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論  文（『社会分析』38 号, 2011, 155～172 頁） 

長崎市の公立高等学校における原爆の記憶の形成

―県立瓊浦中学校（県立長崎西高等学校）の事例から― 

四條 知恵 

1．はじめに

これまで長崎における被爆体験の発信について、平和運動や行政、教育現場に

おける取り組みや文学において、広島と比較して消極的であるという批判が多く

なされてきた。その大きな流れの一つに、被爆地浦上のカトリック信仰に支えら

れた原爆に対する独特な思想（燔祭説 1））が、これらの発信の消極性に結びつい

たという論調がある。燔祭説とは、原爆による死を神への犠牲と捉える考え方で、

「燔祭の犠牲として立派なお手本を残して行った」（谷口, 1970: 91）というよう

に、原爆死を信仰の中で意味づける特徴的な語りを生んだ。そこには、原爆に関

わる言説に大きな影響力を持った永井隆 2)の思想の影響を見ることができる。 

永井隆と結びついた長崎の原爆表象は、占領軍との親和性、原爆投下責任追及

の阻害、原爆に関する記録・文学の貧困や平和運動の停滞等の点から繰り返し批

判を受けてきた。このような批判は、早くは 1950 年代から主に記録・文学の貧困

に対する言及の中で見受けられ（柏崎, 1955 等）、以降 1970 年代半ばまでは、キ

リスト教に救いを見出す「長崎の原爆」が、現実の平和運動にはつながりえない

と指摘した田所太郎（1965）等、知識人・文学関係者からの発言が散見される。

学界においては、特に 1980 年代半ばの高橋眞司による論考（1986）を機に活発な

発言がなされ、宗教界からの反論と合わせてマスコミにも論争として認識される

ようになった。

高橋は燔祭説が生まれた背景として、浦上のカトリック信者と浦上をキリシタ

ン部落として差別する旧市街の人々との「長崎の二重構造」を指摘した。最近の
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論考の中でも、この二つの社会層の原爆に関する意識の差を背景として提示する

ものが複数見られる（西村, 2001; 新木, 2003; 末廣, 2008 等）。 

しかしながら、多面的な長崎における原爆の記憶の形成の有り様を捉えるため

には、この「長崎の二重構造」を背景とするだけでは十分とは言えず、主に文学、

哲学、宗教学的な立場から批判が展開されてきたために、実証性という点におい

ても検証の余地がある。実際、社会の構成単位である個々の企業、学校、教会等

の集団における原爆の記憶の形成を実証的に扱った論考には乏しい。 

これらの社会の構成単位の一つである学校は、学校史や被爆体験記、慰霊碑の

建立、慰霊祭、平和教育等を通じて、原爆に対する集合的記憶がある方向性を持

って生み出され得る主要な場である。しかし、広島市の旧制公立中学校・高等女

学校の原爆被害が、学校のみならず、広島の原爆被害を発信する上での核の一つ

となってきたのに対し、長崎市の公立中学校・高等女学校の原爆被害が言及され

る機会は、相対的に少なかった。なぜ、長崎市の公立中学校・高等女学校の原爆

被害は、長崎の原爆被害を伝える上での核足りえなかったのだろうか。 

本稿では、長崎市の公立中学校・高等女学校の中で最大の原爆死者を出した県

立瓊浦中学校（県立長崎西高等学校）を対象として、原子爆弾による甚大な被害

がどのように語られてきたのか 3)を考察することで、長崎の原爆の記憶の形成に

ついて、「長崎の二重構造」とは異なる新たな側面を提示することを目的とする。

主に瓊浦中学校同窓会及び長崎西高等学校の資料（学校史、被爆体験記集、生徒

会誌等）を用い、集合的記憶という観点から原爆の記憶の考察することで、被爆

体験の発信の低下を引き起こした要因を明らかにしたい。なお、同じ旧制中等学

校の中でも、私立及び実業学校の原爆被害については異なる記憶形成の過程があ

ると考えられるが、これらについては別の機会に検討する。 

集合的記憶という概念は、Ｍ.アルヴァックスによって提唱され（Halbwachs, 

1950=1989）、近年学際的に用いられているが、必ずしも明確な規定はなされてい

ない。しかしながら、記憶を集団の一員としての想起に力点を置く集合的な現象

として捉えるという意味で、また、アルヴァックス自身、学校を例に集団からの

離脱による忘却について検討していることから、本稿の分析に有用と考える。 

対象とする県立瓊浦中学校は、長崎市の公立中学校・高等女学校のみならず、

中等学校全体においても、最大の原爆死者を出した学校である。また、公立中学
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校・高等女学校 4 校の中で、現在も唯一同窓会が存続し、後継校において慰霊祭

を開催しているという点で、貴重な事例である。 

 

2．二都市の中学校・高等女学校における被爆体験発信の差 

原爆死者を出した広島市・長崎市の公立中学校・高等女学校（広島市 7 校／長

崎市 4 校）関係者による被爆体験記集の発行を見ると、まず広島の代表的な被爆

体験記集には、県立広島第一中学校（以下一中
いっちゅう

）の『星は見ている』4)、市立第

一高等女学校（以下市女
いちじょ

）の『流燈』（広島市女原爆遺族会, 1957）があり、いず

れも同校遺族会が発行に関わっている。この他、県立広島第二中学校（以下二中
にちゅう

）

については、1969 年に広島テレビ放送がテレビドラマ『 碑
いしぶみ

』5)を制作した。こ

の時の草稿をもとに『いしぶみ』（1970）が出版され、基礎資料として集められた

1 年生 209 人の被爆状況を記した遺族の手記が、広島平和記念資料館に寄贈され

ている。また、被爆体験記ではないが、亡くなった県立広島第一高等女学校（以

下第一県女
だいいちけんじょ

）の生徒が残した日記帳をもとに、同校出身の児童文学作家 大野允
みつ

子

が『ひーちゃんは いった』（1977）を始めとする複数の作品を世に出し、1988 年

には、アニメとドキュメンタリーで構成された『ＮＨＫ特集 夏服の少女たち―

ヒロシマ・昭和 20 年 8 月 6 日』が放映された。 

このように、広島の公立中学校・高等女学校の被爆体験手記集の発行は、その

後再録あるいは再出版され、アニメとなり、劇として上演される等の広がりを見

せてきた。また、その後のマスコミの活発な報道や広島平和記念資料館等の取り

組みと相まって、被害の掘り起こしが進み、一中、二中、市女、第一県女を始め

とする公立中学校・高等女学校の原爆被害は、広島市の原爆被害の中で一つの大

きな発信力を形成してきたといえる。 

一方、長崎市の 4 校では、同窓会が発行した被爆体験記集はあるものの、遺族

会や学校組織が発行したものは皆無である。広島の方が対象となる学校数が多い

ために一概に比較はできないが、同様に 400 名近い原爆死者を出した広島の一中

と長崎の瓊中を比較すると、発行数の差は歴然としている（表１）。発行時期を見

ても、終戦翌年に遺族会が結成され、被爆体験記集が繰り返し発行されている一

中に比べ、瓊中でまとまった被爆体験記が出版されたのは、2000 年の同窓生の手

による『火炎・水煙 子や孫たちへ』が初めてという開きがある。なぜ、このよう
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な違いがあるのだろうか。以下では、長崎県立瓊浦中学校の例を見ることとする。 

表 1 広島県立広島第一中学校・長崎県立瓊浦中学校関係者により発行された被爆体験記 

※『原爆手記掲載図書・雑誌総目録 1945‐1995』（宇吹 1999）をもとに加筆作成 

※ 個人により発行された被爆体験記を除く 

※ 他の被爆体験記集等と合わせて再出版されたものを除く 

※『泉 第 1 集――みたまの前に捧ぐる』については、第一県女の手記数も含む  

  

3．県立瓊浦中学校の沿革と原爆による被害  

長崎県立瓊浦中学校は、上級学校への進学希望者の増加に伴う中学校増設の要

望を受け、1923 年に竹ノ久保町に開校した。開校以来順調に歩みを進めていたが、

1936 年以降、戦線の拡大につれて教師の応召が始まり、戦死した卒業生を迎える

場面も増えていった。1941 年には瓊浦中報国団が結成され、1944 年 8 月以降、軍

需工場に動員されるようになる。 

原爆投下により、爆心地から 0.8 キロメートルにあった校舎は崩壊し、北側の

地

域 
学校 タイトル 編・著 発行 出版年 

手記

数 

広

島 

一 

中 

泉 第 1 集―みたまの前に捧ぐる 広島興産文化部 広島興産株式会社 1946 15 
追憶 広隆群 広島一中遺族会 1954 85 
星は見ている―全滅した広島一中一年生・父母

の手記集 
秋田正之 鱒書房 

1954 33 

鯉城―創立八十周年記念誌 昭和 33 年 広島県広島国泰寺高

等学校 

  
1959 5 

昭和二十年八月六日原子爆弾投下倒壊校舎脱出

手記（元広島一中生徒） 
数田猛雄   

1962 18 

鯉城―創立九十周年記念誌 広島県広島国泰寺高等学

校「創立九十周年記念誌」

編集委員会 

広島県広島国泰寺高

等学校 1967 3 

ゆうかりの友 広島県立一中被爆生

徒の会 

  
1974 230 

星は見ている―全滅した広島一中一年生・父母

の手記集 
秋田正之 文化評論出版 

1984 33 

星は見ている―全滅した広島一中一年生・父母

の手記集 
秋田正之 フタバ図書 

2005 38 

星は見ている―全滅した広島一中一年生・父母

の手記集 
秋田正之 日本ブックエース 

2010 33 

長

崎 

瓊 

中 

母校よ永遠に 七十周年記念誌編集

委員会 
長崎県立瓊浦中学校

同窓会 
1992 5 

火炎・水煙 子や孫たちへ―長崎の原爆・戦争

…そして人生 
平吉俊美 旧制長崎県立瓊浦中学校

第 21・22 回生「古希の記

録集」編集委員会  
2000 25 
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新築教室は全焼。他は廃材の山となった。当時の動員状況は表 2 のとおりである。

このうち職員・生徒あわせて市内の中等学校で最大となる約 400 名 6)が死亡、生

徒 1,470 人中（動員中の卒業生を含む）約 26％が死亡するという甚大な被害を受

けた（表 3）（七十周年記念誌編集委員会, 1992）。 

 

表 2 原爆投下時の瓊浦中学校の動員状況            （単位：人） 

 三菱製鋼長崎製鋼所 三菱重工長崎兵器製作所 日本通運長崎支店 学校内 総計 

生徒 
2･3･4 年 666 
出動後帰宅 

4 年・実務科 352 
作業に従事 

2 年 110 
出動後帰宅 

1 年 
英語考査後帰宅 

― 

職員 約 20 12 32 

※『創立七十周年記念誌 母校よ永遠に』（七十周年記念誌編集委員会, 1992）をもとに作成 

 

表 3 長崎市内の公立中学校・高等女学校の原爆被害  

学校名 爆心地からの距離(㎞) 校舎の被害 死亡者数（人） 

県立瓊浦中学校 0.8 全壊一部全焼 394 
県立長崎中学校 3.6 一部損傷  32 

県立長崎高等女学校 2.8 一部半壊 207 

市立高等女学校 3.4 一部損傷 134 

※ 死亡者数は職員、実務科及び専攻科生を含む 
※ 死亡者数の他に不明者がある場合有 
※『長崎原爆 学校被災誌』（「原爆殉難教え子と教師の像」維持委員会, 1984）をもとに作成 

 

被爆後の瓊浦中学校の存立は、新制高等学校への教育体制の移行によって、複

雑な経過をたどることになる。以下では、主に『西高三十年史』（西高三十年史編

集委員会, 1978）を参考に、被爆直後から新制高等学校発足までの沿革を概観す

る。 

多くの死者を出し、校舎も全壊した瓊浦中学校は、被爆後転々と移動し、復興

を模索する。当時の活水女学院に仮事務所を設け、被爆翌月に長崎中学の一部を

仮校舎として授業を再開した。1947 年にはコンクリート造りで外壁の残っていた

山里小学校に移転し、翌 1948 年 4 月、新たに県立瓊浦高等学校としてスタート

を切った。しかし、長崎軍政府の強い要望もあり、長崎県で公立高校の大規模な

統合が行われた際、長崎市内においては県立長崎高等学校・県立瓊浦高等学校・

県立長崎女子高等学校・市立女子高等学校の 4 校を統合して、男女共学の県立長

崎東高等学校・県立長崎西高等学校の 2 校が生まれることとなり、長崎東高等学
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校が西山町の旧県立長崎女子高等学校跡に、長崎西高等学校が鳴滝町の旧県立長

崎高等学校跡に開校した。この後、長崎西高等学校は、鳴滝町から竹ノ久保町の

元瓊浦中学校の跡地に新築された校舎に段階的に移転。1950 年には移転が完了し、

新校舎の落成式が行われた。 

最終的に長崎西高等学校（以下西高）は、瓊浦中学校の跡地に一部瓊浦中学校

の流れを受けて設立されることになった。この 4 校統合は長崎の公立高校の原爆

の記憶の形成に関して、大きな影響を与えることになる。 

 

4．瓊浦中学校の原爆の語り 

 

4.1 県立長崎西高等学校 

 瓊浦中学校の被爆体験はどのように伝えられてきたのだろうか。まず、西高の

学校史である前記『西高三十年史』、『西高五十年史』の原爆に関する記述を見る

こととする。1978 年に発行された『西高三十年史』（以下三十年史）の 250 ペー

ジにわたる記述の中で、瓊中
けいちゅう

を始めその他西高の母体となった長 中
ちょうちゅう

・市女
いちじょ

・県女
けんじょ

7)の生徒の被害が語られるのは、次のわずかな部分のみである。 

 

記録によると四校の原爆による死者は、七百数十名にのぼり、長崎中学三十

四名、瓊浦中学四〇三名、県立高女一九一名、市立高女一一三名とある。校

舎の被害もはなはだしく、とくに爆心地至近の竹之久保町の瓊浦中学校は木

造校舎で、潰滅状態であった。（西高三十年史編集委員会, 1978: 3） 

 

1998 年に『西高五十年史』（創立 50 周年記念校内推進委員会「西高五十年史」

編纂班 1998／以下五十年史）が発行されたが、ここでも原爆の被害に関しては基

本的に三十年史の記述が引用され、ほとんど変化は見られない。三十年史、五十

年史はいずれも 1948 年の西高開校以後を中心に編集されており、ともに平和学習

に関する記述は全く見られず、現況の章にロングホームルームの年間指導計画が

あるが、原爆・平和に関する内容は見受けられない。 

次に、慰霊及び記念行事の開催について見てみると、瓊中時代、被爆 2 ヵ月後

の 10 月中旬に慰霊祭が行われたことが同窓生の手記によって確認できる（平吉
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編, 2000: 69）。西高開校後を見ると、1948～50 年の初代小谷巨三郎校長の日記 8)

に基づく三十年史の年表では、8 月 9 日も含め、慰霊及び記念行事は全く行われ

ていない。また、1955 年度以降の学校要覧 9)を確認すると、8 月 9 日が全校登校

日となるのは 2000 年度以降である。以後、西高の平和学習はこの全校登校日を

起点に行われるようになったが、前年の 1999 年までは、被爆体験を伝えること

はもちろん、平和学習についても学校としての取り組みは行われていなかった 10)。 

 

4.2 県立瓊浦中学校同窓会 

一方、瓊浦中学校の同窓会は、学校組織とは別に、慰霊祭を中心として被爆体

験を語り継いできた。以下ではこの同窓会の動向を見ることとする。 

長崎県立瓊浦中学校同窓会は、2010 年現在も存続し活動を行っている。西高内

に事務局はなく、西高には別に同窓会組織（長崎県立長崎西高等学校同窓会 11)）

がある。瓊中創立 50 周年を迎えた 1971 年 8 月 8 日、瓊中同窓会は西高の敷地内

に、原爆死没者及び戦没者の慰霊と母校を記念して「不撓不屈 12)の碑」を建立し

た。以後、毎年 8 月 9 日にこの碑の前で、瓊中同窓会主催の原爆慰霊祭が行われ

るようになった（『長崎県立長崎西高等学校平成 21 年度学校要覧』）。この後、瓊

中同窓会は、被爆した同窓生それぞれの退職を迎え、旺盛な活動を展開する。 

1992 年 8 月 9 日には、創立 70 周年を記念して「長崎県立瓊浦中学校創立七十

周年記念大会」を開き、再び記念碑「跡地の碑」を西高の敷地内に建立するとと

もに、『創立七十周年記念誌 母校よ永遠に』（七十周年記念誌編集委員会）を発行

した。1994 年には『追悼文集 慰霊のことば』（合同慰霊祭準備委員会）を、2000

年には第 21・22 回生による古希の記録集『火炎・水炎 子や孫たちへ』（平吉編）

を発行した。2001年には創立 80周年記念事業として原爆遺影調査委員会を設け、

同窓生の遺影を収集し（長崎県立瓊浦中学校第 25回生同窓会 2001.12.10）、翌 2002

年には『県立瓊浦中学校報国隊原爆死没者 遺影集』（長崎県立瓊浦中学校同窓会）

を発行するとともに、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館に遺影と氏名を登録

（『朝日新聞』2002.11.16）。さらに『長崎県立瓊浦中学校創立八十周年記念 吾等

かく生きけりかく生きなむ』（長崎県立瓊浦中学校同窓会）を発行した。2005 年

には原爆により犠牲になった教師と生徒の名前を刻んだ銘板を同窓生が制作、6

月 10 日の被爆六十年原爆死没者慰霊祭で披露された後、西高に保管されることと
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なった（『長崎新聞』2005.6.11）。 

もはや存在しない学校。だが「大正一二年の創立以来、七十年の星霜を経て今

は母校の無い瓊中ではあるが、校訓の『不撓不屈』の精神は不滅であると瓊中生

一同は信じ、これを誇りとするものである」（七十周年記念誌編集委員会, 1992: 

276）という言葉に見られるように、同窓生は繰り返し学校の創立を祝い、記念誌

を発行し、自分達は瓊中生であるということを確認する。 

 

戦争の犠牲になった学友に対する鎮魂・追悼の営みは、同窓生最期の一人

になるまで続けられるべきものです。それが生き残りたるものの務めにほか

なりません。（「慰霊のことば」2003.8.9 ※丸田和男氏所蔵資料） 

 

その中で、亡くなった学友への追悼の営みは中心的な位置を占め、綿々と行わ

れてきた。 

4.3  西高及び瓊中同窓会の原爆の語りにおける変化 

 1971 年の開始から 29 年間、慰霊祭は毎年 8 月 9 日に西校の敷地内において瓊

浦中学校の同窓会の主催で行われてきたが、2000 年、変化が起こる。 

2000 年、長崎県教育委員会は高校に対し「長崎原爆の日」である 8 月 9 日を登

校日に設定するよう要請した 13)。これにより 8 月 9 日を登校日とした公立高校は、

全 75 校のうち 65 校と、1999 年の 22 校から大幅に増えた（『長崎新聞』2002.8.6）。

西高もこのうちの一校である。 

西高が 8 月 9 日を全校登校日としたため、初めて瓊中同窓会と合同の平和集会

が持たれることになった 14)。集会には西高の全校生徒と瓊中の同窓生約 120 人が

出席し、同窓会長が「瓊浦中と西高」と題して講演。西高の正門前の坂の脇にあ

るクスの木が被爆時はすべて焼け落ちていたことや、瓊中から西高となるまでの

沿革等を話した。この後、全校生徒を対象にした「平和といのちを考える」小論

文コンクールの受賞者 14 人が表彰され、両校の校歌をそれぞれ斉唱し、同窓生と

西高の生徒会役員らが「不撓不屈」の記念碑に献花した（『長崎新聞』2000.8.10）。

毎日新聞には、「やっと一つになれた思いがしてうれしい」という瓊中同窓会長 鈴

谷悦堂氏の言葉とともに、「瓊浦中の校歌を聞いて胸が熱くなった。同じ場所で学
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んだのだと実感しました」（2002.8.10）という西高 2 年の大島浩子さんのコメン

トがある。 

8 月 9 日の全校登校日の設定と同時に、この日を起点とした西高の平和学習が

始まった。生徒会誌「西高」15)を確認すると、1997 年の伊藤市長の講演に関する

記事を除き、原爆・平和に関係する記事 16)が現れるのは、この 2000 年 8 月以降

である。2005 年の平和学習会では、瓊中同窓会から校舎や生徒の遺影等約 400 点

の写真の提供を受け、西高放送部が制作したビデオ「戦禍に消えた青春―原爆投

下から 60 年」が放映された（『読売新聞』2005.8.10）。この時の放送部長の中村

絵里さんは、「私たちが伝え続けなければ。ビデオが少しでも役に立てばうれしい」

とコメントしている（『朝日新聞』2005.8.10）。なお、翌 2006 年の生徒会誌では、

このビデオの内容と慰霊祭・平和学習会等が特集され、2007 年以降、1 年生のビ

デオ鑑賞に使用されている 17)。 

平和学習会の際に配布される冊子 18)を見ると、基本的に平和学習のスタイルは、

開催当初から現在に至るまで大きくは変わっておらず、8 月 9 日の平和学習会を

中心に行われている。当初小論文コンクールとして始まった平和学習は、翌年か

ら学年ごとに分かれ、2010 年現在、7 月頃に 1 年生はビデオ観賞をして感想文を、

2 年生は長崎原爆資料館と長崎原爆死没者追悼平和祈念館を見学して 50字のメッ

セージを書き、3 年生は被爆遺構の見学をして短歌等を創作している 19)。8 月 9

日当日には、このうちの優秀作品が校内放送で朗読された後、体育館で瓊中同窓

生と合同の平和学習会が行われた。ここでは校長及び瓊浦中学校同窓会長の挨拶

と校長の講話の後、11:02 分の原爆投下時刻に全員で黙祷を行い、両校の校歌が斉

唱される。この後、瓊浦中学校慰霊祭が不撓不屈の碑前で行われ、瓊中同窓生と

校長、生徒会役員による献花が行われた（教務部, 2010.7.20）。 

平和学習会の講話の最後を、校長は次のように締めくくった。「西高の前身とし

て瓊浦中の流れをくむ、その瓊浦中のあの惨状、やはり我々は言っていかないと

いけない」20)。このように、2000 年以降の平和学習会の開催を機に、西高の前身

の一つである瓊中の被爆体験が意識的に生徒に伝えられ、生徒にも自分が通う学

校の前身の経験として瓊中の原爆被害が認識されるようになってきたといえる。 

2009 年 8 月 10 日に長崎新聞は各地の慰霊祭・集会の特集を行っているが、高

校では純心中・高、活水中・高と並んで、この長崎西高・旧制瓊中同窓会の様子
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が取り上げられている。また、翌 2010 年の同様の特集では、見開き 2 ページの中

に、高校では純心中・高、活水中・高、長崎女子高 21)と並び、西高の平和学習会

とドイツ人生徒との交流、さらに旧制瓊中の慰霊祭が紹介されている（『長崎新聞』

2010.8.10）。このように、西高で開催される平和学習会と慰霊祭は現在、長崎の

慰霊祭・集会を代表するものの一つとして数えられている。 

 

5．県立瓊浦中学校の原爆の記憶の形成 

 西高及び瓊中同窓会の原爆の語りを概観し、2000 年に画期があるということを

確認した。しかしながら、ここに至るまでの西高の被爆体験の語りに関する空白

は何なのだろうか。校舎も生徒も原爆により非常に大きな被害を受け、その同じ

場所に学校が建ちながら、戦後 55 年間、西高の学校組織として原爆の記憶は形成

されなかったのである。以下では、その要因について考察を行いたい。 

 

5.1 後継校との断絶を大きくした要因 

 後継校との断絶を大きくした要因には、まず瓊中が特定の後継校を消失したこ

と、次に西高において新しい学校であるという意識が特に強調されたことの 2 点

があげられる。このうち前者には、学区制・男女共学制を目指した学校の統合が

深く関わっている。1948 年に長崎県で行われた学校の統合は、当初模索された学

校同士の統合から、占領軍の意向を強く反映し、学区制に基づく統合という形に

変更された。以下に引用したのは、当時の長中の生徒と職員が記した文章である。 

 

〔今月で長中は終り、瓊浦、県立、市立と統合し、中島川を境に東西に分け

…西高はこの鳴滝に…〕との説明。呆然としたり、〔占領軍横暴！〕〔オナゴ

が来っとか〕と騒然たる中に、いつの間にか先生方の姿は消え、その席に顔

も見せなかった校長の話一つないままに、誠に呆気無く長中は消えた。（古

賀, 1998） 

 

エリート校として県内随一を自負して居りました職員や生徒にとって、更に

父兄の各位にとって、従来の伝統を捨て、他校と地区的に統合される事は、

何としても堪え難い苦痛でありました。（高橋一男, 1969: 28） 
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学区制の導入により、生徒は従来所属した学校に構わず、住所によって西高と

東高に振り分けられることとなった。それは生徒には晴天の霹靂であり、教師を

含む当事者にとっても簡単に容認できることではなかった。このことはまた、旧

来の中学校・高等女学校が終わり、全く新しい高等学校が誕生することを意味し

ていた。結果として、長い歴史と伝統を持つ中学校と高等女学校の 4 校は、特定

の後継校を失い、幕を閉じることになる。同時に各校の同窓会は、組織を受け継

ぐ後継者を失った（林田, 1998; 梅田, 1998）。 

占領軍による学区制・男女共学制を目指した学校の統合は、旧制の中学校・高

等女学校・実業学校の格差を是正し、教育の民主化及び機会均等の理念を実現し、

高等学校の普及を図るという趣旨に基づき（長崎県教育会, 1976: 816）、「子供た

ちの最大多数の最大幸福」（森永, 1969: 11）という理想を掲げたものであったが、

この統合原則が、長崎市においては厳密に適用されたために、学校組織としての

原爆の語りの断絶を顕著に引き起こすという結果をもたらした。 

 後者について、統合による生徒間の融和は発足当時の西高にとって大きな問題

だった。学年途中で一緒になった 4 校の生徒間では、所属していた学校ごとに派

閥が作られ、喧嘩で怪我人が出るという事件も起こった（林田, 1998; 森永, 1969）。

初代校長であった小谷巨三郎は、機会あるごとに次のように力説したという。 

 

長中・瓊中・県女・市女は名門校であり、それぞれ輝かしい伝統をもち、長

崎県教育界に果たした役割は大きい。このことは、われわれの心に、永遠に

生き続けるであろう。しかし、長崎西高等学校は、昭和二十三年十一月一日

に、まさに新しく誕生したのである。四校のどの特定の学校の後身とも考え

ていない。このことを踏まえて新しい学校創りに邁進して欲しい。（西高三

十年史編集委員会, 1978） 

 

このように、西高設立当初においては、4 校が統合して学校が誕生したという

経緯から、生徒間の融和を図るために、どの学校の後継でもない新しい学校であ

るということがより強調される結果となった。西高等学校は、被爆した瓊浦中学

校の敷地に設立されたが、旧制瓊浦中学校と同一のものではなく、瓊中の流れを
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一部受けるものの、戦後設立された「新しい」高校という意識で始まったのであ

る。ここに通う生徒はもはや西高の生徒であり、瓊中の生徒ではなかった。 

 

5.2 集合的記憶という観点からの解釈 

M.アルヴァックスは著書『集合的記憶』の中で、学校の教師と生徒の記憶を例

に、記憶はある集団の中で相互に結びつき支えあっており、集団からの離脱によ

り忘却が起こるとしている。この例では、卒業生が覚えている細々とした学校生

活の情景を、教師は全く思い出すことができない。教師が継続して所属し、一緒

に過去を思い出すためにそこに立ち戻ることのできるような集団が、存在しない

からである（Halbwachs, 1950=1989: 5-15）。これを参考に瓊浦中学校の原爆の記憶

について考えてみたい。 

瓊浦中学校においては、校舎も生徒も原爆により非常に大きな被害を受け、そ

の同じ場所に戦後学校が建ちながら、記憶を維持する母集団が継続されなかった

ために、学校組織として被爆の記憶が継承されなかった。逆に、8 月 9 日の全校

登校日の設定を機に、瓊中同窓会が西高という集団にリンクしたことにより、西

高においても瓊中の被爆体験が自校の前身の体験として認識され、西高という学

校組織としての原爆の記憶が形成されるようになったと解釈できる。 

しかしながら、厳密にはアルヴァックスの例と異なる部分がある。被爆体験は

日常的な学校生活の情景とは異なり、共に生活した仲間の生死に関わる記憶であ

るということである。被爆当時瓊中に通学していた生徒は、多くの同級生、先輩、

後輩、教師あるいは家族を失い、校舎も壊滅するという凄絶な体験をした。被爆

体験を他者に向けて伝え得るかということは別にしても、集団からの離脱により

個人がこの体験を忘却するということは考えにくい。 

問題は、個人の集団からの離脱による忘却というよりもむしろ、個人の記憶を

集団に受け渡すためのチャンネルが失われたということにある。このことは、記

憶が同一集団内において受け継がれるものであるということを示唆するとともに、

今回取り上げた瓊中の例は、集団外部と認識されていた出来事が母集団の拡大に

よって集団内部の出来事として取り込まれることにより、新たな記憶の形成が行

われる過程を示したものであるといえる。 

アルヴァックスも集団と場所との結びつきを指摘しているが、Ｐ.ノラは「集合
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的記憶が根付いている重要な『場』」（Nora, 1996=2002: 15）を「記憶の場」と呼

んだ。この「記憶の場」として西高の敷地を捉え、瓊中同窓会と西高という二つ

の集団における校地と記憶の関わりを考えると、統合の結果生まれた西高は長中、

瓊中、県女、市女の流れをくむものであり、これらの学校はいずれも原爆死者を

出しているが、2000 年以降リンクした集団が瓊中同窓会であったために、現在の

西高の原爆の記憶において、瓊浦中学校の被害が特にクローズアップされる結果

となったといえる。前述の平和学習会で、西高の校長は次のように発言している。 

 

遅刻坂がありますね。遅刻坂の一番下に行くと、プレートが置いてありま

す。そこに瓊浦中の原爆の時の惨状の写真を、プレートで置いてあります。

この地がどのようだったかという写真があります。そして、その下にどうい

うふうな方が亡くなられたというような記述がある。読むと、403 名の方が

亡くなった。当時の瓊浦中の。学年で言うと 1 学年分位の方々が亡くなられ

た。我々は、西高の前身として瓊浦中の流れをくむ、その瓊浦中のあの惨状、

やはり我々は言っていかないといけない 20)。 

 

ここでは、今西高が建つ「この地」の過去を強調することによって、瓊中が西

高の前身と位置づけられている。8 月 9 日の登校日の設定を機に、合同の平和学

習会が開催されることになった背景には、瓊中同窓会が現在の西高である元瓊中

の校地にこだわり、そこで慰霊祭を続けてきたという状況があった。西高という

集団が教育委員会の要請という外的要因から自校と原爆の繋がりを求めた時、そ

こには同じ敷地を媒介とした原爆の記憶を保持する瓊中同窓会という集団があっ

たのである。一方、西高と同様に旧制 4 校の流れをくむ東高では、当初元県女の

敷地に学校を開設した後に校地を移動したが、県女との繋がりは形成されること

なく、既に県女の同窓会は解散している。このように、西高、瓊中という 2 つの

集団を繋ぐものとして、同じ敷地に建つ学校という西高の位置する場所が、重要

な役割を果たしたといえる。 

 

6．おわりに 

長崎市内の中等学校の中で最大の原爆死者を出した瓊中の原爆の被害が語られ
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る機会は少なかった。遺族会は形成されず、特に息子を失った親の体験について

は、断片的なものしか見出すことができない。当時の 1 年生も 80 代を迎えようと

する今、遺族の被爆体験の掘り起こしは、非常に難しくなってきている。瓊中の

例を見てきたが、統合により母集団が継続されなかったために、原爆の記憶が形

成されなかったという意味では、市内の他の公立中等学校、長中・市女・県女に

ついても同様であった。本来、公立の旧制中学校・高等女学校と新制高等学校と

は別組織であり、「前身」あるいは「後継校」という繋がりは、確固としたもので

はない。これに加え、長崎市では学校同士が統合された上、瓊中を除く 3 校が校

地を移動もしくは消失したことで、この結びつきがよりあいまいなものとなった。 

 学校は学校史や被爆体験記、慰霊碑の建立、慰霊祭、平和教育等を通じて、原

爆に対する集合的記憶がある方向性を持って生み出される主要な場の一つである。

しかし、原爆により多数の死者を出した長崎市の公立中学校・高等女学校の流れ

をくむ県立高等学校において、学校組織として原爆の記憶の形成が行われなかっ

たことにより、県立高等学校及び旧制中学校・高等女学校同窓会の双方において、

長崎の他の私立高校あるいは旧制諸学校と同じ敷地で統合されることなく運営さ

れている広島市の公立高校に比べ、被爆体験の発信が低下することとなったと考

える。また、今後広島の遺族会の形成と合わせて詳細に検討する必要があるが、

集団として形成されることのなかった遺族間においても、発信の低下をもたらし

た可能性がある。  

 同窓会員の高齢化が進んでいる。広島市の旧制中学校・高等女学校同窓会が後

継校の同窓会との合併を果たす中、長崎市の 4 校のうち、既に 2000 年に県女の同

窓会が解散。2002 年には市女、2009 年には長中の同窓会が解散し、現在も活動を

続けるのは瓊中同窓会のみとなった。しかし、残る瓊中同窓会も 2011 年 11 月を

目途に解散予定であり、2000 年以来西高と合同で行われてきた平和学習会及び慰

霊祭も、来年 8 月をもって最後となる 22)。 

語られないまま、失われたものは多い。しかしながら、それは決して原爆の被

害がそこに存在しなかったということと同義ではない。残された断片的な記録あ

るいは空白からであれ、我々は失われたものの痕跡を辿ることができる。原爆の

被害を伝える核となる集団が消えゆく今、瓊中同窓会とリンクした西高という集

団において、原爆の何が、どのように語り継がれていくのか。今後の動向を注視
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したい。 

 

[付記] インタビュー及び資料調査にご協力頂いた、県立長崎西高等学校及び県立

瓊浦中学校同窓会の方々に、心より感謝申し上げます。 

 

注 

1) 後述の高橋眞司は「浦上燔祭説」、西村明は「聖書的燔祭説」「科学主義的燔祭説」

という言葉を使用している。本稿では「燔祭説」とする。 

2) カトリック教徒であった医学博士永井隆は、1951 年に病没するまでの間に旺盛な

執筆活動を行い、『長崎の鐘』（1949）を代表とする複数の著書を世に出した。現在

も長崎の原爆の象徴として一般に語られる人物である。 

3) 本稿では、「語り」を「我々が自己を取り巻く世界を理解するための内容を物語化

したもの、ないしはその文章」（ベン‐アリ, 2010: 2）とする定義に習い、記憶の形

成を見る一手段として取り上げる。なお、「語られたもの」の形式や構造ではなく、

「語る」という行為に重点を置くため（野口, 2002: 20）、「物語」ではなく、「語り」

という言葉を使用する。 

4) 一中遺族会が編纂した『追憶』の一部を収録し刊行された。編者秋田正之は、当

時の遺族会会長である。 

5) 文部省主催の同年度芸術祭のテレビドラマ部門で優秀賞を受賞した。 

6) 瓊中では、学籍簿（現在県立長崎西高等学校で保管）が防空壕にあり無事であっ

た。1 年生はまだ作成されておらず、教師が所持していた出席簿を基に確認が行わ

れている。学籍簿自体が焼失した学校に比べ、死亡者確認がし易い状況にあったと

いえるが、それでも死亡者数の詳細には齟齬が見られる。『創立七十周年記念誌 母

校よ永遠に』の本文には死者数 399 名とあり、同瓊浦中学校原爆被害者名簿には

394 名の氏名が掲載されている。 

7) 当時略称では 長 中
ちょうちゅう

（県立長崎中学校）・瓊中
けいちゅう

（県立瓊浦中学校）・県立
けんりつ

（県立長

崎高等女学校）・市立
いちりつ

（市立高等女学校）と言われていた（西高三十年史編集委員

会, 1978: 185 及び 2009.9.14 筆者の長崎県立瓊浦中学校同窓会副会長 丸田和男氏に

対するインタビューより）。県立・市立とすると女学校であるということがわかり

にくいので、県女・市女を用いることとする。 

8) 西高の校史資料室に保存。在職した 10 年間にわたって残されている。 

9) 校史資料室に 1955～2003 年度まで（1960・67・68・95・96 年度は欠）の学校要覧

が保存されている。 

10) 筆者の長崎県立長崎西高等学校教諭・同窓会総務室担当理事 鶴田正悟氏に対す
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るインタビュー（2009.10.5）より。 

11) 1952 年の 4 回生卒業後に発足（2009.10.5 筆者の鶴田正悟氏に対するインタビュー

より）。1949 年の第 1 回生以後、現在に至るまでの卒業生及び在籍者が会員として

所属している。 

12) 瓊浦中学校の標語。困難にあってもひるまず、くじけないの意。 

13) この時口頭で要請された内容は「長崎の原爆記念日である 8 月 9 日は、長崎市内

の小中学校を始め、県内ほとんどの義務教育の学校が登校日に設定し、平和教育を

実施している。このことに鑑み、本年以降の夏季休業中の登校については、可能な

限り、8 月 9 日に設定願いたい」というものであった（2010.7.6 筆者の長崎県教育

庁高校教育課高校教育班に対する電話インタビューより）。 

14) 西高が情報提供を行ったため（2009.10.5 筆者の鶴田正悟氏に対するインタビュー

より）、複数の新聞でこの時の記事が報道されている。 

15) 校史資料室に 1968 年創刊号～2009 年 42 号まで（4～6、17、19、24、38 号は欠）

が保存されている。2009 年現在 330 ページを超える西高を代表する年刊出版物で

ある。西高を代表する出版物には今一つ、1948 年創刊の『長崎西高新聞』がある

が、保存状況が悪く、全体を通した分析はできなかった。確認できた中で、原爆・

平和に関する記事が見られるのは 2000 年 11 月 2 日の高校生平和大使に関するもの

以降で、2004 年 8 月 9 日の平和特集号で初めて、瓊中について「瓊浦中学校と被

爆クスノキ」というまとまった記述が見られる。  

16) 2001 年 3 月発行の第 34 号以降、高校生平和大使や高校生 1 万人署名活動、ピー

スボランティア等の生徒の校外活動が積極的に紹介され始める。このうち高校生平

和大使、高校生 1 万人署名活動は、長崎の民間団体による代表的な平和運動である

が、初代から多くの西高生が平和大使となり、また署名活動を発案する等、いずれ

も西高生と関わりが深い。 

17) 2007～10 年に発行された平和学習時の作品集から確認できる。   

18) 事前の平和学習時の生徒作品をまとめたもの。学年毎と 3 学年全体の作品集があ

り、平和学習会で配布される。校史資料室保存分、丸田和男氏所蔵分、松尾恵子氏

提供分により、2005・6（平成 17・8）年度発行分を除き確認した。 

19) 『平成 22 年度「平和学習会」実施要領』及び筆者の長崎県立長崎西高等学校教

諭 松尾恵子氏に対するインタビュー（2009.10.5）より。 

20) 筆者の平成 22 年度平和学習会における録音より。 

21) 活水中・高、長崎女子高はそれぞれ平和祈念集会と平和集会。慰霊祭ではない。 

22) 長崎県立瓊浦中学校同窓会副会長 丸田和男氏の筆者宛私信（2010.2.4）より。 
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