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２階　常設展示風景

１階　常設展示風景



読売理工医療福祉専門校（平成２５年５月１日) 岐阜県海津市立日清中学校（平成２５年５月２３日）

草苑保育専門学校（平成２５年５月２３日） 川崎市立川崎高校（平成２５年５月２９日）

陸上自衛隊衛生学校（平成２５年６月５日） 浦和ルーテル学院（平成２５年６月７日）

共立女子中学校（平成２５年６月７日） 沖縄県傷痍軍人会（平成２５年１０月１日）



岡山県傷痍軍人会（平成２５年１０月２日） 鹿児島県傷痍軍人会（平成２５年１０月２日）

新潟県傷痍軍人会（平成２５年１０月２日） 福岡県傷痍軍人会（平成２５年１０月２日）

桐朋女子中学校（平成２５年１１月８日） 関東学院大学（平成２５年１１月１０日）

学習院大学（平成２５年１１月２４日） 自衛隊横須賀病院（平成２６年３月２０日）
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ご あ い さ つ 

 

 しょうけい館（戦傷病者史料館）は、厚生労働省が戦傷病者に対する援護施策の一環として、

戦傷病者とその妻等が戦中・戦後に体験したさまざまな労苦や当時の想い等を後世代の人々に

末永く承継していくために開設した国の施設です。 

 平成２５年度も、当館では戦傷病者等が戦中・戦後に体験したさまざまな労苦等を更に多く

お伝えするため、様々な事業を実施してまいりました。本年度も多くの方々のご来館をいただ

き、戦傷病者等が体験した労苦等をご理解いただく機会をご提供できたと考えております。ま

た、２階常設展示の「ともにのりこえて」のコーナーでは、戦後の長きにわたる戦傷病者の「生

き方」について来館者からは「どんな困難に直面しても生きる気概をもつことの大切さが伝わ

ってくる」、「重い障害を負いながらも妻の支えを得ながら社会のさまざまな場面で一生懸命

に働き、生き抜いてきたことがよく分かる」など好評をいただいており、館の学校（教育）支

援施設の側面が評価されてきています。お陰様で当館の知名度も更に高まってきたものと考え

ています。 

 戦傷病者等が戦中・戦後に体験したさまざまな労苦等にかかる資料、情報の多くが散逸し、

人々の記憶からも忘れ去られようとしている今日にあって、こられの労苦等にかかる資料・情

報を収集、保存、展示し、後世代に伝えていこうとする当館の意義はますます大きくなってい

くものと確信いたしております。 

 ここに平成２５年度において当館が実施した事業をまとめましたので、ご高覧いただければ

幸甚に存じます。 

 なお、厚生労働省からの委託により当館の運営に当たっていた財団法人日本傷痍軍人会は会

員の高齢化により平成２５年１１月末日をもって解散いたしました。解散後の当館については、

株式会社ムラヤマが厚生労働省からの委託を受け、運営を継続しております。 

 関係各位には、これまでお寄せいただいたご支援・ご協力には衷心から感謝申し上げますと

ともに、引き続きご支援・ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

平成２６年１１月 

 しょうけい館 

 館長 奥野 義章 
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◆施設概要 

設立趣旨 

 しょうけい館は、厚生労働省が戦傷病者に対する援護施策の一環として、戦傷病

者とその妻等が戦中・戦後に体験したさまざまな労苦についての証言・歴史的資

料・書籍・情報を収集、保存、展示し、後世代の人々にその労苦を知る機会を提供

することを目的として平成１８年３月に設立した国立の施設である。 

 

館名 

 戦傷病者とその妻等の労苦を知り、語り継ぐという趣旨から「承継」と名付け、

子供から大人まで多くの人々に親しんでもらえるよう「しょうけい」の平仮名表記

にした。なお、館の性格を明らかにするものとして「戦傷病者史料館」という名称

を附記している。 

 

施設の概要 

（１）住  所  東京都千代田区九段南１－５－１３ ツカキスクエア 九段下 

（２）展示面積  ６９８㎡（１階３３８㎡ ２階３６０㎡） 

 

運営 

 平成２５年１１月３０日までは財団法人日本傷痍軍人会が、同年１２月１日から

は株式会社ムラヤマが、厚生労働省の委託を受けて、その運営に当たっている。 

 

◆事業内容 

展示事業 

 戦傷病者及びその妻等が体験した戦中・戦後の労苦を伝える資料を収集、保存し、

これを展示する。 

 

図書映像資料等閲覧事業 

 戦傷病者及びその妻等が体験した戦中・戦後の労苦に関する体験記・文献・独自

資料及び映像資料を収集し、これを閲覧に供する。 

 

関連情報提供事業 

 戦傷病者及びその妻等が体験した戦中・戦後の労苦にかかる当館が所蔵している

図書及び資料の内容についての情報を提供する。 

 また、内外の類似施設等の概要情報及び文献等の所在情報を提供する。 
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◆フロア構成 

 1 プロローグ

 2 戦争とその時代

 3 戦場での受傷病と治療

 4 野戦病院ジオラマ

 5 本国への搬送

 6 帰国後の労苦

 7 戦後の労苦

2F

 1 1F入口ファサード

 2 総合受付案内

 3 企画展示

 4 情報検索コーナー

 5 平和へのメッセージ

 6 証言映像シアター

 7 図書閲覧コーナー

1F
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平成２５年度主要事業 

 

平成２５年 

３月２０日～ ５月１２日   春の企画展 「戦中・戦後の戦病者～二度の除隊を経て

花森安治のあゆみ」を開催 

５月１４日～ ６月２３日   定期上映会 「夫婦二人三脚」を開催 

５月２４日          独立行政法人国立病院機構箱根病院から寄託されてい

た資料１０１０点を、寄託から寄贈へ切り替え 

６月             資料・図書の修復実施 

６月２１日          関係施設等連携会議（第４回）開催（於：昭和館） 

６月２５日～ ８月２５日   「新収録証言上映会」を開催 

７月１８日          平成２５年度第１回千代田区ミュージアム連絡会に出席

（於：千代田区立日比谷図書文化館） 

７月２０日～ ９月 １日   「夏休み３館めぐりスタンプラリー」を開催 

８月２７日～１１月３０日   定期上映会 「抑留生活と受傷病の苦労」を開催 

９月 ２日～ ９月 ６日   資料の燻蒸実施（於：館内１階） 

１１月 ６日         第１２回しょうけい館運営専門委員会開催 

（於：ＴＫＰスター会議室） 

１１月１５日         関係施設等連携会議（第５回）開催（於：昭和館） 

１１月３０日         財団法人日本傷痍軍人会解散 

１２月 １日         厚生労働省から委託を受け、株式会社ムラヤマが運営

開始 

１２月 １日～１２月２７日  定期上映会 「家族とともに」を開催 
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平成２６年 

１月 ５日～ ２月 ２日   定期上映会 「障害を克服して」を開催 

２月 ４日～ ３月２３日   定期上映会 「戦地での救護」を開催 

３月 ５日          平成２５年度第２回千代田区ミュージアム連絡会に出席

（於：千代田区立日比谷図書文化館） 

３月 ７日          第一回しょうけい館運営有識者会議開催（厚生労働省） 

（於：ホテルグランドパレス） 

３月１４日          春の企画展 「箱根療養所にて生涯を終えた戦傷病者」

のチラシ・ポスターを全国の関係機関に配布 

３月２６日～ ５月１１日   春の企画展 「箱根療養所にて生涯を終えた戦傷病者」

を開催 
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◆各事業 

Ⅰ 展示事業 

 展示事業では、戦傷病者及びその妻等が体験した戦中・戦後の労苦を後世代に伝える

実物資料等の展示を行うとともに、関連する資料を広く収集、保存を行っている。また、

戦傷病者等の様々な労苦を伝えるため多様な切り口による企画展や定期上映会等を開催

している。 

 

１ 常設展示 

（１）常設展示 

 当館の常設展示は、２階の常設展示室及び１階において、戦傷病者とその家族が戦中・

戦後に体験したさまざまな労苦や当時の想いなどを伝える実物資料の他、写真・ジオラ

マ・模型・図解・年表等を展示(※)している。 

 ２階の常設展示室については、ある兵士の足跡を辿る形で「プロローグ」「戦争とその

時代」「戦場での受傷病と治療」「野戦病院ジオラマ」「本国への送還」「帰還後の労苦」

「戦後の労苦」の各ゾーンで構成している。平成２２年２月に「戦後の労苦」ゾーンの

一部改修工事を行い、「戦後の労苦」ゾーンの「さまざまな戦後／さまざまな労苦」コー

ナーに「ともにのりこえて」のコーナーを増設した。このことにより、特に戦後の長き

にわたり、戦傷病者は妻等の支えにより重い障害を克服し、社会の様々な場面において

一生懸命頑張って働いてきた生き様や当時の想い等を更に紹介できるようにした。来館

者からは「どんな困難に直面しても生きる気概を持つことの大切さが伝わってくる」な

どの感想をいただいている。学習指導要領総則の大きな柱である児童・生徒の「生きる

力をはぐくむ」ことに関して、これら展示はその一助となっており、学校（教育）支援

施設としての側面が評価されつつある。その後も「本国への搬送」ゾーンで、昭和１６

年１１月から海軍特設病院船として海外からの戦傷病者の本国への搬送に活躍した「氷

川丸」（昭和５年、貨客船として就航）の模型（１／３００）を追加し、「めくり証言」

台の脇には椅子を、さらには、メモ書きしやすいようにテーブル付の椅子を各箇所に設

置するなど、来館者のご要望等を踏まえて利便性向上を図ってきた。 

 １階の常設展示については、「戦傷病者と援護のあゆみ」「作品に込めた労苦」「常設企

画展示」（水木しげる展）の各ゾーンで構成している。また、証言映像シアターでは当館

が制作した証言映像を上映している。 

 なお、常設展示では、これまで収集した資料のうち約２００点の資料を展示している。 
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《※資料展示の基本的考え方》 

 資料展示の基本的考え方は、①可能な限り当時使用されていた実物資料を多用することで、

それらの資料を通じて当時の戦傷病者等の労苦や想いを伝える。②戦傷病者の発生原因であ

る戦争について、戦傷病者の労苦を理解するために「時代背景」として扱うが、個別の歴史

事象にかかる資料の展示は行わない。③２階常設展示室については、戦傷病者等の労苦や想

いを来館者の目線で考え理解を促すように、４層構造の形式で展示している（各ゾーンにつ

いて、前面ガラス壁面には「ある兵士の辿った足跡」を追体験できるようなサイン、証言、

イメージ写真を展示する。証言ステージには実物資料、履歴、証言をセットで展示する。来

館者の理解を促すための情報として図・解説文を展示する。背景情報として時代背景や状況

の写真を展示する）。④展示資料のキャプションは寄贈者の証言を盛り込むなどして戦傷病

者の労苦をその言葉で伝えることとしている。 

  

       ともにのりこえて              箱根療養所 

 

（２）展示資料の入れ替え 

 長期間の展示による資料の劣化を避けるため、２階の常設展示室で展示している劣化

の激しい紙資料を中心に、入れ替えを行っている。 

 

２ 企画展の開催 

 当館では、戦傷病者とその妻等が体験した戦中・戦後のさまざまな労苦等を後世代に

伝えるため、常設展示とは違った視点や内容等による企画展を開催してきた。平成２５

年度の実施内容については次のとおりである。 

 

「春の企画展」 

タイトル  「箱根療養所にて生涯を終えた戦傷病者」 

開催期間  平成２６年３月２６日（水）～５月１１日（日） 

開催内容  箱根療養所は、戦争により手足を失い生活困難な傷病兵を収容した国

立の保護施設「廃兵院」が起源となります。後に「傷兵院」と改称さ

ともにのりこえて 箱根療養所
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れ、東京から小田原市に移転しました。名称は、傷兵院の一画に脊髄

損傷専門の「傷痍軍人箱根療養所」が併設されたことに始まります。

戦後は一般にも開放され、国立箱根療養所の建て替えで、戦傷病者専

用の施設として西病棟が設けられ、３８名が入所しました。療養所は

国立療養所箱根病院、独立行政法人国立病院機構箱根病院と改称され、

戦傷病者は平成８年には３床までに減少して一般病棟に収容され、西

病棟は閉鎖されました。平成２０年には戦傷病者そのものが不在とな

りました。 

      今回の企画展では、ご自宅に戻ることなく療養所で生涯を終えられた

方々がどのような生活を過ごしてきたのか、箱根療養所の変遷を踏ま

えつつ、その一端を資料で紹介しながら、証言映像とともに戦傷病者

が日々見続けていた書画類も紹介します。 

関連資料  東京傷兵院の概要、傷兵院落成移転式記念誌、入退所者移動状況綴、

言上書其他捧呈書類、処方録、病床日誌、ケース記録、療養日記、記

念写真、恩給に関する参考綴、回覧簿、会計簿（慰問金）、会計簿（基

金）、備忘録、集金帳（Ａ棟）、集金帳（Ｃ棟）、尺八、竹彫刻、「忠而

烈」「雪旦」「馬上の兵士」、絵葉書（娯楽室の一部）、「春輝寮」、目録、

命名伝達書、「風景」「軍事保護院総裁箱根療養所慰問」「傷兵院付近海

岸風景」「函嶺」、挨拶文、年賀状、近隣住宅建設綴、箱根式車椅子等、

約５０点 

証言映像  「箱根療養所」「温かい支援に支えられて」「受傷の労苦と葛藤を超え

て」「療養所は大きな家族」「ある生活：夫婦」「８人の傷痍軍人」（以

上、当館制作の証言映像） 

展示解説  当館学芸員によるフロアーレクチャーを実施した。 

来館者数  ２３,５６２人（当館入口に設置の「自動カウンター機器」による） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       企画展示風景                  展示解説 企画展示風景 展示解説
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３ 来館者対応 

（１）常設展示のパンフレットのリニューアル・配布 

 平成２５年度では、２階及び１階の常設展示のパンフレットの改訂版を作成して来館

者に配布した。また、英語版パンフレットの改訂版を作成して来館者に配布した。 

 

（２）学芸員等の展示解説 

 当館では展示解説のための学芸員等を常時配置していないが、常設展示等について、

来館者（団体、個人を問わず）から当館職員による説明の要望がある場合には、学芸員

等が適宜適切に対応した。また、企画展の会期中には、特別企画として予め日時を設定

し担当の学芸員が展示解説を行った。 

 

（３）音声ガイドの貸出 

 音声ガイド（日本語・英語の２種類）を総合案内受付カウンターに備え付けて、来館

者からの貸出要望に対応した。 

 

（４）「企画展」のパンフレット等の配布 

 平成２５年度に開催した「企画展」のパンフレットおよびチラシ、ハガキを配布した。 

 

（５）小・中学生用展示解説書の配布 

 小・中学生用展示解説書を、来館された小・中学生に配布した。 

 

（６）レファレンス・サービス 

 平成２５年度においても、来館された学生、研究者やマスコミ、類似施設等からの照

会に対して学芸員、司書が対応した（詳細はⅡ－１－（５）を参照）。 

 

４ 実物資料等の収集と保存 

（１）実物資料等の収集状況 

 平成２５年度末までに収集した実物資料等は以下の表の通りである。 

 

《実物資料等の収集状況表》                     単位：点 

 ～平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 累 計 

寄 贈  ８，７５７  １，００３  ６，６５１  １６，４１１ 

購 入    ４９１    ６０２     ２３   １，１１６ 

計  ９，２４８  １，６０５  ６，６７４  １７，５２７ 
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 平成２５年度は例年に比べ、寄贈点数が急激に増加している。（財）日本傷痍軍人会の

解散により、資料を国有財産化とする事となり、寄託を寄贈に切り替えた為である。 

 （財）日本傷痍軍人会の機関誌『日傷月刊』に資料寄贈のお願いを掲載したことによ

り、各関係団体から資料寄贈に関する多くの問い合わせを頂いた。また、当館からも各

関係団体へ寄贈のお願いをし、収集に努めた。 

 

《主な寄贈資料》 

廃兵證明記章、ＣＤ−Ｒ（愛媛県傷痍軍人会インタビュー）、恩賜の義肢（指）、油絵（日

本傷痍軍人会 野村総裁、蒲会長）、個別写真（日本傷痍軍人会黎明期）、額（タイ国退

役軍人会より日本傷痍軍人会へ贈られたもの）、会旗（日本傷痍軍人会及び同妻の会）、

パンフレット（群馬県傷痍軍人会解散大会）、戦傷失明杖（陸軍）、個別写真（京都府

宮津市傷痍軍人会会旗入魂式）、ジャンパー（石川県傷痍軍人会）、シベリア珪肺全国

協議会関係資料、絵画「金華丸」（水彩画／上田毅八郎氏作）、個別写真（花森安治氏

療養中）、茶箪笥（職業訓練にて作成）、門標（大日本傷痍軍人会）、腕章（長野県傷痍

軍人会）、摘出弾、受傷時の時計、『いたつきの声』（長野県傷痍軍人会会誌）、『岩傷報』

（岩手県傷痍軍人会会誌）、写真原版（箱根療養所）、退院廃兵名簿綴（東京廃兵院）

等 

 

《主な購入資料》 

石川県傷痍軍人会資料綴（昭和１２～２０年）、個別写真（義手・義足の傷痍軍人鍛錬

風景）、写真帳（上海陸軍病院）、写真帳（山代転地療養所）、写真帳（右眼負傷の傷痍

軍人）、写真帳（衛生兵）、写真帳（第一軍衛生部）、写真帳（満洲事変衛生勤務）、写

真帳（国立広島療養所）、写真帳（日本赤十字・東部西伯利派遣臨時救護班）等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （財）日本傷痍軍人会会旗          輸送船「金華丸」 

  

輸送船「金華丸」（財）日本傷痍軍人会会旗
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      長野県傷痍軍人会腕章            摘出砲弾 弾片 

 

（２）実物資料等の保存・管理 

① 資料の修復 

 平成２５年には、箱根病院より寄贈された絵画「雪旦」「風景」「百合」３点の修復を

実施した。また、平成２３年の東日本大震災により箱根病院寄贈の「人形」のガラスケ

ース（３点）が破損し、そのままでは保存出来なくなった為、木製の保管箱を製作した。 

② 倉庫借上げ 

 平成２０年度から、所蔵する寄贈等資料について、その増加等の理由により、温湿度

等が適確に管理されている美術品専門の保管倉庫を借り上げて保存・管理に努めている。 

 

５ 常設展示室等の管理 

（１）展示資料の交換等 

 展示している実物資料（特に紙資料）のうち、特に劣化が著しい資料については、定

期的に同様の資料と交換した。また、１階、２階の常設展示室は定期的に清掃作業を行

った。 

 

（２）温湿度の適正な管理 

 常設展示室等は、データロガーにより測定・記録し、その値の分析を行うなど、適正

な管理に努めた。 

 

 

 

 

  

摘出砲弾　弾片長野県傷痍軍人会腕章
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Ⅱ 図書映像資料等閲覧事業 

 図書映像資料等閲覧事業では、戦傷病者及びその妻等が体験した戦中・戦後の労苦に

関する体験記、文献、独自資料及び映像資料等を収集、保存し、閲覧に供している。これ

らの事業は１階の図書閲覧室、証言映像シアター及び情報検索コーナーで実施している。 

 

１ 図書閲覧室 

（１）図書文献の閲覧 

 １階図書閲覧室では、戦傷病者等の労苦について来館者の理解を促すため、戦傷病者

が記した体験記を中心に労苦に関係する図書、現在の身体障害者施策や医療施策等のベ

ースとなった当時の戦傷病者への軍陣医療の施策等を記した図書文献、戦争に関する基

本的図書文献等が閲覧できる。図書文献については、体験記、軍事保護、医療・衛生史、

恩給制度、部隊史、戦記、歴史などのジャンルに分類されている。これら図書文献につ

いては、館外貸出はできないが、図書閲覧室に配置してある図書検索端末機を使用して

図書文献情報を閲覧できる。また、館のホームページからも図書文献情報を閲覧できる。 

 １階貴重図書コーナーでは、資料保全のため利用者の協力を仰ぐべく掲示を行なった。

著作権法遵守・図書の保全・個人情報保護を目的として「コピー上の注意」をコピー機

横に掲示するとともに、閉架図書閲覧請求票の記載事項の見直しを行なった。 

 

（２）図書文献の収集状況 

 昨年度に引き続き、当館では、戦傷病者が記した体験記、回想録あるいは短歌、都道

府県傷痍軍人会の「年誌」、部隊史、医療・衛生史関係等文献や戦傷病者の援護関係文献

等を中心にして、一般来館者と専門研究者双方のニーズに対応できる特色ある図書文献

等の収集に努めてきた。 

 平成２５年度末までに収集した図書文献は累計で８，８８３冊である。その内訳につ

いては次の表のとおりである。 

 

《図書文献の収集状況表》                      単位：冊 

 ～平成２４年度 平成２５年度 累 計 備 考 

寄 贈  ５，５７１    ７４４  ６，３１５  

購 入  ２，３２１    ２４７  ２，５６８  

計  ７，８９２    ９９１  ８，８８３  
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Ⅱ 図書映像資料等閲覧事業 

 図書映像資料等閲覧事業では、戦傷病者及びその妻等が体験した戦中・戦後の労苦に

関する体験記、文献、独自資料及び映像資料等を収集、保存し、閲覧に供している。これ

らの事業は１階の図書閲覧室、証言映像シアター及び情報検索コーナーで実施している。 

 

１ 図書閲覧室 

（１）図書文献の閲覧 

 １階図書閲覧室では、戦傷病者等の労苦について来館者の理解を促すため、戦傷病者

が記した体験記を中心に労苦に関係する図書、現在の身体障害者施策や医療施策等のベ

ースとなった当時の戦傷病者への軍陣医療の施策等を記した図書文献、戦争に関する基

本的図書文献等が閲覧できる。図書文献については、体験記、軍事保護、医療・衛生史、

恩給制度、部隊史、戦記、歴史などのジャンルに分類されている。これら図書文献につ

いては、館外貸出はできないが、図書閲覧室に配置してある図書検索端末機を使用して

図書文献情報を閲覧できる。また、館のホームページからも図書文献情報を閲覧できる。 

 １階貴重図書コーナーでは、資料保全のため利用者の協力を仰ぐべく掲示を行なった。

著作権法遵守・図書の保全・個人情報保護を目的として「コピー上の注意」をコピー機

横に掲示するとともに、閉架図書閲覧請求票の記載事項の見直しを行なった。 

 

（２）図書文献の収集状況 

 昨年度に引き続き、当館では、戦傷病者が記した体験記、回想録あるいは短歌、都道

府県傷痍軍人会の「年誌」、部隊史、医療・衛生史関係等文献や戦傷病者の援護関係文献

等を中心にして、一般来館者と専門研究者双方のニーズに対応できる特色ある図書文献

等の収集に努めてきた。 

 平成２５年度末までに収集した図書文献は累計で８，８８３冊である。その内訳につ

いては次の表のとおりである。 

 

《図書文献の収集状況表》                      単位：冊 

 ～平成２４年度 平成２５年度 累 計 備 考 

寄 贈  ５，５７１    ７４４  ６，３１５  

購 入  ２，３２１    ２４７  ２，５６８  

計  ７，８９２    ９９１  ８，８８３  
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 平成２５年度に収集した主な図書文献は次のとおりである。 

 

《主な寄贈図書文献》 

『強運に恵まれて』『「シベリア珪肺」との闘い』『花森安治集』『戦傷病者特別援護法

制定 50 周年財団法人日本傷痍軍人会創立 60 周年記念式典及び解散式（写真集）』『お

きしょう 創刊号～最終号』『永遠の平和を願って』『復興明日への絆』『恩賜財團軍人

援護會例規集』『傷痍軍人軍属傷痍軍人妻戦後六十周年誌』『東北・北海道傷痍軍人会

同妻の会ブロック協議会』『日傷全国合同大会開催準備等経過概要』『市傷だより』『ふ

るさともとめて花いちもんめ』『援護事務の手引』『財団法人福島県傷痍軍人会の歩み』

『傷友』『未来へつなぐひめゆりの心』『武人の德操』『戦没した船と海員の資料館ニュ

ース』『全傷連ニュース「傷痕」』等 

 

《主な購入図書文献》 

『娘に語るお父さんの戦記』『水木しげるのラバウル戦記』『傷痍軍人讀本 軍人援護

ニ關スル勅語謹解（二）』『陸軍軍医学校防疫研究報告』『武器を持たぬ兵』、『傷痍軍人

體驗談』、『軍醫團雜誌』『陸軍獸醫團報』『凾嶺』創刊號、『再起の泉』創刊號、『戦時

輸送船団史』、『障害者はどう生きてきたか』改訂版、『昭和期「銃後」関係資料集成』

『復刻版『私設社会事業』『メリーランド大学所蔵プランゲ文庫展記念図録』等 

 

（３）図書文献の収蔵状況 

 １階図書閲覧室及び３階事務室内の書庫において収蔵している。開架図書については

１階図書閲覧室において、約５，０００冊を収蔵しており、体験記、回想録、援護関係

文献、医療・衛生史関係文献等を自由に閲覧できる。閉架図書については１階ガラスケ

ース（施錠）および３階書庫において約３，０００冊を収蔵しており、定期的な点検に

努めた。 

 

（４）特設コーナーの設置 

 企画展や証言映像シアタープログラムに合わせて、関連する図書等を中心にした特設

コーナーを設置した。 

 

（５）レファレンス・サービス 

 平成２５年度も、図書等閲覧事業の一環として、来館された学生、研究者、マスコミ

や類似施設等からの図書等についての照会に対応(※)した。なお、これらの照会に対し

ては「照会・調査票」を作成し情報として蓄積して、来館者等のニーズの把握に努める

とともに、事後の図書文献等の収集に役立てている。 
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《※照会・対応例》 

・「陸軍技術本部の活動内容について知りたい」には、『兵器技術教育百年史』を紹介。 

・「第十四師団の機銃中隊について知りたい」には、『陸軍主要部隊行動概要表』を紹介。 

・「恩給制度について調べたい」には、『恩給１２０年の歩み』等を紹介。 

・「軍医の軍装について調べたい」には、『陸軍軍醫學校五十年史』『西伯利出征寫真帖』『陸軍成規

類聚』『日本の軍装』『帝都軍装研究会年報９号・１０号』等を紹介。 

・「レイテ島の軍医について、具体的な症例があれば知りたい」には、『ミンダナオ島出陣記』『あヽ

セブ島』等の体験記と軍医たちの黙示録等を紹介。 

・「露営時の天幕の張り方を調べたい」には、『陸軍軍醫学校五十年史』『図解・日本陸軍 歩兵編］』

『日本陸軍便覧』等を紹介。 

・「戦傷病者に関わる美術関連の図書があれば閲覧したい」には、『詩と美術（創刊号）』等を紹介。 

 

（６）図書等の修復 

 傷みが甚だしく、保存・閲覧に供することが困難な図書・文書資料等８４点について、

修復と脱酸処理を実施した。 

 

２ 証言映像シアター 

（１）証言映像の制作等 

 当館が制作している証言映像は、戦傷病者とその妻等が実体験した様々な労苦を後世

代に伝えるものとして貴重な映像資料である。また、戦後６０年余の経過とともに記録・

記憶が風化していく中で戦傷病者等が実体験したこれら様々な労苦についての証言を映

像化して記録として保存していくことは重要である。 

 映像の内容については、主に戦地等での受傷病やその後の治療・療養の状況、帰還後

のリハビリの労苦、戦後における生活等の労苦、戦傷病者や支える妻等の想い、ともに

乗り越えてきた労苦人生等、戦中・戦後の戦傷病者等の労苦や当時の想いなどを伝える

映像構成となっている。また、これらの証言映像には、戦傷病者本人だけでなく、その

妻や子供など家族から見た戦傷病者の労苦を語る映像もあり、中国や南方、沖縄、小笠

原諸島などの各地の戦闘での受傷状況を語る映像の他、ハンセン病や脊髄損傷のために

戦後長く療養生活を送った戦傷病者やその妻の証言映像などもある。これら証言映像に

ついて、来館者からは「証言はとても重い」「戦傷病者とその妻等の労苦や想いが良く伝

わってくる」等、好評をいただいている。 

 平成２５年度においては、未編集であった初代館長の証言映像の再編集作業を行った。

なお、これまでに当館が収録した証言映像の数は１３８本である（参考資料「証言映像

制作状況」参照）。また、貸出用ＤＶＤに収録されている証言映像は１３５本である（「箱

根療養所」「武良茂の人生」「水木さんとともに歩んだ“ゲゲゲの女房”」は館内上映のみ）。 
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《※照会・対応例》 

・「陸軍技術本部の活動内容について知りたい」には、『兵器技術教育百年史』を紹介。 

・「第十四師団の機銃中隊について知りたい」には、『陸軍主要部隊行動概要表』を紹介。 

・「恩給制度について調べたい」には、『恩給１２０年の歩み』等を紹介。 

・「軍医の軍装について調べたい」には、『陸軍軍醫學校五十年史』『西伯利出征寫真帖』『陸軍成規

類聚』『日本の軍装』『帝都軍装研究会年報９号・１０号』等を紹介。 

・「レイテ島の軍医について、具体的な症例があれば知りたい」には、『ミンダナオ島出陣記』『あヽ

セブ島』等の体験記と軍医たちの黙示録等を紹介。 

・「露営時の天幕の張り方を調べたい」には、『陸軍軍醫学校五十年史』『図解・日本陸軍 歩兵編］』

『日本陸軍便覧』等を紹介。 

・「戦傷病者に関わる美術関連の図書があれば閲覧したい」には、『詩と美術（創刊号）』等を紹介。 

 

（６）図書等の修復 

 傷みが甚だしく、保存・閲覧に供することが困難な図書・文書資料等８４点について、

修復と脱酸処理を実施した。 

 

２ 証言映像シアター 

（１）証言映像の制作等 

 当館が制作している証言映像は、戦傷病者とその妻等が実体験した様々な労苦を後世

代に伝えるものとして貴重な映像資料である。また、戦後６０年余の経過とともに記録・

記憶が風化していく中で戦傷病者等が実体験したこれら様々な労苦についての証言を映

像化して記録として保存していくことは重要である。 

 映像の内容については、主に戦地等での受傷病やその後の治療・療養の状況、帰還後

のリハビリの労苦、戦後における生活等の労苦、戦傷病者や支える妻等の想い、ともに

乗り越えてきた労苦人生等、戦中・戦後の戦傷病者等の労苦や当時の想いなどを伝える

映像構成となっている。また、これらの証言映像には、戦傷病者本人だけでなく、その

妻や子供など家族から見た戦傷病者の労苦を語る映像もあり、中国や南方、沖縄、小笠

原諸島などの各地の戦闘での受傷状況を語る映像の他、ハンセン病や脊髄損傷のために

戦後長く療養生活を送った戦傷病者やその妻の証言映像などもある。これら証言映像に

ついて、来館者からは「証言はとても重い」「戦傷病者とその妻等の労苦や想いが良く伝

わってくる」等、好評をいただいている。 

 平成２５年度においては、未編集であった初代館長の証言映像の再編集作業を行った。

なお、これまでに当館が収録した証言映像の数は１３８本である（参考資料「証言映像

制作状況」参照）。また、貸出用ＤＶＤに収録されている証言映像は１３５本である（「箱

根療養所」「武良茂の人生」「水木さんとともに歩んだ“ゲゲゲの女房”」は館内上映のみ）。 
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（２）証言映像の上映 

 証言映像は、企画展や企画上映会において関連する証言映像の上映の他、新規制作し

た証言映像に特化した上映会やテーマ別の定期上映会等、証言映像シアターで毎日上映

した。 

 

・「夫婦二人三脚」      平成２５年５月１４日（火）～ ６月２３日（日） 

上映タイトル       「妻に支えられて六十余年」「『再起奉公』痛みと葛藤を超えて」

「砲弾の破片を胸に抱えて」「支え合いともに歩む」「二人三脚 

 の人生～後遺症で苦しんだ半世紀～」「癒えない傷に耐えて」 

 

・「新収録証言映像上映会」  平成２５年６月２５日（火）～ ８月２５日（日） 

上映タイトル       「戦傷病者のあゆみと傷痍軍人会」「負傷した者同士で支えあ

った半世紀」「救護看護婦そして妻として全力で生きた人生」 

             「戦友をみとり、鎮魂に生きる」「練習機「赤トンボ」の特攻

隊」「憲兵から捕虜となって」「駆逐艦「雪風」で負傷して」 

 

・「抑留生活と受傷病の苦労」 平成２５年８月２７日（火）～１０月１４日（月） 

上映タイトル（前期）   「シベリア珪肺～今も続く後遺症」「シベリア珪肺を抱えなが

ら」「抑留中に右手を失って」「極寒と酷暑ので」「シベリア抑

留、そして結核…」「シベリア珪肺の苦しみ」 

 

「抑留生活と受傷病の苦労」 平成２５年１０月１６日（水）～１１月３０日（土） 

上映タイトル（後期）   「シベリア珪肺～今も続く後遺症～」「熱砂の抑留生活」「脊椎

挫傷でも松葉杖で歩けるように」「抑留中に右手を失って」「失

明の恐怖とシベリア抑留」「憲兵から捕虜となって」 

 

・「家族とともに」      平成２５年１２月１日（日）～１２月２７日（金） 

上映タイトル       「父のまなざし」「障害を超えたおおらかさ」「二人三脚で六十

年余り」「戦病者として生きる」「シベリア抑留、そして結核

…それを支えた妻」「ともに歩みしいばらの道」「二人で一人 

傷痍軍人の妻として」「傷痍軍人の妻として（妻二人の証言）」 
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・「障害を克服して」     平成２６年１月５日（日）～２月２日（日） 

上映タイトル       「義足で、田んぼでも畑でも働いた」「厳しい訓練も今となれ

ば」「海軍少年電測兵１５歳の受傷」「利き腕の障害を乗り越

えて」「負けてたまるか！」「親指が支えた人生」「遠くなって

しまった傷心の日々」「言葉に出せなかった母への感謝」「働

くために義手を」 

 

・「戦地での救護」      平成２６年２月４日（火）～３月２３日（日） 

上映タイトル       「衛生兵の受傷」「衛生兵のビルマ戦線」「インパール作戦の最

前線で」「衛生兵ゆえの感染」「ひめゆりの悲劇」「飢え マラ

リア 受傷」 

 

 なお、情報検索コーナーの検索端末機を使用しても視聴することができる。 

 

（３）証言映像ＤＶＤの貸出 

 当館は、事業普及の一環として、団体に対してＤＶＤの無料貸出を行っている。現段

階では貸出についての周知もまだ不十分ではあるが、企画展や企画上映会のチラシ､当館

ホームページなどにより積極的に宣伝してきた。今後も、ＤＶＤの無料貸出について周

知徹底していくこととする。 

 なお、これまでの貸出状況から、中・高校では修学旅行等の事前学習で、大学では講

義で、老人福祉施設等では利用者のリハビリ等のために、それぞれ活用されている。 

 平成２５年度のＤＶＤ貸出件数については、各種団体７件（１９本）であった。 

 他にマスコミ関係の取材協力および資料提供として、７件（２８本）の貸出をした。 
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Ⅲ 関連情報提供事業 

 関連情報提供事業では、戦傷病者とその妻等が体験した戦中・戦後の労苦にかかる館

所蔵の実物資料や図書文献資料等の内容についての情報を提供するとともに、内外の類

似施設等の概要及び文献等にかかる情報について提供することとしている。 

 平成２５年度末現在において、館所蔵の実物資料等にかかる情報については１階の情

報検索コーナーで、また、図書文献情報については同階の図書検索コーナーで提供して

いる。また、国内の類似施設の概要情報及び館の最新情報等については館ホームページ

で提供している。 

 なお、平成２２年度から上記の情報検索コーナーは、図書検索コーナーを設置してい

るスペースに移設している。 

 

１ 情報検索コーナー 

 １階情報検索コーナーでは、館所蔵の実物資料情報の他、戦傷病者の記録情報及び証

言映像情報をデータベース化して提供している。開館以降これまで、団体の来館者の増

加に伴い、平成２０年度から専用検索端末機を３台から４台にするとともに椅子も増設

し、また、全ての専用検索端末機にヘッドホンを取付けするなどして、利用者の利便を

図っているところである。 

 

    

情報検索風景           検索端末画面 

 

（１）実物資料情報の提供 

 提供している情報は、「資料名」「寄贈者氏名」「戦傷病者氏名」「関係年代」「資料情報」

「実物資料の写真」等である。 

 また、寄贈された実物資料のうち、常設展示等で公開していない資料の寄贈者（来館

者）から保管状況等の照会があった場合には、その情報を提供して保管状況等を説明す

るなどにも活用している。 

Ⅲ 関連情報提供事業 

  関連情報提供事業では、戦傷病者とその妻等が体験した戦中・戦後の労苦にかかる館所 

蔵の実物資料等や図書文献資料の内容についての情報を提供するとともに、内外の類似施 

設等の概要及び文献等にかかる情報について提供することとしている。 

平成２４年度末現在において、館所蔵の実物資料等にかかる情報については１階の情報 

検索コーナで、また、図書文献情報については同階の図書検索コーナーで提供している。

また、国内の類似施設の概要情報及び館の最新情報等については館ホームページで提供し

ている。 

 なお、平成２２年度から上記の情報検索コーナーは、図書検索コーナーを設置している

スペースに移設している。 

１ 情報検索コーナー 

１階情報検索コーナーでは、館所蔵の実物資料情報の他、戦傷病者の記録情報及び証言 

映像情報をデータベース化して提供している。開館以降これまで、団体の来館者の増加に

伴い、平成２０年度から専用検索端末機を３台から４台にするとともに椅子も増設し、ま

た、全ての専用検索端末機にヘッドホーンを取付けするなどして、利用者の利便を図った。

検索端末画面 

（１）実物資料情報の提供 

提供している情報は、「資料名」、「寄贈者氏名」、「戦傷病者氏名」、「関係年代」、「資料 

情報」、「実物資料の写真」等である。 

  また、寄贈された実物資料のうち、常設展示等で公開していない資料の寄贈者（来館 

者）から保管状況等の照会があった場合には、その情報を提供して保管状況等を説明する

などにも活用しているところである。

   なお、平成２４年度末現在、提供している実物資料（写真を含む）の情報数については、 

８，０７３点分である。未提供の資料情報については整理中であり、それが済み次第デー 

検索端末画面 情報検索風景
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 平成２５年度末現在、提供している実物資料の情報数は、１１，９６１点である。未

提供の資料情報については整理中であり、整理・考証が済み次第データ入力を行い、随

時提供していく予定である。 

 

《情報の検索手順》 

 館所蔵の実物資料情報は「分類表」「寄贈者名」「資料名」「フリーワード」により検索

ができるようになっている。例えば「寄贈者名」から寄贈資料情報を検索する場合、「寄

贈者名」をタッチし、次の「氏名入力画面」で「氏名入力」をすると、当該寄贈者が寄

贈した「資料一覧表」画面が表示され、「個々の資料項目」をタッチすると、それぞれ「資

料名」「寄贈者氏名」、「戦傷病者氏名」「関係年代」「資料情報」と「写真」が閲覧できる。

また、実物資料情報データベースは「戦傷病者の記録」情報のデータベースとリンクし

ているので、実物資料情報の画面から「戦傷病者の記録」情報の画面にアクセスするこ

とができる｡ 

 

（２）戦傷病者の記録情報の提供 

 戦傷病者個々人の記録が全く残されていない現状に鑑みて、当館では戦傷病者本人あ

るいはその家族から寄せられた戦傷病者個々人の記録をデータベース化し、来館者にそ

れらの情報を提供していく作業を続けている。この作業については、対象となる戦傷病

者自身の高齢化、あるいは既に亡くなられていることなどいくつかの困難を伴うが、将

来できるだけ多くの戦傷病者個々人の記録を残していきたいと考えている。 

 平成２５年度末現在、提供している戦傷病者の記録情報は、寄せられた情報を精査す

るなどして４７７人の戦傷病者について、「戦傷病者本人氏名（及び妻の氏名）」「生没年」

「出身地」「入営年月日」「受傷病年月日」「受傷病地」「受傷病部位」「元の身分」の情報

を提供している。また、データ登録されている戦傷病者に関連する寄贈資料、体験記や

証言映像が当館に収蔵されている場合には、それぞれのデータベースにリンクしている

ので、併せて検索・閲覧することができる。 

 今後も引き続き、資料を寄贈された戦傷病者、来館された戦傷病者や都道府県傷痍軍

人会などから紹介された戦傷病者について、これら記録情報の収集に鋭意努めていきた

いと考えている。 

 

《情報の検索手順》 

 館所蔵の戦傷病者の記録情報は「人名」「受傷部位」「受傷地」「出身地」により検索で

きる。例えば、戦傷病者氏名が判明している場合には、「人名」をタッチし、次の「氏名

入力」面面で「氏名入力」すると、次画面にその戦傷病者に係る「戦傷病者情報」画面

により「氏名（妻氏名）」「生没年」「出身地」「入隊年月日」「受傷年月日」「受傷地」「受
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傷部位」等を閲覧できる。また、戦傷病者の記録情報データベースは実物資料情報デー

タベースとリンクしているので、戦傷病者の記録情報の画面から当該戦傷病者から寄贈

された実物資料情報の画面にアクセスできる。更には、閲覧したい証言映像の検索画面

にもアクセスすることができる。実際に証言映像を閲覧する場合には、トップ画面に戻

り、次の（３）の手順により検索する。 

 

（３）証言映像情報の提供 

 平成２５年度末までに収録した１３８本の証言映像については、来館者が任意に検索

した証言映像情報を提供している。 

 平成２４年度からは、館ホームページでも当該証言映像情報を提供している。 

 なお、平成１９年度からは端末機が全てヘッドホン対応になった。来館者が気軽に視

聴できることから好評であり、１時間程度を費やして視聴する来館者が多い。 

 

《情報の検索手順》 

 証言映像の情報は、「人名」「タイトル」「受傷部位」及び「受傷地」により検索できる｡

例えば、証言者名が判明していれば、「人名」項目をタッチし次の「氏名入力」画面で「氏

名入力」をすると、次画面にその証言者の「証言者氏名」「証言映像タイトル」「受傷地」

「受傷部位」情報が表示される。視聴したい「タイトル」項目をタッチすると当該証言

映像を視聴できる。 

 

２ 図書検索コーナー 

 １階図書検索コーナーでは、館所蔵の図書文献情報をデータベース化して２台の専用

端末機により提供している。 

  

ホームページ図書検索画面          １階図書検索コーナー 

図書雑誌検索画面 

 

（３）証言映像情報の提供 

平成２４年度末までに収録した１３６本の証言映像について、来館者が任意に検索した

証言映像情報を提供している。また、２４年度からは、館ホームページからも当該証言映

像情報を提供している。 

なお、平成１９年度からは端末機が全てヘッドホーン対応になった。来館者が気軽に視

聴できることから好評であり、１時間程度を費やして視聴する来館者が多い。 

《情報の検索手順》 

証言映像の情報は、「人名」、「タイトル」、「受傷部位」及び「受傷地」により検索でき 

る｡ 例えば、証言者名が判明していれば、「人名」項目をタッチし次の「氏名入力」画面

で「氏名入力」をすると、次画面にその証言者の「証言者氏名」、「証言映像タイトル」、「受

傷地」、「受傷部位」情報が出力される。視聴したい「タイトル」項目をタッチすると当該

証言映像を視聴できる。 

２ 図書検索コーナー 

 1階図書検索コーナーでは、館所蔵の図書文献情報をデータベース化して２台の専用端 

末機により提供している。また、２３年度からは図書文献情報を館ホームページからも検

索が可能になっている。 

図書雑誌検索画面 

《図書文献情報の提供》 

提供している図書文献情報は、「書名」、「著者名」、「出版者」、「出版年」、「配架場所」､ 

「請求記号」（日本十進分類法に基づく記号番号で閲覧請求等の際に使用されるもの）で

あり、図書文献の目次や本文までは提供していない。所蔵の有無、所蔵されている場合の

配架場所を確認できる情報である。平成２３年度からは館ホームページからも当該所蔵図

書文献情報を提供している。 

平成２０年度において、『戦史叢書』（１０２巻）及び『陸軍･海軍部隊略歴』情報をデ

ータ入力して当該情報を提供できるようになったが、研究者などの利用が目立っている。

ホームページ図書検索画面 図書雑誌検索画面
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《図書文献情報の提供》 

 提供している図書文献情報は、「書名」「著者名」「出版者」「出版年」「配架場所」「請

求記号」（日本十進分類法に基づく記号番号で閲覧請求等の際に使用されるもの）であり、

図書文献の目次や本文までは提供していない。所蔵の有無、所蔵されている場合の配架

場所を確認できる情報である。平成２３年度からは館ホームページでも館所蔵図書文献

情報を提供している。 

 平成２５年度末現在、提供している図書文献の情報数は、６，７４２冊の情報である。 

 

《情報の検索手順》 

 「書名」「著者名」「出版者」「出版年」のいずれかをタッチパネルを使用し入力して検

索する方法と、館所蔵の図書文献が「歴史」「戦記」「部隊史」「医療・衛生史」「軍事保

護・傷痍軍人会」「恩給制度」「体験記」「近代文学」の各ジャンルにしたがって配架して

いることから、同様のジャンルから当該項目をタッチして検索する２通りの方法がある。

例えば、『日本傷痍軍人会拾五年史』という「書名」が判明していれば、「書名」を入力

すると、検索結果画面が表示され、「書名」「著者名」「出版者」「出版年」「詳細」の各項

目が閲覧でき、「詳細」項目をタッチすると更に「請求記号」「配架場所」「登録番号」情

報が閲覧できる。ジャンルから同書を検索しようとすれば、「軍人保護・傷痍軍人会」項

目をタッチすると検索結果画面から、関連する図書文献が表示されるので、その中から

『日本傷痍軍人会拾五年史』項目をタッチすれば、前述の情報が閲覧できる。 

 平成２０年度にデータ入力した『戦史叢書』『陸軍･海軍部隊略歴』については、図書

雑誌検索トップ画面の「戦史叢書」をタッチすることで「戦史叢書」（目次選択）、「陸･

海軍部隊略歴」（部隊名）、「総合検索」(戦史叢書、陸軍・海軍部隊略歴)の各項目から検

索したい情報を閲覧できる。 

 

３ 館ホームページ 

 館ホームページでは、館紹介情報、企画展等の最新情報の他、館所蔵図書文献の一覧

情報を随時提供している他、館ホームページにリンクされている類似施設等の概要情報

も閲覧できる。 

 当館としては、ホームページは日常的に館の事業紹介等を行うことができる重要な手段

であることから、利用者のアクセス解析やニーズを踏まえてこれまで毎年度改善等を図っ

ており、特に平成２１年度及び２２年度においては大規模なリニューアルを図った。 

 その他、アクセス解析の分析結果を踏まえて、①トップ画面を改修して利用しやすく

した｡②館の最新情報を提供するため毎月「館だより」を更新した。③来館者の要望を踏

まえ、外部から館ホームページにアクセスして、館所蔵の証言映像を検索することで、

どのような証言映像を所蔵・視聴できるのか確認出来るようにした。また、④館所蔵の
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図書についても証言映像と同様に、検索図書の所蔵の有無、収蔵図書の配架場所等を確

認出来るようにした。⑤証言映像の団体への無料貸出しの促進を図るため説明書を充実

するなど、機能面を充実・強化するため、種々改善を図っている。 

 類似施設の概要情報については平成２５年度末現在、６８か所の類似施設とリンクし

ており、当該類似施設の概要情報を閲覧できるようになっている。 

 なお、平成２６年３月までのホームページへのアクセス回数の累計は５６８,２８８件

（平成２５年３月までは５３６，８１４件）となっており、増加傾向の状況にある。 

 

４ 館内情報システムの運用管理 

（１）システム運用管理 

 来館者に対しては、上記１及び２に記載した当館所蔵の実物資料等情報について、当

館にて整理・考証の済んだ情報をデータベース化して提供している。提供する情報につ

いては、来館者が検索して、選択したものを閲覧する形式をとっている。 

 １階の情報検索コーナー及び図書検索コーナーに設置してある専用検索端末機の操作

は、画面の案内にしたがって画面を指で触れてゆくだけで必要な情報が表示されるタッ

チパネル方式を採用していることから特に高齢の利用者には好評を得ている。 

 システムの保守サポートは月１回、サーバーの運用については、基本的には自動運転

を行い、毎日１回データの更新と当該データのバックアップを行うとともに、年４回全

データのバックアップを行っている。２重のバックアップ体制をとり、データの保全に

ついては万全の対策を講じている。 

 

（２）データベース構築・運用管理  

 来館者閲覧用及び記録資料のデジタル化により、次に記載した情報についてデータベ

ースを構築して稼働している（平成１９年度は、④館制作証言映像情報のデータベース

化が図られ、システム改修も行った）。 

① 館収蔵実物資料情報 

② 館収蔵戦傷病者の記録情報 

③ 館収蔵図書文献情報 

④ 館制作証言映像情報 

 

（３）ホームページ運用管理 

 ホームページでは、館の概要、各事業の紹介及び企画展の開催案内等を行い、常に館

のＰＲに努めている。内容の更新については原則月１回の更新の他、必要に応じて随時

更新を行っている。 
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Ⅳ 普及広報等事業 

１ 広報活動 

（１）ホームページによる最新情報の提供 

 平成２５年度もトップ画面を改修し利便性を高めるとともに、「館だより」では、館の

最新情報を毎月更新した。また、来館者の要望を踏まえ、外部からホームページにアク

セスして、館収蔵の証言映像や図書について検索できるようにした。また、証言映像の

団体への無料貸出し促進を図るため説明書を充実するなど、機能の充実・強化を図りな

がら館の紹介、最新情報の提供等に努めた。 

 

（２）企画展のポスター等の配布 

 「春の企画展」（平成２６年３月～５月開催）では、開催趣旨及び企画展の内容の周知

を図るため、ポスター、チラシ、はがきを作成して、既来館者、既来館校をはじめ、国

の関係行政機関、都道府県及び市（区）町村（援護担当部署）、都道府県傷痍軍人会及び

妻の会、博物館・歴史資料館・文書館、関連類似施設、中学校・高校・大学、図書館、

大学研究機関、旅行会社修学旅行担当部署、マスコミ各社等に対し配布した。また、展

示解説のパンフレット（Ａ４版）を来館者等に配布した。 

 

（３）館年報の配布 

 平成２４年度年報（第７号）は平成２５年９月発行、全国の関係機関等に配布した。 

 

（４）関係団体「機関紙」等への記事投稿 

 （財）日本傷痍軍人会の月刊紙「日傷月刊」は４月１日号から１１月１日号（最終刊）

まで毎月、その２面の「しょうけい館通信」欄（１頁分）に館の事業や所蔵資料等の紹

介記事を投稿して紹介に努めた。また（財）日本遺族会の月刊紙「日本遺族通信」には

機会ある毎に紹介記事を投稿して紹介に努めた。この他、「広報千代田」（１２回）に企

画展および証言映像プログラムの紹介記事等の掲載を依頼した。 

 

（５）関係機関等との連携 

① 千代田区ミュージアム連絡会との連携 

 年２回開催の千代田区ミュ－ジアム連絡会（２５施設が参加）に参加して情報交

換、館の紹介に努めた。 

② 「関係施設等連携会議」との連携 

 昭和館、平和祈念展示資料館及び当館による「関係施設等連携会議」に参加し、

３館の連携等についての協議の他、当館の紹介に努めた。 



23

23 

２ 新聞報道等 

 館の紹介報道としては、平成２５年１２月１２日ＮＨＫ「おはよう日本」にて戦傷病

者である上田毅八郎氏から寄贈された水彩画の輸送船が紹介された。 

 

 また、直接の館の紹介ではないが、平成２５年１１月３０日の（財）日本傷痍軍人会

の解散については、各種のメディアにおいて多くの報道がなされている。 

 

 

 

 

 

朝日新聞 平成２５年１２月１日 

 その他、読売新聞石川版８月１０日、日経新聞９月８日、徳島新聞１０月２５日、山

形新聞１０月２９日、大分合同新聞１１月６日、愛媛新聞１１月７日、北國新聞１１月

２２日、朝日新聞１２月８日等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京新聞 平成２６年３月１４日 

 

ＮＨＫ ＥＴＶ特集「戦傷病者の長い戦後」３月１５日２３：００～（他数回放映） 

 

  

東京新聞　平成26年3月14日

朝日新聞　平成25年12月1日
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Ⅴ しょうけい館運営専門委員会の開催 

 

１ しょうけい館運営専門委員会 

 しょうけい館では、館の事業計画の策定、事業の運営等にあたっては、（財）日本傷痍

軍人会会長の諮問機関である「しょうけい館運営専門委員会」を開催して同委員会の意

見等を踏まえ、事業の充実推進を図ってきた。 

 

２ しょうけい館運営専門委員会等の委員 

 しょうけい館運営専門委員会の委員は次のとおりである（順不同。敬称略。平成２５

年１１月末現在）。 

委員長  福田孝雄   川崎医療福祉大学教授 

委 員  鈴木 淳   東京大学教授 

委 員  原  剛   防衛研究所戦史部客員研究員 

委 員  杉本隆一   昭和館学芸部長  

委 員  堀野政則   日本赤十字社 参与 

委 員  佐藤俊一   元豊島区立千川中学校教諭 

 

３ しょうけい館運営専門委員会の開催状況 

 平成２５年度は、第１２回館運営専門委員会を１１月６日に開催した。 

 なお、第１２回館運営専門委員会の各議題については次のとおりであり、それぞれ審

議の上、了承された。提案された意見等については、速やかに検討した上、運営に反映

することとした。 

 

 <第１２回しょうけい館運営専門委員会> 

（議題） ① 平成２５年度（４月－９月）しょうけい館事業報告 

② しょうけい館の運営委託先の公募結果について（報告） 
③ （株）ムラヤマとの業務引継ぎの状況報告について 
④ その他 
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■ プロローグ

背景写真 仙台陸軍幼年学校生徒の行進 昭和 19（1944）年
3 月

梅本忠男撮影／立命館
大学国際平和ミュージ
アム提供

■ 軍人と徴兵制

展示資料 表彰状（南野万吉）・表彰状（南野壽惠）・
表彰記事『朝日新聞』大阪版 大阪府 南野　万吉

背景写真 1943 年 3 月の徴兵検査 昭和 18（1943）年
3 月１日

梅本忠男撮影／立命館
大学国際平和ミュージ
アム提供

■ 入　営

展示資料

現役兵證書 愛知県 重永　始

第二補充兵證書 新潟県 佐藤　正七郎

入営銭別受取帳・祝入営の幟（のぼり） 大阪府 下門　正一

お守り 栃木県
干場　繁雄

＊証言「残しておきたい記録」（『報告書』210 頁）

お守り 広島県 時原　正明

背景写真
（キャプションなし） （年代不詳） 毎日新聞社提供
着物や青年団服を脱いで憧れの軍服に
着換える

昭和 10（1935）年
12 月 毎日新聞社提供

ガラス壁面
写真 現役兵として入営出発の時の記念写真 昭和 15（1940）年

12 月 1 日 長野県　牛山俊文

■ 出　征

展示資料

應召行動予定表・遺髪（爪）・遺言・
貯金通帳（封筒のみ） 岐阜県 土岐　きぬ子

お守り 大分県 岩尾　吉明

千人針（帽子） 大阪府 田中　義文

奉公袋・軍隊手牒（陸軍） 山梨県 長田　明

奉公袋 大阪府 樋口　三郎

履歴表（海軍） 岡山県 佐藤　勇

壁面展示
資料

出征時の答辞 埼玉県 森島　貞子

入隊證明書（現役兵） 三重県 豊田　豊

背景写真

日中戦争　出征兵士が母と最後の別れ 昭和13（1938）年6月 毎日新聞社提供

日中戦争　家族らの見送りをうけ出征・
京都

昭和 13（1938）年
9 月 毎日新聞社提供

ガラス壁面
写真 渡満出発桃山駅で見送人 昭和 9（1934）年 三重県　中井弘三

展示資料一覧
平成２６年 3月末現在

＜ 2 階展示資料＞
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柱面写真 昭和八（一九三三）年九月二十日大阪
港より戦地へ

昭和 8（1933）年
9 月 20 日 毎日新聞社提供

展示資料

略帽 東京都 加藤　房子　

軍衣 福島県 遠藤　きくみ

軍袴 愛知県 田中　成雄

巻脚絆、飯盒、水筒 岐阜県 富松　實

編上靴 岩手県 浅沼　徳藏

■ 戦地での生活

展示資料

日記 岐阜県 土岐　きぬ子

慰問袋 岐阜県 近田　満子

写真「慰問袋に喜ぶ兵士たち」 山口県 平田　ツネ

軍事郵便葉書（笠井正夫→三重子） 兵庫県 笠井　三重子
出征記念写真・軍事郵便（近藤吉次朗
→智恵子・健治） 北海道 近藤　健治

軍馬の給水袋・軍馬の給餌袋・軍事郵
便葉書（南野万吉→乙松・壽惠） 大阪府 南野　万吉

写真「上海にて」～軍馬と兵士・上海
の山田部隊野戦蹄鉄場

昭和 12（1937）年
10 月 16 日 毎日新聞社提供

軍事郵便葉書（未使用） 岩手県 千葉　ナミ子

軍事郵便葉書（岡田律雄→歌子） 山口県 岡田　歌子

ヤシの実の水筒 沖縄県 比屋根　和宏

飯盒（はんごう） 愛媛県 亀岡　房芳

軍事郵便葉書（片畑孝→敦子・禮子） 和歌山県 片畑　孝

ガラス壁面
写真

日中戦争　日本軍は 1 号作戦を開始。
中国・河南省　新黄河を渡河して進撃
する日本軍砲兵隊

昭和 19（1944）年
5 月 18 日 毎日新聞社提供

めくり式
証言台

（戦地での
生活）

「敵前で身体を停止」（『報告書』63 頁） 山梨県 雨宮　育朗

「お前の家に牛がいたか（『報告書』196 頁） 京都府 米田　幸作

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267 頁） 和歌山県 道北　澄子

「生きる」（『報告書』284 頁） 山口県 梅田　藤義

「隻眼となって」（『体験記録』118 頁） 埼玉県 加藤　菊次

■ 受　傷

展示資料

日章旗・千人針・南寧占領の新聞記事 大阪府 松本　ヤスヱ

軍事郵便葉書（芦田又平→笠井三重子） 兵庫県 笠井　三重子
摘出弾・受傷時の戦況図（壁面展示）
＊証言「二度の負傷」（『報告書』70 頁） 埼玉県 田島　一衛                                   

摘出弾・受傷時に停止した腕時計・
被弾した小冊子＊証言「戦争の傷痕」

（『報告書』121 頁）
岐阜県 中川　幹夫

事実證明書（難聴）・従軍證明書・事実
證明書（マラリア） 栃木県 坂本　吉之助

戦場スケッチ（小名木二郎　画） 福島県 熊坂　ヨス
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展示資料

摘出弾 広島県 森本　竹一

診断書
広島県 藤谷　民男

＊証言「妻に感謝」（『体験記録』402 頁）

履歴表（海軍） 大分県 安東　次雄

背景写真

トーチカ攻撃で負傷
戦友に助けられる兵士

昭和 12（1937）年
9 月 30 日 毎日新聞社提供

マリアナ沖海戦
空から猛爆を受ける戦艦武蔵

昭和 19（1944）年
10 月 毎日新聞社提供

ガラス壁面
写真

浙贛作戦の一環として浙江省東部に展
開された戦闘

昭和 17（1942）年
5 月 15 日 毎日新聞社提供

日中戦争・負傷した戦友を背負って徐
州作戦

昭和 13（1938）年
6 月 毎日新聞社提供

シンボル展
示資料

軍帽 新潟県 小田島　さと

受傷時のメガネ 三重県 寺邊　作夫

煙草ケース 広島県 根本　信枝

牛革製カバン 福井県 村内　甚之助

軍長靴 千葉県 福居　武彦

展示資料 制服・制帽 東京都 日本赤十字看護大学

めくり式
証言台

（受傷）

「敵前で身体を停止」（『報告書』63 頁） 山梨県 雨宮　育朗

「片足切断して」（『報告書』225 頁） 滋賀県 原　彌之助

「平和の尊さ」（『体験記録』329 頁） 三重県 浅井　義信

「麻酔のない神経切断」（『報告書』272 頁） 岡山県 佐藤　勇

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267 頁） 和歌山県 道北　澄子

■ 救護・収容

展示資料

手製止血器具 石川県 武部　敏克

止血に用いた日章旗 岡山県 細川　曻

負傷兵につけられた札 愛知県 西尾　菖吉郎

日記 岐阜県 土岐　きぬ子
蒙城の戦闘で負傷した戦友を抱えて城
壁を下りる　徐州会戦

昭和 13（1938）年
5 月

独立行政法人平和祈念
事業特別基金

竹製の寝台を応急の担架にして、負傷
した兵士を後方に運ぶ。見送るのは部
隊長。蒙城にて。徐州会戦

昭和 13（1938）年
5 月

独立行政法人平和祈念
事業特別基金

摘出弾
＊証言 石川義男『戦い終って四十年』７頁 愛知県 石川　義男

壁面資料 戦場スケッチ 福井県 中野　珪三

■ 戦地での医療

展示資料

戦場スケッチ　（①受傷　②入院中の出
来事　③搬送の様子）・従軍證明書 京都府 川尻 良雄

摘出弾 和歌山県 高岸　本明
軍事郵便（安達勇治→小田島安次、千
田部隊→小田島安次） 新潟県 小田島　さと
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展示資料

診断書・従軍證明書 大阪府 森　キミ

＊証言　森市次「戦後五十年追悼の祈り」（大阪府傷痍軍人会『戦後 50 周年記念誌』78 頁）

回想記 岐阜県 後藤　隆雄

めくり式
証言台

（救護・戦地
での医療）

「片足切断して」（『報告書』225 頁） 滋賀県 原　彌之助

「三度の地獄」（『報告書』313 頁） 高知県 岸本　雅利

「九回の切開」（『報告書』330 頁） 愛媛県 亀岡　房芳
「極限状態で軍医殿が煎ってくれた玄米
の味」（『報告書』151 頁） 新潟県 高田　勝利

「麻酔のない神経切断」
（『報告書』272 頁） 岡山県 佐藤　勇

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267 頁） 和歌山県 道北　澄子

■ 搬　送

写真

治療の様子 （年代不詳） 彰古館提供

手術用自動車 （年代不詳） 彰古館提供

94 式患者自動車 （年代不詳） 彰古館提供

愛国 2 号機（ドルニエ・メルクール） （年代不詳） 彰古館提供

病院列車 （年代不詳） 彰古館提供

模型
病院船氷川丸・同船内の手術室・病室再現 平成 18（2006）年 しょうけい館

病院船氷川丸（1/300） 平成 24（2012）年 しょうけい館

めくり式
証言台

（内地への
搬送・療養
生活）

「若き日を顧みて」（『体験記録』310 頁） 滋賀県 河路　英二
「あぐらをかいた新郎」
（『体験記録』385 頁） 広島県 南郷　清

「一本足のガチャンコ先生」
（『報告書』39 頁） 山形県 高橋　七郎

「辛い日々」（『報告書』204 頁） 大阪府 小川　泰介

「生きる」（『報告書』284 頁） 山口県 梅田　藤勝

■ 戦時下の療養生活

展示資料

恩賜の義眼 愛知県 横井　薫

恩賜の義足 熊本県 叶　啓慈

義足（補助器具） 長野県 堤　正三郎

＊証言「私の傷病歴」（長野県傷痍軍人会『終戦 30 周年記念誌』75 頁）

恩賜の義指・義肢下賜御沙汰書 大阪府 黒川　初夫

絽刺（ろざし）の財布 三重県 村上　美津江
日記・入院中の写真（昭和 18 年・臨時
名古屋第一陸軍病院にて） 岐阜県 後藤　隆雄

慰問文集 埼玉県 山田　安雄

書簡（樋口三郎→正五郎） 大阪府 樋口　三郎

恩賜の繃帯（ほうたい） 静岡県 相羽　敏夫

證明書・診断書 福岡県 矢野　進

恩給受給見込證明書 長野県 唐澤　勝治

背景写真
臨時東京第三陸軍病院発行の写真帳 昭和 14（1939）年 岐阜県　上野　銀松

小石川後楽園傷痍軍人錬成大会 昭和 19（1944）年 広島県　藤川　勇
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ガラス壁面写真 シナ事変 昭和 12（1937）年 日本赤十字社提供

■ 退院後の社会復帰

実物資料

傷痍軍人證・軍人傷痍記章（戦傷）・
軍人傷痍記章授與證書 山口県 金田　歳春

軍人傷痍記章（公傷）・傷痍軍人證明書・
軍人傷痍記章臨時授與證書 和歌山県 塩谷　安治

普通葉書（近藤伊蔵→坂本清一） 富山県 坂本　清一

戦傷奉公杖授與證書 滋賀県 辻　甚之助

＊証言「障害を克服して」（『報告書』239 頁）

作業義手（製図用） 京都府 玉記　茂

背景
ポスター

「援護の光に輝く更生」恩賜財団
軍人援護会長野支部 （年代不詳） 立命館大学国際平和

ミュージアム提供

「護れ傷兵」軍事保護院 （年代不詳） 立命館大学国際平和
ミュージアム提供

ガラス壁面
写真

病院船が門司港に着いたところ。陸軍
病院から患者収容の迎えのバス （年代不詳）

秋葉ヤエ氏提供（メヂ
カルフレンド社刊行『ほ
づゝのあとに』1985 年、
168-169 頁）

柱面写真 昭和二十（一九四五）年十月十八日　
戦地から博多港へ

昭和 20（1945）年
10 月 18 日 毎日新聞社提供

展示資料

略帽 岩手県 浅沼　徳藏

白衣・白衣帯 福島県 佐藤　サク

赤十字章 栃木県 干場　繁雄

草履 福島県 上野　美子

■ 終戦／占領そして戦後復興

展示資料

普通葉書（岐阜地方世話部→近田碩示） 岐阜県 近田　満子

傷痍軍人恩給受給見込證明書 兵庫県 今木　善右衛門

診断書 千葉県 小川　静雄

歎願書 大阪府 樋口　三郎

点字の手紙（高村勝→志づ子） 愛知県 髙村　志づ子

＊証言「二人三脚で苦難を克服したよろこび」（『報告書』118 頁）

背景写真 傷痍軍人　大阪心斎橋で街頭募金 昭和26（1951）年5月 毎日新聞社提供

ガラス壁面
写真

終戦　東京両国の焼け跡 昭和 20（1945）年
9 月 28 日 毎日新聞社提供

食料難　買い出し列車は超満員 昭和20（1945）年10月 毎日新聞社提供

めくり式
証言

（さまざま
な労苦）

「右腕を切断して」（『報告書』230 頁） 滋賀県 古野　四郎

「戦傷病者の妻として」（『報告書』102 頁） 静岡県 鈴木　不二子
「二人三脚四十八年間の思い出」
（『体験記録』266 頁） 大阪府 草野　美代子

「戦傷病者の妻」（『報告書』341 頁） 愛媛県 藤田　ユリ子

「盲目の漁師」（『報告書』250 頁） 三重県 石原　敏

「隻腕の郵便集配」（『報告書』259 頁） 和歌山県 坂本　政雄
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■ 経済成長とくらしの変化

展示資料

義手・質札・市営住宅使用料領収書 長崎県
川上　アキ子

＊証言「白衣の妻となりて」（『報告書』427 頁）

症状経過書
＊証言「九回の切開」（『報告書』335 頁） 愛媛県 亀岡　房芳

日本傷痍軍人会指定旅館の看板・『友愛
の泉』第 8 号（日光市身体障害者友愛会） 栃木県 田島　竹次郎

背景写真 質札・市営住宅使用料領収書 長崎県 川上　アキ子

■ 傷病とともに生きる

展示資料

摘出弾・上肢補助器具 和歌山県 谷口　セイ子

診断書・摘出弾・発作記録簿 新潟県 笠原　フジ

（シベリア珪肺の証言） 山形県 阿部　武一

トロトラスト検診　通知書（厚生省） 大阪府 森　キミ

めくり式
証言台

（さまざま
な労苦）

「主人と共に生き暮らした四十二年間」
（『報告書』400 頁） 大分県 柴田　ミソカ

「口がさけても云えません」
（『報告書』61 頁） 神奈川県 豊田　節子

「内助の苦労」（『報告書』382 頁） 宮崎県 中原　洋子

「運命のいたずら」（『体験記録』201 頁） 長野県 永井　俊夫
「「お母さん」と最後の言葉を残して散っ
ていった戦友たち」（『体験記録』375 頁） 広島県 井上　義昭

妻が語る夫の労苦（年表・写真） 三重県 丸山　あき子

■ さまざまな戦後／さまざまな労苦

展示資料

補助革靴・身体障害者手帳（神戸市） 兵庫県 若本　末子

義足・『若き日の従軍日記』（村田俊雄著） 富山県 村田　俊雄

『両足を失った記録』（渡辺謹一著） 静岡県 渡辺　登志子

片足踏みペダル自転車 石川県 中島　外二

回想記「導かれ支えられて」 広島県 藤谷　民男

拡大鏡（傷見） 北海道　 蔀　　雅二

ドライバー 北海道 蔀　　雅二

裁断用ナイフ 北海道 蔀　　雅二

回想記「乙女戦記」（手書き） 沖縄県 又吉　キク

ゲンノウ 東京都 伊東　守

棒ヤスリ 東京都 伊東　守

バール 東京都 伊東　守

ガラス面
証言

「蛆虫に助けられた負傷兵」
（『体験記録』93 頁） 茨城県 栗田　喜代志

「戦傷のハンディキャップを妻に助けら
れて」（『報告書』97 頁） 静岡県 横井　幸一

「桃栗三年苦悩六年」（『報告書』171 頁） 石川県 二口　敬
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■ 箱根療養所

展示資料
車椅子 福島県 独立行政法人国立病院

機構箱根病院

駕籠（かご）・将棋盤・囲碁台 神奈川県 独立行政法人国立病院
機構箱根病院

背景写真 箱根療養所前の坂を登る渡邊重男・文枝
夫妻

昭和 46（1971）年
8 月 18 日 神奈川県　渡邊文枝

■ 戦傷病者と援護のあゆみ

展示資料

廃兵院看板（レプリカ） 神奈川県 独立行政法人国立病院
機構箱根病院

『受恩給者の友』（全国癈兵聯合会刊） 東京都 （財）日本傷痍軍人会

傷兵院看板（レプリカ） 神奈川県 独立行政法人国立病院
機構箱根病院

乃木式義手（レプリカ） 東京都 彰古館

恩賜の義手・義肢下賜御沙汰書 広島県 藤谷　民男

装飾用義手・作業用義手 新潟県 吉崎　美佐武郎

戦傷奉公杖 京都府 橋角　貞子

戦傷失明杖 福島県 井出　金次郎

失明者用懐中時計 福島県 大久保　宣昭

各種優待券 三重県 宮崎　貞男

大日本傷痍軍人会々員章 静岡県 相羽　敏夫
傷痍軍人手牒・身体障害者手帳・戦傷
病者手帳 静岡県 山内　　昇

戦傷病者乗車券引換証 福岡県 矢野　　進

銀杯・書状（レプリカ） 石川県 武部　敏克

財団法人日本傷痍軍人会々員之章 埼玉県 森島　貞子

日本傷痍軍人会功労記章 兵庫県 笠井　三重子

『財団法人　日本 WVF 協会　概要』 東京都 （財）日本傷痍軍人会

＜ 1 階展示資料＞
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映像タイトル 所要時間 証言者氏名 撮影年度
生きる ･･･ それは死ぬよりつらかった 9分57秒 伊東　朝雄 平成15年度

生と死に向かい合った 2 時間 9分33秒 西村　友雄 平成15年度

失明の恐怖とシベリア抑留 8分36秒 本名　善次郎 平成15年度

負けてたまるか 9分41秒 水沼　毅四郎 平成15年度

手の代わりを腕が 10分27秒 伊東　朝雄
松田　憲 平成15年度

暖かい支援に支えられて（箱根療養所） 9分55秒 浅木　加壽義 平成15年度

受傷の労苦と葛藤を超えて（箱根療養所） 9分43秒 望月　栄允 平成15年度

療養所は大きな家族（箱根療養所） 9分53秒 渡邊　重男 平成15年度

箱根療養所 12分28秒 （箱根療養所の戦傷
病者と看護師長） 平成15年度

偏見、差別、迫害 10分47秒 石神　耕太郎 平成16年度

利き腕の障害を乗り越えて 9分35秒 金泉　潤子郎 平成16年度

傷痍軍人の妻として 14分54秒
加藤　房子
倉持　八千代
佐藤　みの子

平成16年度

軍旗の下で ･･･ 身体と心の受傷 9分48秒 山田　薫 平成16年度

義足で、田んぼでも畑でも働いた 10分2秒 飯島　茂 平成16年度

馬とともに戦った戦場 9分53秒 三浦　久良 平成16年度

衛生兵の受傷 9分47秒 山崎　重蔵 平成16年度

二人三脚で六十年余り 9分33秒 長澤　福太郎 平成16年度

障害を超えたおおらかさ 9分34秒 野上　行三・みつ 平成16年度

筆舌に尽くせぬ苦しみの日々 10分  2秒 田島　竹次郎 平成16年度

海軍少年電測兵１５歳の受傷 9分56秒 村上　武　 平成16年度

見た目はなんでもないが 9分36秒 大山　順市 平成16年度

飢え、マラリア、受傷 9分53秒 半田　準一 平成16年度

隻眼の人生 10分  3秒 丸山　正市 平成16年度

二度の撃沈、受傷そして発病 9分58秒 小板橋　孝策 平成16年度

二人で一人　傷痍軍人の妻として 9分58秒 菅　義美・澄子 平成16年度

人生を変えた一発の銃弾 9分46秒 田島　一衛 平成16年度

厳しい訓練も今となれば 9分44秒 内田　隆 平成16年度

家族までもが戦禍に 10分  3秒 郷　實 平成16年度

死の瀬戸際で過ごした 1 年間 10分  4秒 佐野　栄 平成16年度

ひめゆりの悲劇 32分39秒 北城　良子 平成17年度

義勇隊の一員として 22分  3秒 玉城　孝助 平成17年度

初年兵の沖縄戦 34分36秒 仲本　潤宏 平成17年度

母に支えられて ･･･ 30分50秒 又吉　キク 平成17年度

平成 26年 3月末現在

証言映像制作状況
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映像タイトル 所要時間 証言者氏名 撮影年度
武良茂の人生 20分30秒 武良　茂 平成17年度

支えられた歩み 14分52秒 蔀　肇 平成18年度

遥かなる故郷 13分47秒 菅原　光雄 平成18年度

平和の光を見つめて 13分46秒 武田　豊 平成18年度

赤レンガのぬくもり 13分  3秒 松田　康人 平成18年度

父のまなざし 14分27秒 宮下　茂子（父：髙
松秀次） 平成18年度

字を書く手を受傷して 10分50秒 上良　市雄 平成18年度

傷痍軍人の妻として 11分56秒 大神　つや子
長谷川　はつ子 平成18年度

受傷した身に召集が 10分  8秒 黒川　初夫 平成18年度

衛生兵ゆえの感染 11分  1秒 築山　英二 平成18年度

衛生兵のビルマ戦線 21分38秒 辻　新次・フミ子 平成18年度

伸びきった最前線での受傷 11分13秒 南野　万吉 平成18年度

親指が支えた人生 10分18秒 三宅　一志 平成18年度

三回の入院を乗り越えて 13分50秒 池田　克文 平成18年度

シベリア抑留、そして結核 ･･･ それを支えた妻 16分12秒 﨑野　保己・冨恵 平成18年度

四肢を火傷 ･･･ 二度と操縦桿を握れなかった 14分20秒 新本　積 平成18年度

一昼夜の恐怖に耐えて 13分32秒 南郷　清 平成18年度

小学校を出て先生に 15分29秒 藤谷　民男 平成18年度

遠くなってしまった傷心の日々 13分12秒 梅田　武男 平成19年度

言葉に出せなかった母への感謝 15分  8秒 北村　勝由 平成19年度

「一蓮托生」にかける想い 12分17秒 武部　敏克 平成19年度

かけがえのない同胞（はらから）とともに 14分19秒 出口　外枝 平成19年度

蟻地獄からの脱出 16分50秒 三宅　隆 平成19年度

信じあえばこそ、今 14分50秒 飯嶋　芳郎 平成19年度

戦病者として生きる 15分03秒 上本　昭夫 平成19年度

七転八起 14分00秒 碓井　二郎 平成19年度

働くために義手を 14分54秒 大日方　邦治 平成19年度

奇跡の生還、そして苦難の日々 14分01秒 唐沢　勝治 平成19年度

短歌に心を映して 14分10秒 玉記　茂 平成19年度

ともに歩みし　いばらの道　−戦傷病者の妻として− 18分06秒 正垣　志ま 平成19年度

想いを絵筆に込めて 16分12秒 川尻　良雄 平成19年度

不安と葛藤を乗り越えて 17分57秒 鳥海　利雄 平成19年度

誠（まごころ）で守られた命　−ニューギニア戦線にて− 18分17秒 内貴　直次 平成19年度

多くの人に助けられて 18分03秒 石橋　達夫 平成19年度

インパール作戦の最前線で　−隊附軍医の記憶− 19分35秒 小澤　太郎 平成19年度
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映像タイトル 所要時間 証言者氏名 撮影年度

いつか花咲く日まで 19分  5秒 石川　和介 平成20年度

生まれ育った故郷（ふるさと）に恩返し 14分17秒 星　信之助 平成20年度

負けない！これぐらいの傷 21分00秒 渡辺　庄一 平成20年度

義足と妻に支えられて 23分35秒 遠藤　今朝三 平成20年度

二人三脚、商売繁盛 21分52秒 佐藤　義治 平成20年度

感謝の心、妻にしたためて 22分47秒 小田島　さと 平成20年度

戦友への想い、詩文に託して 19分15秒 栗林　六蔵 平成20年度

意思あるところ道あり 19分29秒 夏井　清次 平成20年度

失意の時に届いた一通の手紙 16分57秒 吉﨑　セツ 平成20年度

歌声に祈りをこめて 22分57秒 水谷　俊夫 平成20年度

一発の機銃弾を体内に残したまま ･･･ 14分 増田　順太郎 平成21年度

四十四年間～脊髄損傷の夫とともに生きぬいて～ 24分 鈴木不二子 平成21年度

窮ずれば通ず、左手でソロバンも 19分27秒 瀧　直三郎 平成21年度

極寒と酷暑の地で 18分56秒 上野　克己 平成21年度

思わぬ受傷で大きく変わった人生 18分35秒 佐藤　冨雄 平成21年度

熱砂の抑留生活 20分48秒 馬場　勝彦 平成21年度

生きるにはこの道しかなかった 22分  9秒 會津　留一 平成21年度

すべてめぐり合わせと思って 21分56秒 松尾　正輔 平成21年度

苦労、我慢、言ったらきりがない 13分46秒 瀬川　安正 平成21年度

９４歳。おおいに語る傷痍の人生 19分55秒 村田　俊雄 平成21年度

感謝、そして人との和 19分10秒 髙松　與一 平成21年度

失ったものを嘆かず、残ったものを鍛える 19分  7秒 丹保　重髙 平成21年度

いつも傷痍の夫を想いつづけて 13分  4秒 坂本　芳子 平成21年度

人生を変えた職業訓練 16分33秒 前田　浅次 平成21年度

抑留中に右手を失って 19分  9秒 一住連　政治 平成21年度

ミッドウェー海戦で負傷して 19分33秒 長沼　元 平成21年度

妻に支えられて六十余年 18分32秒 倉掛　重喜・ヤチヨ 平成21年度

二人三脚の人生～後遺症に苦しんだ半世紀～ 17分45秒 横溝　正十二・マヒ子 平成21年度

砲弾の破片を胸に抱えて 18分12秒 田中　鉄男・千重子 平成21年度

『再起奉公』痛みと葛藤を超えて 17分23秒 後藤　隆雄 平成21年度

受傷の痛み　優しきまなざし 16分20秒 大橋　荘作 平成21年度

軍隊経験　その光と影 21分10秒 中川　幹夫 平成21年度

受傷が変えた人生～苦悩、そして挑戦～ 18分34秒 市川　吾一 平成21年度

シベリア珪肺を抱えながら 17分46秒 飯沼　喜芳 平成21年度

受傷の苦悩を乗り越えて 21分31秒 矢島　浩 平成21年度

支え合い　ともに歩む 15分53秒 西部　喜久市 平成21年度
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映像タイトル 所要時間 証言者氏名 撮影年度
家族の絆で支え合う 15分39秒 近田　満子 平成21年度

海軍看護兵　若き日の記憶 14分34秒 後藤　誠次 平成21年度

運命の出会いを育んで 15分44秒 竹口　玉枝 平成21年度

失明の夫を支えて 18分30秒 横田　タツエ 平成21年度

癒えない傷に耐えて 20分24秒 野角　敏幸 平成21年度

見た目には分からないつらさ 17分55秒 城　武夫・靜子 平成21年度

心の痛みと共に～飛行班への思い～ 18分48秒 田中　照美・キヨ 平成21年度

片手のハンディを乗り越えて 17分42秒 山本　光夫 平成21年度

水木さんとともに歩んだ “ ゲゲゲの女房 ” 20分10秒 武良　茂・布江 平成22年度

シベリア珪肺～今も続く後遺症～ 18分59秒 阿部　武一 平成22年度

脊椎挫傷でも松葉杖で歩けるように 18分02秒 古市　正夫 平成22年度

がむしゃらに生きて、描く 17分38秒 上田　毅八郎 平成22年度

サイパンで生き残って 16分33秒 伊藤　眞一 平成22年度

片腕で取った自動車免許 19分31秒 本田　喜一 平成22年度

努力家の夫を信じて～失明の夫とともに～ 17分55秒 髙村　志づ子 平成22年度

両眼失明と嗅覚・味覚障害、その上てんかんも ･･･ 19分40秒 上ノ坊　清・きく子 平成22年度

シベリア珪肺の苦しみ 18分11秒 中田　穂積 平成22年度

国のために生きて～元海軍軍医中尉の記憶～ 22分46秒 神津　康雄 平成23年度

本土決戦前の軍医教育
～元陸軍衛生部見習士官の記憶～ 20分25秒 関　亮 平成23年度

天地の恵みを知る
～ニューギニアで終戦を迎えた軍医～ 20分 丹羽　正治 平成23年度

看護ひとすじ
～フィリピンで終戦を迎えた日赤救護看護婦～ 21分25秒 萩森　敏子 平成23年度

元海軍薬剤中尉の記憶 18分39秒 髙田　豊造 平成23年度

両眼失明が切りひらいた戦後の人生 22分09秒 川人　義明 平成23年度

陸軍看護婦に志願して 20分13秒 水野　みゑ子 平成23年度

西部ニューギニア・軍医の闘い 23分54秒 三好　正之 平成23年度

人間の尊厳の回復につくした生涯 33分22秒 冨樫　賢太郎 平成23年度

南方の戦火をくぐった救護看護婦 14分14秒 桜井　政子 平成23年度

救護看護婦そして妻として生きた全力の人生 20分58秒 太田　澄子 平成24年度

戦友をみとり、鎮魂に生きる 21分38秒 奥田　盛人・リエ子 平成24年度

負傷した者同士で支え合った半世紀 26分02秒 加納　文次・静華 平成24年度

練習機「赤トンボ」の特攻隊 15分59秒 嶋田　三郎助 平成24年度

駆逐艦「雪風」で負傷して 21分48秒 水田　政雄 平成24年度

憲兵から捕虜となって 24分11秒 前川　周三郎 平成24年度

戦傷病者のあゆみと傷痍軍人会 30分30秒 徳田　保久 平成25年度
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1 
 

平成２５年度に寄せられた感想等 
 
 平成２５年度において、来館者の方々が館アンケートに書き込まれた感想・意見等について、そ

の一部ですが、ここにご紹介します。 
 
【８０代】 
・初めて来てショックを受けた。文字どおり「しょうけい」がたいへん大事なことと思った。 
・戦争はしてはいけないね。傷病者の身となった人の気持ちは計り知れない苦痛と忍耐と、何よ

りも強いにくしみを誰に対しても抱いて生活せざるを得ない身をなげき悲しんでいるのでない

か。想像をもって語るしかないが、そうと思えるしきりだ。 
 
【７０代】 
・豊富な展示品と心配りに感銘しました。本館を知人にもＰＲしたいと思います。 
・傷病兵が手厚く看護されている様子を拝見しましたが戦場で傷つかれた人、その何％位の方が

手当てされたのかご苦労が分かります。 
・本日は慰霊巡拝訪問（シベリア地区）を４年前に行った時のメンバーが年一回、千鳥が淵戦没

者墓苑と靖国神社参拝を実施している。現地での戦死者遺族として先の大戦の状況は後世に伝

える事が必要と常々思っており折にふれ施設・展示物の見学ｅｔｃ.を行っている。生後８ヶ月

（小生）の子を残し出征した父‥妻は悲惨である。 
・大変良い施設で永遠に残す事。だんだん忘れられ、現在の悲しい事が大げさで。この事実が忘

れ去られる事です。戦争の悲惨さとその為の復帰･労苦がとうに昔で本当の大変さを知らない若

者が多い。 
・昭和１０年生まれの私は父親が仕事をしていた満州で関東軍に召集され抑留されたシベリアで、

寒さと飢え栄養失調でなくなった。今日の見学は戦後犠牲者の一人だけに身にしみ戦争の残酷

を痛感した。これからも同じ戦争体験者と見学に来たい。 
・陸軍兵籍簿というものを初めて拝見致しました。よく入手されましたネ。 
・２Ｆのケースに入った軍服（らしゃ地？）最寄り駅に母に背負われ、見送りに行った時見たよ

うな気がする。（似ているものか分からないが、それらしきもの）あるいは映画の中でか？ 
・すばらしい昭和１４年生れの私は、戦争の真っ最中生まれ。ほんの少しだけでも戦争の体験を

持つ伯父、父親、従兄など皆んな戦争で亡くなった。一体、日本人が戦ったというあの戦争は、

なんだったのか、ず～と、ず～と私なりに知りたいと思っている。ここに来て別のことを知り

改めて来訪してよかったと思っています。加えて展示方法も良かった。スタッフの方たちの愛

情を感じる。頑張ってください。 
 
【６０代】 
・傷病兵という言葉も日本の現代では聞きなれぬものとなっていますが、戦後のご苦労には、傷

痍軍人という記憶がないものにとって、本企画は痛切な思いをと思います。今後の企画として

は、従軍看護婦として治療介護にあたられた看護婦さんたちで現在もご存命の方もおられれば、

赤十字社との連携になるかと思いますが、本しょうけい館でもお話しをいただければと思いま

す。 
・従事した軍馬、軍用犬等の事（関係事等）も、展示して企画してもらいたい。 
・余り、「しょうけい館」の存在が知られていない。多少の入場料の徴収とか図録販売で収益をあ

げるとか、検討されては。 
・もっと若いうちに見るべきであったと思う。まだ感受性の豊な時期見ておけば戦争の悲惨さを、

もっと深刻に受け止めることが出来、その後の行動に強い影響を与えたであろうと思った。 
・戦争の悲惨さが身にしみる。傷病兵のその後の苦難、生活苦を知る時、国家の責任、社会の支

援の稀薄さを感じた。 
・戦傷者が減っていくなかで、戦争、戦傷の事実をいかに伝え続けるかが当館の課題だと思いま

す。財政面にも厳しい面もあるとおもいますが、がんばってください。 
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・戦後、街中で重傷者の姿を見た年代の人は少なくなり、だんだん忘れ去られていくが、後世ま

で何らかの方法で伝えていくべきテーマだと思う。 
・父や祖父の部隊名をメモしてきて、再度来館してパソコンで検索してみたいと思いました。 
 戦争のキズあとを少しでも残す事は大切な事だと思います。このようなことが（戦争）二度と

おこらないことをねがって戦傷病者の方々のご苦労には頭が下がります。 
・一銭五厘で、いつでも代わりの兵を集められるという傲慢な考え方に怒りを感じます。いつも

国の犠牲になるのは、弱者という構図が変わらないのが歯がゆい。 
・戦後生まれであるけれど６０才を過ぎたら、戦争をのりこえてきた父母の戦争時代の暮らしを

知りたいと思うようになりました。でも、父母はもう他界していませんのでここに来て戦争の

ことを知って学んでいきたいと思います。 
・地道で貴重な資料と証言をていねいに収集されてきたことを初めて知りました。ゆっくり見に

きたいと思います。 
・五月に一度、見学したが時間不足でした。今回はゆっくりと拝見できた。学校教育ではしらさ

れてなかった戦争と傷病者について、具体的に見聞を得て、知識を増やす事ができて大変有難

かった。若い人にも来館をすすめたい。 
・断片的な知識しかありませんが戦後恩給が支給されなかったことは最近知りました。偏見、貧

困に苦しまれた方々のお気持ちが察せられます。 
・官側の展示館であるので、戦争讃美に満ちているのかと思っていましたが、人々の感想がその

まま展示されていました。十分な医療もできない状態での戦争遂行が無理であったことをもう

少し主張して欲しかったです。その点、水木しげるさんの本は実体験から歴史を眺めているの

で素直に受け止められました。よい企画だと思いました。子供の頃、国鉄車内で聞いた傷病者

のアコーデオンと義足がよみがえって来ました。 
・来てよかったです。傷痍軍人一項症の父は３３年前、帰らぬ人となりましたが、史料（資料）、

写真、ビデオなど生かせる物があれば寄贈させて下さい。 
・通りがかりに水木しげるの展示のみ見ました。短い時間にこの人がなぜここまで思う様に生き

てこられたかかがわかったきがする。「私の履歴書」もざっと見たが、最終回にその答えをみた。

これは誰にとっても大切なテーマです。「幸せにいきるとは？」大変参考になりました。どうも

ありがとうございました。 
 
【５０代】 
・貴重な資料なのだろうと思います。個人的に最近、知りたい分野（戦争）になりましたのでま

た来館してみたい。 
・子供の頃に街頭で募金をする戦傷病者を何人も見た記憶があります。当時は何もわからずに“気

持ち悪い”者を見たと思っていましたが、本日見学させて頂き改めて戦中戦後の歴史を勉強す

ることができました。 
・介護の勉強をしているのですが、介護の考え方の進展？の様なものを学ぶのですが、その中に

戦争で障害者になった人への介護というものは、社会的に強かったと思います。今までの介護

の考え方にも大きく影響したのだと思います。生まれながらに障害をもって生れた方への介護

は薄かったと予想します。いろいろな事を考えさせられる見学でした。尊厳についてその人の

存在、感情移入による共感そして、その人がどうなりたいかという事をならいましたが、理由

はともあれ障害者と出会うことがはじまりで、自分に出来る限りの対応をしていきたいと思い

ます。他人に対する尊厳と自分にある倫理を考えさせられました。 
・大変面白かったです。できれば、学芸員さん自身の研究の一端でもお聞かせいただけるとより

生き生きしてよいかと思いました。 
・戦傷病者専用の病棟が昭和４０年にもまだあったと聞いて、そうか戦争はまだまだ終ってなか

ったんだと実感した。空襲被害者が補償を求めているが、かなっていない。戦傷病者と歩調を

あわせていければいいのだが。 
・大変勉強になりました。どうもありがとうございました。 
・学芸員の方に約１h にわたり懇切丁寧な説明を賜り有難うございました。五体満足で仕事や生

活の出来る有難さを痛感しました。 
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・今まで知らなかった事が多々あり、非常に勉強になった。戦争の悲惨な状況を見るにつれ、や

はり今後も戦争をすべきでないと感じた。 
・平和な日本に生れて今まで戦争の事を特に傷兵さん達の苦労を改めて知る機会を得て本当に良

かった。今後も知人などにこちらの施設の紹介をしていきたいと思う。 
・戦争に関する展示や記録は、目にする機会も少なくないが、戦傷者に焦点を当てた展示は新鮮

でした。このような記録や証言がもっと国内で語られるべきでしょう。戦争の現実の一面を風

化させることなく伝承していかなければいけないと思います。 
・戦争は、人間そのものを狂気にするものと思う。戦争の無い社会、ありえるのだろうか。世界

どこかで戦争があり、人が死に傷つく、人間の性なのだろうか。しかし戦争は悪だと思う。気

持ちが一人一人になれば必ず平和はありえると思うのです。むずかしい問題です。 
・大変すばらしい施設です。機を見てまた来館したく存じます。 
・父から戦争の悲惨さを少しだけ聞いてはいたが、実態は良く分からない。戦争の記憶が風化し

ていく中、何らかの形で現実に起きた事を伝える必要がある。何人が傷つき、何人が死んだの

か、何人が後遺症に悩まされたのかよくわからない。他の展示施設に比べ全体的に印象が弱い

感がある。 
・車椅子、自転車、義手、義足などの展示が良かった。 
・傷痍軍人会がなくなっても、閉館しないで続けて下さい。 
・このような史料館があるのを知らなかった。長崎や広島のように若い人たちにもっとＰＲして

はどうでしょうか。 
・ネットで場所をみたのでわかりましたが、６番出口外の地図２ヶ所に「しょうけい館」の場所

が記されていないのは、どうしてでしょうか？お年寄りなどおわかりになりにくいと思います。 
・戦争関連の図書が数多く収蔵されているので（公的なもの・私的なもの）とても参考になりま

す。益々充実させて下さることを望みます。 
・戦争のことは良く分かりませんでした。両親が子供の頃、食べる物がなくて苦労したと言う話

は聞いていましたが。自分と同じような人々が戦地におもむき、負傷するという事が現実にあ

ったという実感が湧きました。戦争は本当に恐いものです。 
・個人の意見を持てなかった当時の異常な統一思想の恐ろしさを改めて感じました。生きて帰る

事を恥とすり込まれた若者をもう二度と出してはいけないと思います。それにしても、当時の

方々の辛抱強さと、意志の強さ、生命力には、感服します。 
・もっと知られるべきです。ジオラマではもう・・・・。以前大学生の男の子たちが真っ青にな

っていました。靖国に来る時ここも見てほしいと思います。 
・映画や本でしか知らない現実を野戦病院のジオラマで見ることができました。麻酔がなくて力

づくで押さえられた兵士の顔が忘れられません。 
・仕事の上で、なんとなく聞いていた状況などを実際に拝見でき、また生々しい写真等、その大

変さを改めて感じました。 
・戦争で、受傷するという事の生々しさを、少しでも実感として感じました。 
・語り継ぐ必要のある社会的事柄でと思います。 
・受傷者の大変なご苦労が見えました。 
・丁寧にご説明頂きました。ありがとうございます。 
・水木しげるさんのビデオが良かった。オウムに見とれて命が助かった話が印象的でした。 
・終戦後に生れた私にとって戦争は未知の世界です、しかし語り継いでいかなくてはいけないと

思います。仕事柄９０歳以上のお年寄りと係わっています（ケアマネージャー）大変な経験を

され帰ってきた話を毎日訪問時に聞きます。私が子供の頃新宿駅で白衣を着た足がない方がよ

く立っていました、怖かった覚えがあります。戦傷者の方だったのですね。申し訳なく思いま

す。 
・戦争資料に興味を持って参りました。後世に絶対、残し伝えなければいけない資料だと思いま

す。とても分かり易く展示されていました。申し訳ないのですが、２階の野戦病院入口は、暗

くて足を踏み入れることが、できませんでした。有難うございました。これからも勉強し、多

くの人に伝えさせて頂きます。 
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・今まで知らなかった事が多々あり、非常に勉強になった。戦争の悲惨な状況を見るにつれ、や

はり今後も戦争をすべきでないと感じた。 
・平和な日本に生れて今まで戦争の事を特に傷兵さん達の苦労を改めて知る機会を得て本当に良

かった。今後も知人などにこちらの施設の紹介をしていきたいと思う。 
・戦争に関する展示や記録は、目にする機会も少なくないが、戦傷者に焦点を当てた展示は新鮮

でした。このような記録や証言がもっと国内で語られるべきでしょう。戦争の現実の一面を風

化させることなく伝承していかなければいけないと思います。 
・戦争は、人間そのものを狂気にするものと思う。戦争の無い社会、ありえるのだろうか。世界

どこかで戦争があり、人が死に傷つく、人間の性なのだろうか。しかし戦争は悪だと思う。気

持ちが一人一人になれば必ず平和はありえると思うのです。むずかしい問題です。 
・大変すばらしい施設です。機を見てまた来館したく存じます。 
・父から戦争の悲惨さを少しだけ聞いてはいたが、実態は良く分からない。戦争の記憶が風化し

ていく中、何らかの形で現実に起きた事を伝える必要がある。何人が傷つき、何人が死んだの

か、何人が後遺症に悩まされたのかよくわからない。他の展示施設に比べ全体的に印象が弱い

感がある。 
・車椅子、自転車、義手、義足などの展示が良かった。 
・傷痍軍人会がなくなっても、閉館しないで続けて下さい。 
・このような史料館があるのを知らなかった。長崎や広島のように若い人たちにもっとＰＲして

はどうでしょうか。 
・ネットで場所をみたのでわかりましたが、６番出口外の地図２ヶ所に「しょうけい館」の場所

が記されていないのは、どうしてでしょうか？お年寄りなどおわかりになりにくいと思います。 
・戦争関連の図書が数多く収蔵されているので（公的なもの・私的なもの）とても参考になりま

す。益々充実させて下さることを望みます。 
・戦争のことは良く分かりませんでした。両親が子供の頃、食べる物がなくて苦労したと言う話

は聞いていましたが。自分と同じような人々が戦地におもむき、負傷するという事が現実にあ

ったという実感が湧きました。戦争は本当に恐いものです。 
・個人の意見を持てなかった当時の異常な統一思想の恐ろしさを改めて感じました。生きて帰る

事を恥とすり込まれた若者をもう二度と出してはいけないと思います。それにしても、当時の

方々の辛抱強さと、意志の強さ、生命力には、感服します。 
・もっと知られるべきです。ジオラマではもう・・・・。以前大学生の男の子たちが真っ青にな

っていました。靖国に来る時ここも見てほしいと思います。 
・映画や本でしか知らない現実を野戦病院のジオラマで見ることができました。麻酔がなくて力

づくで押さえられた兵士の顔が忘れられません。 
・仕事の上で、なんとなく聞いていた状況などを実際に拝見でき、また生々しい写真等、その大

変さを改めて感じました。 
・戦争で、受傷するという事の生々しさを、少しでも実感として感じました。 
・語り継ぐ必要のある社会的事柄でと思います。 
・受傷者の大変なご苦労が見えました。 
・丁寧にご説明頂きました。ありがとうございます。 
・水木しげるさんのビデオが良かった。オウムに見とれて命が助かった話が印象的でした。 
・終戦後に生れた私にとって戦争は未知の世界です、しかし語り継いでいかなくてはいけないと

思います。仕事柄９０歳以上のお年寄りと係わっています（ケアマネージャー）大変な経験を

され帰ってきた話を毎日訪問時に聞きます。私が子供の頃新宿駅で白衣を着た足がない方がよ

く立っていました、怖かった覚えがあります。戦傷者の方だったのですね。申し訳なく思いま

す。 
・戦争資料に興味を持って参りました。後世に絶対、残し伝えなければいけない資料だと思いま

す。とても分かり易く展示されていました。申し訳ないのですが、２階の野戦病院入口は、暗

くて足を踏み入れることが、できませんでした。有難うございました。これからも勉強し、多

くの人に伝えさせて頂きます。 
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【４０代】 
・上手く考えられた印象的な展示が限られたスペースの中でなされている事を素晴らしく思いま

した。また、丁寧に説明頂き資料・各種記録の収集・保存の面でも大変な努力をなされている

事を知り勉強になりました。本日は有難うございます。 
・今回は時間の都合で 2Ｆのみの見学となってしまいました。とても興味深い内容でした。当時

の方々の大変な苦労や悲しみは現代の私たちではとても計り知ることなどできるものではない

でしょう。それにもかかわらず、その困難と共に生きてこられた方々のなんとたくましい事で

しょう。こんなにも現代の私とは違うものなのかと頭の下がる思いでした。この館の存在自体

あまり知られていない様に思われます。ぜひとも多くの現代を生きる人々（外国人も）にも訪

れて欲しいと願ってやみません。 
・いつも史料閲覧でお世話になっています。今後もよろしくお願い致します 
・学芸員の方に説明頂きました。とても分かり易く丁寧で非常に感謝しております。是非また見

学させて頂きます。 
・世へ伝え知るべきことがたくさんあります。今日つれてきた若者は今春４月防衛省に入省する

若者です、知っていると良い事。 
・傷痍軍人の方々の労苦が、よく理解できる。大変貴重な資料館であると思います。 
・貴重な資料の豊富さに目を見張った。展示については工夫の余地があるが、内容としてはよく、

よく理解出来た。 
・実家にシベリア抑留から帰ってきたおじいさんがいます。直接お話は聞いたことがないですが

聞くのもこわいです。 
・当時の方たちは、国のため誰かのためと生き戦い、自分だけが生き残ってしまったら、自分を

責め、どれだけ苦しい思いをしたのかを考えると想像がつきません。後世に残していかなけれ

ばならないと改めて思いました。 
・戦争中、戦争後のことがすごく勉強になりました。ありがとうございました。 
・戦争の悲惨さもさることながら、なんとか生き延びてもけがや病気で、生きていく事がどれだけ

大変だったかいくら想像してもおいつかない。そんな人達を支える奥さん、家族の人達の深い愛

情を強く感じた。 
・中学生の子供が社会科見学の時にここの館の存在を知りいつか行きたいと言っていました。証

言や写真に説得力があり、つらい気持ちになりましたが、今後も伝えていくべき事だと思いま

す。来られてとてもよかったです。 
・いくつかの戦争に関する館を訪問させていただいております。戦争が平和でなく苦しみ、悲し

み、痛みをもたらすものであることを痛感させられた。たいへん良く勉強させていただきまし

た。ありがとうございました。 
・陸軍や海軍の兵食の研究、及び栄養学史の研究をしています。戦後や当時の資料でもし、食事

記録などありましたら、是非ご紹介いただければと存じます。 
・昭和館でポスターを見て初めてしょうけい館の存在を知りました。平和の誓い戦争はしないとい

う意思を持ち続けるために全ての人が知っておくべき事がここには沢山あると思いました。こう

いう場所が造られて存続されているという事は、とても良い事だと思います。実際の人達がどの

様に傷つき苦しんで苦しみ続けて生きたのかという事、全ての人が知っておくべき事だと思いま

す。今ここにある命、周りの人達、日本の人達その先にいる全ての世界の人達を大切に愛して生

きようと思います。ありがとうございました。 
・子供の夏休みの自由研究の為に来館しましたが、私自身とても良い体験になり、子供にとって

も観る事が出来てとても良かったです。 
・水木しげるの人生がしょうげきだった。今後も貴重な体験をしょうけいしてほしいと思いました。 
・当時の悲惨な状況が手に取るように分かり、来館してよかったです。二階の野戦病院ジオラマは、

少し暗く怖い感じで入りづらかったです。そのあとの展示はとても勉強になりました。 
・いつ来てもゆっくり自由に見ることができて、近くに来る事があると必ずよらせてもらっていま

す。私は特に２Ｆのジオラマが好きで必ず見ます。水木しげるさんのビデオも何回見てもあきず、

ここは受付の方々も感じがよく大好きな場所です！！ 
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・重い内容ですが、是非知らなければいけない事で、残していかなければいけないものだと思い

ました。是非、沢山の人に見てもらいたい。 
・２Ｆが一人だったので、怖くて見られませんでした。もう少し照明を明るくしてくれると良か

ったです。 
・知らない歴史を多く学びました。是非、継承して頂きたいと思います。ご本人の苦しみ、ご家

族の支えに心をうたれました。 
・学芸員から、館内のご案内を頂き、大変ありがとうございました。館内の展示品のメッセージ

とともに、学芸員ならではのお話を伺う事ができ大いに理解が深まりました。学校の学生にも

本施設について案内して参りたいと考えます。 
 
【３０代】 
・戦争の無い時代に生まれましたがしょうけい館を見学して、当時苦労した人の体験がわかり、

勉強になりました。 
・戦争はイメージが強く、実際に戦地を知る機会が少ないので、本日はとても為になりました。 
 戦争という時代背景をふまえた出来事は、悲しい経験として残っているが歴史という真実を知

る事は、今後を学ぶに当り大切な事だと思った。 
・赤紙、出征、千人針、のことは習っていて知っていたつもりでしたが、徴兵人数が戦争始まっ

てあれほど倍増していたとは思わず、おどろきました。同時に出征を拒む人たちの姿がなぜこ

れまであんなに描かれていたのかの疑問が少しはれた感じがしました。戦争中というフィルタ

ーが外されてからの軍人に対する風あたりの強さに当時の気持ちになれない私には、どちらと

も言えない印象を持ちましたが、生活を普通におくりたいと団結して進む姿は、人間の強さを

感じました。皆の協力が多くの人達の幸せにつながり、幸せが連鎖していくことが理想だと思

いました。 
・私は平成生まれで戦争のない時代です。こんなひどいことが過去にあったと思うと心が傷つき

ます。二度とこのようなことが起こらないように願います。 
・様々な貴重な展示品等、わかりやすく解説して頂き大変勉強になりました。ありがとうござい

ました。 
・１つのストーリーとして完結されているタイプは初めてでとても見やすく、イメージしやすかった。 
・事前に勉強していたのですが、知らないことが多く、たくさんの知識を得ることができました。

またうかがいたいと考えています。 
・一人の日本人の入隊～帰還までをストーリーにして展示する手法は解りやすく良かった。しか

し、せっかくの良い展示が、２Ｆへの案内がないために１Ｆのみで帰ってしまう人もいたので、

解りやすく２Ｆへ行きたくなる様な案内看板を作成したら良いのかなと感じました。 
・戦傷病者の実際を私は知りませんでしたので、とても勉強になりました。戦史として史実を学

ぶ事と併せて、先人達が当時の社会情勢の中大変ご苦労なさった事が新たに解りました。私も

今の平和な日本で文化的な生活をおくれる事に感謝して、日本人としての誇りを持ち、先人を

敬い、全うに生きていきたいと感じました。 
・内容、説明はすばらしく見学できてよかったです。 
・私達の職業上、参考となる資料等が多数あることと、歴史的考察においても先人の苦労と努力

が強く伝わってきました。定期的に足を運び勉強したいと思います。今回はありがとうござい

ます。 
・戦時中における戦傷者の任用から後送され、その後の生活まで紹介されており、非常に分かり

易かったです。特に野外での手術時のジオラマや銃弾が貫通した眼鏡等当時の様相が表れてお

り、参考になりました。 
・出征・受傷・救護・復員・戦後の生活までの流れが分かりやすく展示されていました。また野

戦病院のジオラマは非常に臨場感があり、戦場の空気が伝わってくるようでした。 
・健康で安定しているだけでも十分恵まれていることを知らされました。もっと必死に生きなけ

ればならないと感じました。 
・大変貴重な経験をさせて頂きました。日本人としての愛国心、使命感を涵養できました。引き

続き多くの方に伝えていって頂きたい。 
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・戦傷病者にスポットを当てた博物館というのは初めてだったので大変参考になった。衛生に関

わる者として、これからも利用させていただきたいと思う。 
・戦地で受傷しその後の人生が一変したのにも関わらず、誠実に人生を全うしようと頑張る姿に

心をうたれた。証言映像を見て感じたことは、戦傷病者の多くは軍隊での経験を恨んだりせず

青年期の大切な経験として復員後の生活に生かしているということだった。戦傷病者のご苦労

の上に今の日本がある事を忘れず、幸せな時代に生まれた世代の者として与えられた機会を生

かしてその苦労に報いることができるような生き方をしたい。 
・つい人は恐ろしいものから目を背けたくなるものです。しかし、その恐ろしさこそが人間には

最も効く訓示だと私は思います。このような館に出逢えてよかったです。 
・生々しいと言えば表現が悪いかも知れませんが、貴重な戦地の話、資料、アイテム等まず普通

に暮らしていたら見られない物を見せて頂き有難うございました。特にやはり銃弾は生々しく、

当時を思わせるイメージをさせる現実味をおびたものでした。このような視点から戦時を見つ

める事は今までほぼなかったので新しく視点を考えさせるきっかけになりました。本日は貴重

な体験有難うございました。 
・今まで戦争を考える際に考えてこなかった側面について学習する事ができ､とても良い経験になり

ました。さらに戦争中のことだけでなく戦争後のことも合わせて考えていかなければならないのだ

と感じさせられました。今日、見聞きした事を今後の学習や生活に活かしていきたいと思います。 
・靖国神社、遊就館には何度か足を運んだことはあったが、今日初めてしょうけい館にお邪魔さ

せていただく事ができて良かった。資料や展示のみでは伝わらない傷痍軍人の証言を残す取り

組みに非常に好感をもてた。私の親戚も（伯父）シベリアに抑留した経緯があり親近感をもっ

て見学する事ができた。豊富な資料もあり是非またお邪魔したい。 
・これまで戦争病者に就いて知る機会など無かったので、今回の見学は大変ショックを受けまし

た。戦後も続く戦争病者の方々の労苦や、置かれた状況など、大変な人生を送られているのを

知り、改めて戦争と云う行為が二度と行われてはいけないと痛感しました。 
・戦傷病者と聞いた場合、思いつくのは肉体面の負傷かと思います。その負傷の状況を具体的に

知りえた事も大きな事でしたがそれ以上に、戦後の戦傷病者に対する精神的な苦痛というもの

がかなり衝撃的でした。戦傷を戦後もずっと引きずりながら旧軍人のかたがずっと生きてきた

ことを見て、そうした方々にとって戦争はまだ終わっていないのだという事を感じました。 
・今回２回目の見学でしたが、団体見学では初めてでした。説明をしていただいたり証言映像を

見たりする中で、受傷した軍人にとって戦争と云うものが戦後にも重くのしかかっているとい

うように感じました。良い学習ができたと思います。 
・展示の一つ一つを丁寧にとても分かりやすく生々しい内容も配慮のある説明でやや過激な内容

も落ち着いて聞くことができました。展示の説明だけでは分からない内容や展示の作り方、構

成について聞くことができ、大変有意義な見学となりました。 
・戦傷病の証言等、大変貴重なものなので変わらず、未来へ継承して欲しい。 
・戦争を乗り越え様々な傷を負いつつも我々健常者より何倍も強く、たくましく生きる姿に心を

魅かれた。 
・戦争で負傷した方々が社会復帰をする際にどれ程苦労されていたのかと云う事を理解する事が

できました。 
・銃弾の痕が残る眼鏡や帽子等から戦傷を推し測ることができ、受傷の様子が目に浮かぶようで

あった。 
・私のそう祖父が、戦時中に衛生兵として、戦場に赴いておりました。体に不自由がなかったこ

とが実は奇跡的なことだと知り、戦争の悲惨さと共に自分の存在の奇跡さを感じました。 
・「戦争」というと今まで第一戦で戦っている兵士の過酷さについてクローズアップされているも

のにしか触れたことがなかったので、戦傷病者について学ぶことができ有意義でした。病に伏

しても国や戦友、家族などを想う手紙や手帳に感動しました。また証言映像では戦地はもちろ

ん戦地への移動中や訓練でさえも常に危険ととなりあわせであった当事の状況のすさまじさを

感じました。いつ治るかわからない療養と成功率が高いとは言えない手術。当事の結核患者は

とても難しい 2 択をせまられていたのだなと胸がいたくなりました。このような厳しい環境下

でもまっすぐに生きていた人々の軌跡を見て、感銘をうけました。 
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感じました。いつ治るかわからない療養と成功率が高いとは言えない手術。当事の結核患者は

とても難しい 2 択をせまられていたのだなと胸がいたくなりました。このような厳しい環境下

でもまっすぐに生きていた人々の軌跡を見て、感銘をうけました。 
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・戦争経験者の平和に対する思いを痛いほど感じた。私たちの若い世代はきちんと戦争の悲惨さ

を学び次の世代へ伝える義務があると思った。 
・戦後の苦労を拝見し、家族の支えが本人達を支えていたことがわかった。高度経済成長を向か

え周囲が豊かになっていく中で、障害をかかえ取り残されていくが、強い心で立ち向かってい

たことが、すごく感動しました。 
・戦傷病者の苦い経験を見て、見ているこちらまでもが重々しい気持ちになりました。展示はわ

かりやすく（難しくなく）見やすさがありました。戦争がどんなものなのか感じられる重要な

資料がたくさんありました。 
・戦争を知っている方が少なくなったり、時間が過ぎていっている中で、現代の人は戦争で苦労

した方が沢山いることへの興味や関心もうすれているような気がします。このような施設があ

ることを私達が伝えていかなければならないと思います。 
・めがねがあったから死なずにすんだという実際の展示はすごくリアル。たくさんのリアルな展

示は一番心に残る。戦病死者の苦悩は、あまり伝えられていないし、このような史料館がある

ことによって次の世代に伝えていかなければと感じた。とてもていねいな説明でした。ありが

とうございました。 
・戦後の街頭に立ち募金を募っている傷痍軍人と通り過ぎていく一般市民の写真が一番印象に残

りました。今日、見学する事が出来て本当に良かったと思います。ありがとうございました。 
・亡くなってしまった祖父にもっと話を聞けばよかったと改めて思いました。 
 （大正１１年生まれだった上にシベリアに行っていたらしいです。）歴史は語り継がれるべきだ

と強く思います。 
・今まで戦争病者がどのように受傷し、戦後を生きてこられたのかということにふれる機会がな

く、何も知らなかったのでとても勉強になりました。受傷した戦時中の様子や治療の様子など、

説明を聞いたり史料をみたりするとつらくなりましたが、知っておかねばならないことだと強

く感じました。終戦後の戦争病者がどう生活していったかと云う点も印象に残り政府の対応や

世間の対応などもくわしく知る事ができよかったです。戦傷病者の方の証言からも苦しい体験

や平和を願う気持ちが伝わってきて、当時を忘れてはならないと感じました。 
・戦傷病者が戦後どのように生活していったかなど今まであまり深く考えた事がなかったので、

具体的なお話や体験を知る事ができて、視野が広まったと同時に戦争の悲惨さを改めて思い知

らされました。 
・戦時下で、十分な医療器具や薬剤のない中、負傷、戦死した兵の苦しみが伝わってきて辛かっ

た。その中の医官の役割、兵から「医官が見てくれるというだけで、安心や不安、すがるよう

な思い」などの証言を聞き、やるせない気持ちになった。 
・実際に人に会って話しを聞くのは難しいと思うので、証言映像で、表情を見ながら話を聞けた

ことは、とても貴重な経験になりました。図書のコーナーに大学には置いていない本も沢山あ

ったので、参考になりました。 
・祖父も出兵していながら、私が幼い頃亡くなってしまったため、直接戦時中の話を聞くことは

できていません。ですからこのような史料館があることで、祖父の体験した事へ思いをはせて

おります。戦争を実際に経験した方が減っている今、そのことを未来へどのように伝えて行く

かが大切なことだと感じました。 
・戦傷病者の方の視点について展示している資料館は珍しいと思った。しかし、やはり若い人達、

戦争を知らない人達には、ここに来て欲しい。無料にも係わらず、ここまで丁寧に運営されてい

て凄いと思った。私には知らない事が、まだまだある。もっともっと学び忘れず継承していくこ

とが、私達が今ここで生かされている使命だと感じる。２Ｆの展示の伊藤朝雄さんの言葉が胸に

刺さった。生きる・・・ それは死ぬよりもつらかった。ジオラマを見ても、展示全体を通して

もそのことを強く感じた。１Ｆには多くの書籍があり、驚いた。戦争に関する本はこんなにもあ

るのか･･･。大変貴重な資料だと思います。本日は有難うございました。 
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【１０代】 
・戦争でけがをしたことは知っていたけど、戦争で病気になった人もいるということが分かりま

した。その原因は食料不足や医薬品の不足だと分かりました。改めて、戦争を二度としてはい

けないと思いました。 
・今回、こういった体験をさせていただきありがとうございました。とてもていねいな説明で、

分かりやすく学ぶことができました。「戦争」というものをとても軽く見ていたので、とてもし

ょうげきをうけました。戦争のことを若い時代に伝えていくことは、とても簡単なことではな

いと思いますが、これからもがんばってください。 
・あの穴のあいたカバンやたばこケースなどいろいろなもので命びろいした人にはとても感動し

ました。たった一つの物が人生をかえるなんて戦争とはすごいことだと思った。受傷したあと

も、人工の足で動くことになるから大変だと思いました。水木しげるさんは手を切断して大変

だと思ったけどその苦労がいまのすばらしいまんがへとつながっていったから、戦争の大きさ

をしりました。 
・初めて来て良く分からないと思ったが、しせつの方が説明してくださって内容が分かりました。

今日は時間がなかったので全部見る事が出来なかったが、今度来られたら全部見てみたいです。

今日はありがとうございました。 
・義眼や血のついたタオルは、すごく胸につきささりました。 
・最初に傷病者の資料を見た時にも、ゾッとしたが、２階の資料を見て、また苦しくなった。 
・戦争で死ぬと言うと、射ち殺されるなどを想像されるが、怪我や病気などで少しずつ死に近づ

くと恐怖である。また怪我などで体の一部を失った方々のその後の人生も多くの悲しみや苦労

がある。ということに少しでも触れる事ができた。 
・これまでも博物館などで、「命の学習」を受けてきました。私たち人間が生きてきた中で「現実」

に起こった事でありながらも、日常生活でこういった事に触れることは、ほとんど有りません。

そうした面で、非常に参考になる場所であり、「命の重さ」というものを再確認できる場所だと

も思いました。 
・野戦病院のジオラマが予想以上にショッキングであった。眼鏡を貫通した銃弾が忘れられない。

やはり負傷した人物の証言等が一番重かった。 
・戦争の苦しさや負傷した人や家族の苦しさが分かった。 
・全然戦争の個人のことは知らなかったので、詳しく知れて良かった。でもすこしショックもあ

った。 
・戦争の事を詳しく知る事が出来て嬉しかったです。昔の苦労が良く分かりました。しょうけい

館に行って見て、戦争で病気になったり、怪我をしている人の物が展示されていて、私たちは、

戦後に生まれたので、戦争中には、どのような様子、どのような感情、どのような状況かがま

ったく分からず、想像もつきませんでした。しょうけい館には、戦争中の事や戦後に体験した

様々の労苦についての証言、歴史的な資料、情報、保存、展示などがしており、色々の事を学

ぶ事が出来ました。戦争中の展示物があり歩くのも一苦労、立っているのもやっとなくらい大

変な事なんだと感じて私たちが、当たり前のように生きていて当たり前のように、ご飯を食べ

たり、お風呂に入ったり、服を着ることが出来たり、布団をしいて、安全に寝る事が出来て、

やっぱり昔に比べる私たちはとても幸福だと思います。だから生きているのを当たり前に思う

のでなく、一日、一日を大切に生活し、一分一秒の時間を大切に使わなければいけないことを

改めて感じる事ができました。このような貴重な体験をさせて頂き有難うございました。 
・今まで、戦争について調べてきましたが戦争による負傷者の方々のことはあまり知りませんで

した。今では想像ができないほどのつらい思いをされたのかと思うと胸が苦しくなります。今

の平和のありがたさがよく分かりました。 
・私は今、気を抜いたら、泣いてしまいそうです。２階の展示を見て、とても心が重くなりまし

た。生々しい資料は、私の胸にストレートに、様々な想いを伝えて来ました。野戦病院のジオ

ラマを少しのぞいた時、心臓が、ドクンと鳴りました、私は、あれ以上先へ進む勇気が出ませ

んでした。言葉に出来ない気持ちでいっぱいです。一人でふらふらとしていた私に優しく声を

かけてくださった警備の方 私の緊張をほぐしてくださった受付の方、お名前は分かりません

が、本当にありがとうございました。 
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・私は戦争を体験したことがありませんが、体験した方からのお話や映像、資料などを見るだけ

でも昔がどんな日本だったのか今がどれだけ幸せなのかがとても身にしみます。私は中学３年

生です。戦争をしているとき中２、中３の子たちは死体を川からひろう事を指示され、嫌とも

言えずやらされていたと昨日ききました。今、友や親やきょうだいとケンカができるのはとて

も幸せな事なんだと思います。 
・戦争は体験しないと本当の恐ろしさは分からないと思うけど１ついえることは、もう二度と戦

争をしてはいけないことがわかりました。 
・戦傷病は自分が想像するよりももっと酷であることが充分伝わりました。おもわず感情移入し

てしまいました。今日 しょうけい館に来たことは貴重な経験です。 
・映像をすべて観させていただきました。とても心にひびく話ばかりで当事の凄惨さを感じまし

た。He still lives in my heart. Love forever  fin. 

・当事のことについてとても深く学ぶ事が出来ました。図書も充実していて、参考になりました。

その中でとても心に残ったのは、“He still lives in my heart”という言葉です。Love forever

…Fin. 

・説明がスムーズでとてもわかりやすかったです。ありがとうございました。小さい施設に見え

ますが、内容がとても充実していると思います。 
・戦争で死んだ方が多いと思っていたのですが、病死が多いと聞いて驚きました。ほかにも、し

ょうけい館に来て初めて知ったことがたくさんあったので来館して良かったなと思いました。 
・戦争の恐ろしさは体験したことのない人から伝聞するより、体験した人の生の声を聞くことで

恐ろしさが分かると思います。しょうけい館では、その生の声を証言映像でみることができ、

とても分かりやすく編集されていて見やすかったです。又、このような映像をこれからも保存

し、後世に伝えていくべきであると考えました。 
・パソコンで自由に映像資料を閲覧出来ることがとても勉強になり良いと思いました。１階は明

るい照明で白を基調としており、２階は展示の内容もあり黒を基調としていて、２階を見終わ

った後に１階に戻ってきて明るい空間であるのが重い気持ちのままにならずに救われる気持ち

になるので良いと思いました。 
・戦死者の話ばかり聞いてきた気がして、ここに来て初めて戦傷病者の方が戦後どれほどの苦労

をなさったのかほんの少しでも分かったような気がします。授業がなければ存在さえしらなか

っただろうと思うのでここに来られて良かったです。 
・戦争によって傷病をおった方々がどのような人生を送り、周りがどのように支えていたのか、

社会はどうなっていたのか分かる事ができた。 
・特に２Ｆが一人の人の戦争での人生が時系列で説明されていてとてもわかりやすかったです。 
・自分と変わらない年代の徴兵にたいし、胸がしめつけられました。生き残れなかった人の家族

のかなしみも分かりましたが、それ以上に生き残った方の生きる苦しみをしることができまし

た。 
・亡くなった祖父が満州で傷を負った。傷痍軍人だったので、ここへ来させていただき背景や苦

悩を知れた。もっと理解を深めたいと思った。 
・戦争の語りつぎが途絶える事のないよう、しょうけい館の存続を祈ります。 
・証言者の映像シアターでは目、耳で見て聞く事ができました。なかなか体験する事ができない

ので良い思いでとなりました。これからも興味を持っていきたいです。 
・今まで戦争についいて学校で習ってきたが「傷痍軍人」という言葉は始めて聞いた。戦争が終

ってもなお戦争によってこうむった傷や病で苦しむ方は大勢いらっしゃるということを改めて

教えていただいた。今私達に出来ることは決して戦争をしないこと。そして戦争があったこと

を忘れない事だと思った。 
・今まで学校や新聞、テレビ等で学んだ事は、戦争中の苦労、残酷さが中心でした。しかし、見

学させていただいて戦後も人々の苦しみは続いていて、人によれば死ぬまで戦い続けたのだと

改めて考える機会となりました。このように後世へと語り継ぐ事は非常に大切だと感じました。

とても勉強となる資料、説明をありがとうございました。 
・看護師を目指す者として学ぶ事がたくさんありました。 
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・穴のあいた軍長靴、メガネ、帽子の展示はとても印象的でした。受傷した後、明るく前向きに

必死にいきた傷痍軍人の方の生き方は、とても見習うところが大きかったです。 
・障害をもつようになる、または死んでしまうのは一瞬だが、それから先、生きていくのは大変

な苦労と周囲の助けがいるのだと感じた。自分の生き方についてもう一度考えさせられた。将

来医療従事者になるものとして、生きることに絶望を感じ、大変な苦労を抱えている方に寄り

添っていきたい。 
・今まで戦争についていろいろな資料を見たり話を聞いたりしてきましたが、戦後の傷痍軍人や

その家族の話をこれほどまで聞いたことがなかったので、とても良い経験となりました。あり

がとうございました。 
・自分と変わらない年代の徴兵い対し、胸がしめつけられました。生き残れなかった人の家族の

悲しみも分かりましたが、それ以上に生き残った方の生きる苦しみを知ることができました。 
・戦争でけがをしてしまった人のことを少しこわかったけど知れてよかったです。 
・しょうけい館を見学した事で、改めて戦争がどれだけひどいものか思い知らされました。と共

に戦争についてもっと知りたいと思いました。祖母も戦争を経験しているので、話を聞いて見

たいです。 
・片足だけになってしまった方用の自転車があった事に驚きました。マネキンを使っての再現の

場所は、とても怖かったです。 
・野戦病院ジオラマに、とても衝撃を受け痛々しくすごく驚きました。また、他の資料や実際使

用していた物などもとてもリアルでした。戦争でどのような影響が出るのか良く分かりました。

二 
・学校の課題で友達と一緒に来ました。特に実物の展示は今まで見たことが無かったので、印象

に残りました。私のおじいちゃんが体験者なので、話は聞く事がありましたが、実物を見ると

よりその時の事が想像できて少し怖かったです。けれど実物をしっかり見て、事実をきちんと

学ぶことが出来ました。 
 
【１０歳未満】 
・せんそうはこわいとおもった。 
・すぐ終わってしまった思いました。けれど、心にのこりました。戦争は二度とやってはいけな

い、戦争はわるいこと、戦争をはじめたのはだれなのかと思いました。すごくざんこくでした。 
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香川県傷痍軍人会
厚生労働省社会援護局業務課調査資料室
日本傷痍軍人会
山梨県傷痍軍人会
愛媛県庁
沖縄県傷痍軍人会

平成２5年度資料提供者御芳名
25年度の当館に資料並びに図書をご寄贈くださいました方のお名前をここに記して御礼といたします。

しょうけい館

（順不同、敬称略）

（団体）

＜平成２5年度資料提供者＞

寄贈者名
島嵜　鋼一
西山　一輝
笹沼　謙一
吉澤　正次
土井　兼廣
渡辺　シマ
木村　益雄
鈴木　實
横澤　正
東郷　登代美
松田　五士
浅井　定司
土井　藍生
小沢　太郎
新井　道子
上田　毅八郎
山本　孝明
中川　正信
小川　治夫
木龍　克己
平野　耕二
船越　寿美子
島影　美鈴
三原　久仁子
大野　浩子
石田　純一
白髪　典子
桧山　紀雄

（個人）



48

（順不同、敬称略）＜平成２5年度図書提供者＞

寄贈者名
秋田県傷痍軍人会
石川県傷痍軍人会
岩手県傷痍軍人会
沖縄県傷痍軍人会
鹿児島県傷痍軍人会
金沢大学日本史学研究室
京丹後市教育委員会
埼玉県傷痍軍人会
株式会社汐文社
鈴鹿市文化振興部文化課
全国戦災傷害者連絡会
仙台市傷痍軍人会
戦没した船と海員の資料館
特攻隊戦没者慰霊顕彰会
長野県傷痍軍人会
新潟県傷痍軍人会
日本傷痍軍人会
株式会社ひつじ書房
ひめゆり平和祈念資料館
兵庫県傷痍軍人会
福島県傷痍軍人会
舞鶴引揚記念館
宮城県傷痍軍人会
宮崎県傷痍軍人会
靖国偕行文庫
株式会社潮書房光人社
福岡県傷痍軍人会

（団体）（個人）
寄贈者名

安味　正己
多賀須　幸男
榎本　浩
根木　榮英
田中　みずき
藤田　利夫
宮内　大輔
徳田　保久
高田　繁喜
東郷　登代美
木村　益雄
小松　敏
真鍋　千恵
木場　博
上澤　祥昭
新井　恵美子
山本　孝明
平野　光子
横田　肇
菅谷　雅彦
奥田　盛人
尾立　貴志
上田　博子
笹沼　謙一
土井　藍生
加藤　文子
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年　月 学　　校　　名
平成２５年 4月 滋賀県守山市立守山南中学校

5月 読売理工医療福祉専門学校
シュタイナー学園高等部
神奈川県立川崎高等学校
石川県金沢市立高岡中学校
愛知県豊田市立下山中学校
山形県鶴岡市立第三中学校
成蹊大学
草苑保育専門学校
神奈川県川崎市立川崎高等学校

6月 岐阜県美濃市立美濃中学校
愛知県岡崎市立竜海中学校
浦和ルーテル学院
共立女子中学校
陸上自衛隊衛生学校
神奈川県川崎市立富士見中学校
愛知県犬山市立城東中学校
東洋大学
神奈川県川崎市立はるひ野中学校

7月 学習院大学
神戸女学院大学
神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校
新潟県新潟市立高志中等教育学校

8月 東北学院大学
東京パブテスト神学校

9月 埼玉県朝霞市立朝霞第四中学校
宇都宮大学
神奈川県川崎市立富士見中学校
金沢大学
駿河台甲府中学校

年　月 学　　校　　名
10月 東京都練馬区立石神井東中学校

明治大学付属中野高等学校
駿台甲府中学校

11月 桐朋女子中学校
陸上自衛隊衛生学校
関東学院大学
専修大学
和光大学
学習院大学

12月 埼玉県所沢市立所沢中学校
陸上自衛隊富士学校
群馬県長野原町立西中学校
カリフォル二ア大学
防衛医科大学校
國學院大學栃木高等学校

平成２６年１月 東京経済大学　
自衛隊中央病院高等看護学院
東京都足立区立入谷南中学校
東京都練馬区立石神井南中学校
東京都東村山市立東村山第三中学校
神奈川県川崎市立東橘中学校
埼玉県三郷市立瑞穂中学校

2月 創価大学
東京都日野市立日野第二中学校
陸上自衛隊小平学校

3月 埼玉県立伊奈学園中学校
クラーク記念国際高等学校
陸上自衛隊衛生学校
明法中学・高等学校

平成２５年度来館校御芳名
（順不同。敬称略）
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館　　　長

事務局長 総　務　係総　務　課

経　理　係

図　書　係

学　芸　課 学芸情報係

組　織

２５

年　　月 来館者数（人） 備　　　考

平成２４年　４月 　　９，６４４ 「春の企画展」３／２０～５／１２

５月 　　９，４２１ 「春の企画展」　　　〃

「定期上映会」５／１４～８／２５

６月 　１１，７４８ 「定期上映会」　　　〃

７月 　１０，８８４ 「定期上映会」　　　〃

８月 　１３，５９２ 「定期上映会」　　　〃

「定期上映会」８／２７～１１／３０

９月 　　８，２０５ 「定期上映会」　　　〃

１０月 　　８，９６０ 「定期上映会」　　　〃

１１月 　　８，１２４ 「定期上映会」　　　〃

１２月 　　８，４４２ 「定期上映会」１２／１～１２／２７

平成２４年　１月 　　５，９７０ 「定期上映会」　１／５～　２／２

２月 　　４，３８１ 「定期上映会」　２／４～　３／２３

３月 　　７，７３４ 「春の企画展」　３／２６～５／１１

計 １０７，１０５
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しょうけい館1階

［開館時間］
［休 館 日］

10:00～17:30（入館は17:00まで）
毎週月曜日（祝日は開館）

〒102-0074   東京都千代田区九段南1-5-13 ツカキスクエア九段下
TEL 03(3234)7821   FAX 03(3234)7826   URL www.shokeikan.go.jp

［会 場］

入 館 無 料

3.26 5.11
平成26（2014）年

水 日

箱根療養所にて
春の企画展

生涯を終えた

戦傷病者
The National Sanatorium Hakone Hospital

春の企画展チラシ

普及広報関連資料
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春の企画展パンフレット
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ホームページ画像

2015/03/10 8:02しょうけい館 戦傷病者史料館

   サイト内検索

採用情報を掲載しました。NEW!
定期上映会開催中。NEW!
証言映像についてのお願い。
当館への資料寄贈について（お願い）。
しょうけい館年報を掲載しました。
図書検索、映像検索の情報を更新しました。
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利用案内 

 

入 館 料／無料 

開館時間／午前１０：００～午後５：３０（入館は午後５：００まで） 

休 館 日／月曜日（祝日または振替休日の場合はその翌日） 

     年末年始（１２月２８日～１月４日） 

音声ガイドがあります。（無料） 

団体で見学される場合には、なるべく来館予定日をご連絡下さい。 

車椅子、ロッカーは無料でご利用になれます。 

 

                交通のご案内 

 

東京駅（東京メトロ丸ノ内線）→大手町（東京メトロ半蔵門線）→九段下 

渋谷駅（東京メトロ半蔵門線）→九段下 

新宿駅（都営地下鉄新宿線） →九段下 

上野駅（東京メトロ銀座線） →日本橋（東京メトロ東西線） →九段下 

※九段下駅下車、６番出口から徒歩１分 

 

都営バスをご利用の場合 

「九段下」停留所から徒歩１分（高７１系統（九段下～高田馬場）） 

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。 

※車椅子でご来館される場合は館のＡ入口をご利用ください。 
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しょうけい館年報 平成２５年度（第８号） 

  平成２６年１１月発行 

  編集発行  しょうけい館 戦傷病者史料館  

〒１０２－００７４ 東京都千代田区九段南１－５－１３ 

ツカキスクエア 九段下 

        電話 ０３（３２３４）７８２１  

http://www.shokeikan.go.jp/ 








