね。」
質問者「上級生の人はネジが何に使われるかを知っていましたか。」
千明氏「それは知らなかったでしょうね。指示があっていたからやっていたんじゃないか
な。」
質問者「そのような学校生活について千明さんや周りの友人はどのように思っていました
か。」
千明氏「うーん、それが普通って言う頭で別に何の疑いもなかったな。2 日くらいしか授
業がないのに授業料はきちんと取られるからそれについてはおかしいなとは思っ
ていたね。あの当時いくらだったかな 10 円くらいだったんかな。」
質問者「戦時中、都市部の地域から集団疎開などで利根沼田地域にやってきたようですが、
利根沼田の子どもたちは、疎開してきた子供とどのように接していましたか。」
千明氏「割合平気で付き合っていたんじゃないかな、そんなに違和感持たなかったよ。俺
もそんなような子と付き合っていたけど違和感は感じなかったな。」
千恵子氏「当たり前みたいな感じだったからね、昔は情報が少ないから素直だったよね。」
千明氏「今の転校生を迎えるときより、素直に受け止めていたんじゃないかな、ただ彼ら
は良い格好をしていたなって言う感じはあったね、でもそんな抵抗はなかった
ね。」
質問者「では、疎開してきた子どもたちをいじめるようなことはありましたか。
」
千明氏「それはないね。でもそういうのは別にしていじめっ子というのはいたんだよ、で
も今と違って一対複数なんてことはなかった、必ず見方がいて半分ぐらいは助け
たりしていたね。
それでルールがあって、泣けば終わり、参ったって言ったら終わりとかだった
ね。けんかしてもね。」
千恵子氏「女の子は泣けば終わりだったね。
」
千明氏「グループで対抗して果たし合いだーなんて言って慌てて大人が止めたりしたこと
はあったけどね。だから集団疎開してきた子たちを狙っていじめるなんてことは
なかったね。」
質問者「戦時中、隣組や隣保班が組織されていたようですが、どのような活動を行ってい
ましたか。」
千明氏「あの頃は、兵隊の任期を終えてきた人が軍事教練を教えたり、バケツリレーをし
たね。あとは竹槍訓練をしたね、上から落下傘で降りてくるから突き刺すんだー
なんて言ってね、今考えてみればバカみたいな話だけどね。」
千恵子氏「防火練習をしてたいね。」
千明氏「回覧板はあったと思うけど、大人がみてたからあんまり記憶にないね。
」
質問者「千明さんのお宅は隣組、隣保班に参加なさっていましたか。
」
千明氏「うちは参加していたね。」
質問者「隣保班に参加していない家庭はありましたか。
」
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千明氏「いやー、あの頃はそんなことをしたら非国民だなんて言われて、やられちゃうか
ら今日は訓練だなんていうとほとんど出ていたね。参加していない家なんかはな
かったね。」
千恵子氏「憲兵みたいなのが来て怒るもんね。」
質問者「隣保班はどのような体制でしたか。
」
千明氏「監視体制ではなくて力を合わせて戦っていくというような感じだったね。一億火
の玉になってと言うような報道体制だったから、みんなを一つの方向にもって行
って、みんな迷いなくっていう感じだったね。」
質問者「千明さんやご家族の方は隣保班についてどのように考えていましたか。
」
千明氏「みんな協力していたから好意的だったね。」
千恵子氏「留守番とかは隣の人に頼んでね。
」
千明氏「神社だとか戦死者の墓を隣保班の少年団が掃除するのは当たり前だったんさ。」
質問者「戦時中、様々なものが供出されていたようですが千明さんのお宅で供出していた
ものはありますか。
」
千明氏「うーん、あの頃は刀を出したり、良い刀があったんだけどね。後はあんまり記憶
にないな。」
質問者「供出について千明さんや家族の方はどのように考えていましたか。」
千明氏「いやー、それなりに抵抗はあったと思うんだけど、国のためにっていうんでね。
あまり不満は漏らせなかったね。」
質問者「利根沼田地域で当時松の根掘りがなされていたようですが、白沢や片品では行わ
れていましたか。」
千明氏「行われていたね。松の根っこを掘って、飛行機の油をとるっていうわけだったん
だ。あれで戦争に勝とうっていうんだから無茶だよなー。俺も松の根っこを掘っ
たよ。
」
質問者「いつ頃から始まったかは覚えていますか。」
千明氏「いやー、あんまり覚えていないな。終戦間際の頃だったんかな、ガソリンが南方
から入ってこなくなったかったからね。」
質問者「松の根掘りをだれが指示していましたか。」
千明氏「それは隣保班だったかな、そういう感じで上から指示が流れてきたんだろうね。
学校からはそういう指示はなかったね。」
質問者「松の根が油に変えられ、何に利用されるかは知っていましたか。」
千明氏「飛行機の燃料になるのはわかっていたね。飛行機の燃料になるから松根を掘って
くれっていわれてね。」
質問者「太田の飛行場に行った人はそんなものは使ったことがないといっていたんです
よ。」
千明氏「まあそうだろうな、あれから油をとってね‐、でも松の根っていうのはよく燃え
るんだよ、お盆の時に角火に燃すのはそれだからね。」
千恵子氏「肥松だよね、肥松。
」
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千明氏「まあ、とにかく飛行機の燃料といえば当時は文句なしだったからね。おそらく飛
行機の燃料にはならなかったんじゃないかね。」
質問者「松の根掘りについてどのように考えていましたか。」
千明氏「何とも不思議には思わなかったね。それが当たり前だと思っていたからね。」
質問者「利根沼田地域で中国人や朝鮮人が、月夜野の岩本発電所水路掘削工事や中島飛行
機地下工場建設に従事していたことは知っていましたか。」
千明氏「知っていたね。」
質問者「その人たちを地元の人々はどのように思っていましたか。」
千明氏「うーん、一緒に仕事をしているときは何の疑問を持たなかったいな、であの頃は
朝鮮人も結構いたんさな。」
千恵子氏「でも、朝鮮人なんていうとあの頃は結構馬鹿にしてたんじゃないの。
」
千明氏「まあ、馬鹿にはしていたね。半分は囚人扱いみたいなもんだったね。でも、一緒
に仕事をしてたんだから、学生も。一緒に仕事をしているときは、馬鹿にしたり
さげすんだりはしていないね。
」
千恵子氏「直接ではそういうのはないけどね。」
千明氏「でも、ちゃんと一軒の家にすんで、ちゃんと生活している人が岩室にも何人かい
たから、そういう人は下に見ていたかもしんない。終戦後はひっくり返っちゃっ
たけど、今度は彼らがえばって、日本人を馬鹿にしたような感じだけどね。」
千恵子氏「直接はみていないけど、何となく下にみていたね。月夜野の方は、一軒家に住
んでる人はいなかったよ。」
質問者「中国人や朝鮮人に向かって石を投げたり、食べ物をあげる人はいましたか。また、
そのような話を聞いたことはありますか。」
千明氏「そういう話はないなー。」
千恵子氏「乞食はいたじゃない。」
千明氏「乞食はいたいな。乞食に石を投げるようなことはなかったな。もちろん乞食は日
本人だよね。」
千恵子氏「食べ物がなくて汚い格好をして食べ物を分けてもらいにきたね。」
質問者「最後に、話したりなかったことや、話の補足などありましたらお聞かせください。」
千明氏「俺は、中学卒業して片品に帰ってきてから、おじいおばあも年がいっていたから、
家族を養わなくちゃいけないんで終戦直後に闇屋をしたことがあるんだ。こっち
から米を一升百円で買って沼田駅から汽車に乗って夜の 11 時くらいかな、最終列
車に乗っていくんだ。そうするとちょうど上野に夜明けぐらいに着くんだ、その
ときにだいたい米を一俵持って行くんだ、そうすると仕入れ賃が四千円だから、
東京に行くとそれが四倍になったん、一万六千円だいね。それで東京往復が七百
五十円ぐらいだったから、米二升か三升の儲けでいってかえってこれたんさ。そ
れで東京でものを仕入れて、こっちで売るとずいぶん儲かったんだよ。だけど時
には検査に引っかかっちゃうんだよ、上野の前あたりで、汽車を止めて、あの時
は出入り口が二つしかないから警官がそこをふさいでみんな調べ上げちゃうんさ。
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米があると外に放り投げちゃうんさ、それで持っていた人がわかるとその人も下
ろされて罰金を取られちゃうんさ。俺はいつも自分の席の下には荷物を置かない
でちょっと離れた相手の座席に押し込んじゃうんさ、そうすると見つかってこれ
は誰のだっていっても教えることはしないんさ、みんな知らん顔して、米だけは
とられちゃったけど、自分はしょっぴかれることはなくてね、お金は持っている
から東京でものを仕入れることはできたんさ。上野はみんな焼け野原で、上野か
ら浅草と秋葉原は見えるんさ、だからあるって行くのは楽だった。みんなトタン
屋根の焼けたようなバラックに暮らしていて、そんな時代もあって今は夢みたい
なもんだな。」
質問者「上野の闇市がアメ横の前進だったんですよね。
」
千明氏「そうそう、あそこでみんな仕入れてくるんだ。そこは最初朝鮮人が仕切っていた
から、日本の警察が入れないんだ、朝鮮人の治外法権みたいなもんだから、それ
であそこがアメ横になったんだ。あそこに行っては仕入れて、そこでは安く仕入
れられてね、そんな生活を送っていたね。まだ二十歳くらいだったね。俺はおじ
いさんやおばあさんとか妹もいたからね、支えなくちゃならなかったんだけど土
建やったって先生やったって養えなかったから闇屋になったんだ。3 年ぐらい続
いたんかな。今思うと俺の中で一番充実していたね。その当時、列車に乗って高
崎を過ぎると食欲がなくなっちゃうんだ、何が起きるかわからないから緊張しち
ゃってね。上野まで行って、約束はしてあるんだけどすぐには入らないで荷物は
置いておくんさ、入り口は警察とかがよくいるからね、それで警官がいなかった
ら空手で入って無事だとわかったらすぐに荷物を運び込んでそれで取引してすぐ
に出ちゃうんだよね。だから緊張しちゃってものが食べられないんだよね。だけ
ど帰りは楽なんさ。品物を仕入れてくるんだから大っぴらにしても大丈夫なんさ、
それでも高崎を過ぎるとホッとするというか、人間らしい感情になったね。そん
な時代もあったねー。
その頃は、いるしね、当時、駅の近くで大学生がピーナッツを売っていたんだ
けど所場代といって一日いくらというお金をやくざに取られていたんさ、当時、
警察は見て見ぬふりだからね。俺もやくざに絡まれたことがあるんだけど、その
時に、『出身は上州だ』っていうと群馬は、国定忠治の出身地だったから、『親分
なしの子分なしの一匹狼だ』なんていうと『御見それしました』なんて言われた
こともあったね。今思えばぞっとするけどあの当時はできたいな。
終戦後のほうが生活がひどくなってね。それで配給米だけで生活している判事
が飢え死にしちゃったなんていうことがあったんだよ、
『私は判事なんだからヤミ
米は食えない』って言ってね、栄養失調で死んじゃった。」
千恵子氏「お父さんは上野駅におにぎりを持っていくとそれを売ったなんていうこともあ
ったいね。」
千明氏「そう、汽車の中でおむすびを食べようとすると、
『それを売ってくれ』っていうん
で売った。また、それで置き引きっていうのがいるんだよ、休んでるとすぐに持
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って行かれちゃうから自分の荷物は足に結び付けておくんさね、そうすると浮浪
児がかっぱらって持っていこうとすると、足が引っ張られるから『この野郎っ』
ってとっ捕まえてね。みんな親を亡くした子供たちが置き引き専門で駅にいるん
さ、ちょっと気を緩めれば身ぐるみはがされちゃうね。生きていくにはいろんな
ことをしてきたから今が本当にありがたいなって思うよ。ご飯はしっかり食べら
れて、命の心配がないしね。戦時中は絶えず命の危険があったからね、爆撃で死
ぬかもしれないし、戦地に行って死ぬかもしれないからね。今死ぬって言ったら
交通事故とか病気とかだからね、防ごうと思えば防げるからね、でも戦争中は、
防げないんだからね。否応なしに死の恐怖がいつもあったからね。俺は戦争とか
を見てきたけど、やっぱり国を愛するというのが大事なことなんじゃないかな。
国を愛して、郷土を愛して、祖先を愛することが重要だいね。こんなことはなか
なか話せないいい機会っていうんかな、そんなことは聞かれないと話す機会はな
いからね。」
千恵子氏「沖縄とか原爆を落とされたようなところの人は、忘れられないからずっと語り
続けているけどね、ここらの人はちょっとあったくらいじゃ語らないからね。」
千明氏「みんないろいろな戦争体験をしているからね。
」
千恵子氏「同級生でもお弁当を持っていけない子がいてお昼になるとブランコに乗って過
ごしていたんだよね。疎開してきた子なんかはお昼にサツマイモを持ってきたり
するから、それをまねして持ってきたりとかしたね。」
千明氏「沖縄と原爆は非日常的なんだけど、日常的にも、いろんな体験をしているんだよ
ね。」
千恵子氏「私なんかは高崎に住んでいたから、前橋をやられてその次の日に月夜野の田舎
のおばあさんのところに疎開してきてそれっきり高崎に帰れなくなっちゃった。
私が疎開するとき、親は後の整理があるんで高崎に残って、おばあさんが迎えに
行ったら高崎の駅で敗戦になったんさ。」
千明氏「俺は前橋空襲のときは沼田にいたんだ、沼田の上の町にいたんだけど、外で見た
ら空が真っ赤になっていてね、だから最初は沼田の下町が燃えてるんだと思った、
それで後で聞いたら前橋空襲だって言ってね、ほんとに夜だからすぐ近くに見え
るんさ。」
千恵子氏「前橋空襲の次の日に汽車で月夜野に来たんだけど、前橋にさしかかった時、焼
夷弾が電線に引っ掛かってケーブルから煙りが出てたり、お風呂が燃えていたり
したね。だからあっちこっちで煙が出ていてね。」
千明氏「もう戦争になったら地獄だよ、今がどれだけ幸せかっていうんだけどそれがわか
らないんだよね。今の人は、戦争をテレビで見ている一部だとかゲームをしてい
る一部みたいに見ちゃっている感じがするいね。」
千恵子氏「学校行ってて、うーって警戒警報が鳴り出すと防空頭巾を被って家に帰るよな
感じだったいね。そんなことばっかりしていたね、高崎では。だからこっちにや
ってきて安心したもんね。だから今でも火事とかのサイレンに敏感だいね、体に
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染みついちゃってるからね。」
千明氏「だから、生の体験を聞くっていうのはいいことなんだよ、語りたいことはいくら
でもあるんだよ、いくらでも出てくるん。だけどそういう場がないからね。今ま
でそういうのは聞かれなかったからしゃべらなかったけど、聞いてくれればいく
らでも出てくるんだよ。」
千恵子氏「私は、サイレンが鳴ると逃げるっていう生活をしていたからよく夢で見るんだ
よ、一生懸命逃げているところをね。」
千明氏「俺なんかのちょうど二つ上の人は戦争に行っていたんだけど、俺は少年航空兵に
なろうって思っていたん、親父の仇を取りにね。16 歳になると少年航空兵に入れ
るんだけど、おじいおばあが何としても反対してね。俺より一級上の人はそうい
うところにいけたんだから。」
千恵子氏「でも、行こうと決めるのはすごいよね。」
千明氏「もう、準備していたもんね。もう腹を決めてたからね。」
千恵子氏「みんなお国のためにって言っていたもんね。
」
千明氏「だから、国のためにっていうのもあったけど、家族を守るためにっていうのが強
かったみたいね。」
（千明氏、資料を取っていくために少し席をはずし、資料を持ってくる）
千明氏「これがね、奉公袋で、親父の写真、手紙、従軍記章、金鵄勲章、勲八等と勲七等
と二回もらったね、それでこれが略章っていって戦争に行っている時は本物の代
わりにこれをつけて戦うんさ。それでこれが戦死した時の書類だね。それでこれ
が当時の新聞でね、紙質がね悪いんだけど貴重品だね。葉書で親父から来たんだ
けど『敵をやっつけました、敵を撃つのは雀を撃つより簡単だよ』なんていう内
容が書いてあったね、それで軍事郵便で来ていて、検閲が入っていたからね、本
当のことはなかなか書けないんだよな。」
質問者「奉公袋は、慰問袋とは違うのですか。」
千明氏「うん違うね、これは兵隊が大事なものを入れておく袋だね。だから奉公袋には、
その子供が描いた絵だとか、写真とかが入っていたね。
それでこれが軍隊手帳って言って軍人勅諭だとかが書いてあったり、経歴が書
いてあったりして、これがパスポート代わりになるんさね。高崎の 15 連隊の矢ケ
崎部隊っていうのに入っていた、それで戦死したね。」
千恵子氏「矢ケ崎部隊っていうのが天皇を守る部隊って言ったんだいね。おばあさんが自
分のせがれだから矢ケ崎部隊にいたんだなんて結構言っていたね。だからそれを
誇りにしていたいね。」
千明氏「32 歳くらいで死んだんだいね。
それで、これが軍事教練のときの写真だね。
」
質問者「戦争当時、沼田中学の五常の鐘を供出したんですよね。」
千明氏「そうそう、供出したんさ。」
質問者「戦時中は、沼田中学の校舎を使うということは少なかったですか。」
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千明氏「あーそうだね、勤労奉仕であんまり使わなかった。それで当時校舎の三階には兵
隊が寝泊まりしていて、うっかりそこに行っちゃうとノミがピョンピョン跳ね上
がってきてね、あわてて逃げるようだったね。
     こうして振り返ってみると、随分色々なことがあったけど未だにみんな昨日の
ように思い出せる。こんなに思い出話をしたのは初めてだよ。話を聞いてくれて
本当に嬉しかったよ、何か胸のつかえが一辺におりたような気がする、ありがと
ね。」
3-8. 旧 新 治村( 現 み なか み町)  小川 三郎 氏・宮 子 氏（旧 新 治か ら東 京に 上 京 80
歳）
・原 沢輝 氏 （旧 新治 村）  聞き 取り 調 査
2009 年 11 月 19 日実施
 【10：00〜 小川氏宅にて】
質問者「お名前、ご年齢をお聞かせください。」
小川氏「小川三郎、満 83 歳です。大正 15 年 3 月 20 日生まれです。
」
質問者「第二次大戦中の住所、家族構成、ご両親のご職業をお聞かせください。
」
小川氏「昭和 15 年まで新治村で、それから横須賀の海軍工廠に行って、昭和 20 年 6 月末
日に武山海兵団に入団しました。家族構成は、両親と兄 2 人、姉 1 人、弟 1 人で
す。親父は製材工場で、木材の買い付けをしていました。」
質問者「終戦をいつお知りになりましたか。また、その時のご年齢は何歳でしたか。」
小川氏「昭和 20 年に満 19 歳で、久里浜の防備隊に転属し、現地で知りました。
」
質問者「戦時中の一日の生活の流れをお聞きしたいのですが、昭和 12 年から 14 年を初期、
昭和 15 年から 17 年を中期、昭和 18 年から 20 年を後期として、3 つの時期に分
けてお聞かせください。」
小川氏「昭和 15 年の 3 月まで新治村にいたから、それで 4 月から横須賀の海軍工廠に入
り、昭和 20 年の 7 月 1 日に武山の海兵団に入隊したね。昭和 20 年の 6 月末まで
海軍工廠で働いていたね。初期は小学校に行って昭和 15 年からは海軍工廠で働い
ていました。私の仕事は電気関係の設計製図をやっていました。主として、
『翔鶴』
という航空母艦なんです、空母ですね。『翔鶴』が完成したのは、昭和 16 年くら
いですよね。それでね、海軍工廠にいた頃（昭和 19 年頃）、疥癬っていう皮膚病
が流行したんですよ、それは軍隊が南方に行くでしょ、南方の方から流行ってき
たんです、横須賀でもね。手足の柔らかいところに出来る皮膚病なんですよ。電
気系統の設計で製図板で書いていたんだけど、手の指のところがジュクジュクし
ちゃうから手袋をはめて仕事をした経験もあります。それは昭和 19 年頃ですね。
それから海軍の兵隊に行ってから硫黄の湯に入るんですよ、それで治ったという
経験があるんですよ。それから、海兵団に行って敗戦を感じたのは、訓練してい
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ても銃なんかは縄で縛って置きっぱなしだったんだよ、
『グラマン』が飛んでくる
とき海兵団で竹槍を作っていたんです、だから訓練用の銃なんかは全然使わない
の。」
質問者「戦時中の生活をお聞きしたいのですが、昭和 12 年から 14 年を初期、昭和 15 年
から 17 年を中期、昭和 18 年から 20 年を後期として、3 つの時期に分けてお聞か
せください。」
小川氏「海軍工廠にいたから直接戦争を感じていたからね、それで軍艦の出入りを大体知
っているわけだからね。」
質問者「小川さんや原沢さんのご家庭や新治村の食糧状態はどのようでしたか。不足して
いた食糧、足りていた食糧を具体的にお教えください。
」
小川氏「小学校時代はまだまだ良いんだよね、海軍工廠に行ってからは、寮の飯と外食だ
からなー、おかゆみたいな雑炊の外食があったんだ、薄くて箸のたたないような
雑炊だったね。その頃外食券っていうのがあったん、その券をもって朝昼晩と食
べたんだけど、昼は工廠の食堂で食べるからまだ良いんだけど、外食はコウリャ
ン、麦飯なんかはまだ良い方でね、粟なんかはなくて豆かすなんかも食べたね。
それで外食時に、食堂に行ったって割り箸なんかない時代があったんだよ、箸を
持参でね、若いから外食券を 2 日分を使っちゃうようなこともあったよね。兵隊
生活の話をすると、海兵団に入ると、元の体に戻ったんさ、というのは海兵団の
食事の方が良かったわけ、たとえ麦飯でも腹一杯食べられたわけ、軍隊のみそ汁
は魚や野菜やらをいっぱい煮込んで栄養価はあったんだよ。2 ヶ月ぐらいの軍隊
生活だけど、そのくらいで元に戻れたんだよ。海軍工廠の頃の食糧も昭和 16 年か
ら厳しかったわけじゃなくて、俺が工廠に行った当初の頃は、町を歩いていても、
ベーカリーでパンでもなんでも売っていたからね。だから、昭和 17 年くらいまで
はいいんかな、昭和 17 年くらいまではミルクでもホールケーキでも食べられたん
ですよ。昭和 18 年頃からが厳しくなっていったんかな。実家の方は工廠に行って
いたから分からないな。」
宮子氏「私は昭和 15 年の 11 月に小学校 5 年の時に母親が東京に出て行って、農家の親戚
に預けられたんだけど、そんなに食べるものは不自由しなかったんじゃないかな。
それで、母と弟は 2 ヶ月前に東京に行っていたんですよ、それで姉と私は新治の
親戚のうちに 2 ヶ月くらい預けられていたんですけど、農家だったので食べられ
ていたと思いますよ。終戦になって戻ってきたんだけど、それからは食糧難で食
べ物には困っていたね。東京に出ていた話なんだけど、当時（昭和 16 年くらい）
母が、野球選手の合宿所の炊事婦をしていたんだけど、野球選手だから夕食は肉
食とかお魚とか、すき焼きとかを食べていたからね。」
小川氏「だから、中期も新治村は大丈夫だったんだろうな。それで 18 年くらいから食糧状
態は悪くなっただろうな。」
原沢氏「食糧事情は悪かったよ、新治村でも。日本中どこだって同じだから。支那事変ぐ
らいはまだ食べられていたんだ。だけど大東亜戦争の末期は、ひどかった。小麦
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は粉にするんだけど粉にしないで飯に入れて食ったんだから、そうすると消化し
ないで、そのまま排泄されちゃうんだよ、消化しないからね。食べる米がなくて、
山に入って蕗を採ってきて、食う人もいたし、早く言えば山菜を採ってきて食べ
る人もいたってこと。それから、自分で犬を飼っておいて犬を殺して食べちゃう
人もいたんだよ。まあとにかく食糧状態は悪かったよ。それで山に入って、山菜
を食べるような家は栄養失調だから、体にできものがいっぱい出来るんだ、でそ
のできものも食べていたんだよ。恐ろしいことをやっていたんだで。足りない食
糧は、米だな。米はほとんど食べられなくて、ほぼ麦だな。あと麦の飯の中にカ
ボチャ入れたり、薩摩芋入れたりしていたな。これを主食としていたね。前橋と
か高崎とかと比べても食糧状態はきっと同じだよ。だって、その戦時中、街場の
人もリュックを背負って食糧を買いに来たんだもん。それで真面目な人は死んだ
んだよ、昔ここに戸谷部長っていうのがいてさ、その人は警察官だから闇米とか
を一切買っちゃいけないということで、みんな栄養失調になっちゃって、最後、
橋から飛びを降りて一家心中しちゃったんだ。」
質問者「配給された食料品はどのようなものがありましたか。」
小川氏「海軍工廠に行っていたからあまり覚えがないなー。」
宮子氏「私も全然記憶がないね。ただし、衣料切符なんていうのはあったいね。
」
原沢氏「トウモロコシの粉の配給があったんだけど、それを食ってみんな下痢をしたよ。
コウリャンもあったんだけど、あれも消化が悪かったよ。コウリャンを炊くと赤
飯みたいになってね、それだけど消化は悪かったな。」
質問者「配給された食料品は質の高いものでしたか。」
宮子氏「ちょっとわからないな。でも、きっと質の高いものではないと思うよ。
」
質問者「食糧状態について小川さんや原沢さんはどのように思っていましたか。
」
小川氏「満足した食糧ではなかったし、甘味料なんかも不足していたからね。でも、戦時
中だから我慢していたね。」
原沢氏「不満があったって悪口を言ったら、怒られるもん、ダメだよ。我慢するよりしょ
うがなかったんだよ。」
質問者「戦時中、小川さんや原沢さんのうちや周りのうちは灯火管制が布かれていました
か。」
小川氏「横須賀は布かれていたね。」
原沢氏「新治でも灯火管制は布かれていたね。サイレンが鳴ればすぐに、電気に黒い布を
覆い被せてね。」
質問者「戦況や社会情勢についてどこから情報を得ていましたか。」
小川氏「これは、身をもって体験しているからね。戦況なんていうのは、横須賀は軍艦の
出入りが多いところだから、だんだん戦況が悪くなっているっていうは直接見て
分かるからね。実弾が落ちてこないだけであとのことは分かっているからね、船
が破壊されてくる、修理をする、また出すっていうような状況の中だからね。信
濃なんていう航空母艦が完成したのは 20 年なんだけど、すぐだめになっちゃった
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からなんの役にも立たなかった。だから、山本五十六じゃないけど、大和、武蔵
とかの大きい軍艦を造るよりは、航空兵力を強化するべきだったんだろうね。そ
れで、19 年ぐらいから東京は空襲を受けているわけでしょ、それで B29 とかが横
須賀の上を通るけどね、全然爆弾を落とすっていうことはやんないで、東京とか
横浜に落とすんですよ。私たちは B29 をみても爆弾を落とさない、要するに彼ら
は、勝って横須賀の軍港を使うっていう意図がありありと分かるんね。横浜が空
襲されたのは昼間だから、飛行機が見えるわけ、だから戦況は目で見て分かって
いるんさ。」
原沢氏「ラジオなんだけど、農家の人たちはあんまり持っていなかったんだけど、その当
時、東京から疎開している人がいっぱいいて、その人から聞いたんさね。この辺
の農家は、新聞やらを持っているのは少なかったんだ、だから疎開してきてた人
が、伝えていたね。
」
質問者「新聞やラジオ、電話などは小川さんのお宅、または周りのうちにありましたか。」
小川氏「新聞やラジオは少しはあっただろうね。電話は新治には少なかっただろうね。」
原沢氏「新治村は新聞やラジオは少なくて、あるとしても、さっき言ったような疎開して
きた家や大尽の家だったね。」
質問者「小川さんやご家族の方は、他の地域にいる親戚や友人にどのように連絡を取って
いましたか。」
小川氏「これはやっぱり手紙だろうな。横須賀から連絡する時は、手紙だったからね。」
質問者「どこかへ移動する際、交通手段は何が多かったですか。また、当時、新治村には
バスが通っていましたか。」
小川氏「横須賀にいる頃は、バス、電車だな。新治村にもバスはあったんじゃないかな。」
原沢氏「新治にもバスは通っていたよ。兵隊が出るときはみんなバスに乗って後閑駅まで
兵隊送りをしたんだから。それで、そのバスも薪で動くんだよ、それにいっぱい
乗るから坂で止まって押したり、バスの後ろに釜があったんだけど、そこに若い
衆が乗って釜がとれたなんていうこともあったね。満員でなかなか乗れなかった
ね。」
質問者「戦時中、学校には満足に通えましたか。」
小川氏「満足に通ってたね。」
質問者「戦時中、学校での遊びはどのようなものでしたか。」
小川氏「メンコだとか、かくれんぼというのもあったし、学校では庭球、卓球だね。それ
は出来たからね。」
質問者「戦時中、学校での授業はどのようなものでしたか。軍人などが学校にやってきて
授業などをすることはありましたか。」
小川氏「ありました。軍人っていってもね、軍隊に行って教育を受けて除隊してきた人が
青年学校っていう所に行って教えていたというようなｺﾄはあるけどね。私が小学
校の時は、そういう人たちに教わったことはないけど、戦時中の教育っていうの
は男だったら徴兵検査を受けて軍隊に行くっていう風に教わってきたから、今の
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ような教育とは全然違うからね。皇室崇拝で、学校には御真影があってその前を
通るときは、頭を下げなければならないっていう教育だったからね。ご真影を保
管する奉安殿っていうのはあったいね。それで、小学校の時は軍人を送り出すっ
ていうのが日課じゃなかったかね、それから英霊迎える村葬っていうのをやって
いたね。」
質問者「遠足や旅行のような課外活動はありましたか。
」
小川氏「ありました。遠足は毎年で、旅行は修学旅行で伊勢参りでいってきたね。」
質問者「勤労奉仕の活動は学校でなされていましたか。
」
小川氏「していました。出征兵士の家へ農作業なんかを手伝いに行ったね。」
質問者「学校生活について、小川さんや周りの友人はどのように考えていましたか。」
小川氏「まあ、これは義務づけられていたからね、そういうもんだと思っているからね。」
質問者「戦時中、集団疎開などで他地域から子供がやってきましたが、新治村の子供たち
は、そのこどもたちとどのように接していましたか。」
小川氏「俺には分からないな。
」
質問者「戦時中、隣組や隣保班が組織されていたようですが、どのような活動を行ってい
ましたか。」
小川氏「市内では隣組の組織はありました。工廠の中で働いている人の組織は労働での組
織だからね。工廠内ではそのような組織はありませんでした。」
原沢氏「配り物とかはしていたから、今のような感じの活動だな。隣保班で勤労奉仕はや
ったね。」
質問者「隣保班に入っていないような家庭はありましたか。」
小川氏「ないだろうね。」
原沢氏「そんなことはないね。
」
質問者「隣保班についてどのように考えていましたか。
」
原沢氏「今でいえば麻薬の麻を作ってでかい釜でゆでて皮を剥いて、麻の皮を使って縄に
してたんだよ。共同でやっていたね。」
質問者「戦時中、様々なものが供出されていたようですが、新治村で供出されていました
か。」
原沢氏「していたね。金属はみんなだしたよ。橋の欄干も壊して持っていたね、あと寺の
釣り鐘ね、それと昔、農家には養蚕火鉢っていう大きな鉄の火鉢があったんだよ、
それも出したよ。でも悪いやつがいて、学校の先生は出さなかった。先生だから
戦争に協力するようにって言っているのに自分の家じゃ出さないんだもん。うち
の親父も金とか時計を出したね。そのことについては、今でも俺は親父はバカだ
と思ってるんだよ、金や銀とかが鉄砲の弾になるわけないんだからね。」
質問者「供出について家族の方はどのように考えていましたか。」
原沢氏「それは、政府の命令だから、背けば大変なことになるから、みんな『はいはい』
って言っていうことを聞いたんさ。だいたいこういうもんだと思っているから不
満はなかったね。」
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質問者「松の根掘りは行われていましたか。
」
小川氏「これはね、海兵団に入ってからの話なんだけどね、分隊の 3 分の 2 の兵隊が秋田
県に松の根掘りに行ったっていう記憶があるな。私はたまたまそれには外れて海
兵団に残っていたんだけどね。
」
原沢氏「新治村でもやったね。うんとやったよ。一軒何十貫とか割り当てがきたんだよ。
だから掘りに行ったよ。行政から指示が来てね。それで、松の根は油が出るけど、
杉の根は出ないだ。だけど、俺はいいやごまかしてやっちゃえってごまかして杉
の根をずいぶん出したよ。だってないんだもの。松の根ばっかりとれないからね。」
質問者「松の根が油に変えられ何に利用されるかは知っていましたか。」
小川氏「それはおそらく航空機の燃料にしたんじゃないかね。」
原沢氏「飛行機の燃料にしたり、車を動かすのに使うんだって言うことを聞いていたよ。
要するに軍隊が使う燃料っていうことだね。
」
質問者「松の根掘りについてどのように考えていましたか。」
小川氏「結局そこまで、日本の燃料が不足しているということが分かって、戦況が悪化し
ているというのが分かったね。
」
原沢氏「命令でやるんだから、戦争に勝つためにしょうがなくやっていたんだよ。」
質問者「利根沼田地域に中国人や朝鮮人が月夜野の岩本発電所水路掘削工事や中島飛行機
後閑地下工場建設に従事していたことは知っていましたか。」
小川氏「直接知らないんですよ。ただ、私が働いていた横須賀には、朝鮮の人達が徴用さ
れて働いていていたことは目で見て知っているんです。
」
原沢氏「いっぱいいたねー。中国人なんかは鎖をつけてみんな土木仕事をさせていたんだ
けど、その人たちに与えたのはふすまとカンソだけだよ。米や麦なんかはあげな
いんだもん。それでその人たちは中国にいた百姓をやっていた人を捕まえて、働
けそうな人を連れてきたんだよ。それをウサギ狩りって言っていたみたいだね。」
質問者「その人々を地域の住民はどのように思っていましたか。」
小川氏「ちょっと分からないな。横須賀にいた頃も、朝鮮人の人たちと生活が一緒じゃな
いから分からないね、朝鮮人の人たちは土木工事が多いから見ているだけだった
ね。」
原沢氏「飯をくれないからかわいそうだと思っていたよ。飯をあげていれば働かせても良
いかもしれないけどね。新治の年寄りが『うちの子も兵隊に行ってこんなんじゃ
かなわない』って言って自分たちの食糧も足りなかったけど自分の畑でとれたキ
ュウリのでかいのを中国人が往復通る道の脇に並べておいたらみんな拾って食べ
たみたいだね。土木工事の人に石を投げる人はいなかったね、足に鎖をつけてい
る人が 10 人ぐらいいたからね、かわいそうだと思っていたからね。
」
質問者「最後に、話し足りないことや補足することはありますか。」
原沢氏「俺らも結構痛めつけられてきたけど、兵隊になるって言うことは考えていたから
ね、よくよく政府にだまされていたんだよね。戦争に行く教育をされていたから
ね。でも、今になって思うことは、戦争は馬鹿げたことだということだよね。財
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閥が戦争をするんだからね、俺らのためじゃないんだよね。」
                   

3-9. 旧 池 田村( 現 沼 田市 池田 町)  高 山恵 美子 氏 聞 き取 り調 査
2009 年 11 月 21 日実施
 【15：00〜 高山氏宅にて】
質問者「お名前とご年齢をお聞かせください。」
高山氏「高山恵美子です。年齢は 74 歳です。昭和 9 年 1 月 7 日です。」
質問者「第二次世界大戦中の住所をお聞かせください。
」
高山氏「住所は、利根郡池田村発地新田です。」
質問者「ご家族の構成はどのようでしたか。
」
高山氏「祖母と母と、私を含め姉妹が 3 人でした。」
質問者「親御さんのご職業は何をなされていましたか。
」
高山氏「農業ですね。」
質問者「終戦をいつお知りになりましたか。
」
高山氏「小学校 6 年生の時ですね。ラジオで聞いたんですけど、ラジオは隣保班に一軒ぐ
らいしかなくて、だからその家に集まって聞かせてもらいました。班長さんから
今日は天皇の放送があるっていうことを聞いてみんなで聞きました。
」
質問者「昭和 20 年時のご年齢は何歳でしたか。」
高山氏「その時、6 年生だから、数えで 12 歳だから、満 11 歳ですね。」
質問者「戦時中の一日の生活の流れをお聞きしたいのですが、昭和 12 年から 14 年を初期、
昭和 15 年から 17 年を中期、昭和 18 年から 20 年を後期として、3 つの時期に分
けてお聞かせください。初期からお聞かせください。」
高山氏「初期については小学校に上がる前だからあまり覚えていないですね。」
質問者「中期はどうでしょう。
」
高山氏「学校に行って帰ってからは遊んでいましたか。うちの手伝いはあまりしていない
と思いますね。」
質問者「後期はどうでしょう。
」
高山氏「このころも学校に行っていましたね。学校から帰ってきて、養蚕の忙しい時は蚕
上げの手伝いをしていましたね。遊びもしていましたね、遊びは縄跳びとかけび
しだね。」
質問者「戦時中において生活の中で戦争を感じた機会についてお聞きしたいのですが、先
ほどと同じように、昭和 12 年から 14 年を初期、昭和 15 年から 17 年を中期、昭
和 18 年から 20 年を後期として、3 つの時期に分けてお聞かせください。まず、
中期についてお教えください。
」
高山氏「中期の時はそんなに感じなかったですね。ただ、その頃はあそこのうちのお父さ
んやお兄さんが兵隊に行って戦死して亡くなったていう話は聞いていましたね。
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私も何回か英霊を迎えに行ったこともあったからね。」
質問者「後期はどうでしょう。
」
高山氏「大東亜戦争になっているころだね。この頃には東京の親せきの家や横浜の親せき
の家の人が疎開して家に来ていました。池田の上空を飛行機が飛んだことも覚え
ていますよ。夜飛んできてそれで目が覚めたことも覚えています。あとは電気を
黒い布で覆って明りが外に漏れないようにするっていうこともしましたね。」
質問者「高山さんのご家庭の食糧状態はどのようでしたか。」
高山氏「大東亜戦争が始まる時ぐらいまでは、普通に食べていましたから、食糧で困った
ということはなかったですね。大東亜戦争が始まってからひどい時は、芋飯とか
大豆だとか蕗飯とかをちょっと食べたことは記憶にありますね。そんなに芋飯と
かを食べていたっていうわけじゃないけどね。あとその時、あの頃栄養価のある
ものがなかったから鶏を殺すとか兎を食べることもありましたね。子供の時、家
で羊を飼っていて、毛を刈って毛糸を作って母がセーターとかを作ってくれるよ
うなこともありましたね。あんまりものを買えるような感じじゃなかったから、
自給自足みたいな感じの生活もしていましたね。山羊も飼っていて山羊のミルク
も飲んでいましたね。山羊のミルクは栄養価が高いなんていってね。
」
質問者「戦時中の池田村の食糧状態はどのようでしたか。」
高山氏「まあ、足りていたと思いますよ。後期は少し厳しくなっていったと思うけどね。
それでも田舎の人たちは、食べないでいるようなことはなかったもんね。」
質問者「池田村の食糧状態は他の地域、ここでは特に前橋や高崎と比べてどのようでした
か。」
高山氏「あんまり分からないけど、田舎のほうは都市部と比べてあんまり悪くなかったん
じゃないかな。少しは芋とかが入ったご飯を食べるようなことはあったけどね。」
質問者「戦時中、配給制がどの地域にもあったようですが、食料品はどのようなものがあ
りましたか。」
高山氏「砂糖とか粉とかが配給になったんじゃないかな。私は子供だったから、よく分か
らないけど、小麦なんかも作っていたからそれを粉にして、おやきを作って食べ
たと思うよね。私なんかは食べさせてもらう側だけどね。」
質問者「配給された食料品は質の高いものでしたか。」
高山氏「あまり配給品を見ることがなかったから分からないね。子供だったからね。」
質問者「代用食はありましたか。」
高山氏「芋とか大豆とかが米の代わりだったね。団子汁とかうどんとかを食べたり、お米
がない時は、雑炊やお粥とかを食べたと思うんだけど、はっきりとは思いだせな
いね。
」
質問者「これまで話していただいた食糧状態や配給制について高山さんやご家族の方はど
のように考えていましたか。」
高山氏「母は、食べ物に関してそれほど困っていなかったんじゃないかな。不満はないと
は思うけど、男手がなかったから、母が農業をしていたからそのことが一番大変
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だったと思うけどね。それで発地新田には木工所があって、そこに母とか近所の
人がよく働きに行っていたんですよね。」
質問者「戦時中、池田村は灯火管制が布かれていましたか。」
高山氏「この辺は空襲とか警戒警報が鳴ったら暗くしなきゃいけないっていうんで、黒い
布で電気を覆うようなことはしましたね。だから、灯火管制は布かれていたって
いうことかね。」
質問者「戦況や社会情勢についてどこから情報を得ていましたか。」
高山氏「それは、子供だったからよく分からないけど、やっぱりラジオがある家があるで
しょ、それは親せきの家だったけど、その家から情報報を聞いたり、新聞もきて
いたからそういうのを使って情報を得ていたんじゃないかな。」
質問者「戦況や社会情勢について人伝で話したり聞いたりすることはありましたか。」
高山氏「そういうことはあったでしょうね。子供だから難しい話はしないけど大人同士で
はそういうことはしていたんじゃないですかね。」
質問者「戦時中、新聞やラジオは高山さんや周りの家庭にはありましたか。」
高山氏「新聞やラジオは、あまりなかったんじゃないかね。ちょっと分からないけどね。
家は割合早かったみたいだけどそれが戦中だったのか戦後だったのかはちょっと
分からないね。」
質問者「高山さんやご家族の方は、他の地域にいる家族や友人にどのように連絡を取って
いましたか。」
高山氏「やっぱり手紙でしょうね。手紙が多かったんじゃないかな。母が電報を使ってい
るのはあまり見たことがなかったですね。」
質問者「どこかへ移動する際、交通手段はどのようなものが多かったですか。」
高山氏「子供のころは、川場の親せきの家に行くっていったって歩いて山を越えて行った
んですよね。まあ当時、山を通っても悪い人は全然いなかったから平気だったで
すよね。ほとんどが徒歩でしたね。それで少し経って沼田なんかに行くには、バ
スで行って、坂になると大人の人はバスを降りて押したなんていうことがあった
ですけどね。でも、子供のころは、歯医者に行くにも沼田にしかないから母にお
んぶしてもらって連れて行ってもらったていう記憶がありますよ。
バスは、もう満杯で、車掌さんなんかは一番後ろのところでぶら下がっている
ような感じだったね、そのくらい混んでいましたよ。いっぱい乗りすぎるから坂
とかで止まって押していたんだろうね。」
質問者「利根沼田地域で交通や情報について快適だった点や不便だった点をお教えくださ
い。」
高山氏「うーん、子供だったからそんなには感じなかったですよね。戦時中でも親がいろ
いろな世話をしてくれていたから、あまり感じなかったですね。」
質問者「戦時中、学校には満足に通えていましたか。」
高山氏「私たちは出来たけど、妹や弟たちを学校に連れて行って一緒に勉強する人もいた
し、早くに早退しちゃう子もいたし、家が忙しいから休むっていう生徒も多かっ
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たんじゃないですかね。6 年生で卒業する人もいたね。
」
質問者「戦時中、学校での遊びはどのようなものがありましたか。」
高山氏「その頃の遊びは、学校の校庭で縄跳びをするとか、面子をするとか、竹馬に乗る
というようなことだったんじゃないかな。雪が降れば、雪合戦するとか、近くの
山まで登って滑り降りるとかして遊んでいたんじゃないかな。戦争に関連するよ
うな遊びは少なかったけど、秋になって田んぼが片付くと、兵隊ごっこを男の子
はしていたらしいね。」
質問者「戦時中、学校での授業はどのようなものでしたか。軍人がやってきて授業をする
ようなことはありましたか。」
高山氏「軍人さんがやってくるようなことはなかったけど、東京から疎開してきた人の中
から、先生の資格がなくても、代用教員みたいな人が英語を教えてくれたり、社
会を教えてくれたりすることはありましたね。軍人さんがいっぱいきて授業や訓
練をすることはなかったね。ただ青葉部隊の人たちが、講堂で寝泊りをして、馬
が何頭もきて校庭に馬屋を作っていたんだけど何をしてたかは分からないね。で
もこの人たちが、授業や訓練をするなんてことはなかったね。」
質問者「遠足や旅行などの課外活動はありましたか。」
高山氏「戦争中、6 年生の時は迦葉山に遠足に行ったね。遠くに出掛けるようなことはな
かったね。」
質問者「勤労奉仕の活動は学校でなされていましたか。
」
高山氏「私なんかは 6 年生とかだったけど、それほどしていた記憶はないですね。女学校
の生徒が勤労奉仕に池田の農家にきて手伝ってくれるというようなことはありま
したけどね。池田の小学校の人がどこかに行って勤労奉仕をするなんていうこと
は記憶がないですね。」
質問者「勤労奉仕活動は具体的に何をしていましたか。
」
高山氏「私たちはしていないから分からないけど、女学校の生徒は農作業ですね。」
質問者「そのような学校生活について高山さんや周りの友人はどのように考えていました
か。」
高山氏「いやー、あまり考えていなかったですね。」
質問者「戦時中、集団疎開などで他地域から子供がやってきましたが、池田村の子供たち
はその子供たちに対してどのように接していましたか。
」
高山氏「疎開の生徒さんが、学年に 3・4 人ずつぐらい来ていたね、だから、その生徒さん
たちと仲良くするということだけで戦争があるからここに来ているんだなって感
じていたけど、今みたいにいじめはなかったし、そういう人たちが来ればみんな
仲良くやっていましたよね、みんなが率先してそういう人をよく迎えて、仲良く
しましょうっていう人が多かったね。」
質問者「戦時中、隣組や隣保班が組織されていたようですが、どのような活動をしていま
したか。」
高山氏「そんなに覚えていないですね。ただ出征兵士を送ったとか、英霊を迎えに行った
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とかかね。それで、兵隊送りの時に、隣組の婦人会で千人針なんかはやったね。」
質問者「参加していない家庭はありましたか。」
高山氏「そのような家庭はないね。みんな心を一つにしてっていう感じだったからね。」
質問者「隣組や隣保班の活動について高山さんやご家族の方はどのように考えていました
か。」
高山氏「好意的に考えていましたよね。それはみんなそうだと思いますよ。助け合いの精
神でみんなやっていたでしょうからね、ご主人が出征している人や戦死されてい
る方もいたから、みんな助け合っていたと思いますよ。
」
質問者「戦時中、様々なものが供出されていたようですが、高山さんの家で供出したもの
はありますか。」
高山氏「近所で鉄瓶なんかを出したっていう話を子供心に聞いていたけどね、自分の家に
ついてはよく分からないですね。」
質問者「供出についてどのように考えていましたか。」
高山氏「あまり考えることはなかったですね。子供だったから。」
質問者「戦時中池田村では松の根掘りは行われていましたか。」
高山氏「その辺の山で行われていたみたいだね。地域から幾人かずつでたりして、松の根
を掘って油にするなんていう話は聞いていましたね。私が松の根を掘りに行った
ということはないんですけどね。私の家は女ばっかりだったから、そういうこと
はなかったね。」
質問者「松の根が油に変えられ、何に利用されるのかを知っていましたか。」
高山氏「子供だから分からないけど、飛行機が飛ばなくなるから、飛行機が飛ぶように油
を作るんだってっていう風に聞いていたんだよ。」
質問者「松の根掘りについてどのように考えていましたか。」
高山氏「あまり考えていなかったね。」
質問者「利根沼田地域で中国人や朝鮮人が月夜野の岩本発電所水路掘削工事や中島飛行機
後閑地下工場建設に従事していたことは戦争当時、知っていましたか。」
高山氏「その当時は子供だったから聞いていなかったですね。川田に親せきがいて、行っ
たことがあるんですけど、その頃、川田に朝鮮かどっかからきた人がいるなんて
いうのも聞いたけど、あんまりよく覚えていないですね。」
質問者「その人々を住民についてどのように考えていましたか。」
高山氏「この辺には朝鮮の人とかが来ていなかったから分からないけど、まあ、田舎の人
は、石を投げたりする人はあまりいなくて、食べ物をあげるとか親切にしている
人が多かったんじゃないかな。
」
質問者「最後に話し足りないことや補足しておきたいことをお話しください。」
高山氏「いやー、そんなこともないですけどね。まあ、ずっと前に聞いた話なんですけど、
朝鮮や中国から来ている人が行方不明になったなんていうことも聞いたことがあ
るんですよね、この辺じゃないんだけどね。
」
質問者「青葉部隊についてですが、青葉部隊の兵隊は、池田村の人とどのように接してい
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ましたか。」
高山氏「仲良く接していましたよ。だから、池田の人の家に婿養子で入ったり、下発地あ
たりの美人の人を奥さんにもらったりしていましたよ。郵便局の先輩の人が戦時
中、軍曹（階級が上の人）が郵便局に顔を出しに来て（遊びに来ていた）くれた
りしていたんだよなんて言ったりしたこともありますからね。みんな仲良くやっ
ていたみたいね。なんで来ていたのかは分からないけどね。」
質問者「青葉部隊の人の食糧状態はどのようでしたか。
」
高山氏「食糧状態は、お腹が空いていたっていうぐらいだから、よくなかったんじゃない
かな。山に芋を掘りに行ったりしていたみたいだからね。池田の人も仲良くして
いたから、夜、青葉部隊の人が訪問してくるとものをあげたりしていたらしいで
すね。
それで、青葉部隊の人もみんな良い人ばっかりだったから、今みたいに悪いこ
とする人はいないし、その当時、娯楽がなかったから演芸会みたいなことを青葉
部隊の人がしてくれて、池田の人はそれを見せてもらいに行って、一緒に歌を歌
ったりしてね、そのようなこともあったみたいですね。私なんかは子供だったか
ら、夜遊びはしないけど、ちょうどその頃、年頃だった人はそういう風なところ
に行って楽しんでいたみたいですよ。」
3-10 . 旧利 根 村(現  沼 田 市利 根町)  A 氏  聞 き取 り 調査
2009 年 11 月 24 日実施
 【10：00〜 A 氏宅にて】

質問者「お名前、ご年齢をお聞かせください。」
A 氏「満 80 歳です。名前は、Ａです。」
質問者「第二次世界大戦中の住所をお聞かせください。
」
A 氏「赤城根村（当時の村名）です。」
質問者「戦時中のご家族構成をお教えください。」
A 氏「祖父と両親、兄弟が 7 人いたね。兄弟は男 3 人、女 4 人です。」
質問者「戦時中のお父様とお母様のご職業は何をなされていましたか。」
A 氏「おふくろは専業主婦で、少しは農地を耕していました。父は、建設業に携わって
いたんです、白沢村の岩室に県の建設業務を請け負える人がいてその人のもとで
世話役っていうのをやっていた、農業も少しはやりましたけどね。小百姓でした。」
質問者「終戦をいつお知りになりましたか。
」
A 氏「8 月 15 日は、ラジオから玉音放送を聞いていたんだけど、途切れ途切れで聞こえ
ていたよ。玉音放送は、家で聞いたよ。」
質問者「昭和 20 年時、何歳でしたか。」
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A 氏「16 歳でした。玉音があった時は、8 月だから 16 歳になっていたね。その日は暑い
日だったねー。」
質問者「戦時中の一日の生活の流れをお聞きしたいのですが、昭和 12 年から 14 年を初期、
昭和 15 年から 17 年を中期、昭和 18 年から 20 年を後期として、3 つの時期に分
けてお聞かせください。まず、初期からお教えください。」
A 氏「赤城根村東尋常小学校に通っていて、この頃はね、私が昭和 11 年に小学校に入学
したからね。あの頃は、子供がいっぱいいたから飛びあるって遊んだんだいね。
家は、割合、勉強させられたほうだったからね、家に帰って勉強させらせたんだ
けど小学校 1、2 年頃は宿題なんていうのは出ないからね、昔のサイタサイタサク
ラガだからね、ふふっ。」
質問者「中期はどうでしょう。
」
A 氏「3 年生ぐらいから学校で何か作業があると生徒をその作業に使っていたね。農地を
耕したりね、これは授業に使ったんだけどね。」
質問者「後期はどうでしょう。
」
A 氏「17 年の 3 月に国民学校初等科 6 年生が終わったから、それで 17 年の 4 月から高
等科に進んで 17 年と 18 年は高等科にいて、それで 19 年の 4 月に当時、利根郡
農業会っていうのがありまして、そこに入りまして、農業試験場があってそこで
研究助手をしたんですよ。終戦までそこに籍があったんですよ、それでその間、
食糧増産隊農兵隊っていうのがあったん、それが川場でもそこに行った人がいる
んだけどね、農兵隊では、どこかに行って開墾や農家の手伝い、青年学校程度の
教育訓練があったんだ。軍事教練や学科を教えてもらったり、
（旧制）中学でやる
ような利根沼田の地理についての勉強もさせてもらったりしたんだよ。結構、勉
強を教えられるような人が農兵隊にいたんだよ。それで農兵隊は 1 年なんだけど
群馬県から卒業証書みたいなのをもらったんだよ。昔でいえば、乙種中学校卒み
たいな資格があったんだよ。戦争中は、食糧増産隊みたいなので活躍していたん
ですよ。群馬県に大正用水っていうのがあって前橋ら辺までいって農業用水の建
設をしたり、水上の上野原に東電の山の家があってそこで宿泊訓練として、上野
原を開墾をしたりした。」
質問者「戦時中において生活の中で戦争を感じた機会についてお聞きしたいのですが、先
ほどと同じように、昭和 12 年から 14 年を初期、昭和 15 年から 17 年を中期、昭
和 18 年から 20 年を後期として、3 つの時期に分けてお聞かせください。まず、
初期についてお教えください。
」
A 氏「学校で先生が戦争が始まったっていうのを話したし、当時は支那と言っていたん
だけど、日本が中国を攻めていって南京陥落なんていって旗行列をしましたね。
大戦果があったときはそういうことをしたね。」
質問者「中期についてお教えください。」
A 氏「小学校 4 年ぐらいから軍事的な竹槍なんかを使って軍事訓練をしていたんだけど、
5 年ぐらいからちゃんと防具を着けて剣道をしたんだよ。戦争のための訓練をし
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ていたね。利根沼田にも剣道 5,6 段持っている人が教えに来ることもあったんだ
よ。板の間に、寒いときも座ってやっていたね。それで昭和 16 年の 12 月に、真
珠湾攻撃の戦勝提灯行列を雪の中やったんですよ。それが昼間なんですけど、ブ
ラスバンドでドンチャカやって、岩を砕いたような細い道を雪の中、たいした靴
も履いていなかったんだけど歩いたのを覚えていますよ。学校区を歩いたね。」
質問者「後期はどうでしょうか。」
A 氏「大本営発表で、戦争は勝っていることしか言わなかったんですよね、それで 20 年
にならないうちに本当は負けているんだなんていう話をぽちらぽちら聞きました
よ。そんなこといってはいけない時代だけど、そのようにいう人も出てきたよ。
19 年の 4 月に農兵隊に入ったんだけど、当時、茨城県の内原に満蒙開拓義勇軍訓
練所っていうのがあったんだ。そこに基本訓練で行ったんだけど、訓練で筑波山
の頂上まで行軍で行ったことがあって、行く途中に武具池っていうところによっ
たのを覚えています。その訓練所に行って、畑を作るんですけど、そういう作業
するために結構歩いたんですけど、そんな中で一番感じたことは、山の中にいた
ら感じられない空の広さだったね。夕焼けなんかはすごくきれいで、地平線なん
かは一直線に線が入るんですよね。2 週間ぐらいいたのかな、向こうの指示に従
って当番をしていたね。それで教育が厳しいんですよね、炊事当番をしていてち
ゃんと洗っていなければ洗い直しをさせられたり、かなり厳しかったですね。」
質問者「Ａさんのご家庭の食糧状態はどのようでしたか。」
A 氏「16 年頃までは、今でいうタイの方から来た外米を配給制度が始まる 17 年ぐらいか
ら、家の近くにトラックを持っている人がいて、うちはその家の人たちと仲良く
していたんだけど、米なんかを俵で買ってもらったことがあるよ、外米だけどね。
その米は石油くさいものだったけどね。今みたいに管理できなかったんじゃない
かな、だから石油くさいと感じたね。後期は配給制度になってからね、それでこ
の辺は畑が少なかったからね、厳しくなってきたね。昭和 22 年に田んぼを作った
人がいたんだけど、台風で流されちゃったんですよね。昭和 22 年の時の水害は大
変だったね、いろいろなものが流れちゃってね、うちは流れなかったんだけど家
に水が入ってきていろんなものが流れちゃったね。」
質問者「戦時中、利根村（当時、赤城根村）では食糧は足りていたようですか。
」
A 氏「そうだなー、田は少なかったが、初期や中期は、雑穀や小麦なんかを作ったり、
サツマイモとか野菜なんかは作っていたから足りていたんじゃないですかな。統
制になってからは、ヤミ米なんかが出てきてそれを食べてたね。」
質問者「利根村（当時、赤城根村）の食糧状態は他の地域と比べてどのようでしたか。」
A 氏「戦時中、17，8 歳ぐらいの時に農兵隊で前橋とかに行ったり、渋川に行ったことぐ
らいだからな。あんまり前橋とかの状況はわからないんだけど、戦争中、一般的
にいえば前橋とかの人は畑とかを持っている人は少なかったから大変だったんじ
ゃないですか。まあ前橋とかの人たちと比べれば畑がある分ね、良かったのかも
しれないね。赤城根村は利根郡内で米が少なかったけど困るようなことは聞かな
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かったね。」
質問者「戦時中、どの地域にも配給制がとられていたと思いますが、配給された食料品は
どのようなものがありましたか。」
A 氏「米と粉があったかな。粉は小麦粉とトウモロコシ粉だね。それと塩だとか砂糖、
醤油、酒、缶詰なども配給になったね。」
質問者「配給された食料品は質の高いものでしたか。」
A 氏「統制品だからあまり質の高いものではなかったんじゃないかな。」
質問者「配給された食料品の中に代用食などはありましたか。」
A 氏「トウモロコシの粉はあったが代用食はわからないね。それから終戦後に、脱脂粉
乳っていうのがあったね。それとビスケットもあったね。」
質問者「これまで話していただいた食糧状態や配給制についてＡさんや周りの人はどのよ
うに考えていましたか。」
A 氏「うーん、おいしくはなかったけど、私たちの時代は我慢をするのが当たり前だっ
たからね、不満を感じなかったね。その頃は上層部にいうなんてことはなかった
ね。」
質問者「戦時中、利根村には灯火管制が布かれていましたか。」
A 氏「警報が出たときは黒い布をかぶせたりしましたね。その頃は、うちの中にいっぱ
い電気があるような家はないからね。うちの父は、ヒューズなんかが切れたなん
ていうと近くの家に修理をしてあげたことがありますよ。当時、電力会社の派出
所のようなものが白沢村にあって、時々巡回に来てヒューズとかを父に渡してい
ました。資格はないけど、少しくらいのことは依頼されていました。渡していた
人は高橋という方でした。」
質問者「戦況や社会情勢についてどこから情報を得ていましたか。」
A 氏「ラジオとか新聞がありましたね。」
質問者「戦況や社会情勢について人伝で聞いたことはありますか。」
A 氏「噂で負けてるっていう情報を聞きましたね。海軍の人は昔から日本は戦争をする
立場じゃない、勝てないって言って反対したそうですね、そういう話も聞きまし
たよ。
」
質問者「新聞やラジオ、電話などは鈴木さんのご家庭や周りの家にはありましたか。」
A 氏「ラジオと新聞がありました。電話はこの村には、駐在所にありましたね。その駐
在所の電話も手で回すものなんだけど線が一本しかないんですよね、不思議だっ
たね。灯火管制とかも駐在所から発信されたんですよね。ラジオがある家は少な
かったんじゃないかな。」
質問者「Ａさんやご家族の方は、他の地域にいる親戚や友人にどのように連絡を取ってい
ましたか。」
A 氏「あの頃は葉書をずいぶん使いましたね。どんどん小さい葉書になったんですよ。
私は農兵隊の時に、藤原に行ったときに郵便局に行くと私たちには言っただけ売
ってくれるんですけど一般の人が行くと物資がなくなったから言われた量を売っ
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てくれなかったそうですよ。私なんかは農兵隊の帽子をかぶってるから『ご苦労
さん』なんて言って売ってくれたんですよ。電報は、ここで電報を打つためには
白沢まで出て行かなければならなかったんですよ。だから、本当の緊急の用ぐら
いしか使わなかったね。南郷の局ができたのは 16 年の末頃だったんですけどね。
電話も郵便局や駐在所、学校、軍関係の木工所、鉱山ぐらいにしかなかったね。」
質問者「どこかへ移動する際、交通手段は何が多かったですか。」
A 氏「その頃、私はよく自転車で沼田まで行きましたけどね、バスが白沢村の岩室って
いうところまでバスが来ていたんですよ。だからそこまでは自転車とか徒歩で行
ったんですよ。南郷までバスが来たのは終戦後ですね、だいたい昭和 26 年頃かな。
周りの人も岩室まで行ってバスを利用していましたね。それでバスも木炭車なら
良いけど薪バスもあったんですよ。炭の方がまだ使えたんだけど、薪だと黄色い
煙が出てね、ガスが発生するまでに時間がかかったんだ。終戦後ガソリン車にな
ったらよく走ったね。それには驚いたね。ちょうどその頃、自動車運転免許証を
取得できたんだ。」
質問者「情報や交通について利根村で快適だった点や不便だった点をお教えください。」
A 氏「快適だった点は、山の中にいるから、季節を感じることができましたね。花のつ
ぼみで山がピンク色になると香ばしいにおいがするんですよね、そういうのを感
じていました。あとは魚釣りかな。魚もよく釣れましたよね。うちの親父が沼田
に出るときとか魚を買ってきてよく食べましたよね。この辺は、あんまり魚とか
を食べる人はいなかったですね。沼田とかに行かないと買えないからね。うちは
子供の時から魚を食べていましたね。この辺は天ぷらとかを食べられる人が少な
くて、盆と正月ぐらいだったからね。」
質問者「戦時中、学校には満足に通えましたか。」
A 氏「私の家は学校のすぐそばだから、皆勤賞とかもらったこともありました。学校で
は、教科書の分は全部教えていましたね。」
質問者「戦時中、学校での授業はどのようなものがありましたか。」
A 氏「読本（国語）、算数、理科、歴史、地理があったね。それと修身、今で言えば道徳
だね。それと図画、唱歌（音楽）、工作とかがあったね。学年があがるにつれて教
科が増えていくんだよね。」
質問者「軍人が学校にやってきて授業や訓練をすることがありましたか。」
A 氏「軍人さんが学校に常駐するようになったのは、青年学校受け持ちだけじゃなくな
ったんだね。小学校 5，6 年になると将校が学校に常駐していて銃剣術を教えてい
ましたよ。ああいうのに憧れたんだよね。それで 19 年ぐらいの時に陸軍戦車兵の
試験に行きましたよ、受けたんだけど合否の判定が来る前に終戦になっちゃった
んですよ。自動車が好きだったから憧れたんだけどね。それとは別に、渋川に少
年兵か何かの試験に行ったんですよね、それが高等科 2 年の時かな。それで終戦
になってから、警察予備隊の募集があったから、受けようとしたんだけど身長が
足りなくてダメだったんだよ。警察予備隊に行けたのは家の周りの人で一人だけ
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だったね。」
質問者「遠足や旅行などの課外活動はありましたか。」
A 氏「旅行はなかったね、でも遠足は春と秋にあったね。遠足は今の昭和村の学校に行
ったりしたね。」
質問者「勤労奉仕活動は学校で行われていましたか。」
A 氏「高学年になって出征兵士の家に手伝いに行ったことがあるね、草むしりとかね。
それから、高等科になってから、帝室林野局で苗木を育てているからその草むし
りを行っていたね。高等科で 2 回行ったね。小さい草まで抜いたりしていたね。
あの頃は宮内庁の管轄だからね。」
質問者「学校生活についてＡさんや周りの友人はどのように考えていましたか。
」
A 氏「戦争に勝つためには、
「先生の言ったことを守る」、「何事も一生懸命する」の時代
でしたから、学校で楽しかったのは、運動会や学芸会は楽しかったね。それと戦
時中でも農作業したあとにみんなでサツマイモとかをふかして食べたのは楽しか
ったね。戦中、剣道の朝練で防具を着けて校庭でやるんだけど、雪の上を裸足だ
もん、そういう先生がいてね、滑って転んだりしたね。後になってみれば笑い話
だけどね。」
質問者「戦時中、都市部の地域から集団疎開などで利根沼田地域にやってきたようですが、
利根村の子どもたちは、疎開してきた子供とどのように接していましたか。」
A 氏「うーん、私と同じクラスになった子はいなかったけど、いとこが世話になったり、
それからこの村に来てた人が 2 人いたのかな。この辺に来ていた人はずいぶんい
じめにあったなんていう話も聞きますけどね。だけど家の学校ではそんなことは
なかったと思います。家のいとことかが疎開してきたけど、仲良くしてもらって
いたようですね。」
質問者「戦時中、隣組や隣保班などが組織されていたようですが、どのような活動を行っ
ていましたか。」
A 氏「昔から組っていうのはあって、行事なんか情報を伝達するようなことをしていた
んだけどね。それと戦時中は、債権の割り当てがありましたよ、国債のね。今の
国債なら良いけど昔の国債は金を捨てるようなものだったけどね。国債の割り当
ての会議をしたりしましたよ。私も試験場に行っているとき、結構給料をもらっ
たんですよ、でも何も買うものがないからね。それで青年団に割り当てが来てい
るから、国債を買いましたよ。戦争中は、隣保班でもいろんな用事があったね。」
質問者「隣保班や隣組に参加しない家庭はありましたか。」
A 氏「そんなことはないね。引っ越してきてもちゃんと隣保班に入っていたからね。」
質問者「隣組や隣保班の活動について、Ａさんや家族の方は、どのように考えていました
か。」
A 氏「昔からあるものだから、組のことについて不平不満はなかったね。当然のことだ
ったからね。」
質問者「互いを監視するようなことはありませんでしたか。」
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A 氏「そんなことはなかったね。ただ、ほとんど一方的に通知すればいいっていう感じ
だったからね。あと、冠婚葬祭とかに協力してやっていこうという感じだったか
らね。だから協力体制だったね。」
質問者「戦時中、様々なものが供出されていたようですが、Ａさんのお宅で供出したもの
は何かありますか。
」
A 氏「あったね。なにか金属類だったけどね。この辺で供出するのは終戦間際だったか
ら、終戦直後、まだ供出されたものは利根沼田にまだあったのかもしれないね。」
質問者「供出について鈴木さんや家族の方はどのように考えていましたか。」
A 氏「家族だって何にも思っていなかったんじゃないかな。上から言われたから出して
いたね。それで、どこかで子どもたちだけで山に入って繊維になる草をとるとか、
薬になるような草とかをしていたね。学校の夏休みの宿題みたいな感じだね。」
質問者「利根沼田地域で松の根掘りが行われていたようですが、利根村では行われていま
したか。」
A 氏「やってたね。
」
質問者「松の根掘りは、いつから始められ、誰が指示していましたか。」
A 氏「この辺は農業会が受けてやっていたね。昭和 18 年頃から始められて、区長、組長
から松の根掘り人足の通知がありました。それでうちの父が工場の責任者で松根
工場をやっていたね。うちの近くの工場でね。鉄の大きな松根釜があって、圧力
釜みたいな感じなんだけど、それを下から火で熱するんだよね。そうすると松の
根から油がとれるんだけど、ガラスの張ってある箱に水を張っておいてそこに落
ちるようにするんだよね。それで油の部分だけドラム缶に入れるまではやってい
たんだけど、精製はどこかでやっていたみたいね。松根油は、火を近づけるとバ
ッと燃えるんだよね、それを使うと飛行機が成層圏ぐらいまで行っても凍らない
んだって。かなり揮発性が高かったからね。この辺の山もずいぶん掘ったよ。今
でもお盆の門火なんかで使うんだよね。」
質問者「松の根が油に変えられて、何に利用されるのか知っていましたか。」
A 氏「航空燃料に使われるって言われていて、高いとこに行っても凍らないんだってい
う話だったね。松根油は上等な油だっていわれていてね、航空燃料のほかにも、
胃か何かの薬になるっていう話を聞いたね。それで終戦になってからも松の根を
松根油にしていたね。」
質問者「松の根掘りについてどのように考えていましたか。」
A 氏「どのくらい役にたつのかと思ったね。地区の割り当てがあって、みんな交代で掘
りに行ったね。それで、山の中から背負ってくるのは大変だったんだよ、でかい
松を掘ると松の根がいっぱい出てくるんだけど、ヒデになっている部分は重いん
だよ、赤紫色をしたような良い色をしていてヤニで固まっているような感じだか
らね。でも、不満はなくて当然のことで我慢するのが当たり前だったね。まあ、
松の根掘りに行くにもだいたいどこにあるかは分かっているからね。
」
質問者「利根沼田地域で中国人や朝鮮人が、月夜野の岩本発電所水路掘削工事や中島飛行
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機地下工場建設に従事していたことは知っていましたか。」
A 氏「ええ、知っていました。中国や朝鮮の人が沼田を歩いているのもみました。あっ、
そういえば朝鮮の人でここの近くの鉱山に働きに来ている人がいたね、その人は
この辺の人と結婚していたんだけどね。それと、この近くの道路を広くするため
に掘削工事をしたことがあるんだけど、その時に、強制連行じゃないんだけど道
路の掘削に朝鮮の人がやっていたね。」
質問者「中国人や朝鮮人を地域の住民はどのように思っていましたか。」
A 氏「道路の掘削に来ていた人は、子供を一人、学校に出してたんよ。それで結構、外
でご飯を食べていたね、葉っぱで肉を巻いたりしてね。昭和 22 年の水害後の工事
現場には結構、朝鮮の人がいてね、よくアリランの歌を教えてもらったりしたね。」
質問者「最後に話したりないことや補足はありますか。
」
A 氏「配給の話なんだけど戦後になってから、アメリカの方の缶詰とか、鰯の缶詰とか
があったよね。それと、アメリカの方の物資みたいなので果物みたいなものもあ
ったね。配給制度は、今、他の国とかで戦争しているのをテレビとかでみるけど
当時の日本みたいに徹底してないもんね。
戦後の食糧不足では、そば、うどん、すいとんなどを食べました。また、山に
入って葛の根を掘って葛粉をとったね。風邪をひくと、子供の頃、薬のように葛
湯を食べました。山の地形によっては葛が全くないところがあります。折角の太
い根をとっても残念なことがありました。」
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第 4 章  調 査 分析
4-1.

戦 時中 （ 昭 和 1 2 年 から 昭 和 2 0 年） の生 活・ 生 活に おい て戦 争 を感 じる 機

会
につ いて
 証言者が、終戦時に 11 歳から 21 歳ぐらいであるため、昭和 12 年から 17 年は学生であ
った場合が多く、学校に行きその後は遊びに行く、もしくは家の手伝いをしているという
流れの人が多かった。昭和 12 年から 16 年にかけては、
日中戦争が行われていたとはいえ、
子供であったために、戦争を感じる機会が少なかったようだ。これについては、高山氏（旧
池田村）やその他の方から証言を得た。その年代に戦争を感じる機会があるとすれば、父
や兄弟の戦死や南京陥落の旗行列、兵隊送り、英霊迎えなどで、直接、自らの生命の危機
を感じるような体験は少なかったようだ。これについては、千明氏（片品村）の父親の戦
死についての証言や、A 氏（旧利根村）の南京陥落の際の提灯行列についての証言などか
らうかがえる。
しかしながら、昭和 16 年に開始する太平洋戦争から状況は徐々に変わっていく。この頃
になると、小学校の高学年の方もいるが、工場に働きに出ていたり、代用教員となってい
たり、もう仕事に従事していたりする人も出てくる。さらには兵士として外地や内地に出
征する人も出てくる。宮内氏（川場村）や小泉氏（旧沼田町）、小川氏（旧新治村）、小林
氏（旧月夜野町）らから昭和 16 年頃から就業していたとの証言を得た。そのような中で、
旧白沢村、片品村、旧水上町、旧池田村などに B29 やその他の戦闘機が飛来するようにな
った。これについては、小林氏（旧白沢村）や出雲氏（旧水上町）、高山氏（旧池田村）か
ら証言を得た。さらに、千明氏（旧片品村）は当時、沼田中学校生であったが、帰宅途中
に機銃掃射を受けたり、沼田の空襲を体験するなど、自らの生命の危機を感じることもこ
の頃から出てきたようである。昭和 12 年から 16 年と比べ、昭和 17 年以降が本当の戦争
体験であるという証言者がいるのは、このような食糧状態の悪化や利根沼田地域への敵機
襲来などの状況変化のためだと考えられる。これについては、小林氏（旧白沢村）や出雲
氏（旧水上町）、小林氏（旧月夜野町）、諸田氏（昭和村）、千明氏（片品村）、原沢氏（旧
新治村）、高山氏（旧池田村）などの証言からうかがえる。
4-2. 利 根 沼田 地域 の 食糧 状態
4-2-1 . 食糧 状 態（ 時期 、 地域 差、 社会 階 層 の違 い） に つい て
まず、時期ごとの変化を考えていくと、昭和 12 年から 16 年までは、利根沼田のどの地
域においても比較的食糧は足りており、食べられないような人は見ていないとの証言が多
かった。しかし、昭和 17 年に行われた食糧管理制度施行や戦況悪化に伴い、食糧不足を感
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じるようになっていったと考えられる。昭和 17 年に今まで行われていた各種配給制度を整
理統合した食糧管理制度が施行され、配給制度が強化される。配給された食料品は質の低
いものが多かったが、食糧不足の中、
「まずい」と感じながらも、それを食べざるを得ない
状況だったことが小林氏（旧白沢村）や出雲氏（旧水上町）、諸田氏（昭和村）、原沢氏（旧
新治村）、高山氏（旧池田村）、A 氏（旧利根村）などから証言から分かった。
 次に、地域差についてであるが、昭和 12 年から 16 年までについては先ほども述べたよ
うに、食べられなくて困っている家庭は、どの地域にもいなかったようだ。だが、昭和 17
年以降からは、利根沼田地域内にも地域差が出てくる。旧白沢村、川場村、旧池田村、旧
川田村などの村には、稲作をしている農家が多く、配給制導入により供出をしなければな
らない状況とはいえ、自家用米が割り当てられていたため、その他の市町村よりは食糧状
態が良かったのではないかと考えられる。実際にそのような証言は小林氏（旧白沢村）か
ら出ている。そのため、収穫される農作物が米よりも畑でとれるものや山菜などが多かっ
た地域では、稲作をしている地域より食糧が足りなかったという感覚があるようだ。これ
については、出雲氏（旧水上町）や諸田氏（昭和村）、原沢氏（旧新治村）、A 氏（旧利根
村）の証言からうかがい知ることができる。
 最後に、社会階層による違いであるが、利根沼田地域でもやはり、社会階層の高い家庭
のほうが低い家庭より食糧の不足を感じることが少なかったようだ。親の職業が、事業家
や建設会社の世話人、農協職員などであると、その人脈などを活かし、ヤミ米などを入手
することができたようだ。これについては、千明氏（片品村）や A 氏（旧利根村）
、小林
氏（旧月夜野町）の証言から分かる。逆に、社会階層が低い家庭は、このようなルートを
使うことができず、食糧確保に多くの労力を使っていたと考えられる。このことは、宮内
氏（川場村）や小泉氏（旧沼田町）の証言から推測できる。
4-2-2 . 利根 沼 田地 域と 他 地域( ここ で は特 に 前橋 や高 崎 、大 田な どの 都 市部) との
比較

他地域との比較であるが、戦時中、あまり他の地域の情報を利根沼田の人々は入手でき
なかった(前橋や高崎に出かけることが少なかった)が、人の話などから推測して、他の地域
よりも利根沼田地域の方が、農作物の生産地であることから、食糧状態が良かったと答え
る人がいた。これについては、小林氏（旧白沢村）や証言からうかがい知ることができる。
しかしながら、利根沼田地域と他地域の食糧状態は、それほど変わらなかったという人も
いた。出雲氏（旧水上町）や諸田氏（昭和村）
、原沢氏（旧新治村）などがそのような証言
をした。その中で、出雲氏(旧水上町)は、水上町は、温泉で栄えた土地であり、田畑があま
りないため、大変な思いをしたという経験があり、
「他地域と食糧状態はあまり変わらない」
という証言をしている。
 つまり、他地域との比較をする中でも利根沼田で一括りにすることはできず、時期や利
根沼田地域内での地域差、社会階層の違いが他地域との比較に影響を及ぼしてしまうため、
そのことを考えていかなければならないことが判明した。
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4-2-3 . 食糧 状 態や 配給 制 につ いて の住 民 の 考え

住民の考えであるが、先ほど述べた時期、地域差、社会階層の三つの違いによって、多
少の相違はあるが、
「食糧が足りない」
、もしくは｢まずい｣と思っていたようだ。但し、
「父
や母がそのことをしていたから子供の自分にはわからない」との証言もあった。
しかし、そのような思いがあったとしても当時、盛んに喧伝されていた「質素倹約」や
「贅沢は敵だ」などの言葉によって、
「お上が言っていることだからしょうがない」とか「我
慢するのが当たり前」、「戦争に勝つためにはしょうがない」というように考え、不満を人
に言うことは少なかったようだ。これについては、ほとんどの証言者がそのように証言し
ている。
4-3. 電 気 、情 報、 交 通面
4-3-1 . 電気 （ 灯火 管制 ） につ いて

利根沼田の灯火管制であるが、国の指示が利根沼田の末端にも行きわたっていたようで、
どの話し手からも「灯火管制があった」ということを聞けた。政府→県→郡→各市町村→
各地区→隣組・隣保班という具合で伝わっていったと考えられるが、今回の調査ではこの
ような指令系統について聞き取ることができなかった。
4-3-2 . 情報 （ 戦況 ）に つい て
 戦況などの情報について、基本的には家にラジオ・新聞は無く、地区や近所の大尽の家
や疎開してきた家に行ってラジオを聴かせてもらったり、学校・職場等で朝礼時などに先
生・上司から戦況を聞いたりすることが多かったようだ。家にラジオがあった家庭として
は、小林氏（旧月夜野町）や A 氏（旧利根村）
、千明氏（片品村）、小林氏（旧白沢村）、
高山氏（旧池田村）の 5 名の家であった。ラジオや新聞は当時、高級品で、それがある家
庭は比較的社会階層が高かったと考えられる。また、ラジオが少なかったということで人
伝で伝えていくことが多く、話が大きくなったりして正確な情報が伝わらないということ
があったようだ。これについては出雲氏（旧水上町）が証言している。
 次に、情報の発信であるが、他地域にいる人と連絡を取る手段としては手紙がほとんど
で、緊急性が非常に高い時ぐらいでしか、電話や電報は利用しなかったようだ。
4- 3-3. 交通 につ い て
交通について、バスは利根沼田の各市町村から旧沼田町まで運行し、上越線が 1931 年
に全線開通し汽車もあった。そのような中で、上越線沿線の市町村の住民は、汽車利用が
多く、それ以外の市町村では、バスを利用していたようだ。バスといっても当時は、薪・
木炭バスで一日に数本しか運行しておらず、満員バスになることが多かったようだ。さら
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に、燃料が薪・木炭のため性能が悪くよく止まり、運休になることもあったようだ。バス
や汽車以外の交通手段としては、自転車や徒歩で、水上から沼田、片品から沼田といった
遠距離でも徒歩で行くことがあったり、自転車で渋川に行ったりすることもあったようだ。
当時、自転車は、高級品で大尽の家などにしかなく、その家に借りにいって出かけるとい
うことが多かったようだ。これらについては各証言者の交通手段の証言から分かる。
このような交通状態について住民はどのように考えていたかというと、上越線沿線の市
町村住民はそれほど不便に感じることは少なく、それ以外の市町村住民は、不便は不便だ
がそれが普通のことと受け止めていたようである。
4-4. 学 校 生活
4- 4-1. 学校 への 出 席状 況や 授業 、 遊び 、課 外活 動に つ いて
ほとんどの話し手から満足に学校に通えたという証言をいただいた。しかし、学校で多
くの勉強をしていたかという点になると、昭和 17 年を過ぎたぐらいから勤労奉仕や軍事教
練などが多く入り、あまり勉強らしい勉強はできなかったという証言もあった。これにつ
いては、小林氏（旧白沢村）、千明氏（片品村）などからわかる。これに関連して、遠足・
旅行などの課外活動も昭和 16 年か 17 年くらいまでは普通に行われていたが、旅行の行き
先変更や中止などが起きるようになった。さらに、昭和 17 年頃から軍人が学校にやってく
るようになり、訓話や講話、軍事指導を行うようになっていったようである。従って、昭
和 17 年ごろまでに学校を卒業した話し手の方は、学校で軍人を見ることはなかったという
証言になっている。また、遊びであるが、
『戦争時に子供の遊びが戦争に関するものが多く
なった』という言説を耳にすることがある。例えば、元神奈川県川崎市の小学校教師荒木
茂氏は、
『第二次世界大戦中、戦意高揚一辺倒の学校教育においては子供の遊びも、戦争ご
っこ・ダイニッポン、コレヒドールなど、また戦争用語を用いた遊びが増えていることが
分かります』27と述べている。しかし、実際は、戦争に関する遊びもしたが、それ以外に
もかくれんぼ、縄とび、ドッチボール、卓球、テニスなどの戦争が始まる前からある遊び
も多くしていたという証言を多くの証言者がしていた。
4-4-2 . 勤労 奉 仕、 集団 疎開 に つい て

メディアに取り上げられることの多いこの二つの項目についてまず、勤労奉仕について
述べていく。
利根沼田地域は勤労奉仕活動のほとんどが農作業であった。しかし、沼田中学校生や沼田
女学校生などは、月夜野の地下工場建設工事や太田の中島飛行機の工場などに勤労奉仕に
いっていたようだ。これについては、千明氏（片品村）の証言を参照していただきたい。
27

荒木茂氏、ホームページ
URL http://www16.ocn.ne.jp/~ondoku/esseiasobi.html、最終アクセス日 2009.1.12。
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 次に、集団疎開である。私は、疎開体験での田舎の子供たちによる都会の子供たちのい
じめの話を聞くことがある。しかし、利根沼田に暮らしていた子供たちは、疎開してきた
子供(利根沼田地域は東京都板橋区の子供)との接触が集団的で運動会や演芸会をしていた
ぐらいで個人的な接触はあまりしていなかったようだ。しかし、利根沼田地域の子供たち
は、友好的に迎え入れようと先生から言われていたので、パンなどの配布を行い、いじめ
のようなことはしていなかったと考えている。集団疎開していた児童の話も聞かなければ
ならなかったが、しかし、今回、疎開してきた人についての聞き取りがほとんどできなか
ったので、これについては今後の課題とする。
4-4-3 . 皇民 化 教育 と学 校生 活 への 思い に つ いて
多くの話し手が証言していたのが皇民化教育であった。証言者のほとんどが言うことは、
「学校に奉安殿というものがあり、そこには天皇の御真影や教育勅語があり、それを見た
り、先生の会話の中に『天皇』という言葉が出ると皆背筋を伸ばし、行儀良くしなければ
ならなかった」ということだった。そのことを今でも鮮明に覚えているということは、そ
れだけ印象に残っていたということなのだろう。
最後に、学校生活への考えであるが、多くの人が疑問を持つことなく過ごしてきたので
ある。疑問を持つ人もいたが、口にだして言うことはなく、
「しょうがない」とか「親の代
から続いてきたことだから当然」というように思って過ごしていたようである。これにつ
いては、出雲氏（旧水上町）や諸田氏（昭和村）、A 氏（旧利根村）などから証言をえた。
4-5. 人 間 関係 ・社 会 構造
4-5-1 . 隣組 ・ 隣保 班に つ いて

私は、調査に行く前まで、隣組・隣保班は相互監視組織だと考えていた。しかし、実際
に調査してみると、少なくとも利根沼田地域において、そのような相互監視体制というよ
うな受けとめられ方はなされていなかったことが分かった。戦争によって働き盛りの年齢
の男性を失った、お年寄りや女、子供が互いを助け合い、協力し合って苦しい生活を乗り
越えるための組織だったのである。これについては、話し手のほとんどがこのように証言
している。また、この組織は、戦争協力のためにも働いていたことを証言の中から見つけ
だすことができた。例としては、後に詳しく述べる松根油製造や戦時国債の割り当てであ
る。この例は、原沢氏（旧新治村）や A 氏（旧利根村）の証言をもとにしている。
 戦時体制によって作られ、戦争協力にも働いていた隣組・隣保班であるが、利根沼田の
住民の隣組・隣保班の捉えかたは、相互協力の組織という意味合いが強く、否定的にとら
えている人は少なかったようだ。そのためか、隣組・隣保班に参加しない家庭はほとんど
なく、参加しないのは裕福で、余裕のある家庭だったとの証言もある。これについては宮
内氏（川場村）や出雲氏（旧水上町）の証言からうかがえる。
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4- 5-2. 供出 、松 の 根掘 りに つい て

まず、供出についてであるが、家に供出できるようなものがある家（大農家、大尽、地
主）でなければ、あまり供出していなかったとの証言を宮内氏（川場村）や小泉氏（旧沼
田町）からえた。金属の供出の取立てが厳しい地域では鍋や釜までも供出の対象になって
いたようだが、そのようなことがない限り供出はしていなかったようだ。金属を供出して
いた家は、土蔵に金属類を隠すこともあったそうだ。この件については、原沢氏（旧新治
村）から証言をえた。
また、農作物の供出をしていた家は、話し手の中に何件かあった。米の供出について、
生産者は生産した米をすべて供出するわけでなく、自家用米として割り当てられた量だけ
確保することができたそうだ。しかし、その割り当てを自分で決めることはできず、行政
側が決めた量しか確保することができず、そのことに対して不満はあったそうだ。
供出について住民がどのように考えていたかというと、供出していた家は多少不満はあ
ったが、お上の指示だからしょうがないと考えていたようだ。これについては、小林氏（旧
白沢村）から証言を得た。
次に、松の根掘りであるが、利根沼田の広い地域で行われていたことが、証言によって
判明した。話し手の中には、自分の家が松根油の生産工場であったところもあった。松根
油は、昭和 16 年〜18 年頃から行政の指示により、隣保班にノルマが課され、隣保班に所
属する家族が松の根を掘り、工場などで生産していたようである。さらに、行政側からは
松根油が飛行機の燃料になるというように説明していたようだ。しかしながら、太田の中
島飛行機工場に勤めていた小林氏（旧月夜野町）は、
「そのようなものは工場などで見たこ
とがない」としており、実際には何に使われたかは、証言だけでは判断できなかった。
松の根掘りについて住民がどのように考えていたかというと、肥松（松の根）が重くて
大変だったが、先ほどの供出の時と同じく、お上の指示であるから、我慢してやっていた
ような形であまり積極的に行おうとは思っていなかったようだ。これについては、A 氏（旧
利根村）や原沢氏（旧新治村）の証言から推測できる。さらに、原沢氏（旧新治村）は、
松の根堀りにノルマがあったので、松の根を集めなければならなかったが、見つけるのが
大変で松に似た杉の根を出したこともあるとの証言をえた。
4-5-3 . 利根 沼 田地 域で 労 働を して いた 中 国 人や 朝鮮 人 につ いて

利根沼田地域で労働をしていた中国人や朝鮮人であるが、労働をしていた場所として旧
利根村、川場村、旧月夜野町、旧川田村、旧白沢村の五つの市町村であった。しかし、数
多くの中国人や朝鮮人が働いていた場所が月夜野であったためか、月夜野周辺の市町村の
住民がその事実を知っており、それ以外の市町村の住民は、あまり知らなかったようだ。
知っていたとしても噂話を聞くぐらいであった。
そして、働きに来ていた中国人や朝鮮人を月夜野周辺の住民がどのように思っていたか
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というと、
「一つ位の低い人である」とか「どこに住んでいてどんな生活をしているのか知
らないから怖い」と思っていたようだ。さらに、中国人や朝鮮人が水上の温泉に入ろうと
しても入れてもらえないというようなことがあったと出雲氏（旧水上町）から証言をえた。
しかしながら、千明氏（片品村）は沼田中学校生時代に月夜野の工事現場で勤労奉仕中
に一緒に働いていた経験を持ち、働いている際には蔑むことはなかったと証言している。
また、
「一つ位の低い人」とは見ていたが、石を投げるような人はいなかったそうだ。これ
については、出雲氏（旧水上町）や千明氏（旧片品村）
、原沢氏（旧新治村）から証言をえ
た。さらに、当時新治村に住んでいた住民の中には、中国人や朝鮮人が鎖をつけられて、
食べ物をろくに与えられない状態を不憫に思い、自分たちが食べるのも精一杯の状況の中
でも、中国人や朝鮮人が行きや帰りに通る道に食べ物を置くこともあった、との証言を原
沢氏（旧新治村）からえた。そして、月夜野町の如意寺の僧侶が工事に従事している中国
人が病死や監督に殺された際には、その人たちを寺で葬り、弔っていたとの証言を小泉氏
（旧沼田町）から得た。
4-6. 軍 隊 生活 ・工 場 勤務
 今回の調査には直接的に関係はしないが、大切な歴史資料になるものなので軍隊生活や
工場勤務についても述べておきたい。
 まず、軍隊生活であるが、話し手の中の宮内氏（川場村）、小泉氏（旧沼田町）
、小川氏
（旧新治村）三名は、軍隊生活を経験している。
第一に、小泉氏（旧沼田町）はこの三名の中で唯一外地に出ており、旧満州出征、シベ
リア抑留を経験された方である。シベリアでの過酷な抑留についてや従軍慰安婦について
証言いただいた。
第二に、宮内氏（川場村）は上等兵の暴力や上等兵との良い関係を証言していただいた。
第三に、小川氏（旧新治村）は、軍隊生活の食生活や内地勤務の内容を証言していただ
いた。
この三名の軍隊生活は一人一人違うもので、一言で軍隊生活を語ることはできないこと
が分かった。
次に、工場勤務についてであるが、話し手の中の小林氏（旧月夜野町）、小川氏（旧新治
村）、小泉氏（旧沼田町）の 3 名が工場勤務を経験している。
第一に、小林氏（旧月夜野町）は、大田の中島飛行機工場での食糧不足や空襲体験、ド
イツ製のプロペラと日本製のプロペラの違いについて証言いただいた。
第二に、小川氏（旧新治村）は、横須賀での海軍工廠での生活や仕事内容について証言
していただいた。
小林氏（旧月夜野町）や小川氏（旧新治村）は軍事工場に勤めていたために、戦況が船
や飛行機、人の様子などからわかり、自分の目が一番信用できると考えていたそうだ。小
林氏は、警報伝達の遅れから、小川氏（旧新治村）は戦艦や空母などの損傷具合から戦況
の悪化を感じていたそうだ。
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しかしながら、今回の調査では軍隊生活や工場勤務でどのような思いや気持ちで、戦闘
していたのか、もしくは軍事製品、軍事兵器を作っていたのかを聞くことができなかった。
したがって、戦闘時や工場勤務時の心情について、今後の調査において聞いておきたいと
考えている。
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第 5 章  ま と めと 今後 の 展望
5-1. ま と め
本論文は、第 0 章において、戦時における人間の心理や戦時体制下の心性を解明するこ
と、さらには、戦争遂行のために日常の生活空間がどのように編成しなおされていたか、
戦時における強制性と自発性の関連はどうであったか（国策はどこまで内面化されていた
か）といった点を明らかにすることを目標として掲げた。そして、日本が支配していた朝
鮮半島や侵略していた中国の人々について、利根沼田の住民がどのように感じていたか（加
害性の意識があったのか）、戦時もしくは戦前に人々は社会や政治問題（特に戦争）につい
てどのように思っていたのか、それらは戦争遂行に影響があったのか、といった問題を解
明することを目標とした。
第一に、戦時における人間の心理や、戦時下の心性がどのようなものだったのかである。
個々人では、食糧状態の悪化や供出について若干の違和感や不満を感じてはいたものの
（但し、全く違和感や不満を感じなかった場合もある）、その違和感を人に訴えるというこ
とはなかったようだ。このように人々に訴えることをしなかったのは、訴え出る場所があ
まりなかったということもあるが、当時、「日本が勝つためには多少の犠牲や我慢は必要」
との心性があり、自分もそのように行動しなければならないと考えていたためでないかと
考える。このように考えたのは、証言者の当時の食糧や供出に対する考えの回答に、食糧
不足で苦労したことや供出が大変だったと言いながらも、日本が勝つためだから我慢する
よりしょうがなかったという旨の証言があったためである。
このようなことから、若干の違和感や不満を感じつつも、戦争勝利に向けて心理的に動
員されていたと考えることができる。
第二に、戦争遂行のために日常の生活空間がどのように編成しなおされていたかについ
てである。
昭和 16 年頃から食糧面では、配給制が強化され、統制が厳しくなっていった。同じ頃、
「大日本帝国国民服令」の下、男性は国民服、女性はモンペ姿というような服装になり、
衣料切符の導入などと相まって食糧と同じように統制がかかるようになっていった。
また、以前からあった組組織を総動員体制のための隣保班に編成しなおしていくような
ことがあった。この隣保班について、第 4 章でも述べたが、少なくとも利根沼田地域にお
いて、相互監視体制ではなく、戦争によって働き盛りの年齢の男性を失った、お年寄りや
女、子供が互いを助け合い、協力し合って苦しい生活を乗り越えるための組織として理解
されていた。
しかし、市町村史などをみると戦時動員体制の一部として隣保班は位置づけられている
ことから、住民は無意識的に戦争に動員されていたと考えられる。

90

そして、学校生活がどのように編成しなおされていたかであるが、尋常小学校が国民学
校という名称に変更されていき、昭和 17 年頃から勤労奉仕や軍事教練が増えていき、軍人
が学校に指導や講演のためにやってくるようなことがみられ、子供たちにも戦争を意識さ
せ、戦争に動員していくようにしていったと考えられる。
 第三に、戦時における強制性と自発性の関連はどうであったか（国策はどこまで内面化
されていたか）についてである。
 配給制や供出、松の根掘りなどの国策について第 4 章で述べたように証言者たちは、
「お
上が言っていることだからしょうがない」や「我慢するのが当たり前」、「戦争に勝つため
にはしょうがない」というように考えていたことが分かった。また、金属の供出の際に家
にある金属類を隠していたり、松の根を集めなければいけないところを杉の根も混ぜて出
したりしていたなどの証言があった。
 しかし、このようなことが強制性の裏付けになるかについては疑問が残る。なぜならば、
先ほど述べたように「戦争に勝つためにはしょうがない」というような証言は、戦争に勝
つために自らも協力するというように受け止めることもできるからだ。つまり、戦争当時、
国策は強制的に行われていた反面、その国策について理解を示し自発的に国策を実行して
いたと考えられる。だが、国策について理解を示したと先ほど述べたが、情報統制などが
かけられていた当時にどの程度まで多角的に判断できていたのかについては今回の調査で
は判明することができなかった。
 ところで、男性の証言者に多かった証言で「自分も徴兵の年になったら兵士として戦地
に行くということごく普通に考えていた。死ぬことに抵抗は感じていなかった」というも
のがあった。これについては、一見自発的に行動しているように思える。しかし、このよ
うに考えていった背景を考えていかないと自発的であったかどうかを判断することはでき
ない。証言者たちが育ってきた環境や当時の教育によってそのように考えるようになった
可能性も否定できない。
 ゆえに、この証言について、国策がある程度内面化し、人々が自発的に国策を実行して
いたと考えることができる。だが、どの程度国策が、内面化していたかについては断定す
ることはできなかった。
 第四に、日本が支配していた朝鮮半島や侵略していた中国の人々について利根沼田の住
民がどのように感じていたか（加害性があったのか）についてである。
 これについて、証言者たちは、
「一つ位の下の人間」というように考えていたが、その人
たちとの接触はあまりなく、その人たちを侮蔑するような行動（朝鮮人や中国人に石を投
げる等）は行っておらず、あまりの衣食住の環境の悪さに同情したり、情け（食料を与え
るなどの行動）をかけたりしていたと考えていたことが判明した。
 「一つ位の下の人間である」と考えることが加害性に当たるのかどうかについて議論は
分かれるところであるが、少なくとも利根沼田の住民一人一人は朝鮮人や中国人に対して
加害性は感じておらず、朝鮮人や中国人を虐げているのは、行政や軍部であると考えてい
たことが判明した。
第五に、戦時もしくは戦前に人々は、社会や政治問題（特に戦争について）どのように

91

思っていたのか、また、それらが戦争遂行に影響があったのかである。
 社会や政治問題ついては、多くの証言者が、当時、学生だったためか、
「子供だったため、
そのようなことは考えていなかった」という旨の証言をしている。だが、子供ながらに食
糧不足や勤労奉仕活動について、
「戦争に勝つため我慢していた」という証言をしているこ
とから日本が戦争状態にあり、勝利のために行動しなければならないというように考えて
いたことは判明した。
5-2. 今 後 の展 望
今回の調査は、私自身初めて取り組んだ聞き取り調査なので、調査票、調査対象者選考、
調査手順等いたるところを手探りで進めていくこととなった。したがっていくつかの課題
点が見つかった。今後、大学院で研究していく中で課題としてあげるのは以下の 3 点だろ
う。
第一に、聞き取り対象者の選考、調査依頼である。今回は、私の実家のある利根沼田地
域であり、対象者が祖父母の紹介であるため、証言の信頼性が高く、調査に協力的であっ
たことから調査対象者の選考、調査依頼がスムーズに行えた（但し、社会階層、職業など
のバイアスが多少かかっている）。しかし、大学院では、群馬県全域を調査対象としている
ので今後、有効な選考、調査依頼について考えていかなければならない。
第二に、調査票の作成についてである。今回の調査では、第 0 章で述べた目標を達成す
るために、33 の質問項目を設定したが、調査分析、まとめを行う際に、どうしても断定で
きない部分が残ってしまった。そのようなことが起きないために、今回使った調査票の精
査などを行い調査票の改訂を行っていくことが必要である。
第三に、調査手順である。今回、調査としては、一人一回 1 時間から 2 時間ほどで行い、
トランスクリプトを証言者に校正してもらう形をとった。しかし、この方法が、本当にオ
ーラル・ヒストリーの手順に沿ったものなのかを再度確認しなければならないだろう。
 とはいえ、今回の調査では、利根沼田地域の戦争体験の口述記録化という目標は、証言
者 16 名ではあるが達成することができた。さらに、戦時下の心理や心性、強制性と自発性、
加害性などについて発見や今後の課題を見つけることができた。
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付録 資料

○利 根沼 田 の主 なバ ス路 線 。

旧沼田町         →旧月夜野町後閑     →旧水上町鹿野沢水上駅前
旧月夜野町後閑      →旧新治村湯宿      →旧新治村猿ヶ京
旧水上町小日向                   →旧水上町湯檜曽
旧新治村猿ヶ京                   →旧新治村吹路
旧水上町水上駅前                  →旧水上町谷川
旧群馬郡子持村大字吹屋鯉沢→旧子持村白郷井・    →旧沼田町
              旧沼田町戸鹿野
旧沼田町         →昭和村糸ノ瀬      →旧沼田町岩本駅前
旧沼田町沼田駅構内    →旧白沢村高平・     →旧利根村大字追貝
              旧利根村大字大原
旧利根村大字大原     →旧利根村老神      →旧利根村高戸谷
旧沼田町大字西倉内    →旧沼田町東倉内     →旧沼田町東倉内
旧沼田町沼田駅前     →旧沼田町土橋、上久屋、 →旧白沢村
              尾合
旧沼田町         →旧池田村岡谷、下発知、 →旧池田村上発知
              中発知
旧沼田町大字沼田     →旧沼田町川田      →高山村大字尻高
旧利根村大字追貝                  →片品村大字須賀川
旧沼田町下之町      →旧沼田町横塚、川場村  →川場村大字川場湯原
              谷地
この路線表は、沼田市史編纂委員会、
『沼田市史』、資料編 3、1998、pp.486-493 より作成。












左の図の黒太線部がバス路線。



左の図は、昭文社 Super Maple Digital



Ver.7、2006 年度版より引用し編集した。
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○質 問票

1 お名前、年齢(満 生年月日も)をお聞かせください。

日中戦争開始〜 玉 音 放 送 まで

2次に、第二次 大戦中 の住所(複数ある場合それについても)、家族構成、ご家庭の収入・
親の職業(デリケートな部分なので細心の注意)をお教えください。

3 はじめに、終戦をいつお知りになりましたか。また、昭和 20 年時、何歳でしたか。

生活面
昭和 12 年

昭和 14 年

昭和 15 年

昭和 17 年

昭和 18 年

昭和 20 年

4 戦時中{第二次大戦初期（1937〜1939）
・中期(1940〜1942)・後期(1943〜1945)｝の一
週間、一日の生活の流れをお教えください。(1 と 3 の質問時の年齢を使う)

昭和 12 年

昭和 14 年

昭和 15 年

昭和 17 年

昭和 18 年

昭和 20 年

5 戦時中{第二次大戦初期（1937〜1939）
・中期(1940〜1942)・後期(1943〜1945)｝の 3
時期で生活の場で戦争を感じる機会はありましたか。

6 あなたのご家庭の食糧はどのようでしたか。また、不足していた食料品、もしくは足り
ていた食料品を具体的にお教えください。

7 では、戦時中(第二次大戦初期・中期・後期)、○○村(町)では食糧は足りていたようで
すか。もしくは不足していたようですか。また、○○村(町)の食料状態は他の地域(前
橋・高崎などの都市)と比べてどうだと考えていましたか。

8 戦時中、どの地域でも配給制がとられていたようですが、食料品ではどのようなものが
配給されていましたか。[1942 年(昭和 17 年)に食糧管理制度施行]

9 配給された食料品は、質の高いものでしたか。また代用食などはなかったですか。（米
  →アワやヒエ）第二次大戦初期・中期・後期の流れに沿って

10これまで話していただいた食糧状態や配給制について周りは、あなたはどのように考え
ていましたか。

情報・電気・交通面
11戦時中あなたや周りの家などは灯火管制が布かれていましたか。

12また、戦況や社会情勢についてどこから情報を得ていましたか。戦況や社会情勢につい
て人伝で聞いたことはないですか。

97

13新聞やラジオ、電話などはあなたのご家庭、また周りの家・地域にはありましたか。

14 あなたやご家族の方は、他の地域にいる家族や友人にどのように連絡を取っていました
か。手紙や電報などは多く利用していましたか

15どこかへ移動する際、交通手段は何が多かったですか。バスや電車がつながっていたよ
うですが、あなたや家族、周りの人は利用していましたか。(どのような時、どのよ
うな理由で)

16情報や交通について利根沼田地域で快適だった点、不便だった点をお教えください。

学校生活
17戦時中、学校には満足に通うことができていましたか。

18戦時中、学校での遊びはどのようなものでしたか。

19戦時中、学校での授業はどのようなものでしたか。軍人が学校にやってきて授業をする
ようなことはありましたか。

20今の課外活動(遠足、旅行)のようなものはありましたか。

21勤労奉仕の活動は学校でなされていましたか。

22勤労奉仕の活動は具体的には何をしていましたか。また、勤労奉仕活動で出来上がった
ものは何に使われるか知っていましたか。

23そのような学校生活についてあなたは、また、周りの友人はどのように考えていました
か。

24戦時中、集団疎開などで他地域から子供がやってきましたが、○○村(町)の子供はその
子供たちとどのように接していましたか。

人間関係・社会構造
25 戦時中、隣組・隣保班などが組織されていたようですが、どのような活動を行っていま
したか。さらに、あなたやあなたの家族は隣組・隣保班の活動に参加していましたか。
また、周りで参加していない家庭はありましたか。

26 隣組・隣保班の活動についてあなたは、また、あなたの家族はどのように考えていまし
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たか。

27 戦時中、様々なもの(米・金属)が供出されていたようでしたが、あなたの家で供出した
ものはありましたか。

28 供出についてあなたや、あなたの家族はどのように考えていましたか。

29 利根沼田地域で松の根掘りは行われていましたか。（行われているとしたらいつ頃から
か、誰が指示をしていたかも）また、あなたやあなたの家族は松の根掘りを行ってい
ましたか。

30 松の根が何に変えられ、何に利用されるかを知っていましたか。

31 松の根掘りについてどのように考えていましたか。

32 利根沼田地域で中国人や朝鮮人（韓国人）が月夜野の岩本発電所水路掘削工事・旧中島
飛行機後閑地下工場建設工事などに従事していたことは知っていましたか。

33 その人々たちを地域の住民はどのように思っていましたか。その人たちに向って石など
を投げる人や焼きもち等の食べ物を渡す人はいましたか。また、このような話を聞い
たことがありますか。
（これについては月夜野地域に住んでいないと聞けない可能性あ
り）
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