一本の釘

村崎美子

年

表

年

年齢

主な出来事

その他

1931年

０歳

S６.９.９ 福岡市警固で生まれる

1938年

７歳

小学校入学

1942年 １１歳 第二次世界大戦

三井郡にある母の実家へ家族で疎開

1943年 １２歳 小学校卒業
1944年 １３歳 女学校入学（県立高等女学校）４年制
1945年 １４歳 終戦

父がスマトラ島から帰国

1946年 １５歳
1947年 １６歳 女学校卒業

1948年 １７歳 師範学校入学（旧制は３年、後に４年制に） 教師になるための学校
1951年 ２０歳

30 名中 12 名が合格し女性体育教師に。
師範学校が３年制から４年制へと変わっ
秋、
N 中学校にて教育実習。
実習せは女子
たため、
名称も学芸大学へ変更
９名、
男子十数名。
体育会シーズンだった
ので、
実習生もダンスを披露。
ダンス名は、
旦那さんとダンスホールで知り合う
「みのり」
「
、朝露踏んで」
。

1952年 ２１歳 ３月：学芸大学卒業

保健体育教師

4月；G中学校へ赴任（１年間勤務）

付き合っていた方と結婚(旦那さん27歳)
結婚後もダンスホールへ通う(4年)

1953年 ２２歳 S中学校へ異動（４年間勤務）
1957年 ２６歳 K中学校へ異動（１年間勤務）
1958年 ２７歳 O中学校へ異動（４年間勤務）

現在、K 町在住。NPO の仕事をしている。

1959年 ２８歳 男児出産（長男誕生）
1962年 ３１歳 K中学校へ異動（１０年間勤務）
1963年 ３２歳 女児出産（長女誕生）

現在、
海外に在住。
建設会社に勤務し、
ゼネラルマネージャー
になっている。

1966年 ３５歳

長男：小学校入学

1970年 ３９歳

長女：小学校入学

1971年 ４０歳

長男：小学校卒業
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1972年 ４１歳

K 中学校へ異動
（１年間勤務）
技術家庭科教師へと変わる

長男：中学校入学

運転免許を取得
1973年 ４２歳 K 中学校へ異動
（１年間勤務）
1974年 ４３歳 O 中学校へ異動
（４年間勤務）

長男：中学校卒業

1975年 ４４歳

長男：高校入学

1976年 ４５歳

長女：中学校入学

1977年 ４６歳

長男：高校卒業

1978年 ４７歳 O 中学校へ異動
（７年間勤務）

長女：中学校卒業

1979年 ４８歳

長女：高校入学

1981年 ５０歳

長女：高校卒業

長女：小学校卒業

1985年 ５４歳 H 中学校へ異動
（６年間勤務）
1989年 ５８歳

長男
（３０歳）
：結婚

1990年 ５９歳 退職

旦那さんの病状が悪化し、
退職する

1991年 ６０歳

A学舎へ通い始める(現在も)

1992年 ６１歳
1993年 ６２歳

新規採用の指導者として、
４年間勤務
（１年毎に学校が変わる）

1994年 ６３歳
2003年 ７２歳 旦那さんが亡くなる
（享年 78 歳）
2007年 ７６歳 N区M町から現住所に移住
2018年 ８７歳 デイサービスセンターつなぐ利用開始
2020年 ８９歳 現在
（９月の誕生日で８９歳）

週２回デイサービスを利用
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村
村崎美子さん自分史
崎美子さん自分史
◆出

生

生年月日 : 1931（S 6）年 9 月 9 日

出身地 : 福岡市警固（三井郡育ち）

もんめ

出生体重 : 700 匁 ( 現在で約 2,000g)
家族構成 : 両親、姉妹（６人姉妹の長女だが実際は２番目）
◆幼少期
お父さんの実家へ行くと、カモが捕まえてありそれが家の周りに吊るしてあった。カモの毛
を取り、それを羽毛布団にして寝ていた。お父さんが仕事が終わると会社の近くで麻雀をし
ていたので、夕飯時になるとローラースケートを履いて迎えに行っていた。
（家から５分程）
お母さんは手先が器用で、ストールを作ってはデパートのショーウィンドウに、飾られてい
た。この記憶があるのは３歳の頃から。亡くなる直前まで、久留米近辺でさげもん作りや手
毬作りをしながら、講師の仕事もしていた。作品は新聞にも何度か掲載された。
◆学生時代

小学校：7 ～ 12 歳（6 年間）
子どもの頃は、今でいうローラースケートで友達と新天町や県庁、岩田屋の付近へ遊びに
行っていた。柳橋連合市場を抜けた先に芸者さん達がいる場所があり、友達と綺麗な芸者さ
ん達を見に行く事が楽しかった。

女学校：13 ～ 16 歳（4 年間）
女学校に入るための試験は２日間。１日目は、筆記試験。国語、算数、理科、社会の４教科。
２日目は、口頭試験と実技試験。実技試験では、５０ｍ走、竹の棒まで走り、棒に登って降り、
スタートラインまで戻る、走り幅跳び、手りゅう弾投げの試験があった。
女の子は勉強しなくていい時代だったため、同じ地域に住む女子生徒 9 名中、３名が進学。
そのうち１名は私立へ。本人ともう１名が県立高等女学校へ進学。当時、女子はほとんどが
労働要員だったため、進学する人は少なかった。進学は先生にすすめられたから。西鉄電車
で通学し駅から降りて、一里（４㎞）歩いて通っていた。
戦時中のため筆記用具もなく五寸釘を持って神社へ行き、鉛筆代わりに使って友達に数学
を教えていた。友達に教える事が多く、それが自分の復習となっていた。

戦時中：10 ～ 14 歳（小学校５年生～女学校 2 年生 )
14 歳の頃、お父さんが出征したため、疎開のため家族でお母さんの実家（三井郡）へ。
父はスマトラ島へ行っていた。終戦１年後に帰国。スマトラ島には４年間いた。
戦時中お米は全て国に取られ、戦地に送ったため食べられず。くずのお米は残っていたので、
お百姓さんの所へ行き、主食はサツマイモ、じゃがいも、こうりゃん（今でいうモロコシ）。食
料や日用品など、全て配給だった。
一番印象に残っている出来事は、女学校の帰りに電車に乗っていたら、電車の窓から艦載機
が見えたので、電車の中で『グラマン ( 艦載機 ) が見える！』
と言ったら、その時一緒に乗っ
ていた日本人兵士に『そんなことはない !!』
と怒られた。しかし、身の危険を感じたため、窓か
ら飛び降りて艦載機に見付からないように逃げながら家に帰った。母はその様子を遠くか
ら見ていたようで、帰ってきた姿を見ると安心していた。電車から飛び降りた後、やはりそ
の電車は艦載機からの攻撃を受け多くの人が亡くなったと聞いた。九死に一生を得る体験
となった。
ｰ3ｰ

師範学校（学芸大学）：17 ～ 20 歳（師範 :３年間、学芸 :1 年間）
・何を学びましたか？
教師になるための勉強をした。
最初は社会科を専攻していたが、
保健体育科と技術家庭科に変
わる。
( 男性が教えられない教科を選択 ) どちらも実技のある教科だったため、
スケジュールが
びっしりと詰まっていた。
単位が 1 つ取れないと分かり先生に相談したところ、
本を読んで書
類を書いて提出したら単位をあげると言われたので、
言われた通りに書類を提出し単位をも
らった。
１単位取るには、
90 分 ×15 週間授業があり、
試験を受けて合格しなければならない。

・進学を選んだ理由は？
旧制から今の学校制度へ変わる。
女学校から２年間高校へ進学する事もできたが、
お母さんか
ら高校へ進学しても資格がないため、
旧制のまま師範学校へ進学。
親戚だった先生にすすめら
れたのもあり、
師範学校へ進学を決めた。

・思い出に残っている出来事は？
１年生の頃文化祭があり、
その執行役員として劇をした。
劇は
『修善寺物語』
。
役は主役である、
夜叉王。
本当は別の役をしたかった。
文化祭には、
九大生や先生方も見に来るため恥ずかしかっ
たが、
劇は大成功に終わり評判も良かった。
後に先生からは、
教師よりも役者になった方がいい
のではないか？と言われるほどだった。
４年生の秋、久留米附属中学校へ教育実習に行く。一緒に行ったのは女子９名、男子十数名。体
育会シーズンだったので、教育実習生のみでダンスをする。( みのり、朝露踏んで）ダンスが綺
麗なため、保護者はみんな校舎の２階から見ていた。
大学 3・4 年生の夏休みは、
ビリヤード場でアルバイトをしていた。
久留米大学や他の大学の
学生達がビリヤードをしに来ていたので、
その相手もしていた。
経営者家族と毎日ご飯を食べ
ていた。
◆仕

事

・どんな仕事に就いていましたか？
中学校の保健体育教師→20 年間。その後、技術家庭科へ変更。家庭科を教えていた。女子生徒
の体育も男性教師が教えていたが、国の制度が変わり女子生徒へは女性教師が教えるように
なったため、どこの中学でも女性体育教師が不足。赴任した学校では、中学３年生（16 学級）
を担当。男性教師はフォークダンスを教えられないため、フォークダンスを教えていた。
最初は大宰府の G 中学校へ赴任。太宰府天満宮の全ての行事に学校も参加。１月は『鷽かえ
鬼すべ』があり、氏子である男子生徒は全員参加。秋には『観月会』があり、和歌を詠む。大宰府
に住む中学生全員参加していた。翌年、F 市 O にある S 中学校へ異動。ここでは４年間勤務。
S 中学では当時フォークが盛んだった。その後、K 市 K 中（１年）→O 郡 O 中（４年）→K 市
K 中（10 年）→K 中（１年）→K 中（１年）→O 中（１年）→O 中（７年）→H 中（６年）、計 39 年
間勤める。K 中より、技術家庭科教師となる。
定年退職後は、新規採用の先生を指導することになり４年間勤務する。

・仕事を選んだ理由は？
師範学校を卒業し教員免許を取ったため、その流れで教師となる。

・教師生活の中で一番印象に残っている事は？
教員になった１年目の学校が一番思い出に残っている。太宰府天満宮の行事に参加
したり、色々楽しい出来事が思い出に残っている。
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◆恋

愛

・知り合った場所

ダンスホール。

・交際期間

約 1 年間。

・第一印象
あまり話さず、ご本人の周りを付きまとっていたので、
『この人何なんやろう？』と思って
いた。

・思い出
旦那さんはダンスがあまり上手ではなかったが、ご本人にずっと付いて回っていた。
一緒にいても旦那さんから話すことはなく、いつもご本人から話すことが多かった。
◆結

婚

・いつ結婚しましたか？

２１際の時。教員１年目。

・結婚後の思い出
休みの度に映画館へ。お互いに観たい映画が違ったので、映画館までは一緒に行き中に入る
と別々に好きな映画を観て、終わったらまた一緒に帰っていた。お互いにそれが楽だった。
旦那さんが若くしてパーキンソンに。なかなか病名がつかず病院を何件もまわって診ても
らい、最終的には久留米医大にてようやくパーキンソンと判明。その後、当時の主治医が大
野城市にて病院を開院したため入院する。
（島本病院）約 10 年間、毎日病院へ通って個人的
にリハビリをさせていた。旦那さんをリハビリさせていたところ、院長がそれを見て看護師
たちにも教えて欲しいとお願いされ、看護師たちにも教えた。と同時に他の患者さん達も一
緒にリハビリに参加するようになり、みんなで音楽をかけながらリハビリに励んでいた。
◆子ども

・子どもの人数

２人。長男、長女。

・子育て＆子どもとの思い出
口出しする事はほとんどなかった。失敗してそこから成長する事の方が大事という事を、自
分自身で分からせるために。
『あれをしなさい、これをしなさい。』と言った事もない。門限も
設けず、外に遊びに行っても子ども達の好きな時間に帰って来ていた。近所の人からも、
「お
宅は放し飼いやね。」と言われていた。
幼い頃から買い物に行かせていた。ある日、妹（長女）にリンゴを 300 円分買うようお使い
に行かせた所途中で兄（長男）と会い、リンゴを量より質にするか質より量にするかで兄に
説得され、そのおつりでお菓子を買い食べていたのを近所の人が目撃していた。兄が５年生
の時、１年生の妹に将来の事は自分達で決めようと話しているのを聞いて驚いた。
◆これからどう過ごしていきたいですか？
今、動物の殺処分反対など動物愛護協会に入り、活動をしている。
社会に対して、何か役に立つ事がしたい。
◆人生を振り返ってみてどうでしたか？
子どもの頃から動物が常に身近にいて可愛がっていた。
子どもの頃、近所の子ども達に対して親分肌だったので、その頃から教師の素質があった
ように思う。子どもの時の夢みたいなものは、外さなかったなと今感じている。
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◆あとがき
学生の頃は戦争中で物資がなく、筆記用具も満足に貰えなかった事から、いつも鉛筆の代わ
りに五寸釘を持っていました。
当時、貴重だった鉛筆は学校で使い、放課後に神社の境内で友達に勉強を教える時、五寸釘
を鉛筆の代わりに使い、地面に書いて教えていました。
その思い出が非常に印象深く、今でも記憶に残っているため
『一本の釘』というタイト
ルに決めました。

2020 年 2 月 22 日
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村崎

美子

