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「私の戦争体験」 

	 	 	 戦争体験の話を聞いて伝えよう。 
子どもたちに、戦争を知らない大人たちに 
命の大切さを！平和の大切さを! 
 

講師：伊原	 昭氏 
日時：平成２９年（2017）８月２６日(土)10：00～12：00 
場所：江井島小学校コミセン 
(会長挨拶) 
「私の父が傷痍軍人で、左目をビルまでイギリス兵に撃たれて失いました。また、この

住吉さんの浜でシントク丸という練習船が米軍のグラマンに狙われた話や、皿池の近くに

グラマンが超低空飛行をとって、掃射をしていたのを、８５歳の方がまともに操縦士の顔

を見たという話を聞きました。 
今から井原さんの貴重な戦争の体験話を聞きます。この体験談を聞いてこれからの人生

に活かしていただくことが出来れば、協議会としてもこの講話が意義のあることになりま

す。本日はありがとうございました」。 
 

（司会） 
それでは伊原昭さんにお願いいたします。 
 
本日はお忙しい中、また、暑い中、お集まりいただきまして、誠に有難く厚くお礼を申

し上げます。 
この度、えいがしま街づくり協議会と江井島地区人権教育研究協議会の皆様にお骨折り

を頂きましてこの会を企画していただきました。また、ポスターとかいろんな事にお働き

頂き、重ねて御礼を申し上げます。 
私は、但馬の豊岡の生まれでございます。コウノトリで有名なところで、そこから明石

に来まして江井ヶ島に今の住まいをして、６５年になります。 
今日はそれより以前の７５年程前の話をさせていただきます。７５年前と言いますと私

が海軍飛行練習生に志願したころの事でございます。余りにも話があり過ぎてどこから話

をしていいのかわかりませんが、どうぞお聞きください。 
 
中学生の方がいらっしゃいますので最初に私の小学校一年生の時の国語の教科書をご覧

いただきます。これは私が持っていたものではなく、戦後に復刻されたものを新たに何年

か前に手に入れたもので、私が受けた教育はどのようなものだったかを紹介したいと思い

ます。 
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「サイタサイタサクラガサイタ」と言うのが始まりで次は「コイコイシロコイ」三番目

は「ススメススメヘｲタイススメ」、カタカナですね。「太郎さんが軍艦の絵を描きました」

軍艦の絵です。「花子さんが富士山の絵を描きました」、「飛行機、飛行機、青い空に銀の翼、

飛行機早いなあ」、「桃太郎さんの犬、猿、キジを家来にして、鬼を退治しに行く」、このよ

うな教育を受けてきたという事でございます。 
 
さて、本題に入らせていただきます。 
私が中学４年生、昔の中学は５年までありました。中学４年生の時の校長先生がある日

の朝礼で全校生 1,000名が集合した中、なかなか忘れがたい演説をしました。 
「最近の戦争は勝ち戦だったのは初めの 1 年半ほどで、今日では日本軍が負けて来て、

今や山本五十六連合艦隊司令長官は戦死する、最後の砦だと思っていた硫黄島の守備隊は

20,000人も玉砕をしてしまった」と、今の日本の戦争の状態を簡単に説明した後、「国家危
急存亡の時に、我が校には、海軍甲種飛行予科練習生に志願する人間が未だかつて一名も

出たことがない、このような時局に国難に赴く若人が出てこないという事は、我々教育者

として、平素諸君に何を教育しているのか疑わしき限りであって、慙愧（ざんき）に堪え

ないところである」こういうような、だいたいこのような訓辞です。 
 

	 この校長先生の訓示が導火線になってしまって「えらい事だ、我が校が 1 名も志願者が
ないのはの恥ずかしいことである」。それでもって私の同級生が、あくる日になって、「我、

予科練に志願する」と半紙に黒々と書いてその横に名前、そうしてその下に、親指を切っ

ての血で母音を押しているわけです。これが血書というらしんですね。その教室に４年生

が見に行きました。そしてその人だけに志願さすわけにはいかんのではないか、というこ

とでそれから数日間授業が終わった後にクラス会で「どうしよう、志願しようか、止めて

おこうか」という事について４日間ほど熱心に討論をしました。 
そして家に帰りますと、親は「やめとけ」と猛反対、軍隊の中で一番危険な飛行機で死

に行くようなものだ、「馬鹿もんが」と、それでもこの時は危急存亡だ、日本が滅ぶかどう

かの時に勉強をしておれないと言う気持ちです。 
	 私らの同級生は半数以上が上級学校を志望して補習授業を受けているのが半分以上あっ

て、それから一人息子であるとか商売を継がなければならないとか、そのような人が自分

なりの家庭の事情を見て、「どうも行くわけにいかん」という事ですが、そうすると志願を

するとういう人達の意見が勇ましくて「国家が滅びるかと言う時に自分の商売があるか」

ということですね。元気がよろしいいわ。 
	 勇ましい話が飛び出てきますとこれは志願をしなければならない、困ったことだと、そ

んなに志願をするなら、してもいいというようなことが決議されてしまったのです。 
 
家に帰ると小学校の先生がやって来て、親から頼まれて「止めとけ、親の意見は中学４
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年生くらいで国家に殉じなくても、卒業してからいくらでも国家に尽くす事はできる、も

っと大きくなってから行け」そのような説得がありました。その時は親の意見はそれもそ

うだと思う、しかし学校に行ったらそんなことはおくびにも出せない。わいわい言って俺

も行く、我も行くといってそれでは全員が誓いの血書を出そうかという事になり、全員が

署名をして、赤穂浪士の討ち入りの時の誓いですなあ、結局３年生も５年生も一人も志願

がないのに私どもの４年生だけ舞い上がってしまって全員が志願して、願書を出すことに

なりました。 
 
後で聞きますと全員と言いますと大方、２００人近い４年生がいるわけですね。しかし

全員が願書を出しておりませんでしたね。１２０人が受験をしました。そして合格したの

が約４０人です。第一次入隊というのが２０名づつ、二手にわかりまして昭和１８年１０

月１日と１２月１日に分かれて松山海軍航空隊に入隊をしました。 
 
この予科練の入隊については校長先生が文部省から通達が来て、これを校長が極力志願

を勧誘せよと文部省の通達だったことが後からわかってきました。従って全国から学業を

半ばにして、この予科練に集まってきたと、それこそ崇高な精神の持ち主ばかりが集まっ

てきたという事になります。 
 
従来の予科練の教程と言うのは３年間が普通なのですが、この時からはそれの３分の 1

近い短期間で飛行兵を養成してしまうという事になっておりました。３年言いますと３６

か月ですね。それが私どもの時から１年と２か月、とんでもない短縮でその間に飛行機乗

りを養成しろという言いだしたわけですね。 
予科練修生と言うのは、飛行機に乘るための初歩的な知識、あるいは体の訓練を予科練

で習おうと、そして、本科は、本科とは言いませんでしたが本当の飛行練習生で、実際に

飛行機の操縦席で訓練を受けるのですが７か月後にそれが分かったのです。 
 
このような事情でもう無茶苦茶な詰め込み教育で徹底的にしごかれました。今の体罰で

すね。一番軽いのがほっぺたをたたかれる、それが一番軽い方です。次は握りこぶしで、

バチン、バチンと叩かれるのです。目から火花が出る感じですね。「足を開け、歯を食いし

ばれ」結構痛いです。これなんかしかし海軍の伝統な罰則の中で一番軽い方です。色んな

種類の罰則がありました。一番痛いのを紹介します。 
バッター言いまして 1ｍよりちょっと長い杉の丸太で、太さは 10ｃｍ弱で、もちろん握

っているところは細くなっていまして握り易くなっていて、それでお尻を叩かれるわけで

すね。これは飛び上がるほど痛いです。もう、三発叩かれるのが普通でしたが、時による

と五発叩かれることもあり、何ともかんとも飛び上がる痛さです。 
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何かのしくじりがあって罰則・体罰を食らうという事なら分かりますが、なんのしくじ

りもないのに「学生気分を抜いたる」、それから「しゃばっ気を抜いたる」しゃばっ気って

何のことでしょうか。 
そして「軍人精神を注入したる」こういうことで叩かれたわけです。「しゃば」って言葉

は戦後、字引を引いて調べましたら仏教用語で罪を犯して牢屋に入れられる、収容所に入

る、ここは全く自由の効かない世界ですね、軍隊も同じ自由が全くきかない所です。そう

いうとこから一般の社会の、今まで暮らしてきた自由の効いた社会をシャバという事にな

るのだそうです。いわゆる鉄の鋳型にはめ込んで、個性とかそういうようなものは無視し

て命を惜しまぬ兵隊を作るという、これ一点張りの教育だったわけです。 
 
毎晩、消灯ラッパが鳴って寝るときですね、毛布かぶるたびに涙がじゅーと出てくるの

です。耳の中が涙でいっぱいになるくらいになって、「えらいところに来てしまった、親の

言うことを聞けばよかった」と思い、ほんとに後悔しました。 
それも平素の訓練があまりにも厳しいもので、いつまでも泣いている時間はありません。

寝たとたんに、いつの頃やら泣くのは止まりました。 
 
脱線しますけれども、班長さんが２０人程のテーブルについているので、班長と言うの

は教員ですね、教員が食事の時に誰かが、食事の時に班長の前にお味噌を盛っているので

すね。小さいお皿に乗せてそれを見た教員がニコニコとしましたね。この教員は味噌が好

きなのだなあと、「その味噌はどこから盗ってくるのか」、そういう中で「俺が盗ってきた」

と言うのですね。 
烹炊場（ほうすいじょう）、食事のご飯を炊いたりおかず作ったりする、そこのことを烹

炊場と言っていました、炊事場ですね、「ほー、えらいことやるなあ」と、顔を見られたか

ら、二度と味噌を盗りに行けないのでこれから当番こしらえて、そして次々順番に盗りに

行くと決め、教員が叩くのを、バッターを手加減してほしいという意味で教員が一番好き

な味噌を食事の時に持って行っておけば幾らかは、ましになるのではないかと言うのが狙

いなのですね。 
服の下にお皿を小脇に抱えて、知らん顔をして烹炊場に行くのです。まず味噌のある場

所を確かめて、そこまでスーと入って行って、ちらっと味噌の高さを調べてから、底の方

にあったら味噌を掬う時にひっくりかえってしまうので確認してから、改めて、逃げる方

法はこのようにと考え、私が行かされることになりまして取りに行きました。 
夕飯前で非常に忙しい時に、そこにトコトコ入っていきましたら「食事はまだだ、邪魔

だ」と怒らえまして「はい！」と言いながら味噌桶のところに行きまして、ちょっと覗い

たら適当な高さまでに味噌は入っておりました。「これだ」と思って、それからまた出てか

ら、ふらふらっとまた入って行って「また来たかっ！」と言われて、でも彼らも忙しいで

すから私のところにばかり掛かっておれません。それから脇の下から皿を出して味噌を掬
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い取って 
掬い取ったものを皿ですから脇に挟むわけにいきません。味噌の盛られた皿で、走るわけ

です。私の兵舎でなく、よその兵舎に入り込んで知らない兵隊がいっぱい居るのです。私

の同期生が「なにしてるのか、何しに来たんだ」てなことです。珍しがってみています。

味噌をもって走ってきましたから。そして裏口の方から出まして自分の兵舎に戻るのです。 
その結果、班長が手加減してくれたか否か、どうか分かりませんでした。徒労に終わっ

たのかもしれません。 
中学 4 年にこのような悪ガキがいっぱいおったということですね。それがしごかれて命

を惜しまぬようになってしまうのです。教育とは恐ろしいものですね。 
 
予科を卒業しまして今度は航空飛行練習生として、今度は松山から台湾の台中海軍航空

隊に行きました。 
「貴様らはよく来た。今夜は転勤祝いをしてやる」。転勤祝いはバッター3 本でした。何

をご馳走してくれるのかと思いました。 
これから徹底的にしごくからそのつもりで覚悟しておれ、といった調子ですね。実際に

飛行機に乗る人たちは実践にも参加した人たちで、かなりの猛者（もさ）でしてね、台湾

の熱い日光に焼かれて真っ黒い顔をしたのが「徹底的に修練をしたる」言うので、震えが

来るくらい怖かったです。 
 
６人の練習生に 1 人の教員がつくわけですね。そういう猛者が教員です。最初は離着陸

訓練で、飛行機が飛び上がったり、着陸したりです。飛び上がって飛行場の空の周囲を 1
周してまた着陸する、また飛び上がる、そういうことを繰り返すわけです。 
それが 1 人でできるようになると、後ろに乗っている教員が降りてしまって、単独飛行

が許されるということになります。 
そして戦闘機部隊ですので宙返りとか、背面飛行とか上昇反転とか、あらゆる曲芸に近

い飛行機の操縦などの科目をずーと長く行うのです。 
単独が許されますと後ろには教員がおりませんので鼻歌を歌ってもいいわけでして、1人

で飛行に乗っておって、「これはまあ、素晴らしいな」、何しろ地上が水平線ですから、水

平線が縦になったり横になったり、ひっくり返ったりいろんなことをするわけですね。ま

るで鳥にでもなったように爽快な気持ちになるわけですけども、新しい科目になりますと、

また教員が、後ろからガミガミ言いまして叱られぱなしで厳しい訓練でした。 
 
飛行機の訓練では失敗は成功の元ではなくて、失敗、即「死」ということで、それだけ

に徹底的に厳しい体罰をくらいながら、やられても仕方がないことと納得はしておりまし

たが、尻の痛いのはもう降参でしてお風呂に入りますと、みんなのお尻は黒紫色、まるで

やくざの背中の入れ墨みたいなあんな真っ黒けでした。横に筋がはいって、昨日たたかれ
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てまた今日たたかれて、とてもとてもたまりませんでした。 
予科練の教育が幼稚園だったなあとその時痛感しました。予科練で涙を流しましたが、

あれは幼稚園で涙を流したようなものでしたね。ここはとてもとても以前とは違いました。 
 
ちょっとここからそこまで動くにしましても予科練では「駆け足進め」てなものですが、

ところがここは「全速力で走れ」ですね。歩いたり、とろとろ走ったところを見つかりま

すと「貴様ーﾂ」と言われ、とひどい目にあいます。 
それは即ち敵の飛行機が来たというときに、どこからでも自分の飛行機に飛び乗って、

早駆けですね、全速力で走る必要があったということですね。 
 

	 晩に寝るときはうつ伏せになって寝ました。食事をするときは椅子に座るとお尻が痛い

から中腰になって食べました。お尻が椅子につくと「あー痛ﾂ」そんなことが 2か月間くら
いやられました。そのうちお尻の皮も厚くなって案外、慣れるものです。 
 
	 マラリアにかかった時にお尻に筋肉注射の針を垂直に刺して針をいっぱいくらいにさし

て、注射針を脱脂綿で消毒した衛生兵が「こいつの尻の固いこと、針が折れるのと違うか」

というのです。これくらい鍛えられました。 
	 余談ですがマラリアをやりますと熱が 40度を越してしまいまして、目で見える景色が天
然色でなくて白黒の世界になります。木の葉っぱや草を見ても緑でなくて、薄い黒い色に

なるのです。これになるとこんなことになるのかなあと感じました。マラリアもすぐに治

りました。 
 
まもなく台湾沖航空戦（編注）が始まりまして、これは太平洋戦争の戦史に残る大きな

航空戦でした。まいにち毎日、先輩のゼロ戦が出撃するのを見送りました。ゼロ戦は自分

が空中戦で戦うばかりでなく、大型機の出撃の警護をするわけですね。大型機は速力が鈍

いから相手の戦闘機にやられてしまうわけです。それを援護する役目を背負っていました。 
朝、夜が明けると同時に、大型機が腹に魚雷を抱いて朝日に光りながら、毎朝出撃して

いきました。しかしながらその飛行機は 1機も帰ってきませんでした。 
台湾沖航空戦でやられてしまったのですね。時間が来ても戻ってこないということは	

戦おうが、何しようが飛行機の燃料というものは時間が来たら切れてしまう、やられたか

どうかなったということですね。台湾沖の航空戦で飛行機と搭乗員の消耗は莫大で、大き

な損失をしたということです。 
 

	 飛行機が無くなって、見馴れない飛行機がやって来るようになりました。この飛行機は

なんという飛行機か分かりませんが、それは中国から寄せ集め機で台湾に応援にやって来

ました。しかしその飛行機も戦闘後、一機も帰って来ませんでした。 
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	 まもなく空中戦が始まりまして日本軍の攻撃が終わったころに、今度は向こうから攻撃

をしてくるわけです。グラマン戦闘機が 30 機ほどと、こちらのゼロ戦が 20 機くらいと飛
行場の真上で遭遇して、空中戦となります。さっきも申しましたように宙返りで飛行機を

追い回すわけです。なぜそういうことをするかと言いますと、大型機は機関銃士がおり、

機械で撃つのですが、ゼロ戦は一人です、両手、両足は操縦に必要で、空いた手はありま

せん。空いてる手は一つ、スロットルレバー、自動車で言いますとアクセルですね、エン

ジンをふかして、そういうレバーのボタンを押すと、両方の翼の羽の先端に機関銃が付い

てるわけですね。そこから弾が出ます。敵の飛行機が横っ腹を見せるか、あるいは後ろを

見せるとか、言った時でなければボタンを押しても弾はすかたんの弾ですね。当たるわけ

がありません。だから後ろに回るわけです。向こうが逃げるところにくっついて行って撃

つとこういうことですね。 
	 ゼロ戦は小回りする力がよくて何をするにしても全速力で敵の尻に引っ付くということ

で、戦争が始まったころは、ゼロ戦は無敵の飛行機でした。アメリカから恐れられた飛行

機だったのですが、それがこのころになりますと機体の鉄板が薄いというゼロ戦の弱点が

はっきりしました。ジュラルミンでブリキ板みたいなもので軽いものです。 
 
ある日、グラマン戦闘機一機が羽を左右の揺らせてバンクしながらやってきました。飛

行機が故障したから不時着させろという信号ですね。飛行機が田んぼや海に着水するわけ

には行けません、飛行場が一番安全です。戦って降参ということで、残酷な扱いをしては

ならないといという事で敵はそのようなつもりで着陸をしてきたわけです。 
その飛行機を見に行きましたら座席の裏も物凄い装甲がしてありまして鉄板に囲まれて

いました。これは搭乗員を非常に大切にしていると感じました。ゼロ戦は弾がどこにあた

っても全て通過してしまいます。そのように格差がありました。その操縦士がどこに連れ

ていかれたか私は知りませんでしたけれども、後でこれは想像ですが命はなかったと思い

ます。	  
 
	 空中戦で落ちてくる飛行機が白い糸を引いて墜落していき途中にバーと火が吹いて火だ

るまになってバラバラになって落ちていく、そのようなものを見ました。私の頭の上をひ

らりひらりと飛行機の片方の羽根が落ちてきました。敵の飛行機の羽根だと思ったら、日

の丸が付いており、ゼロ戦だと分かったのです、私の先輩が乗っている羽根が落ちてきた

のです。「あーこれが実戦というものだ」と、日本軍はどこにも負けない、強い兵隊である

と、そうは問屋が卸さないと、その時勉強しました。 
	 何しろ搭乗員の座席の下は燃料タンクです。だからそこに火が付いたら、ひとたまりも

ないということです。 
	 搭乗員に起こったむごたらしい姿というのは、目もそむけるようなひどい状態でした。 
黒こげがあったり、半焼けがあったり、いろんな焼死体があって、私は死んだ人を見るの
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は祖父と祖母が子供の時分に亡くなったのを見ただけで、それ以外は死んだ人を見たこと

がなかったのですが、この戦争に行ってあらゆる死んだ人を見てきました。思い出すのも

恐ろしいことです。 
 
	 まもなくして隊長の訓示がありました。「この度の台湾沖航空戦においてわが方は飛行機

を失い、搭乗員も失ってしまった。次は貴様たちの番だ、残すところの訓練を早くマスタ

ーして、早く跡を継いで、資するようになれ」とこのような檄でした。いよいよ番が来た

のか、その時は背中に負わされたような気がしました。 
 
	 しかし、操縦教程を全部終わりましたが、飛行機の補給は一機もなく、練習機ばかりの

訓練で、ゼロ戦が来ないのです。 
台湾に留まっておっても、まったく無駄なことということから、次の沖縄の戦いに参加

しろと九州に転勤を命じられました。 
	 私の乗った船はまっすぐに九州に向かって航海すれば 3 日もあれば九州に行くはずな

のに、その時は１週間もかかりました。行く方向があっちに行き、こっちに行きと、敵の

潜水艦に見つかれば容易にこの船が沈められることが出来ますので、台湾から中国の近く

まで行って、そこから北へ上がって、沿岸を、そして朝鮮半島の西側に行って、それから

九州の門司に到着しました。かなり長い時間がかかりました。一部の人は練習機で九州に

帰ったが人がいました。 
	 ところが、船の中でシラミによる発疹チフスを発症しまして、死者も出ました。すぐさ

ま九州で私の部隊が隔離されてしまいました。 
	 諫早海軍航空隊というところに配属されましたが、隔離され、日にちが経ってしまい、

沖縄の特攻に突っ込むはずの人間がタイミングを失ってしまい、沖縄はお手上げだから仕

方がない、今度は関東へ行け、ということで霞ケ浦に転勤させられました。 
 
	 霞ケ浦は毎日、B29 がやってきて、焼夷弾爆弾であちこちの都市が焼かれ、戦争も終わ
りに近いような激しさでした。霞ケ浦に着きまして練習生に朗報が、いい情報が入りまし

た。	  
日本で初めてのロケット戦闘機ができた、プロペラで飛んでいた飛行機ばかりだったが、

ロケットが出来て、特攻兵器として B29 専用に頭突きかませる、そういう兵器が発明され
たとのことで早速、特攻隊を募集することになりました。 
一枚の紙が配られて、名前を書いて希望する者は丸、熱望するものは二重丸、希望しな

いものは白紙と募集があったわけです。 
後で聞きましたけれども、私ども全員が二重丸でした。もちろん私もそうでした。死ぬ

るのは当然だという考え方でしたね。 
	 また、死というのは痛いも、痒いもありません。一瞬で死ねるということはまた幸せか、
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ということを考えておりました。 
 
	 まもなくそのロケットは「秋水（しゅうすい）」という名前が付いたゼロ戦の３分の１の

大きさで、実物大の模型が私どもの航空隊に届きました。もちろんプロペラなんかありま

せんし、後ろに大きな穴が開いて、そこから火を噴きだして飛ぶわけですね。ところが車

輪がないのです。幅の広いソリが付いていました。そりで滑ってビョーンと上がるだけで

よかったのです。着陸の必要はないのです。ロケットですから１万メートルをプロペラな

ら２０分かかるところを３分半で上昇する、B29 は１万メートルで飛んでいるのです。高
射砲は 8,000ｍしか到達しない、そういう時にこの秋水が出来た、とってもいいものが出来
た、これで戦争は負け戦から勝ち戦に変わると、B29 を何としても落としたいということ
です。 
 
	 早速、「身の回り整理を、遺品目録を作れ」と言われましたが、そんな状況ですから、何

ほどの荷物があるわけではないですが、一つひとつ書き上げてみましたら 10以上ありまし

た。文化詩集とか筆記用具とか一つひとつ書き上げました。	

遺書は「ほんとに出撃するときの間近になってから書いたらよろしい」と、こういうこ

とを言われました。	

出撃命令が早く来ないと戦争が負けてしまうし、早く来たら死ぬるし、えらいことにな

ったと思いました。しかし死ぬことは覚悟出来とりましたので戦々恐々と待っていたわけ

ではありません。	

ところが、B29 の大編隊がやってきて、私の航空隊で 20 人が戦死しました。隣には土浦

海軍航空隊という予科練の航空隊がありまして、後輩の予科練習生が 270 名がその爆撃で

死にました。	

これはこんなところで秋水特攻隊を置いていると勿体ない、もっと危なくないところに

逃がせなけれならないということで、北海道に転勤を命ぜられ、北海道美幌海軍航空隊に

て終戦を迎えました。	

結局、秋水は一度も出撃したことはありません。この秋水は戦後、アメリカが完成品を

持って帰って、それをモデルに NASAの宇宙開発をしたと、そういう風なことも聞いていま

して、なかなか日本も素晴らしいものを発明したということですね。	

	

私の同期の者で、飛行機で帰ってきた人がいました。その飛行機で帰ってきた人は船で

私たちがシラミ取りで病気に罹っている間に、沖縄戦に間に合い、特攻として出撃しまし

た。	

九州の鹿児島に海軍特攻基地の鹿屋（かのや）航空隊に、陸軍は知覧（ちらん）に陸軍

特攻基地があります。	

この鹿屋から出撃しました高瀬丁（たかせつよし）、この人の遺書を紹介します。この方
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は昭和 20 年 4 月 19 日に神風特別攻撃隊神雷隊として出撃しました。この方の遺書を朗読

します。	

「ご名、くみ深き、父母上様。聖戦に参加せんと愛機に搭乗する前に書します。この世

に生を受けて、自分ふくせいそう、何一つとして御恩に報いませんでしたが、大日本帝国

軍人として、大君（おおきみ）に命を捧げて、皇国のため散っていく私を皇国の子と言っ

てください。決してお嘆き下さいますな。	

私は幸福でした。私は最後の最後までご教訓に背きませんでした。そして晴れ晴れした

気持ちで、祖先の御前に行けます。ただ一つ残念なのはご厚恩に報いられなかったことの

みです。	

父、母上様、お姿を心に秘め、恩名を心で叫びながら散ります。	

父、母上様、さようなら、さようなら。	

	

二伸、	

一つ、我に金銭貸借なし、一つ我に婦女子関係なし、一つ我に罪なし、	

母上様、丁（つよし）はいよいよ出撃します。いまさら何の悔いはありませんが、温か

く優しい母上様のご恩を果たせず、御こことが残念でありますが、ただただ皇国に命を捧

げる精神を誉めてください。	

母上様、丁（つよし）は死すとも、魂、なお留めて皇国に尽くします。お嘆きくださる

な、丁（つよし）はこの壮挙に参加できて嬉しいです。武人の本懐です。	

母上様、長く、長くご幸福にお暮しください。	

丁（つよし）は母上様のお写真を胸に抱いて、必ず、必ず立派に死する覚悟です。出撃

の日。	

続いて妹よ、兄の代わりに父、母上様に孝養を尽くして欲しい。頼みます」。	

	

	

	

これで私の講話「戦争体験」を終わらせていただきます。	

 
注は編者が作成したもの 
【注：台湾沖空中戦】レイテ島上陸支援のため沖縄に攻撃をかけて、南下中の米国機動部

隊を台湾の日本軍の航空隊が集中攻撃した 1944年 10月 12日から 15日の空中戦。大本営
は大戦果を発表したが事実は 2 隻の巡洋艦を大破したのみで、逆に日本は航空戦力の大半
を失った。 
 
 


