
アメリカ人元捕虜・家族との交流会記録 

2015 年 10 月 13 日（火）14 時～16 時半 於・麻布台セミナーハウス 

司会：小宮まゆみ／田村佳子 通訳：塚田あゆみ 

 

スピーチ  14:00～    

１．レランド・チャンドラー（LELAND  CHANDLER）92 歳 イリノイ州 ガルズバーグ在住 

関係者の皆さん、友好プログラムに招待してくださって感謝。私はイリ

ノイ州の農家で育ち、1941 年 2 月、18 歳で米陸軍に入隊。フィリピンの

コレヒドールに行き、第 60 沿岸警備砲兵隊 H 砲兵中隊に所属した。1941

年 11 月 28 日感謝祭の食事をしようとした時、非常警報が鳴り、日本海

軍との戦闘配置についた。高射砲大隊に配置され二度とその食事を食べる

ことはなかった（註：日本軍がフィリピンを最初に攻撃したのは 1941 年

12 月 8 日）。激しい戦闘が続き、部隊は 42 年 5 月 6 日に降伏し、カバナ

ッツアン収容所に収容された。42 年 11 月に熱帯のコレヒドールから船で（註；長門丸）日本に運ば

れた時は寒くて雪だった。最初は淀川製鋼所で鉄鋼の切断機を操作する仕事をした。長時間労働と

ひどい環境に負けてしまった人が大勢おり、これ以上はないというすさまじい経験をした。私はい

つか解放されるという明るい未来を信じ、神のご加護もあり 45 年 8 月に生還した。戦争が終わっ

て、67 年前に妻ルースと結婚し、5 人の子どもにも恵まれた。戦後、空軍基地の消防署へ務め、最

後は消防署長で退職した。農家に生まれ、コレヒドール⇒淀川収容所⇒大江山収容所⇒消防署とい

う人生を送った。11 月のあの寒い日に来た日本と今の日本はすごく違っている。今回このような訪

日の機会を与えてくださった日本政府、日本の関係者の一人一人に感謝する。またこれからも友好

的な関係を願っている。皆様のやさしさと暖かさに本当に感謝する。 

 

２．カール・ダイヤー（CARL DYER）91 歳 イリノイ州 オグレスビー在住  

＊ダイヤ―氏に代わり、孫のジェイソンさんがスピーチ。 

祖父のために孫の私が話す。祖父は 1941 年 3 月 17 日陸軍

米陸軍に入隊。1941 年 5 月 12 日フィリピンへの出征、第 12

補給部隊。しばらくしてから日本軍の攻撃があり、降伏指示を

受けて 42 年 5 月 6 日、コレヒドールで降伏。カバナッツアン

第 3 捕虜収容所に収容。ここで初めて捕虜を経験することに

なった。11 月 9 日、フィリピンを出て長門丸で門司に上陸。

元捕虜 9 人と付添いの方々9 人をお迎えし、全体で 60 数名が参加しました。 



列車で大阪府泉南郡の多奈川収容所に送られた。乾ドックを建設する強制労働に従事。それから兵

庫県西宮市の鳴尾収容所ではカーボンを作る強制労働に従事。この後 6 月に敦賀収容所に移され、

港湾の荷役の強制労働に従事。8 月 7 日に日本人の通訳から 6 日に米軍が広島に原爆を落とし、そ

の町のすべての人々が亡くなったと聞かされた。その 3 日後にまた原爆を落とし、日本は降伏した。

やがて飛行機が飛来し、新しい衣類や食料、印刷物などを投下した。印刷物の中に見たこともない

新しいものがあったのを覚えている。帰還後回復のために病院に入っていた折，祖父と祖母は出会

い、2 週間後に結婚。そして 3 人の息子に恵まれる。うち一人は私の父。こうした辛い時期の生きの

びた祖父を孫の私は尊敬している。祖父は日本や日本人に憎しみを持っていない、むしろ尊敬の気

持ちを持っている。こうした機会を与えてくださった関係者に感謝する。 

 

３．ジョージ・ロジャーズ（GEORGE ROGERS）96 歳 バージニア州 リンチバーグ在住 

私の日本での 3 年半の捕虜生活をまとめるのは難しい。私の名前はジョ

ージ・ロジャーズ。96 歳。 

バターン死の行進を生き抜いた。収容所を去ったときは 86 ポンド（約 39 

kg）で、当時は食料もなく厳しい環境下に置かれていたため、45 歳までは

生きられないだろう、視力も髪も歯も全て失って、そして子供をつくるこ

とも大学でいい成績を残すこともできないだろうと医師に言われたが、現

在 96 歳、記憶もしっかりしているし、歯も髪も自分のもの。子供は 5 人、

孫は 14 人、ひ孫は 19 人いる。セントルイス大学を 4 年ではなく 3 年で、それもいい成績で卒業した。

収容所時代の神への信仰がこの時代を乗り切らせてくれたのだと思っている。 

今でも思い出すことが２つある。カバナッツアンの収容所時代、畑で玉ねぎの収穫をしている時、いや

な看守が現れた。彼が現れるといつも何か起きるので私たちは彼を「エアレイド Air Raid＝空襲」と呼

んでいた。そのエアレイドが私たちに向かって私語を慎んで仕事に励めという話をして「わかったか」と

聞いたので、私たちは「はい」と答え、彼は去った。その後、私はとなりの人に話しかけてしまった。彼

が戻ってきて叫び始めた。私が顔を伏せていると、仲間たちが顔を上げるようにささやき、顔を上げると

彼がブロークンイングリッシュで「私が何といったか、わかったか。」と聞くので「私語を慎め」と言い

ましたと答えると、拳を固めて殴ってきて、顎を直撃した。地面に倒れ、また気をつけの姿勢で立つと、

また、「指示がわかっているのか」と聞くので「はい、理解しています」と答えると、何度も殴られ、そ

の度に地面に倒れ、気をつけをした。最後に作業に戻るように言われた。これはやりすぎだと思うが、3

年半の捕虜体験の中で最初で最後の日本人の看守に殴られた経験だ。あと一つは 25 名の捕虜たちと軍用

滑走路の建設作業をして、現場から収容所へ帰る途中、マンゴーの実が熟している木があった。私はリー

ダーだったが、日本人の看守よりその木の下で休むように指示をうけた。看守はあたりを見回して、マン

ゴーの欲しい捕虜がいるなら採っていいと言った。マンゴーの実は熟していたおいしかった。そのこと

は今でも覚えている。今回の訪日の機会を与えてくださったことに心より感謝。 

 

４．アーサー・グルエンバーグ （ARTHUR GRUENBERG）94 歳 ワシントン州カマノ島在住  

16 歳の時、コロラドのロッキー山脈にある丘の農場に家族で引っ越した。1940 年 8 月 2 日米海兵

隊に入隊。1952 年 9 月 10 日に除隊するまで第二次大戦と朝鮮戦争に従事。基礎訓練が終了して最



初の任務は第 4 海兵隊の海兵隊員として外交防衛として中国の上海に送ら

れた。（やがてフィリピンへ移動し、）第４海兵隊の使者として大隊の司令

官から、直接、ダグラス・マッカーサーに確実に手紙を渡すように言われ、

手紙を預かり、走って司令部に手紙を持って行った。その先に男がいてそ

の手紙を取りあげ、勝手に開けて私に指示をした。『銃、あるいは武器を一

か所にまとめ、降伏をするように、コレヒドールは陥落した』と。後にわ

かったことだが、その男は新司令官のジョナサン．ウエンライト中将だっ

た。それは降伏を命令する手紙だった。そのころマッカーサーはオーストラリアに退避するよう命

令を受けて、ミンダナオ島を経由してオーストラリアに移動していた。1942 年 5 月 6 日にコレヒド

ールは陥落し、捕虜になった。 

それから、日本の収容所へ行くが、たぶん長崎から 40 マイルのところの収容所へ入り 3 年半を捕

虜としてすごした。（註；福岡第７分所・二瀬収容所―二瀬炭鉱で労働）そこで拘留されたことによ

って栄養失調で片目の視力を失った。引き続き朝鮮戦争にも従軍、1950 年 12 月 6 日、第一海兵隊

戦隊として戦闘中に負傷し、民間人の生活に戻ることになり、1952 年に軍を退役した。その後は掘

削・建設業界で働き、会社を設立し、1966 年、建設業界の不況時にシアトルに移住し、80 年に退職

した。海外戦争退役軍人会、障害退役軍人会、名誉負傷兵の米国支援の会、米国安全保障理事会評議

委員、バターン・コレヒドール守備隊軍人会の終身会員などの会に所属している。 

 

５．ウィリアム・ホワード・チッテンデン（WILLIAM HOWARD CHITTENDEN）95 歳 

イリノイ州 ウィートン在住  

 1939 年 10 月入隊、サンディエゴで 12 月基礎訓練を終えて、1940 年海

兵隊として中国へ送り込まれ、アジアでの任務との指令を受けた。（註；

North China Marines）1940 年 3 月末より、北京の米国大使館の護衛を

する任務についた。1937 年中国北部侵略が起きて、1941 年 12 月 8 日パ

ールハーバー＝真珠湾攻撃が起きるまで中国にいた。中国は日本が侵略す

るには大きすぎてできなかったが、北中国はできた。12 月 8 日、真珠湾

攻撃のあった日から戦時捕虜となり、いろいろな収容所を転々とするわけ

だが、最初に行った所は海兵隊員が 230 人と 140 人の米国大使館員とチ

リ湾の小さな町から 90 名の捕虜が集まっているところだった。明けて 1942 年ウースン（呉淞）と

いう上海近郊の収容所へ収容され、これが最初の収容所生活。2 月 1 日ウエーキ島から、1200 人（海

兵隊 400 人、建設労働者・民間人が 800 人）、北中国から 200 人が集まった。それからキャンワン

（江湾）の収容所にトータルで 1500 人が移された。内訳は北中国から 200 名、海兵隊 400 名、民

間人 800 名、英国人 100 名だった。1943 年 8 月に 500 人が上海から日本の神戸に移され、うち 125

人が造船所で強制労働をさせられ、私は別の 125 人のグループと川崎の製鉄所（註；東京第 5 派遣

所＝日本鋼管川崎工場）で強制労働をさせられた。中国から 125 人、フィリピンから 125 人計 250

名の捕虜が収容所にいた。 

その後（註：1945 年 6 月）、新潟（東京第 5 分所・新潟海陸運送）に行きそこで終戦を迎えるこ

とになった。9 月 4 日に解放、横浜に移動、そこには日本全国から捕虜が集まってきており、日本に



何百というたくさんの収容所があったことに非常に驚いた（註：計 130 か所）。また収容所は日本以

外にも、満州、中国、フィリピン、インドネシアにもあったが特に国内に何百とあったことに驚い

た。地図があったらみんなで見られるのだが。捕虜生活の 4 年余いつもお腹がすいていたというこ

とを覚えている。 

当時の日本人の兵士は捕虜に対して見下している、リスペクトしていない印象を受けた。そして

日本人兵士は捕虜に対して基本的に犬のような扱いをした。1929 年のジュネーブ条約を順守してい

ないのでないか。戦争で 150 ポンドあった体重が 100 ポンドまで減少。脚気など深刻な病気になっ

た捕虜もいた。看守からひどい扱いがあったが私の体験では指示に従っていれば、扱いは特に何も

なかった。日本人は性格のいい人たちだが、上が指導力がなかった。これはドイツ人も同じで上に

リーダーシップのある人たちがいなかったと思う。戦後、ノートルダム大学を出て結婚、3 人の子ど

もに恵まれた。 

＜休憩 15 分 15:05 再開＞ 

 

６．ジャック・ウォーナー（JACK WARNER）93 歳 オクラホマ州 ハムン在住               

 私はオクラホマから来た。戦後もしばらく米国海兵隊におり、1947 年

3 月 4 日に結婚した。オクラホマ西部に農場を買い 17 年間農業を営む。

ところが米国政府がそこに湖を造るということでオクラホマのハムンに

移住。そこでボランティアで消防長になり、20 年以上務めた。日曜学校

の学校長も 17 年間勤め、野生動物の保護局で 20 年間務めて退職した。

妻と世界中を旅したこともある。一人娘のパムと来日。この 19 日、帰国

の日に 94 歳になる。友好プログラムに娘と私を招いてくださってお礼申

し上げる。最初の収容所は横浜の三菱造船所、そこが破壊された後は釜石製鉄所へ移される。捕虜

時代の思い出は常に飢えていたことだ。 

（註；釜石収容所の当時の所長は POW 研究会会員の小暮聡子さんの祖父。ウォーナー氏の来日に

当たって小暮さん一族は横浜保土ヶ谷の英連邦墓地で彼と対面した。） 

 

７．ジョージ・ハーシュカンプ（GEORGE HIRSCHKAMP）95 歳 アイダホ州サンドポイント在住               

 この美しい国を訪問できたことに感謝。私が海兵隊に入隊したのは 18

歳の時、中国は北京の米国大使館に駐留。そこではモールス信号を使って

無線通信士として勤務。1941 年 12 月 10 日には北京を去る準備をしてい

たが、8 日に日本軍の占領で捕虜になってしまった。我らが司令官は私が

所属していた小さな分遣隊を降伏して引き渡そうとした。このあたりの

ことはチッテンデン氏の体験と同じで、彼が私のスピーチを盗んで先に

言ってしまったので割愛する。この後は上海、近郊のウースン（呉淞）の

話もチッテンデン氏と同じでこの後塹壕を掘る話や、土をある程度の高

さに積む話も同じだ。この後上海の郊外の収容所（註；キャンワン＝江湾）に 2 か月ほど入れられ

た後、中国北部、満州、北朝鮮、韓国を通過して日本船で日本へ。鉄道で函館に移動し、ここで炭鉱

夫として働き（註；空知郡赤平の函館第 2 分所＝住友鉱業赤平炭鉱と空知郡歌志内の函館第 3 分所



＝北炭空知炭鉱）間もなく終戦となる。ある時、捕虜全員が練兵場へ集合させられ、戦争は終わりを

迎えたという話があり、みんなで一緒に酒を飲んだ。翌朝目を覚ますと日本人全員がいなくなり、

捕虜のみが残された。日本の兵士たちに置いてきぼりにされた。その次に会ったのは歩いて収容所

の門をたたいて来た米軍の航空兵たちだった。個人的な話になるが、帰国後、高校時代の恋人に結

婚を申し込んだ。彼女は 7 年間も待っていてくれた。その後 62 年間の結婚生活を送り、この時が私

の人生で一番幸せな時だった。今では彼女がいなくて寂しい。美しい日本を訪問することができて

うれしい。 

 

８．クリフォード・ウォーレン（CLIFFORD WARREN ）90 歳 テキサス州シェファード在住               

 日本に招待してくれたことを感謝。外務省、代表の方々、様々な方々に感

謝。日本で様々な場所を訪れることを楽しみにしている。ここにいる間に

三井鉱山の方々に会いたい。（註；名古屋第 1 分所＝三井鉱山神岡鉱業所）

私たちのために食料を多めに入手してくれたというのが私の理解だ。この

点に感謝。第二次世界大戦中にフィリピンにいた日本軍の今は退役軍人の

方々とも会いたい。リパの飛行場建設のプロジェクトを担っていた人たち

だ。日本人で私にとってヒーロー的存在の人がいるが、そのうちの一人が

「淵田美津雄」だ。皆さん、彼をご存知でしょうか、真珠湾攻撃で「トラ・

トラ・トラ」として知られた人。（註；真珠湾攻撃時の飛行隊長。奇襲攻撃成功を意味する打電文を

打った。戦後はキリスト教に帰依し、日本基督教団の牧師として伝道のため 8 回渡米）彼は私の日

本の友だち、近しい存在だ。京都を訪れるのも楽しみにしている。写真を見ると日本の魂は京都に

反映されていると思う。繰り返すが、日本の関係者、ボランティアの方々のおかげでこの訪日が実

現。皆様の時間をいただいたことも感謝。 

 16 歳の時、知り合った 15 歳の彼女は私が収容所から帰れないかもしれないのに待っていてくれ

た。収容所の情報はいろいろあるが、中には正しくないものもある。その彼女と結婚した後、2 人の

子どもに恵まれ、そのうちの一人が後ろにいる娘。孫は全員男、ひ孫も 2 人いる。 

 

９．ジョセフ・デモット（JOSEPH DEMOTT ）97 歳 ペンシルバニア州 リッツ在住               

このような機会を与えてもらい感謝。捕虜時代に視力を失い、原稿が読

めないため，甥に読んでもらう。数か月前、ワシントンにある日本の大使

館からこの招待状が来たとき驚き、喜んだ。 

＜ここで甥のカークさんが原稿を代読＞ 

この友好の旅に参加できた機会に感謝。1918 年 8 月 2 日ペンシルバニ

アの皮なめしの盛んな小さな町、デイックランドのイタリアの移民の子

に生まれ、小さい時より、ローマカトリック教会の教えのもとに育つ。文

法の学校に 8 年、高校に 4 年最上級生の時は学級委員長。ヨーロッパで第２次世界大戦が勃発する

頃に 3 年間大学に通った。大学 4 年で大学を辞め、航空生として陸軍に入隊。太平洋戦争勃発時に

は B-17 爆撃機に乗り、戦闘爆撃士として第 19 爆撃団に配属された。私たちの任務は敵の護衛隊を

爆撃して、ボルネオの油田の占領を防ぐこと。最後の任務で私は大けがを負いジャワ島のオランダ



陸軍病院へ運ばれた。入院中に敵軍が進撃してきて囚われの身となった。その後 3 年半の間、様々

な収容所を転々とし、この間非常に深刻な栄養失調に悩まされ、その時完全に視力を失った。その

後周辺視力だけは取り戻し今に至る。この時から視力障碍は私を苦しめてきた。視力は悪かったが

戦後大学に復学し電子工学で学位を取得、テレビ業界で働いた後、ランカスターにある重工業の製

造会社で工場長を務めた。今は亡き妻とはランカスターで 55 年間暮らした。今回、日本の美しい

様々な場所を訪問できることに感謝、楽しみにしている。 

 

＜休憩＞ 

 

Ｑ＆Ａ 質疑応答 15:35～    ※あらかじめ質問用紙を配布、休み時間に回収して質問 

司会；質問用紙に沿って質問。今 7 枚届いている。時間切れの質問は後でＨＰに載せるように努力。 

 

Q1．カール・ダイアーさんのお孫さんへ。おじい様から戦争体験について初めて聞いたのはいつですか？ 

彼の戦争体験について訊いた時の気持ちを教えてください。話を聞いてあなたご自身は日本に対し

てどう思ったか？ 正直な気持ちを教えてください。 

Ａ：（ジェイソン）最初に聞いた時はとても若かったから、覚えていない。私自身が空軍に入り航空兵だ

った頃（25 歳ごろ）、祖父母の体験を全て聞いて日本に憤りを覚えたが、祖父は「怒ってはいけない、

戦争で起きたことだ」とたしなめた。「日本はクリーンで安全な国。リスペクトすべきだ」と。日本の

もののやり方は見習うべきであると。今は憎しみは抱いていない。やりすぎた人がいたことは確かだ

が、そういう人はどこかで刑罰を受けているはずだと。代償を払っていると。祖父の戦争体験で私は日

本に来ることができた。現在 42 歳です。 

 

Q2．日本は戦後作られた憲法で戦争を永久に放棄すると定めています。このことをご存じですか？ 9 人

のうちの何人の方がご存じか、挙手で教えていただけたらと思います。 

Ａ：（付添人の方が捕虜の皆さんに質問を説明すると、4 人の捕虜が手を上げる。子や孫の世代でどうか

聞いたが、2，3 名が手を挙げた。） 

 

Q3．ヘルシップとはどういう状態だったのでしょう？ どなたでも。 

Ａ：（ダイアー）長門丸という地獄船に乗った。門司近くで渡し舟に乗って本土へ。 

Ａ：（ウォーナー）大日丸で日本へ。途中、魚雷攻撃に遭った。地獄船では膝を抱えた状態で日本まで。

トイレはデッキに 12 個。病気はコレヒドールで捕虜になったのでよく知らない。（詳しいことは知ら

ない方がいいという声あり。） 

 

Q4．チッテンデンさんとハーシュカンプさんへ。1941 年 12 月 8 日の北京の米国大使館の様子について

詳しく教えてください。占領の様子、捕虜の様子など。 

Ａ：（ハーシュカンプ）私は無線操作士だった。我々は小さなグループで、北京から撤退する準備を始め

ており、武器はすでに港にまとめてしまった後だったので、戦闘せずに降伏した。すぐに何千人もの日

本軍に囲まれた。 



Ａ：（チッテンデン）ジョージのコメントに追加する。1937 年、中国本土では日中戦争が行われていた。

ヨーロッパでも戦争が始まっていた。（降伏の前は）やり取りは外交的、紳士的に行われた。200 人の

分遣隊は大勢の日本軍に囲まれてしまい、午後 2 時には降伏し、武器はすべて引渡した。ワシントン

からは「日本軍とは戦うな」との指令が届いていた。もし戦っていたとしても 10 分ぐらい持ったかど

うか、人数が足りなかった。最終的には降伏。捕虜の中には脚気が蔓延。苦しい状況。 

 

Q5．労働現場で中国人や朝鮮人と出会うとか、一緒に労働したことがありますか？  

Ａ：（チッテンデン）川崎の製鉄所ではたくさんの朝鮮人が一緒に労働していた。日本人の若い人はほと

んどいなかった。一人年配の日本人がいた。覚えている日本人の看守が 2 人いるが、中国で負傷し

たコンドウ軍曹という人がいた。乱暴で、気に喰わないと殴り、我々を犬以下に扱った。 

 

Q6．強制労働を強いられた日本軍（日本政府）から何か謝罪の言葉はありましたか？ 日本と和解して

もよいと思われているとすれば、それはどのように考えてそう思われたのですか？ 

Ａ：（しばらく沈黙の後、笹本が答える）例年、元捕虜の方々が来日すると、外務大臣や外務副大臣、政

務官などが彼らに面会し、謝罪の言葉を述べている。（拍手起こる）今回は、政府関係者に面会する

のは明日になるため、まだ謝罪を受けていない。 

 

Q7．ウォーレンさんへ。なぜ、パールハーバーの淵田美津雄さんを“My hero”と感じられるのですか？理

由を教えてください。 

A：外国を攻撃するのは勇敢。まずこの点、次に彼は戦後キリスト教に改宗。日本人でキリスト教に改宗

するのは勇敢。その後アメリカに来てメッセージを伝えた。 

 

＜追加メッセージ＞ 

★チャンドラー： 

戦争があったこと、多くの人が犠牲になったことは皆知っていると思うが、我々捕虜が解放された時、

とてもうれしかった。ある日、教会で「人を赦す」ことを説かれた。20 年間これを信じてはいなかっ

たが、この赦すという感覚を持つことができた。今私は日本人がやったことをすべて赦す。日本人と交

流したい。残酷な体験はしたが、それを引きずりたくない。 

★デモット： 

ジャワの病院に入院中、日本人将校がいて通訳を務めていた。彼はワシントン大学の学生だったが、戦

争が始まって日本に戻った。しばらく話したが、日本に生まれたら、日本の国籍を変えられないと言っ

ていた。よく覚えているが、やさしくて良い人だった。 

★チッテンデン： 

多くの人が、米国の原爆によって多くの犠牲者が出たと言うが、実際に多くの犠牲者が出たが、原爆投

下によって戦争は終わった。11 月に日本の侵攻の計画を立てていた米軍の計画はこれで終わり、それ

を迎え撃つ日本軍を考えた時、何十万人もの命が救われて、戦争が終わったということを知ってほし

い。トルーマン大統領の判断に反対の意見もあるが、大事なことだ。 

地獄船は、捕虜を運んでいるという標識をつけていなかったため、米海軍は捕虜を乗せていると特定で



きずに攻撃していた。 

 

＜最終挨拶 内海愛子＞ 

 話したいことはまだまだあると思うが、14 時間の飛行時間をかけて心理的な

抵抗を乗り越えて日本に来たことに感謝。政府の方から話はあると思う。ここ

でこの会合を準備してくださった日本側のボランティアを紹介する。（「元捕虜・

家族と交流する会」前方へ集合）資料の中で質問があったが Hellship の状態に

ついて質問に「言えない」という答えがあったが、それは知っておく必要のある

ことだ。最初 1 坪（3.3 ㎡）に 2 人が入れられ、それがだんだん悪くなり 6 人と

なり、俘虜情報局の役人が視察して改善を求めたが改善されず、7,8 人になり、

ひどい状態で日本に送られてきた。多分思い出すのも嫌だろうが、水も食料もない状態。皆さんが上陸し

た様子を覚えている日本の女性がいるが、捕虜たちは黄色い顔でふらふらだったと証言している。今赦

すということを言われたが、赦しを求めてやっているだけでなく、再び戦争捕虜を出さない、戦争をしな

いために何をしたらいいか、考えるためにこういうことをやっている。 

 

集合写真撮影 

 

16:40 終了。時間の制約はありましたが、和やかな雰囲気の中、実り多い交流会となりました。 

 

紹介できなかった質問＆会終了後に寄せられた感想 

未質問① 

大江山には鉱山があったようですが、そちらで働かされていた方はいらっしゃるでしょうか？ 

未質問② 

First of all, I have to tell every ex-POWs “Thank you for your service and 未 sacrifice. 

I have a question. I want to be an officer of Japan Ground Self Defence Force in the future 

in order to protect my country, important people and so on. In addition, contribute to 



Japan-U.S. Military alliance. Is it good thing? I want to have your opinions. (Ryo Tamura) 

未質問③ 

貴重なお話をありがとうございます。日本政府とともに日本企業の責任もあると思いますが、その企

業を訪ねる計画はありますか？ 

     

感想① 

  米国の退役軍人と交流する機会はなかなかない。この場に参加できて光栄。通訳の方がもう少し”軍

事用語“を事前に知っているといいなと思う。このようなタイプの交流会もよいが、自由に歩き回っ

て自分から話しかける交流もしてみたい。その際、英語を話すのが得意でない人にはかなり厳しい

が。 

感想② 

例年開催する皆様のご努力に感謝。抑えた中にそれぞれの思いが出ていて、いい会でした。参加し

ている世代が平日であるのに、若いことも特長だと思いました。資料に志願した理由や入隊の理由

があってもいいのではと思いました。 

感想③ 

  過酷な収容所生活を経たのにこのような高齢までお元気だったのが、驚きでした。体力の差か。 

感想④ 

大変有意義な会でした。日本国内で１３０か所もの収容所があり、数万人の捕虜がいたことを全く

知りませんでした。友人たちもほとんど知りません。日本は当時の捕虜の扱いをするはジュネーブ

条約を批准せず、準用を約束しながら全く守ろうとしなかったんですね。日本軍は「戦陣訓」で捕

虜になることを禁じ、日本人の多数が【集団自決】で犠牲になりました。バンザイクリフの話は涙

なしには聞けません。ＰＯＷと集団自決は表裏をなすものと思います。日本帝国陸海軍の非人道的

な行為を今こそ、多くの人に知ってもらう必要があると思います。「自虐史観」などという言葉に

惑わされてはならないと思います。皆様のご努力に心から敬意を表します。 

感想⑤ 

   大変素晴らしい会合、もっと広く知らせ、大きな会場で行われるべき。今度は日本兵の収容所関係

者の交流や体験についての記録の収集・公開を希望します。 

感想⑥ 

   皆さんのお年をうかがって有意義なプログラムと感じました。どうぞ、ご無事で帰国してくだされ

ばと願います。 

感想⑦ 

いわゆる日本軍や慰安婦の人たちの話や朝鮮人ＢＣ戦犯の話は聞く機会はあったが戦勝国側（こう

いう言い方がいいかわからないが）元捕虜の方々の話は聞いたことがないので聞きにきた。とても

複雑な気分、だったが、一番最後のチッテンデンさんの「原爆の話」が一番複雑だった。私の祖父

と父は広島の被爆者で自分自身は二世、身内もあの原爆で亡くなっている。もちろんアメリカは

「戦争の終結を早めた」という意見が主流なのは知っているし、自分自身の正直その意見はある程

度事実であること思っているが、一方、やはりそういわれると複雑な気持ちもするのも事実であ

り、戦争というものは立場、立場によって全く見方が変わるものであると実感している。日本兵士

はよく“捕虜になるくらいなら死ね”と言われて教育されたと聞くが、連合軍の兵士はどういう風に

教育されていたのだろうか、という話を聞きたかった。 

 

（記録：高田ミネ、小宮まゆみ、笹本妙子） 

 

※いずれ、詳しい報告を HP の「活動報告欄」に掲載する予定です。 


