
昭和 16年の日常・生活意識・時代感覚
──ある看護婦の日記から──
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序 章

戦争，という言葉を使うとき現代の日本においては，昭和 16年 12月 8日，日本軍による

アメリカ合衆国領土ハワイの真珠湾攻撃によって勃発した「太平洋戦争」を指すことが多い。

よって戦時下という言葉も，昭和 16年の年末から，太平洋戦争が終結する昭和 20年までの

4年足らずの期間をいうことが多くなる。しかし現実には，昭和 16年の日本は 12月 8日を

待たずとも，以前から戦時下にあったと思われる。

明治から大正へと変わると，朝鮮半島や中国北東部を足がかりに占領を拡大し続けた。大正

末期から昭和初期にかけては，国内では国民の思想の締め付けを行い，内需のために一致団結

することを強要し，国外では占領した地域の人々を表面上は「日本人」として扱い，敵を味方

〔抄 録〕

「太平洋戦争以前の市民の生活は，まだ平穏なものであったのではないだろうか」

という仮説を，大阪で派遣看護婦として働いていた 20代女性の日記から検証する。

すると見えてくることがある。それは女性の印象が「のんき」であるということ

だ。昭和 16年当時は日中戦争のただ中であり，日本は完全な戦時下という状況であ

った。それにもかかわらず日記の中の日常は，現代の我々に伝えられる「戦争」とい

うイメージからはほど遠い。不穏な社会情勢よりも女性にとって大切なことは，自分

個人の将来，とりわけ婚約者との将来だった。このような点からも，女性の日常はま

だ平穏であったと思われる。

しかし戦時下であったことは事実であり，日記中には「戦争をすることへの躊躇」

を感じさせない勇ましい文章が並ぶ。この女性は，こうしたアンビヴァレントな意識

をもち，戦時下独特の不穏な空気のなか，平穏な生活を送っていたのである。
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にするという政策で占領地域を広げていった。その代表的な地域が中国東北部の満州である。

その後も侵略を進め，その結果として昭和 16年 12月に太平洋戦争が勃発する。こうして日

本は 16年間で，西は中国と，東はアメリカと戦争を行うことになったのである。そして，戦

争というと食べるもののままならず，娯楽は制限され，自由を謳歌できなかったような話を，

戦争体験をした人々からは聞かされるが，それは太平洋戦争末期の，戦局が不利な状況になっ

た後の話であることが多い。しかし，日本の「戦時下」は太平洋戦争以後ではない。それでは

太平洋戦争以前の市民の生活はいかなるものであったのであろうか。

私はここで一つの仮説をたてた。それは「太平洋戦争以前の市民の生活は，まだ平穏なもの

であったのではないだろうか」というものである。

なぜそのような仮説をたてたのかというと，同年 12月 8日の太平洋戦争勃発後，昭和 20

年 8月 15日の終戦を迎えるまでの 4年間弱と，それ以前の戦時下はやはり社会の空気が異な

るように思えるからだ。なぜなら配給制も生活用品には及んでおらず，日本国内で戦闘地域に

なっている場所はない。この時期における戦争とは，他国を侵略するための戦争であったた

め，日本へ攻め入ってくる他国軍はまだなかった。そのため，市民は戦地の状況を実際に見る

ことは出来ず，自国の戦況を知るためには，新聞，ラジオ，映画，雑誌などの情報が頼りであ

った。それは老若男女問わず，戦地へ赴いてない銃後の生活を営んでいる者にとって，重要な

情報源となっていた。そしてどれもが一長一短の特徴を兼ね備えていたのであったが，そのす

べてが絡み合って，戦時下の市民の生活のみならず，思想にも多大な影響を与えたのである。

それでは，当時の市民はどのような手段を用いて情報を得ようとしていたのか。それらは受

動的に得ていたのか，それとも能動的だったのか。得られた情報を市民はどのように消化し，

自身の内面世界を形成する糧としていたのであろうか。そのような行動や心理を知る手がかり

として有効なものの一つが，個人が書いた日記である。日記とは個人的な内容を書き記すも

の，ということである。よって個人的な内容であるから，公的な文書とは異なり多くの人の目

に触れないことが前提となっている場合が多い。そして，個人的な内容は日常生活に密接して

いることが多いので，それだけ当時の生活環境や思想などが反映された内容になっている。

このように日記は当時を知るための重要な資料となるのだが，今回私の手元に一冊の日記帳

がある。これは大阪で看護婦として働いていた 20代の女性のものだ。昭和 16年 1月から 8

月まで書かれた，半年ほどの日記としては短いものである。しかし，まさに太平洋戦争が始ま

る直前まで書かれたもので，市民の日常を知る手がかりとしては，十分な情報を持っている。

日記の内容は多岐にわたり，仕事の話では，どのような患者の介護にあたったのか，どのよう

な処置をしたのかなど，細かく書かれている。そして当然であるが，個人的な内容も多く，家

族や恋人で悩む姿が書き記されている。その他には，20代の女性としてファッションやショ

ッピングの話を書いた日もあれば，当時の政治に対する意見や感想も書かれており，その際に

は突然戦争中であることを思い出したかのように，戦意が燃え上がるさまも書かれている。そ
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して，日常の生活を綴ったものであるので，この女性が何気なく送っていた日常が，いかに戦

争と密接な関係を持っていたのか，という文章も登場する。このような内容の統一感のなさこ

そが，個人の日記の特徴であり，だからこそ一冊でも十分，当時の社会状況は見えてくる。私

は先ほどたてた仮説を，この日記を読み解くことで証明を試みた。

第 1章 研究の目的

この日記を分析することで，昭和 16年当時の女性の日常とは，どのような生活であったの

かを検証したいと思う。そのため日記に書かれている些細な事件をテーマごとに分析し，日記

の傾向を見極める。分類する項目は，まず「職業行動」「人間関係と情動」「日常生活行動」の

3つにわけ，それを細分化していく。テーマの詳細は以下の通りである。

「職業行動」 場所・時間，登場人物，看護内容，感想

「人間関係と情動」 家族，恋愛，友人，感想

「日常生活行動」 場所・時間，天気・時事，登場人物，生活，食事，買い物，外出，感想

まず「職業行動」にかかわる事例については，看護婦という仕事上，その内容にあまり変化

はないため，テーマを少なくし，どのような仕事内容だったのかを調べる。行き先や登場人物

（患者やその家族，同僚など）は細かく書かれているので，その辺りを手がかりにした。

次に「人間関係と情動」は主に女性を取り巻く人々として家族，恋人，友人の 3分野に分

けて検証したい。特に恋人への感情は，女性の結婚観にも繋がってくるので細かく追っていき

たいと思う。その際，手紙のやりとりを多くしているので，その点にも注目していきたい。

そして「日常生活行動」は仕事とは異なり，日によって対象となる事例が大きく異なるの

で，細かく分けることにした。中でも今回の論文の主旨である，日常と戦争の関係性を見る上

で，まず国民が戦時下にあることを認識するためには情報が必要であると考えた。そのため情

報を受け取る手段に注目する。日記に登場する情報源としては，新聞・ラジオ・映画・雑誌が

あるのでそれらを調べる。これによって，当時の女性がどのような方法で情報に触れていたか

が分かるとともに，その情報をどのように受け取っていたのか，そして受け取った後，どのよ

うな行動に出たか，もしくはどのような感想を持ったのかを分析する。尚，「日常生活行動」

については，分析する媒体が個人の日記であるという性格上，日常生活に関する事柄が多く書

かれている。それらも当時を知る上で重要なファクターとなるのは当然である。よって，衣食

住や買い物，余暇の過ごし方などもデータ化して検証したい。

まず衣食住では，独身女性であることから，衣と食のウェイトがほとんどを占めている。食

に関しては，事細かに書かれている箇所が多く，時折レシピや味の感想などを書いていること
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から，かなり興味のあった分野であることが窺える。また，日記の後半になると朝昼晩の献立

のみが書かれた日が増えるが，それを分析することで当時の大阪に住む，つまり都市に住む独

身女性の食生活がどのようなものであったか検証できるだろう。衣に関しては，買い物や余暇

の過ごし方とともに，消費という観点から考えてみたい。昭和 16年当時が戦時下であったと

いうことを考えると，嗜好品や趣味，贈答品で消費することはあまり良い行動ではないとされ

ているのではないだろうか，と考えてしまうが，実際はどうであったのか。女性が看護婦とし

て働き，どれほどの給与を得ていたのかは不明だが，それでもどのようなものを買ったり贈っ

たりしていたかを分析することで，当時の消費の意識が見えてくると思われる。

最後に，それから上記の分類を分析するための補足資料として，昭和 16年当時の大阪市の

市街地図や路線図を入手し，女性の行動範囲を追っていくことにした。これにより，どのよう

な経路で移動していたのかが分かると同時に，どのくらい行動範囲があったのかも分かり，当

時の女性の行動範囲に推測がつけられると思われる。

以上のテーマをキーワードにして，それに関連する言葉を抜き出し，表形式で日別に作成し

た。そうして抽出した結果が以下のグラフである。

このグラフでまず注目されるのは，8月の「日常行動」の数が大きく増えていることである

が，これはこの時期の日記が，1日の食事の内容のみを延々と書き綴ったためである。この時

期は，食事以外のその他の記述が一切ないという珍しい内容になっている。もとより，日記

は，えてして気まぐれな性格をもつ文書であり，書くべき内容があらかじめ固定されているわ

けでもないから，食事の献立が続くからといって，この時期にとくに食生活に大きな関心があ

ったことにはならない。そして 8月とは逆に，6月の記述が著しく減っている。これは次の章

で細かく分析することになるが，「人間関係と情動」に関することが原因である。恋人との関

係が日記中で，一番うまくいっていなかった時期に相当するのだ。そのような時は，心理的に
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日記を書く気力が生まれない，ということであろう。そして「人間関係と情動」について全体

を俯瞰すると，2月から 3月にかけて増え，その後減っていくが，この時期から恋人とうまく

いかなくなっていくようである。それから「職業行動」に関する記述が，徐々に減っているこ

とも分かる。特に 2月に激減しているが，逆に「人間関係と情動」が増えている。この時期

は恋人への思いを綴った内容が増えたことと，友人と手紙の交換が頻繁に行われていた時期で

あったので，この項目が増えたのである。そしてそのような，プライベートで充実していた時

期なので，仕事に関する記述が減ったということであろう。

以上のように，日記全体を分解して数値化した結果，「職業行動」に重きを置いている時期

と，「人間関係と情動」に重きを置いている時期がバランス良く配置され，どちらも重要視し

ているような月はないのが特徴のひとつと言えるだろう。

第 2章 昭和初期の看護婦について

日記の分析をするにあたり，女性の職業が看護婦ということなので，まず当時の看護婦がど

のような立場で仕事をしていたのかを調べてみることにした。看護史研究会の『派出看護婦の

歴史』によると，昭和以前の看護婦は，現在のような病院における医療従事者という立場では

なく，その多くが「派出看護婦」という立場であった。これは今日では耳慣れない言葉である

が，往診というシステムが普通であった当時では，看護婦も往診と同様，患者宅に行くのが普

通であったのだろう。それから，派出看護婦として病院に行くというパターンもあったようだ

が，それは病院に入院するという時に，患者の面倒を見る付き添いのための設備が整っていな

かったことが要因の一つであったのだろう。それでは，そもそも派出看護とはどのようなもの

だったのであろうか。『派出看護婦の歴史』には，以下のように書いてある。

派出看護とは，病人との個人契約のもとに看護婦が病人のいる家庭や病院に出向いて，病

人に付添って看護することで，今なら看護サービス提供の一形態といえるかもしれない。派

出看護婦は病人の生活を丸ごと抱えこんで，ベッドサイドケアを中心に仕事をした。そのた

め自ずと病人の立場に立つ一方，職業人としての自立性と責任性と保ちながら，主治医とは

むしろ対面したのであった。（1）

これによると，病院に従事している内勤看護婦との大きな違いは，主治医と対面する立場に

あったという点であろう。病人の看病を 24時間体制で見る派出看護婦は家族の一部のような

立場に置かれるため，内勤看護婦が医師の診療介助を中心に仕事をする立場上，主体性なく医

師に従属したのとは対照的な立場になったのである。そして日記の女性はまさにこの「派出看

護婦」であった。時期は様々であったようであるが，場所は時に病院へ，そして時に家庭で看

佛教大学大学院紀要 社会学研究科篇 第 39号（2011年 3月）

― ４１ ―



護をしていたようである。

派出看護婦は前出のように個人契約と書いてあるが，個人事業主というわけではない。経験

を積んだ派出看護婦が会長となって個人経営する看護婦会に所属し，そこから派遣される形で

病院や家庭へ行くのである。看護婦会は明治 24年に東京で始まり，その後大都市を中心に広

がっていった。女性も大都市である大阪で看護婦をしていたが，その時に「會」と呼ばれると

ころに所属していた文章が本日記に残っている。そしてこの会の名前であるが，女性が看護婦

免許と一緒に保管していた「大阪市電車地図」の裏面に「�師・看護婦及見習 其他�事一般

紹介」という説明とともに「�交社」という社名が書いてある。当時の大阪市西区にあったこ

の会社は，今でも同じ住所（地図では「大阪市西区常安橋電停北入」となっているが，その辺

りは現在の大阪市西区土佐堀である）に存在し，職種も同じ「医師薬剤師看護婦紹介所」とし

て登録されている。女性は昭和 16年当時，この会社に登録していたと考える。

以上のように，当時の女性の職業としては珍しく，自立した職種として看護婦は重宝されて

いたようであった。

第 3章 戦時下での日常－看護婦という職業－

まず，女性がこの日記を書いていた当時の状況を調査するため，女性の出生や生い立ち，経

歴などについて調べることにした。しかし女性の家族は残念ながらほとんど亡くなっていたの

で，夫のみから話を聞くことができた。

女性は，大正 6年 4月 30日，熊本県 Y 村で，次女として生まれた。父母兄姉と本人の 5

人家族であった。つまり，今回の日記の舞台は昭和 16年の大阪市であるが，実は女性は大阪

の生まれではないのである。日記を読んでなぜこの時期，熊本の女性が大阪で看護婦をしてい

たのか。不思議に思い，夫や子供たち，親戚などへ再三インタビューしたが，この根本的な事

情については，判明しなかった。しかし，現実に昭和 16年前後に大阪で勤務しており，その

当時の生活は日記に詳しく書かれているので，今回はこの時期のみをクローズアップすること

にする。

まず本日記の冒頭部分を引用する。昭和 16年 1月 6日月曜日，以下の内容から始まってい

る。

1月 6日 月曜日

勤務 朝 2時から 10時

7時から 2時

昨日から少しプルース（2）の加元（3）が悪くなって来て，今朝明方に到って，心キ亢進，甚

だしかった様子。心臓部に氷を貼してある。けれど，昼間は又落つき気分もいつもにない上
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気嫌（機嫌）らしく，無理も少い様に思った。

嘔吐も七，八回で済んだ。

奥さんがまだまだでせうかと，云われる。

如何にも他界の一日も早かれんことを待つかの如く……いや，事実待ってゐられるのだ。先

生初め，他の人々も皆，びっくりしてゐるのみ おばあちゃんの強心臓にも……

なぜ突然日記を書こうと思ったのか，もしかしたら去年も書いていたのか，ということさえ

不明であるが，この書き出しは個人の日記の内容というより，まるで看護日誌のような内容で

ある。しかし個人の日記らしいところもある。それは患者やその家族への感想が含まれている

点である。その場では表立って出せない感想が興味深い。

この後，看護婦としての仕事は患者の死に伴い終了する。しかし，女性の場合が特別だった

のか，それとも他の看護婦もそうしていたのかは分からないが，女性はこの後，患者だったお

ばあちゃんのお通夜，葬儀，そして出棺のあと火葬場まで一緒に行き，最後のお別れまでして

いる。現代の看護師という立場から考えると，亡くなった患者にそこまで付き添うことは珍し

いと思う。もちろん，現代の看護師と当時の派出看護婦では，仕事の内容が全く異なってお

り，このような家族のような付き合い方は，派出看護婦ならではのことだったと考えられる。

しかし，今回の日記の中で他に亡くなった患者のケースがないので比較しようがないのが残念

だが，当時の派出看護婦の全員がここまで付き添って行ったとは考えにくい。女性がいかにこ

の家族に受け入られていたか，というのが分かる内容と言えるのではないだろうか。その点に

ついて女性も次の日の日記で，以下のような感謝の気持ちを綴っている。

1月 14日 火曜日

（略）

火鉢をかこみ乍らをばさん達と，今は亡きおばあちゃんの追憶談に恥る。

十一時就寝す。省みるに，松村のおかみさん，心斎橋の旦那様，奥様の御厚意は，私に対し

ては特別であった様に思ふ。

又おばあちゃんの特別の厚意，ほんとに幸過ぎた二十数日間の在院中の私だった。謝礼等も

特別として多額な金を頂いた。あー感謝 多謝。

しかし仕事というのは，このように気持ちよく過ごせる場合だけではない。以下の仕事内容

はその典型であろう。

3月 5日 水曜日

今日からバルナバ病院勤務。
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ここは皆，通勤で晝部，夜部とに分れ，夜の部にやとわれる。

（略）

3月 6日 木曜日

病院のプレー（4）が，いや味を云ったので今日は不愉快でたまらない。

今夜来るのが，どうしても気が進まない。

だが，会長さんの手前，又会のことなど考へ，シブシブ出勤す。

何と面白からぬ，病院だこと。

すっかりいやになってしまふ。

交代番の龍馬さんに，話しもう来ないかも知れぬと云ったら，そんなこと云わずにたのむか

ら出てくれとのこと，これ又，そむくわけにも行くまい。

3月 7日 金曜日 雨

とうとう止めて，今日は，省線の塚本の自宅に来た。

心臓，兼，腎臓で相当につかれてゐられるらしい。

とても気儘な人だとは，電話できいて承知しては来たものの ほんとに，手のつけられない

気儘者らしい。

だが，自分から望んで来たのだもの，出来る限りの辛棒はしなくては。

奥さんがとてもよく分った方らしく，それでまだ，やりよいと思ふ。

勤務開始の翌日にトラブルを起こしたらしいが，交代の人（同じ会の同僚と思われる）に対

して「もう来ないかも知れぬと云ったら，そんなこと云わずにたのむから出てくれとのこと，

これ又，そむくわけにも行くまい」と書いているのに，その翌日には「とうとう止めて」新し

い職場に移動になっている。しかも今回の移動は「自分から望んで来た」ということなので，

意外と職場の交代は簡単なことらしい。その上で女性が優秀であったので，ある程度融通がき

いたのではないか，という見方もできるであろう。そしてこの後も様々な家庭で仕事を続ける

が，5月 20日以降，なぜか日記にはあまり仕事の話は登場しなくなる。5月はこれ以降では，

洗濯や家事をしたと簡単な記述があるのみで，6月に至っては仕事の話は全くない。7月に入

っても時々仕事について触れているだけで，以前のような患者についての細かい感想はない。

8月も同様で，忙しいという感想がたまに出てくる程度である。そして仕事についての長い記

述は，8月 10日が最後となった。

このように日記を読んでみると，半年の間に職場を何度も変わっている。それは派出看護婦

という仕事のせいであるとともに，女性の職業観にもよると思われる。上記のように自分に合

わない職場であると判断した場合，即座に行動し，職場の変更をしてもらっているが，これは
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女性が自分の感情を押し殺してでもその職場で働く，という考えではなく，より良い環境で働

きたい，という願望の現れであろう。日記中にあるように，女性にとって仕事とは一生続ける

ものではなく，結婚をしたら引退するものだった。

1月 28日 火曜日

あなたよ，愛しき，あなたよ。

元気で御奮闘のことと思います。

此の頃，一寸とも夢も見ないが，時々思ひ出しては，淋しくなる。ああ今年一年が，早く，

今年が過ぎればいいが。

そしたら，ゆっくり會えるのだもの。否，もう一人ゐるのはいやになった。一生，あなたの

おそばにゐたいですわ。どんな苦労をしようともいとひませんわ。一人身の寂しさよ。いろ

いろ深く考えへてゐると，つい寂しくセンチになってしまった。ホロホロと泣けてくる。そ

うだ，元気を出そう。今年一ぱいだもの。そしたら，必度あなたも迎えに来て下さるわね

ー。それを信じて，今年一ぱい一生懸命働きますわ。

このような考えを持っていたからこそ，我慢を強いられるより，自分の働きやすい職場で楽

しく仕事ができるように職場を転々としていったのであろう。

女性はこうして昭和 16年の夏まで，忙しく働いていたことが窺えるのだが，女性の仕事へ

の取り組み方や考え方は，現代社会で働く女性とあまり変わらない気がする。現代社会は派遣

で働く率が男性より女性の方が高いが，そのことの一因は，就職した会社で定年まで仕事をし

ていく，という考えが男性に比べ女性の方が低いことだと思われる。それが仕事に対する姿勢

の差となり，会社での自分の地位の向上よりも，職場環境を重視し，より自由度の効く派遣と

いう職業を選んでいる面がある。日記の女性も，看護婦は結婚するまで，という姿勢で仕事を

こなしているからこそ，辛い時は簡単に次の職場への移動願いを要求しているのであろう。そ

れから看護婦という仕事特有のものだが，どの病院に行っても基本的に看護婦がやるべきこ

と，期待されていることは一致している。それならば，看護婦を経験した者は，転職は難しく

とも，職場の転移は他の職種に比べると容易なのではないだろうか。

このように考えると，戦時下であることが，女性の仕事観に影響を与えてはないのではない

かと考えられる。20世紀に入ると，女性が多く働くようになった時代であるが，そうなると，

働くという価値観に大差が出るわけではないと思う。もちろん職種によっては，当時と現代で

は職場環境が激変したところもあるだろうが，看護婦という職業は，元々女性を中心とした職

業として外国で確立されたのを日本へ輸入した背景があるため，その職に期待される基本的な

内容は現代とあまり変わらないと思われる。そのため，女性の仕事に対する姿勢や感想は現代

女性と大きく乖離しているようには感じない。戦時下といっても，直接戦争被害者の患者を診
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ているわけではないので，現代の看護師の仕事とほぼ変わらないため，仕事への姿勢も変わら

ないのであろう。

第 4章 戦時下での日常－家族・恋愛・余暇－

まず「家族・友人」であるが，女性にとって手紙を書くことと受け取ることで，地元との唯

一の繋がりにもなっていたのであろう。友人との関係は上手くいっていたようであるし，家族

とも口論のような手紙のやりとりもあったが，その後特にやり合うような記述はないので，家

族とも友人とも基本的には平穏に関係を営んでいたようである。しかし後半になるにつれ，日

記内ではその数が減っていく。以下のグラフは第 1章で使った数値のうち「家族」「友人」

「恋愛」のみカウントしたものである。

まず「家族」と「友人」では，8ヶ月間での登場回数は「家族」が 33回，「友人」が 67回

と「友人」のほうが「家族」の倍である。いずれも 2月から 4月でその半数以上を占めてお

り，それ以外の月では少ない。6月以降は月に 1回手紙を書くというペースであった。

次に「恋愛」であるが，これに関する記述は，日記の半分ほどを占める。23歳から 24歳の

妙齢の女性で，婚約者（結納を交わしたわけではないので，正確には恋人というほうが正しい

が，日記を読む限り恋人よりは婚約者というニュアンスのほうが近い）が陸軍にいるのでなか

なか会える環境にない。そのため，日記の中で心の葛藤が綴られるのは当然であろう。

1月 15日 水曜日 雨

（略）

何彼と，仕事が残ってゐると，どうしても勤務中に気になって，安心して働けないから，夜

おそくから手紙四五通書く。勝さんと正代さん，中山さんにと……
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他，おばさんの頼まれもの，二通と。とうとう二時過ぎてしまふ。静かな所であの人に，し

んみりした気持でペンは思ふ様に走る。

（略）

O（婚約者）の名前が日記に初めて登場するのは，この 1月 15日である。日記を書いてい

る 8ヶ月の間，頻繁に手紙のやりとりをしている。遠距離恋愛では，当時は手軽に連絡を取

る方法は手紙しかなく，逆にいえば，相手との心を繋ぐコミュニケーション手段の一番が手紙

だったのであろう。これは現在のメールのやりとりに似ており，返信がないと心配する気持ち

も同様である。しかし現代と異なるのは，遠くにいる人とのコミュニケーション手段が豊富で

はないので，返信がない場合に他の手段を用いることが難しいということであろう。その上，

婚約者からの手紙は軍経由になるので，検閲の問題などもあり，遅くなっていたようである。

そして前出のグラフを見ると，4月から 6月は減っているのだが，これは「家族」や「友

人」も同じ現象である。しかしこの 3ヶ月ではその内容に異なる点がある。4月と 5月では日

記自体はそれなりに書かれているのだが，主な内容が仕事にかかわることなので，プライベー

トなことを書く余裕がなかったと思われるのに対し，6月は「恋愛」がうまくいっていなかっ

た時期で，人間不信のような記述もある月なので，日記を書くこと自体が苦痛だったのだろう

と推測できる。また 2月から 3月と，7月から 8月では増えているが，両者の内容は正反対で

ある。前者は「恋愛」が不調，後者は「恋愛」が順調であり，手紙が来なくてやきもきした

り，逆に会うことで思いがつのったりと，「恋愛」をすることによって喜怒哀楽が左右されて

いた時期に当たる。そのため感情の起伏が激しくなり，そのつのる思いを日記に書いていたの

であろう。

このように日記とグラフを眺めると，恋愛がうまくいっていない 2月から 3月は「恋愛」

の数より「友人」の数が多くなる。これは「友人」に様々な相談をし，愚痴を聞いてもらった

ためだと思われる。そして，7月以降は「恋愛」が突出して多くなり「友人」は激減してい

く。これは恋愛がうまくいきはじめたためであろう。このように「恋愛」と「友人」はお互い

に影響を受けるカテゴリであることが分かる。一方，「家族」についてはあまり他のカテゴリ

に影響を受けていないように見える。これは「家族」という立場が女性の中では「恋愛」とは

別のものだったということではないだろうか。「恋愛」における悩みの相談は「友人」にする

が「家族」にはあまり出来なかったという現れであろう。このように検証していくと，女性は

自分を取り巻く人々と上手にバランスを取りながら，手紙の交換をメインにつき合っていたこ

とが分かる。

そして最後に「日常生活」であるが，仕事以外の時間をどのように使っていたか，稼いだお

金で何を買っていたか，日々の食生活はどうであったのかが，この日記から読めてくる。

まずは時間の使い方では，映画に行くという話が何度か出てくる。余暇の時間以外にも，仕
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事が一段落した後に観に行っている日もある。同様にラジオも頻繁に登場する。特に女性は相

撲が好きだったらしく，特に双葉山の取り組みに熱中していた。5月の取組については，ラジ

オを好きなように聴けないことが少々不満のようである。そして，勝利を祈るほど気にしてい

るのであるから，日記は双葉山一色となる。結局，千秋楽まで日記で双葉山の勝利を書き続

け，これ以前もこれ以降もスポーツについての記述がないことから，スポーツ観戦（厳密には

観戦はしてないが）という趣味は，相撲のみということになる。当時の女性は野球などには興

味のない人がほとんどだったので，相撲のみが趣味というのは標準的であろう。他には読書も

好きなようで，雑誌では『婦人倶楽部』を，書籍は野間清治の『榮えゆく道』と，海鷲未亡人

の手記である間瀬一恵の『大空の遺書』を買い求めている。雑誌はともかく書籍は，後者は若

い女性の好みそうな内容だが，前者はそういう感じを受けない。しかし，新聞もきちんと政治

面を読んでいたりするので，このような経済の本も好んだのかもしれない。それから余暇の大

きなイベントといえば，やはり行楽であろう。女性もいろいろな場所へ出かけている。日記に

登場する場所としては，今も現存する奈良の橿原神宮や生駒山，現在は地名だけが残っている

あやめ池である。特にあやめ池にあった「あやめ池温泉」は，4月だけでも少なくとも 2回は

行っているほど，当時人気の場所だったらしい。

次に，稼いだお金については生活費の他，仕送りや贈答にも使われているが，若い女性の趣

味として定番の買い物も好きだったようである。といっても今のように物があふれていた時代

ではないので，そのほとんどが着物やそのアクセサリであった。看護婦としての給与体系がど

うなっていたかは不明だが，患者が変わるたびに心付を頂いていたようで，それなりにお金に

不自由はしていなかったと思われる。そして心付をもらうと早速買い物に行くのがいかにも若

者らしい。行った先が呉服屋というところも，当時の女性としては普通のことであろう。

最後は食についてだが，実はこの日記を語る上で欠かせない話題が食事だ。料理については

かなり細かくレシピの書かれている日もあり，リンゴジャムの作り方やパイナップルの食べ方

なども書かれており，食材については不自由していないように感じる。圧巻は 7月 19日から

8月 14日までの記述である。その内容のほとんどが朝昼夕のメニューだけが書かれている。

例えば 7月 21日はこのような内容である。

朝 昼 夜

みそ汁
のり
アゲと野菜
キウリのドブ付
半熟玉子 三ケ
トマト
塩コブ

小いわしの煮付
干えびとおろし
生キウリのみそ付
ジャガ芋
かまぼこ
リンゴ汁 二ケ分
トマト

しぢみのみそ汁
玉子豆腐
サンド豆のひたし
もやしのバターいため
つけ物
トマト
リンゴ 一ケ
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この後もこのような形でメニューが続くが，時には関西の夏らしく鱧があれば，桃が好きだ

ったので毎回桃を食べていたり，他には，豪華に昼から天麩羅を食べる日もあったりと，この

食事情だけ抜き取れば，戦時下の生活とはとても思えない充実ぶりである。栄養面でも十分で

あると思うので，現代の平均的な若者より，よほど豊かな食生活であったと思われる。

以上がこの日記から読み取れる女性の一人暮らしの日常である。女性は生活における様々な

出来事に興味を持ち，同時に，生活をとりまく社会にも関心を持ち，次章が書くように政治に

も強く関心を持っていた。つまり多くの人がそうであるように，女性も日々訪れる様々な出来

事に一喜一憂しながら生活していた。しかし，一憂したとしてもその気持ちを引きずらず，一

喜を大切にし，ささやかな喜びを見つける努力もしていた。

2月 2日 日曜日 晴

急に用事が出来たので七時から暇をいただいて築港に行く。途中電車で中年婦人が電車によ

うたとて，冷汗を流し苦しんでゐられたので早速行って，窓を開けてやりゆっくり座席をと

ってやって，看ゴしてやったら，大変によろこばれ幾度も幾度もお礼をのべられた。然し，

側の人々に，一寸，てれくさかった。

（略）

微細なことではあるが，何だかいいことをしたら，何となく，気持が晴々しくなり小さなよ

ろこびに浸り乍ら，満足してゐる私。

この日のように「微細なこと」で気持ちが晴れる性格なので，日々の生活を楽しめていたの

だろう。そしてこの日記全体を読む限り，現代の独身女性よりもよほど文化的で豊かな生活を

しているのではないだろうか。映画や小説などの文化に触れ，ラジオで相撲に熱狂し，近場で

あるが行楽にも出かけ，ささやかな買い物を楽しみ，食生活では様々な食材で楽しんでいる。

これらは現代でも同じように楽しめる娯楽であるが，これら全てを楽しんでいる女性はそう多

くあるまい。もちろん当時の女性が，全てこのような生活をおくってはいないと思うが，女性

の言動からこのような生活が特別であるという意識は見えないので，少なくとも女性の周り，

つまり関西の都市部ではこのような生活が普通だったのであろう。そう考えると，まだこの時

期は文化的で豊かな生活がおくれるほど平和であったと思われるのである。

第 5章 戦時下での日常－日常と戦争の関係－

ここまで仕事と生活について日記の検証をしてきたが，戦争色のある記述はあまりなかっ

た。しかし時たま，戦時下であることを思い出させるような内容を書いていることがある。
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2月 17日 月曜日

「敵性の港を航く」の今朝の新聞。

思わず手に汗を握り乍ら，よみ終わった。

国際関係，時に，英米の行動，いよいよ緊迫するを知る。

何と，無法な，情知らずの異人ぞや。

丁度我が，兄弟をこんな目にあわされてゐる様な，気持がして，腸をえぐられる様な立腹を

感ず。

ほんとに祈りころしてでもやりたい様な，あくまでも憎き，英米人。憎悪はほのほと燃え上

る。たまらなくなって，又，かけ出し社の前に額づき，日本の勝利，平和の日の一日も早か

れんことをお祈りする。

何とも威勢の良い内容である。当時，女性の就学率は今ほど高くなかったが，識字率は世界

的に見て高く，女性も新聞は普通に読んでいたのであろう。しかし，ここまで時局に興味を持

つのは普通であったのだろうか。当時の新聞を見ると，今より家庭欄が女性向けであり，新聞

広告も女性向けの化粧品などが載っている。政治面も地図や写真で分かりやすく説明してはい

るが，女性がここまで熱くなるような記事とは思えない。しかし，このモチベーションの高さ

こそが，後に生まれる有名なスローガン「進め一億火の玉だ」に繋がったのかもしれない。

しかしこのような戦時下を連想させる記述は，日記全体からすれば，それほど大きなウェイ

トは占めておらず，時たま思い出したように，社にお参りしたり，新聞記事に憤ったりするだ

けである。そういう点では，現代の生活の中で，世界各地で起きている戦争のニュースを見

て，悲しんだり憤ったりするのとあまり変わらないように思う。その理由として，女性が戦争

を語るとき，自分が戦地で戦うというスタンスでは決してなく，あくまでも戦うのは軍人であ

って，死ぬのも軍人しかいないと思っている感じがするからである。同時に，戦争は遠くでや

っているもの，という意識もあったと思う。まさに対岸の火事でしかなかったのだ。その考え

は 9日後の 2月 26日にも書かれている。この日は婚約者への手紙が戻ってきてしまったこと

への不安から始まり，続いて以下のように書かれている。

2月 26日 水曜日 晴

（略）

今日の時勢の変動で又，どこか，転勤か，出動か，命を受けたのでのであろう。時勢の動き

が直接関係する，軍人の身である彼のことだもの，いつどの様なことにならぬとも限らぬ。

身陛下に捧げた体ではないか。彼はいつも口ぐせの様に云ってゐた。「もう一度戦地へ行き

たい。そして，思ふぞん動いて華々しく戦場の露と消えたい。

その時こそ，君もよろこんでやってくれ。葬儀の時は遠慮なく，一番眞前に来て，拝んでや
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ってくれ」と。こんなことまで云ってゐた，彼。若しそうなったら彼もどんなに本懐であろ

う。

そうだ，私こんな，弱い心を出しては彼の精神に対して申訳ないではではないか。何だ 又

くよくよと，心配憂ひたりして。強くなれ，銃後の女性ではないか。

否，軍人の妻ではないか。

こんなことを自問自答してゐる中結局は，ついさいぜんの心配憂慮した，小心な気持もどこ

へやら，とんでしまって，いつしか，明るい，大きな，広い心に返ることが出来た。

進め進め前へ進め，強く正しく明るく生きるのだ。

小説の時代の選手にでもなった様な気持で，いそいそ勤務に着手する

婚約者の台詞「もう一度戦地へ行きたい。そして，思ふぞん動いて華々しく戦場の露と消え

たい。その時こそ，君もよろこんでやってくれ。葬儀の時は遠慮なく，一番眞前に来て，拝ん

でやってくれ」は，戦争を舞台とした映画や小説にでも出てきそうな，若い下士官の威勢の良

い台詞である。陸軍の一員でいることにプライドがあったのだろうし，だからこそ内地勤務は

不満だったのだろう。そして，それに答えるように女性も「強くなれ，銃後の女性ではない

か。否，軍人の妻ではないか」と威勢が良い。しかし最後に「小説の時代の選手にでもなった

様な気持で，いそいそ勤務に着手する」と，話をきちんと日常に戻すリアリストな一面もあ

る。

この日の内容からも分かるとおり，女性にとって「婚約者の死」は身近で深刻なテーマであ

るにも関わらず，小説の登場人物のような気分になって締めくくっていることから，リアリテ

ィに欠けるテーマであったことが窺える。戦争で死ぬことは，小説の登場人物が死ぬことと同

等の，あまり重要な意味合いを持ってないということである。

この時期，中国や満州では現地の非戦闘員と呼ばれる人たちが，戦闘の巻き添えになり，犠

牲になっているはずである。しかしそれを知っているような文章が，この日記の中では皆無で

ある。それは，当時の国家上層部がそのような情報を一切流さなかったから，ただ単に知らな

かったのであろう。この時 24歳ということは，日本国内で戦争があった時期は知らないの

で，戦争というものがどうやって非戦闘員を巻き込んでいくのか，それを想像することも出来

なかったのではないだろうか。当時の情報受信の方法を考えると，自分で調べるには限界があ

り，結局は誰かから教えられないと知らない，で終わってしまう時代だったのである。つま

り，日本軍が中国本土で何をしていたのかはもちろん知らないだろうし，自分の家族が戦って

いる前線というものが，いかに悲惨な地獄のような場所だったかも，戦争が終わるまでしっか

りと国民には伝えられず，特に銃後の人たちは，太平洋戦争末期になるまで知らなかったので

はないだろうか。となると，それを日本国民が知ることになるのは，この戦争全てが終わった

数年後のことになる。東京市ヶ谷で開かれた極東国際軍事裁判，通称「東京裁判」の審議の中
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で戦争犯罪を暴くための資料として，多くの残虐な事柄が表面化されるまで，戦争の全体を知

る術はなかったからだ。そう考えると，戦争が終わったときこの女性が何を考え，社会や過去

をどう思ったのかの記録がないのが残念である。

終 章

以上のように，昭和 16年当時の女性の日常を，日記に基づき検証してきた。それを第 1章

であげた 3つの項目についての検証結果としてまとめる。

まず「職業行動」では 仕事への取り組み方や考え方は，現代社会の働く女性とあまり変わ

らない印象を受ける。この日記の女性にとっての職業とは，あくまで結婚までの職でしかない

のであるが，このような考えを持つ女性は現代でもそれなりに存在しており，そのような女性

と日記の女性の職業観には大きな差違はなく，且つ社会的にも「女性は結婚を機に仕事をやめ

てもかまわない」という考えが現代でも根強く残っているため，そのような考えを持つ女性が

許容されている，もしくは立場に寄っては積極的に推奨されている場合がある。よって，女性

の職業観には，戦時下であることが大きな影響を与えたとは思えず，現代とあまり変わらない

考えで働いていたと考えられるのである。

次に「人間関係と情動」であるが，まず「家族」とは，時に喧嘩をすることもあるが，基本

的には関係は良好で，手紙のやりとりをかかさなかったようである。同様に「友人」とも手紙

のやりとりが頻繁に行われ，様々な相談事や愚痴のようなものも手紙で伝えていたようである

が，これらは現代の電子メールでのやりとりと変わらないであろう。

そして「恋愛」では，手紙のやりとりや会ったときの内容よりも，相手に対する自分の感情

を書き連ねている部分が圧倒的に多い。関係が上手くいっている時も，いっていない時も，高

ぶった感情を自分の中で消化しきれずもどかしく思い，それを日記にぶつけているような印象

を受ける。このように日記は記録しての機能とともに，感情のはけ口の一端を担っており，女

性も今回の日記に対して，自分の思いをぶつけるような文章が多くなっている。女性のこのよ

うな言動は，現代人と変わらないと思う。負の感情のはけ口を日記（現代ではブログなど，イ

ンターネット上にあることが多いかもしれないが）に求めることは，特別なことではないから

だ。よって，女性は「人間関係と情動」においても「職業行動」同様，戦時下という特殊な環

境の影響はあまりなく，現代女性の言動と差違はないと考えられる。

最後に「日常生活行動」であるが，これは先にあげた二つの項目と同様，戦時下の影響を受

けていない面がある一方，大きく影響を受けた面も存在した。

まず影響を受けていない面であるが，映画や小説，新聞，ラジオ放送などの文化的な生活が

充実していることがあげられる。それらの内容は戦時下であることを強く意識するようなこと

も多々あるが，しかしラジオ放送では相撲を真剣に聞いているなど，スポーツという娯楽を純
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粋に楽しめる環境があったということで，これも現代とそう変わるところはない。むしろ，映

画・読書・スポーツ観戦と様々な趣味を持ち合わせている分，現代の女性たちより文化的な生

活を営んでいるような印象さえ受ける。他にも，関西圏の行楽地へ遊びに行ったり，着物など

の買い物を楽しんだりと，若い女性ならではの生活を満喫しているようにも思える。食生活に

ついても同様で，日記に登場する様々な献立を眺めると，食生活がかなり豊かであったことが

窺える。戦時下という時代は，食べ物は配給制で大変であった，という話を思い出すが，昭和

16年はまだそこまで厳しい配給制度は導入されていなかった。そのため，少なくとも女性が

生活していた大阪都市圏では，日常生活を楽しめるくらいの余裕があったという推測できる。

その一方，戦時下という特殊な環境が，大きな影響を与えていた部分もあった。昭和 16年

という社会は，戦時下という雰囲気が充満しており，そこに生活する人々の思想に大きな影響

を与えていたのである。当時はまだ戦闘が日本本国にまで及んでおらず，大陸や東南アジアな

ど他国の侵略を「大東亜共栄圏樹立」という言葉におきかえ，華々しく活躍していた時期であ

ったのだから，日本の戦略に疑問を抱くことはなかったのではないだろうか。しかし，4月 18

日の日記において「日ソ中立条約」が締結されたことを「我がことの様に，うれしくてなら

ぬ」と書いている。これは女性が，日本が世界の中で危うい位置にいることは漠然と分かって

おり，だからソ連の介入を避けることが出来たことに喜んでいるのであろうと推測する。しか

し，それはあくまでも政治的な情報を受けての感情であり，当時女性が，戦争で兵士が死ぬ，

ということは分かっていても，民間人が戦闘に巻き込まれるという現実は分かっていなかった

ような印象を受ける。日記の中では米英などの敵国へ威勢の良い台詞を書いていても，自分が

戦闘で命を落とす可能性があるとは夢にも思っていない。自分の将来を考える時は，必ず己が

希望する幸せな日々が待っていると考えている印象を受ける。ではなぜ，そのような感情を持

っていたのか。それは結局，情報に流されていたためであろう。前出したとおり女性が受取っ

ていた情報とは，日本軍が世界で活躍し平和を築き，その恩恵で国民は幸せな生活を送れる，

という内容であった。そのような情報を受取ることによって，女性が自分の将来も幸せであろ

うと考えるようになるのは，至極簡単なことであったと思われる。

以上，3つの項目を検証したが，そこで分かったのは，女性にとっての日常はあくまでも平

穏無事なもので，将来の不安は自分自身の不安が第一であり，第二にくるはずの今後日本がど

のような社会になっていくのだろうかという不安は，漠然とは抱きつつも，その感情がどこか

らくるのかという疑問までは持ち合わせていない，ということである。なぜなら世界を見通せ

るほどの情報がないため，そのようなことを考える視野の広さが育ちにくい環境下にあったか

らである。だから，一方では職業上の諸事項や日常生活に現実的な視線を向け，また恋人にた

いして細やかな思いを寄せながら，他方では紋切り型の排外意識を併存させていたのであろ

う。ひとつの人格に内在するこうしたアンビヴァレントな意識傾向は，昭和 16年という時期

における日本人の思考と行動を考える上で，ひとつの手がかりになりうると思われる。
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しかし，社会不安を感じることが少ない分，女性は幸せだったのかもしれないとも思う。現

代に暮らす人々より，日常生活を謳歌しているような印象を受けるのは，そのせいなのかもし

れない。いつの時代も結局は，人は人との繋がりの中でしか生きていけないのかもしれない。

であるならば，女性のように人を助けながら生きていく方が気持ちの良い人生が送れるだろ

う。市民の生活においては戦争よりも大切なことがたくさんあったのだ。それは「隣組」の歌

のように，助けられたり助けたり，を繰り返しながら営んでいく，普通の穏やかな生活であっ

たように思える。それは現代でも同様である。ニュースで毎日のように中東の自爆テロでの被

害を伝えても，アフリカでの飢餓を伝えても，それは結局対岸の火事でしかなく，まずは日常

を守ることが大切と考える人が多い。女性の日記を最初に読んだとき，のんきだという印象を

受けたのは，結局のところ「現代の日本人のようだ」と思ったからに他ならない。現代の日本

人もまた，戦争前夜の昭和 16年のような，社会全体が漠然とした不安を抱きながらも，平和

な日常を謳歌しているのかもしれない。

〔注〕
⑴ 看護史研究会『派出看護婦の歴史』勁草書房（1983年）pp.1−2.

⑵ Puls（ドイツ語で「脈」）を指す。
⑶ 「加減」を指す。
⑷ Pflegerin（ドイツ語で「女性の看護師」）を指す。
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