




          目次 

横浜からセレベス島マカッサルへ（貨物船の旅） 

 南の海に船出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 便乗者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 水洗便所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 金毘羅さん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 船の食事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 関門海峡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

 東支那海 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

 無事、高雄港に入る！ ・・・・・・・・・・・・・ 15 

 思い出の街 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

 アンボン上陸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 護衛艦 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

 マカッサルの街 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

  スケッチ   ・・・・・・・・・・・・・・・ 29-34 

 

アンボン物語 

 放送の準備 OK ・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 有線放送  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 空襲は日常茶飯事 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 我々の宿舎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

 音響増幅器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 テレマカシ バーニャ ・・・・・・・・・・・・・ 11 

 隣の兵隊たち ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

 豪州兵捕虜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

 ロケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 会社の先輩後輩 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

   スケッチ   ・・・・・・・・・・・・・・・ 24-26 

 

 

 

 



国際高等御下宿 

 「パビリアン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 切手帖  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 大きな坊や ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 白菜の漬物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

 デング熱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

 宮様！ 拝謁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

 敬礼、敬礼、敬礼！ ・・・・・・・・・・・・・・ 15 

    スケッチ   ・・・・・・・・・・・・・・・ 19-20 

 

山の要塞 

 マリノの山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 感電  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 水力発電所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 山の仙人たち ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 本物の将軍 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

 ライター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

 ブランデー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

 火焔木 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

 アリバイ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

 峠の茶屋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

 電波発射 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

   スケッチ   ・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

 

ニューギニアの一週間 

 バンダ海 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 草ボウボウの滑走路 ・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 感度ありっ！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 煙草一服の時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

 弁当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

 士官食堂 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

 銭湯のような風呂 ・・・・・・・・・・・・・・・ 16 



 トアールの一日 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

 俊寛 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

 果てしないジャングル ・・・・・・・・・・・・・ 26 

 警備隊本部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

 風と共に去りぬ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 

 ニューギニアの豪邸 ・・・・・・・・・・・・・・ 31 

 毒虫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

 冒険着陸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 

 『銀蠅』 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

 バボの一日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 

 ゴーストタウン ・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 

 将軍メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 

 トランプ占いの怪！ ・・・・・・・・・・・・・・ 48 

 大きな飛行艇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

 さらば ニューギニア！ ・・・・・・・・・・・・ 53 

 スコール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 

 『アンボンの兵隊は元気じゃのう！』 ・・・・・・ 57 

   スケッチ   ・・・・・・・・・・・・・・ 60-63 

 

敗戦前後 

 敵の暗号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 黒い馬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 匍匍前進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

 爆弾埋設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

 スパイ、スパイ、スパイ！ ・・・・・・・・・・・ 15 

 日本人退去！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

 占領軍現らわる ・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

 混血兵哀れ！ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 23 

 

敗戦後の逃避行 マロスからランガへ（セレベス島） 

～帆掛け船の旅～ 

 マロス脱出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 インドネシア独立の歌 ・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 メラ・プティの旗 ・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 



 プラウ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

 乗り遅れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

 疑心暗鬼 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

 槍の束 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

 夕暮れの河 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

 海賊 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

 海の上の朝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

 何もする事が無い ・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

 水洗便所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

 スコール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

 ブギスの海の男 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

 やっと上陸！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

 ジャンボ玉子焼 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 

   スケッチ   ・・・・・・・・・・・・・・ 42-46 

 

 著者略歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・巻末 

 





















































































































































































































































































































































































































































































































 

著者略歴 

 

大正元年（1913） 父の任地台湾新竹州にて生る。 

昭和 4年（1929） 福岡修猷館中学卒。（父母が神戸 

          御影在住の為「玄洋社」より通学） 

同年        官立無線講習所入学（現電通大）船舶通信技師を目

指す。 

昭和 8年（1933） 官立無線講習所卒。（漫画に興味を抱き昭和初期の東

京の様子を描き続ける） 

同年        国際電話㈱入社 台湾観音受信所勤務。 

昭和 13年（1938） 2月結婚。国際電話と日本無線合併 

          KDDとなり、KDD小野受信所（兵庫県） 

          へ転勤。 

昭和 17年（1942） 南方（マカッサル方面）へ会社より派遣。 

昭和 21年（1946） 南方より帰国。（南方で描いた絵は占領軍 

          に没収される） 国際電気㈱へ転職。 

「南方の記録」書き始む。 

昭和 51年（1976） 自由退職。 

平成 4年（1992） 没 

          酒を好み、反骨精神旺盛で系列を嫌い、あらゆる事

に興味を持ち、外出にはスケッチブックを必ず持参

した。 

スケッチ、油絵、ワープロ、フランス語（NHK講

座）、旅行と多趣味で亡くなる前まで散歩以外は机

に向かっていた。 

フランス語は読めるまでになり、10年の成果を喜

ぶ。 

生死を共にした友達と会うのを最大の楽しみとし

ていた。  
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