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神奈川県立神奈川総合高等学校（平成２７年５月） 江戸川川柳愛好会（平成２７年５月）

千葉県立四街道北高等学校（平成２７年５月） ワールドジャーニー（平成２７年５月）

陸上自衛隊小平学校（平成２７年６月） 日本福祉教育専門学校（平成２７年６月）

全日本国立医療労働組合（平成２７年６月） 熊本県遺族会（平成２7年８月）



東北学院大学（平成２７年８月） 三菱人権啓発連絡会（平成２７年１１月）

桐朋女子中学校（平成２７年１１月） 自由学園初等部（平成２７年１１月）

宇都宮市遺族会（平成２７年１１月） 学習院大学（平成２７年１１月）

グループタウンウォッチング（平成２８年１月） 千葉市立磯辺第三小学校（平成２８年１月）
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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、戦傷病者とその妻やご家族等が戦中・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平成１８年３月に開館

した国の施設です。

　平成２８年１１月

しょうけい館　　　　　　　

館長　奥野　義章　　

　平成２７年度は、戦傷病者が体験したさまざまな労苦を知っていただけるように、

「戦傷病とは？」をテーマとした企画展を夏と春の２回に分けて開催するとともに、

１階展示室の一角ではミニ展示を、証言映像につきましては当館がこれまでに制作

した全証言映像一挙上映会を開催しました。これら企画展や上映会等に多くの方々

にご来館いただき、戦傷病者等が体験した労苦を、ご理解いただく機会を提供でき

たと思っております。

　また、戦後７０年事業として、長野県と和歌山県では地方展を開催すると共に、

昭和館・平和祈念展示資料館との連携による合同企画展示会・講演会を開催しました。

　学校利用につきましては、小学校や中学校の利用が増えるとともに、高校の修学

旅行事前学習利用や修学旅行等での利用が多くなり、後世代への継承といった意味

での活用が増えてきております。戦後生まれの世代が、戦後の長きにわたる戦傷病

者の「生き方」について「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、妻や家族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」などのご意

見をいただいており、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にかかる資料・情報の多くが

散逸し、人々の記憶からも薄れてきている今日にあって、これらの資料・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。

　関係各位には、これまでのご支援・ご協力に心より感謝申し上げますとともに、

今後とも、なお一層のご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　ここに平成２７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。

館入口
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◆施設概要

◆事業内容

設立趣旨

館名

施設の概要

展示事業

図書映像資料等閲覧事業

関連情報提供事業

運営

　しょうけい館は、厚生労働省が戦傷病者の援護施策の一環として、戦傷病者と

その妻やご家族等が戦中・戦後に体験したさまざまな労苦についての資料及び情

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。

　戦傷病者とそのご家族等の労苦を知り、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。

　（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㎡）

　戦傷病者とその妻やご家族等が体験した戦中・戦後の労苦を伝える資料を収集、

保存し、これを展示する。

　戦傷病者とその妻やご家族等が体験した戦中・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。

　戦傷病者とその妻やご家族等が体験した戦中・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。

　厚生労働省の委託を受けて、株式会社ムラヤマがその運営に当たっている。
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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 総合案内受付

 2 企画展示

 3 図書閲覧室

 4 図書検索コーナー

 5 情報検索コーナー

 6 戦傷病者と援護のあゆみ

 7 平和へのメッセージ

 8 証言映像シアター

1F
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平成２７年　４月　７日～平成２８年１月３１日

　　　　　　　「全証言映像一挙上映会」の名称で平成２５年度までに

　　　　　　　当館が制作した証言映像１３６本の上映会を開催

　６月２１日～６月２５日

　　　　　　　鹿児島県・宮崎県在住の戦傷病者４名の証言映像を収録

　７月　４日　夏の企画展「戦傷病とは？－第１部　戦傷－」のチラシ・

　　　　　　　ポスターを全国の関係機関に配布

　７月１０日　第８回 関係施設等連携会議に出席（於：昭和館）

　７月１１日　栃木県在住の戦傷病者１名の証言映像を収録

　７月１４日～７月２０日

　　　　　　　企画上映会「シベリア抑留と戦傷病者」を開催

　　　　　　　(平和祈念展示資料館　特別展示連携企画）

　７月１８日～８月３０日

　　　　　　　「夏休み３館めぐりスタンプラリー」を開催

　７月２２日～９月２７日

　　　　　　　夏の企画展「戦傷病とは？－第１部　戦傷－」を開催

　７月２９日～３０日　

　　　　　　　「子ども霞が関見学デー」に参加（於：厚生労働省）

　８月１４日～２４日　

　　　　　　　戦後７０年３館合同企画展示会 「伝えたい　あの日、

　　　　　　　あの時の記憶」を開催（於：千代田区立日比谷図書文化館）

　８月２２日　戦後７０年３館合同企画講演会 「伝えたい　あの日、

　　　　　　　あの時の記憶」を開催（於：千代田区立日比谷図書文化館）

１０月１７日～２３日　

　　　　　　　「しょうけい館－戦傷病者史料館－長野展」展示会を開催

　　　　　　　（於：長野県県民文化会館）

１０月２３日　戦後７０年３館合同企画講演会「伝えたい　あの日、

　　　　　　　あの時の記憶」を開催（於：長野県県民文化会館）

平成２７年度主要事業
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平成２８年

１０月２３日～１０月２９日

　　　　　　　大分県在住の戦傷病者５名の証言映像を収録

１１月　４日～８日

　　　　　　　「しょうけい館－戦傷病者史料館－和歌山展」

　　　　　　　展示会を開催（於：和歌山県民文化会館）

１１月　７日　戦後７０年３館合同企画講演会「伝えたい　あの日、

　　　　　　　あの時の記憶」を開催（於：和歌山県民文化会館）

１２月１１日～１２月１６日

　　　　　　　千葉県・東京都・茨城県・埼玉県在住の戦傷病者６名の

　　　　　　　証言映像を収録

　１月２３日～１月２７日

　　　　　　　沖縄県在住の戦傷病者５名の証言映像を収録

　２月　１日～２月　５日

　　　　　　　資料の燻蒸実施（於：館内１階）

　２月　５日　春の企画展 「戦傷病とは？－第２部　戦病－」のチラシ・

　　　　　　　ポスターを全国の関係機関に配布

　２月　６日～２月２８日

　　　　　　　新収録証言映像企画上映会を開催

　３月　１日　第三回しょうけい館運営有識者会議に出席（厚生労働省主催）

　　　　　　　（於：ホテルグランドパレス）

　３月　１日～（５月　８日）

　　　　　　　春の企画展 「戦傷病とは？－第２部　戦病－」を開催

　３月　９日　第９回 関係施設等連携会議に出席（於：昭和館）
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◆各事業

Ⅰ　展示事業

　展示事業では、戦傷病者とその妻やご家族等が体験した戦中・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、戦傷病者とその妻やご家族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、戦傷病者とその妻やご

家族等が戦中・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」「本国への搬送」「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、「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姿や当時の想い等を更に紹介できるようにした。

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

設置するなどの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、「ある兵士の辿った足跡」を

追体験できるようなサイン・イメージ写真、実物資料・履歴・証言、図・解説文、時代

背景や状況の写真で展示している。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。

《※資料展示の基本的考え方》

（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　企画展等の開催
　当館では、戦傷病者とその妻やご家族等が体験した戦中・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

ている。

　平成２７年度の実施内容については次のとおりである。

（１）企画展の開催
　①「夏の企画展」

タイトル　　「戦傷病とは？－第１部　戦傷－」

開催期間　　平成２７年７月２２日（水）～９月２７日（日）

来館者数　　４０,６８０人（当館入口に設置の「自動カウンター機器」による）

開催内容　　戦後７０年を経て、戦傷病者を具体的にイメージすることが難

ともにのりこえて 箱根療養所
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しい時代になってきたことから、「戦傷病（軍人、軍属、準軍

属の公務上の傷病）」をテーマに、第１部として「戦傷」の様々

な事例を紹介した。

展示解説　　当館学芸員による展示解説を実施した。（５回）

講 演 会　　東京大学大学院医学系研究科　特任准教授　徳野慎一氏による

講演会を開催。（演題：「戦傷とは」）

企画展示風景 展示解説

　②「春の企画展」

タイトル　　「戦傷病とは？－第２部　戦病－」

開催期間　　平成２８年３月１日（火）～５月８日（日）

来館者数　　２８,７１０人（当館入口に設置の「自動カウンター機器」による）

開催内容　　夏の企画展でとりあげた「戦傷」に続き、第２部として「戦病」

の様々な事例を紹介した。併せて戦病関連の証言映像を上映した。

証言映像　　「飢え マラリア 受傷」「誠（まごころ）で守られた命－ニュー

ギニア戦線にて－」「インパール作戦の最前線で－隊附軍医の

記憶－」「何としても生きて帰る～極寒と酷暑の地で～」「見た

目はなんでもないが…」「衛生兵の受傷」「西部ニューギニア・

軍医の闘い」「天地の恵みを知る～ニューギニアで終戦を迎え

た軍医」「三回の入院を乗り越えて」「筆舌に尽くせぬ苦しみの

日々」「二度の撃沈、受傷、そして発病…」「衛生兵ゆえの感染」

「シベリア抑留、そして結核…それを支えた妻」「戦病者として

生きる」「熱砂の抑留生活」「すべてめぐり合わせと思って」「海

軍看護兵　若き日の記憶」「憲兵から捕虜となって～前川周三

郎さんの証言」「シベリア珪肺を抱えながら」「シベリア珪肺～

今も続く後遺症～」「シベリア珪肺の苦しみ」以上、当館制作

の証言映像

展示解説　　当館学芸員による展示解説を実施した。（２回）
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（２）ミニ展示
　収蔵庫で保管している資料を活用して、1階展示スペースにてミニ展示を開催した。

第 １ 回 新着寄贈史料展　「日本傷痍軍人会支部京都府傷痍軍人会と日本

傷痍軍人会黎明期」

会　　期 平成２７年６月２日（火）～６月２８日（日）

内　　容 京都府傷痍軍人会より寄贈された資料を中心に日本傷痍軍人会の

黎明期の歴史を紹介。

展示資料 感謝状、第十回大会関係書類綴、京都市傷痍軍人妻の会会旗用ペ

ナント、日本傷痍軍人「妻の会」結成大会資料、綱領等

第 ２ 回 新着寄贈史料展　　

会　　期 平成２７年７月２２日（水）～８月３０日（日）

内　　容 静岡県の山﨑義男氏より寄贈された静岡県傷痍軍人会関連資料や

山﨑氏の個人資料を紹介。

展示資料 静岡県傷痍軍人会・周智郡傷痍軍人会資料、軍隊手牒、現認証明

書、戦傷奉公杖等

第 ３ 回 新着寄贈史料展　　

会　　期 平成２７年９月２９日（火）～１１月１日（日）

内　　容 戦後７０年３館合同企画講演会、長野会場における講演者 渡辺

和巳氏の父 渡辺勝氏の寄贈資料を紹介。

展示資料 履歴表、航空記録（複製）、写真帳、恩賜の義手等の関連資料

第 ４ 回 上田毅八郎氏寄贈作品展

会　　期 平成２７年１１月３日（火）～１１月２９日（日）

内　　容 上田氏より寄贈された作品の中から戦傷病者を日本へ搬送した病

院船を紹介。

展示資料 「阿波丸」「興安丸」「白龍丸」「氷川丸」の原画、「阿波丸」の複

製画、その他資料　

第 ５ 回 新収録証言映像展

会　　期 平成２８年２月６日（土）～２月２８日（日）

内　　容 平成２６年度の証言映像の上映会にともなって、ご協力いただい

た証言者の資料を、証言映像の上映とともに紹介。

展示資料 摘出弾、船員手帳、恩給診断書、義眼、戦傷奉公杖等
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（３）証言映像上映会の開催
　証言映像は、証言映像シアターで毎日上映しているが、平成２７年４月７日から

平成２８年１月３１日までは「全証言映像一挙上映会」として、平成２５年度まで

に当館が収録した証言映像１３６本を１２回に分けて上映した。

　また、平成２８年２月６日から２８日までは「新収録証言映像企画上映会」とし

て平成２６年度に収録した１３名の証言映像を上映した。

３　地方展の開催
　平成２７年度は、館の存在・意義を広く認知してもらうための展示会を長野県（長

野市）と和歌山県（和歌山市）にて開催した。また、戦後７０年事業として、昭和館、

平和祈念展示資料館とともに、３館合同企画による展示会を東京（千代田区）にて

開催した。

（１）しょうけい館－戦傷病者史料館－長野展
開催期間　　平成２７年１０月１７日（土）～１０月２３日（金）

会　　場　　長野県県民文化会館（ホクト文化ホール）　３階第２会議室

来場者数　　７２１人

長野県関連の実物資料や証言映像を中心に、戦傷病者とその家族等が

戦中・戦後の体験したさまざまな労苦について紹介した。

（２）しょうけい館－戦傷病者史料館－和歌山展
開催期間　　平成２７年１１月４日（水）～１１月８日（日）

会　　場　　和歌山県民文化会館　小展示室

来場者数　　１,０２２人

和歌山県関連の実物資料や証言映像を中心に、戦傷病者とその家族等が

戦中・戦後の体験したさまざまな労苦について紹介した。

（３）戦後７０年３館合同企画展示会「伝えたい　あの日・あの時の記憶」
開催期間　　平成２７年８月１４日（金）～８月２４日（月）

会　　場　　千代田区立日比谷図書文化館　１階特別展示室

来場者数　　２，１０８人

昭和館、平和祈念展示資料館とともに同一会場にて展示会を開催した。
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長野展 和歌山展 3館合同企画展示会

４　来館者対応
（１）「展示資料一覧」等の配布
　２階及び１階の常設展示室では、来館者が観覧しながら参照出来る、「展示資料

一覧」（Ａ４判８頁。参照資料「展示資料一覧」）を配布した。また、２階常設展示

室の各ゾーンに設置している「体験記」（抜粋）を「冊子」にして、来館者の要望

に応じて、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、

学芸員等が適宜対応した。

（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。
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（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増刷し、増加している小・中学生の来館者に配布した。

（６）レファレンス・サービス	
　平成２７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）《※照会・対応例》

（Ｐ 18）を参照）。

夏の企画展パンフレット 春の企画展パンフレット

子ども解説シート

（４）「企画展」のパンフレット等の配布
　平成２７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。
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恩賜の義手

有田郡清水町傷痍軍人会会旗 補充兵手牒

５　実物資料等の収集と保存
（１）実物資料等の収集状況
　平成２７年度末までに収集した実物資料等は次の表の通りである。

《実物資料等の収集状況》 単位：点

平成２６年度まで 平成２７年度 累計 備考

寄　贈 １７，６４８ １，２２４ １８，８７２

購　入 　１，１４８ 　　　３ 　１，１５１

計 １８, ７９６ １，２２７ ２０，０２３

（財）日本傷痍軍人会解散後は、元会員の方々や戦傷病者と妻やそのご家族へ資料

寄贈の依頼を行った事もあり、個人より寄贈された資料が多くを占めている。

《主な寄贈資料》

補充兵手牒、DVD『国立箱根療養所当時の思い出』、東京都傷痍軍人連合会会旗、

戦傷病者乗車券引換証、軍隊手牒、恩賜の義手、戦傷病者手帳、軍歴証明書、

額「龍炎」（歩兵第 146 聯隊軍旗写真入り）、上田毅八郎氏の水彩画、摘出弾、

障害年金証書、補装具支給（修理）請求書、軍事郵便貯金通帳、衣料切符、

戦傷病者相談員証、四十年式包帯嚢、等

　

（寄贈資料例）

《主な購入資料》

『西伯利出兵衛生史第四巻戦傷及凍傷』、『昭和十五年度傷痍軍人東京小学校教員養

成所概覧』、『昭和十九年五月傷痍軍人中等学校教員養成所一覧』
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６　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専門業

者による清掃作業を行った。

②　燻蒸処理

　虫害を防ぎ、殺菌・カビ防止のために、平成２６年１０月（前回の燻蒸）以降

に寄贈された資料、義手・義足、図書資料などを中心に約３００点を、平成２８

年２月１日～５日に館内で燻蒸処理をした。

３階収蔵庫

燻蒸処理の様子

（２）実物資料等の保存・管理
①　保管倉庫借上げ

　平成２０年度から、所蔵する寄贈等資料については、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・管理をしてきたが、平成２６

年５月に、しょうけい館３階の元（財）日本傷痍軍人会の事務所を借上げて収蔵

庫とし、資料の大半を館内に移した。絵画など、より微細な温湿度管理が必要と

される資料は、引き続き保管倉庫での保管とした。
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（２）温湿度の適正な管理
　常設展示室と新設した収蔵庫は、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、適正な管理に努めている。
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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、戦傷病者とその妻やご家族等が体験した戦中・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、戦傷病者とその妻やご家族等の労苦について来館者の理解

を促すため、戦傷病者やその妻やご家族等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、図書検索コーナーに配置してある図書検索端末機を使用して収蔵図書文

献情報を閲覧できる。

　平成２７年度の受入図書については、検索対象キーワードを増やすなど、さらに

検索し易いように登録した。既に登録済の文献についても随時同様の対応を進めて

いる。

（２）図書文献の収集状況　　
　引き続き、戦傷病者やそのご家族等が記した体験記、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２７年度末までに収集した図書文献は、累計で９，０８１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２６年度まで 平成２７年度 累計 備考

寄　贈 ６，３６９ １２６ ６，４９５

購　入 ２，５７６ １０ ２，５８６

計 ８，９４５ １３６ ９，０８１
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　平成２７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》

『Casualties of  History（歴史の被害者― 日本の傷痍軍人と第二次世界大戦 ―）』

『兵隊蟻の五〇〇〇キロ』『三橋國民　鎮魂 70年目の夏』『日露戦争期の陸軍転地療

養所』『A Tomb Called Iwo Jima（硫黄島という墓標）』『十七歳の硫黄島』『地域の

なかの軍隊８』『花森安治の青春』『ひびけあの声、とどけこの声』『満洲 1 ～４』

等

《主な購入図書文献》

『傷痍軍人・リハビリテーション関係資料集成』全７巻　『満州開拓と青少年義勇

軍創設と訓練』『Disabled veterans in history（歴史の中の傷痍軍人） 』『歴史の

なかの障害者』等

（３）図書文献の収蔵状況
　１階図書閲覧室及び３階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３，３００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
　企画展やミニ展示および証言映像シアターでの上映会に合わせて、関連する図書

等の特設コーナーを設置して閲覧に供した。また、新着図書についても特設コーナー

にて随時閲覧に供している。

特設コーナー（ 新着図書 ）
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（５）レファレンス・サービス
　平成２７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。

《※照会・対応例》
•「廃兵院・傷兵院の歴史（場所の変遷・規模含む）を知りたい」には、『傷兵院要覧』　『東京癈兵院

の概況』『癈兵院要覧』を紹介。

•「昭和 20 年 9 月、メレヨン島からの復員船として使われた高砂丸に関する史料はあるか？」には、

メレヨン島に関する図書は数冊あり。高砂丸に関する図書はなし、と回答。

•「シベリア抑留関係のマンガはどこにありますか？」には、おざわ ゆき作『凍りの掌』を提示。

•「土井晩翠が宮城県傷痍軍人療養所所歌を作詞した経緯を示す書面等を探している」には、国立療

養所宮城病院刊行の『四十周年記念誌梅林』『目でみる 35 年誌』　を紹介。

•「『雑木林 - 清瀬病院の憶い出』を借りたいが、ここにしかありませんか？」には、　都立中央図書

館で所蔵している。まずは在住または在学の地域の公共図書館での所蔵状況を調べたうえ、ない場

合は、地域の公共図書館を通じて都立図書館から借りてもらえる（相互貸借）サービスを案内。

（６）図書等の修復・保存
　傷みが甚だしく、保存・閲覧に供するこ

とが困難な図書資料５７点について、修復

と脱酸処理を実施した。

　また、良好な状態での維持保存を図る目

的で、実物資料とともに 約１，８００冊

を燻蒸処理した。

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、戦傷病者とその妻やご家族等が体験した様々な

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７０年の経過

とともに記憶が風化していく中で戦傷病者等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、戦後における生活、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収録されている。
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　平成２７年度においては、鹿児島県、宮崎県、栃木県、大分県、千葉県、茨城県、

埼玉県、東京都、沖縄県（収録順）の戦傷病者とそのご家族の収録を行った。収録

した証言映像は２２本であり、詳細については次の通りである。

①　収録対象者： 鹿児島県・宮崎県在住の戦傷病者４名　　

収録時期：平成２７年６月

証 言 映 像：「それでも空へ憧れる」「闘い続けた半生」「片脚を失くしても

前へ進む」「妻が支えた半世紀」 

②　収録対象者： 栃木県在住の戦傷病者１名

収録時期：平成２７年７月

証言映像：「死んで花実が咲くものか」「通信兵の見た硫黄島」

 ＊ご本人の体験とは別に、玉砕した硫黄島の生き残りの体験としての収録

　も可能であったため、２本となった。

③　収録対象者： 大分県在住の戦傷病者５名

収録時期：平成２７年１０月

証 言 映 像：「人生を切り開いた知恵～シベリアで片腕を失う～」「受傷した

手で挑んだ開拓 そして、人のために…」「最後まで傷痍軍人と

して」「生き残った苦しみ～ＣＴ登場で認められた脳の受傷～」

「全てを受け入れて～肺結核の夫を支える～」

④　収録対象者： 千葉県・茨城県・埼玉県・東京都在住の戦傷病者６名

収録時期：平成２７年１２月

証 言 映 像：「頭部損傷の夫を支えて」「不自由さを胸に秘めて」「開墾・切

り開いた人生～小学校教員からの軍人の妻へ～」「戦病の夫の

代わりに～戦中・戦後の開拓人生～」「夫の両脚となって支え、

共に歩んだ人生」「兄嫁と結婚してつかんだ幸せ」

⑤　収録対象者： 沖縄県在住の戦傷病者５名

収 録 時 期 ：平成２８年１月

証 言 映 像：「左脚の負傷に耐えて～女手一つで育て上げた９人の子供～」

「追い詰められた地上戦～戦傷の夫とともに～」「銃撃を受け

た米軍に救われて」「家族を崩壊させた戦争を乗り越えて」「残

された思いを越えて～家族へのわだかまり、そして許し～」

（２）証言映像の上映
　証言映像は、全証言映像一挙上映会の名称で、平成２５年度までに当館が収録し

た証言映像の上映や、新収録証言映像企画上映会等、証言映像シアターで毎日上映

した（Ⅰ－２－（３）を参照）。

　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。
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（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。

館内掲示板や企画展のチラシ ､ 当館ホームページなどにより積極的に告知に努め

た。今後も、ＤＶＤの無料貸出について周知を推進していくこととする。

　なお、これまでの貸出状況から、中学校・高校では修学旅行等の事前学習や平和

学習で、大学では近現代史の課外授業や博物館実習の一環で、企業では平和活動の

一環として、老人福祉施設等では同世代等による戦中戦後の追体験として、それぞ

れ活用されている。平成２７年度のＤＶＤ貸出件数については、各種団体６件（６

本）であり、内訳は学校１件、自治体（東京都・神奈川県・富山県・沖縄県）５件

（５本）であった。
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（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、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の説明を実施

している。　　　

　平成２７年度末現在、情報を提供している実物資料は、１０，５９５点（※）である。

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。

（※）平成２６年度年報に、実物資料の情報提供数を誤って記載しておりましたので、訂正させて

いただきます。

Ⅲ　関連情報提供事業
　関連情報提供事業では、戦傷病者とその妻やご家族等が体験した戦中・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。

　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、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。

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

び証言映像情報を提供している。

情報検索風景 検索端末画面
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《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。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」

項目に触れ、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」に触れると、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は「戦傷病者の記録」情報のデータとリンクして

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を鑑みて、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２７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５２５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」等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解散した都

道府県傷痍軍人会の関係者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」項目に触れ、

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」「受傷部位」等を閲覧できる。また、戦傷病者の記録情報データ

は実物資料情報データ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。
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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２７年度末現在、提供している図

書文献の情報数は６，５２５冊である。

《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」

（３）証言映像情報の提供
　平成２７年度末までに収録した１７３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、順次提供している。

　来館者が気軽に視聴できることから、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」項目に触れ、「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」項目に触

れ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。

図書雑誌検索画面
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「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に触れて検索する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」項目に触ると更に「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」項目を触れると検索結果画面が表示され、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』項目に触れれば、前述

の情報が閲覧できる。

　『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」に触れることで「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いる。

　類似施設の概要情報については平成２７年度末現在、７３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。情報更新の

回数を増やすなど情報発信に努めた結果、平成２８年３月までのホームページへの

アクセス回数の累計は６４８,１９３件（平成２７年３月までは６０４，７７６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. 情報検索コーナー及び２. 図書検索コーナーに記載

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い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る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、特に年輩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
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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。

　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

に館の広報に努めている。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
　「館だより」においては、新着寄贈資料の紹介やミニ展の案内、企画展における

講演会の案内と報告や証言映像上映会などの情報を随時更新し、館の紹介と最新情

報の提供等に努めた。

（２）企画展のポスター等の配布
　「夏の企画展」（平成２７年７月～９月開催）、「春の企画展」（平成２８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、

ハガキを作成して、既来館者、既来館校をはじめ、友の会会員や資料寄贈者、国の

関係行政機関、都道府県及び市（区）町村（援護担当部署）、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版冊子）を来館者等に配布した。

（３）館年報の配布
　平成２６年度年報（第９号）を平成２８年２月、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
　「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）ＷＥＢ広報
　インターネットのＷＥＢ情報サイトに企画展および証言映像プログラム情報の掲

載を開始し、毎月更新した。

（６）子ども霞が関見学デーへの参加
　文部科学省の主催により、夏休みを利用して子供たちが各府省庁の所管行政（仕

事）について理解を深めるために行われている事業に、当館は厚生労働省から戦傷

病者とその妻やご家族等の労苦を知る機会を提供することを目的として参加した。

開催期間　　平成２７年７月２９日（水）～７月３０日（木）

見学者数　　４２６人（子供２１４人、大人２１２人）

展示内容　　貸出キットを活用した館の紹介や漫画家水木しげる（武良茂）氏の
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人生をテーマとしたパネル展示と関連図書、海洋船舶画家上田毅八

郎氏の作品と証言映像を展示した。また、今回は、三角巾を使った

応急処置の講習会と乃木式義手体験等の展示を行った。

（７）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）に出席して情

　報交換、館の紹介に努めた。

②　関係施設等連携会議

　　厚生労働省、総務省、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」に出席し、３館連携についての協議を行い、次の事業を実施した。

　　１）特別展示「シベリア抑留を描く Vol.3 心に刻まれた姿」

　　　　開催期間　　平成２７年７月１４日（火）～７月２０日（月）

　　　　主　　催　　平和祈念展示資料館

　　　　協　　力　　昭和館、しょうけい館

　　　　　当館は、連携企画として企画上映会「シベリア抑留と戦傷病者」を開

　　　　催した。併せて、関連図書を特設コーナーに配架し、閲覧に供した。

　　２）夏休み３館めぐりスタンプラリー

　　　　開催期間　　平成２７年７月１８日（土）～８月３０日（日）

　　　　参加者数　　３，３９３人

　　３）戦後７０年３館合同企画展示会・講演会「伝えたい　あの日、あの時の記憶」

　　　　〇東京会場（展示会・講演会）

　　　　　開催期間　　平成２７年８月１４日（金）～８月２４日（月）

義手体験 三角巾のレクチャー
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　　　　　会　　場　　千代田区立日比谷図書文化館　１階特別展示室

　　　　　来場者数　　２，１０８人

　　　　　講 演 会　　平成２７年８月２２日（土）

　　　　　会　　場　　千代田区立日比谷図書文化館　大ホール

　　　　　来場者数　　１２８人

　　　　〇長野会場（講演会）

　　　　　講 演 会　　平成２７年１０月２３日（金）

　　　　　会　　場　　長野県県民文化会館（ホクト文化ホール）　中ホール

　　　　　来場者数　　４０３人

　　　　〇和歌山会場（講演会）

　　　　　講 演 会　　平成２７年１１月７日（土）

　　　　　会　　場　　和歌山県民文化会館　大ホール

　　　　　来場者数　　８６８人

（８）関係機関への講師派遣
　江東区立中川船番所資料館が開催する記念講演会への、講師派遣の要請により、

学芸員１名を派遣した。（演題：戦傷病者の戦後～集められた証言から～）

（９）貸出キットの貸出
　当館は、事業普及の一環として、団体に対して貸出キットの貸出しを行っている。

当館ホームページなどにより積極的に告知に努め、今後も貸出キットの貸出しにつ

いて周知を推進していくこととする。

　平成２７年度の貸出件数は、他資料館２件であった。
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２	新聞報道等
　館の紹介として、新聞では「日本経済新聞」、「読売新聞」「読売新聞（神奈川版）」

等で掲載された。

　なお、新聞以外でも館の常設企画展示等がテレビや雑誌にて紹介された。

日本経済新聞　平成２７年８月２７日

読売新聞（大阪版）平成２７年１２月２１日

読売新聞　平成２７年９月２日

読売新聞（神奈川版）　平成２８年３月２７日
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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

■	軍人と徴兵制	

展示資料 

表彰状（南野万吉）・表彰状（南野壽惠）
昭和 17（1942）年 1 月 7 日 南野　万吉（大阪府）

表彰記事『朝日新聞』大阪版　　昭和 17（1942）年 1 月 7 日

身体検査器械 奥野　登一 / 馬渕　林弥

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

■	入　営	

展示資料 

現役兵證書　　昭和 16（1941）年 9 月 1 日 重永　始 （愛知県）

第二補充兵證書　　昭和 14（1939）年 9 月 14 日 佐藤　正七郎 （新潟県）

入営銭別受取帳　　昭和 18（1943）年 3 月 5 日
下門　正一 （大阪府）

祝入営の幟（のぼり）　　昭和 18（1943）頃

お守り　　昭和 16（1941）年ごろ
干場　繁雄 （栃木県）

＊証言「残しておきたい記録」（『報告書』210 頁）

お守り　　昭和 18（1943）年頃 時原　正明 （広島県）

背景写真 
（キャプションなし）

毎日新聞社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

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 牛山　俊文 （長野県）

■	出　征	

展示資料

應召行動予定表 ・ 遺髪（爪）　　昭和 17（1942）年頃

土岐　きぬ子 （岐阜県）遺言　　昭和 17（1942）年 6 月 23 日

貯金通帳（封筒のみ）　　昭和 17（1942）年頃

お守り　　昭和 13（1938）年頃 岩尾　吉明 （大分県）

千人針（帽子）　　昭和 16（1941）年～ 19（1944）頃 田中　義文 （大阪府）

千人針 笠井　三重子 （兵庫県）

奉公袋 ・ 軍隊手牒（陸軍）　　昭和 13（1938）年頃 長田　明 （山梨県）

奉公袋 樋口　三郎 （大阪府）

履歴表（海軍）　　昭和 15（1940）6 月～ 20（1945）年 10 月 佐藤　勇 （岡山県）

壁面
展示資料 

出征時の答辞　　昭和 12（1937）9 月 12 日 森島　貞子 （埼玉県）

入隊證明書（現役兵）　　昭和 18（1943）年 12 月 25 日 豊田　豊 （三重県）

展示資料一覧

（資　料　編）

平成２８年 3 月末現在

＜２階展示資料＞
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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

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

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 毎日新聞社

展示資料 

略帽 加藤　房子 （東京都）

軍衣 遠藤　キクミ （福島県）

軍袴 田中　成雄 （愛知県）

巻脚絆 ・ 飯盒 ・ 水筒 富松　實 （岐阜県）

編上靴 浅沼　徳藏 （岩手県）

■	戦地での生活

展示資料 

日記　　昭和 12（1937）年 8 月 15 日～ 13（1938）年 5 月 14 日 土岐　きぬ子 （岐阜県）

慰問袋 近田　満子 （岐阜県）

写真「慰問袋に喜ぶ兵士たち」　　昭和 12（1937）年頃 平田　ツネ （山口県）

軍事郵便葉書（笠井正夫→三重子）　　昭和 13（1938）年 7 月 2 日 笠井　三重子 （兵庫県）

出征記念写真 ・ 軍事郵便（近藤吉次朗→智恵子・健治）　 
昭和 13（1938）年 8 月 30 日 近藤　健治 （北海道）

軍馬の給水袋 ・ 軍馬の給餌袋　　昭和 18（1943）年頃
南野　万吉 （大阪府）

軍事郵便葉書（南野万吉→乙松・壽惠）　　昭和 18（1943）年頃

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

軍事郵便葉書（未使用） 千葉　ナミ子 （岩手県）

軍事郵便葉書（岡田律雄→歌子）　　昭和 19（1944）年 10 月 22 日 岡田　歌子 （山口県）

ヤシの実の水筒　　昭和 19（1944）年頃 比屋根　和宏 （沖縄県）

飯盒（はんごう）　　昭和 18（1943）年～終戦頃 亀岡　房芳 （愛媛県）

軍事郵便葉書（片畑孝→敦子・禮子）　　昭和 20（1945）年 1 月 片畑　孝 （和歌山県）

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

めくり式
証言台

「敵前で身体を停止」（『報告書』63 頁） 雨宮　育朗 （山梨県）

「お前の家に牛がいたか」（『報告書』196 頁） 米田　幸作 （京都府）

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267 頁） 道北　澄子 （和歌山県）

「生きる」（『報告書』284 頁） 梅田　藤義 （山口県）

「隻眼となって」（『体験記録』118 頁） 加藤　菊次 （埼玉県）

■	受　傷	

展示資料 

日章旗 ・ 千人針 ・ 南寧占領の新聞記事　　 
昭和 14（1939）年 11 月 25 日 松本　ヤスヱ （大阪府）

軍事郵便葉書（芦田又平→笠井三重子）　　
昭和 14（1939）年 5 月 2 日 笠井　三重子 （兵庫県）
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展示資料 

摘出弾　　昭和 20（1945）年 6 月 26 日摘出

田島　一衛 （埼玉県）受傷時の戦況図（壁面展示）　　平成 16（2004）年 7 月

＊証言「二度の負傷」（『報告書』70 頁）

摘出弾

中川　幹夫 （岐阜県）受傷時に停止した腕時計 ・ 被弾した小冊子　
昭和 16（1941）年 5 月 9 日

＊証言「戦争の傷痕」（『報告書』121 頁）

事実證明書（難聴）　　昭和 20（1945）年 2 月 20 日

坂本　吉之助 （栃木県）従軍證明書

事実證明書（マラリア）　　昭和 20（1945）年 8 月 20 日

戦場スケッチ（小名木二郎　画） 熊坂　ヨス （福島県）

摘出弾　　昭和 20（1945）年１月頃摘出 森本　竹一 （広島県）

診断書　　昭和 20（1945）年 2 月 1 日
藤谷　民男 （広島県）

＊証言「妻に感謝」（『体験記録』402 頁）

履歴表（海軍）　　
昭和 17（1942）年 5 月 1 日～ 20（1945）年 8 月 20 日 安東　次雄 （大分県）

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
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

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
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

シンボル
展示資料 

軍帽　　昭和 15（1940）年 4 月 18 日受傷 小田島　さと （新潟県）

受傷時のメガネ　　昭和 20（1945）年 3 月 21 日受傷 寺邊　作夫 （三重県）

煙草ケース　　昭和 13（1938）年 3 月 12 日受傷 根本　信枝 （広島県）

牛革製カバン　　昭和 20（1945）年 6 月 25 日受傷 村内　甚之助 （福井県）

軍長靴　　昭和 17（1942）年 11 月 8 日受傷 福居　武彦 （千葉県）

めくり式 
証言台 

「敵前で身体を停止」（『報告書』63 頁） 雨宮　育朗 （山梨県）

「片足切断して」（『報告書』225 頁） 原　彌之助 （滋賀県）

「平和の尊さ」（『体験記録』329 頁） 浅井　義信 （三重県）

「麻酔のない神経切断」（『報告書』272 頁） 佐藤　勇 （岡山県）

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267 頁） 道北　澄子 （和歌山県）

■	救護・収容	

展示資料 

制服 ・ 制帽 日本赤十字看護大学

手製止血器具　　昭和 20（1945）年 6 月～ 7 月頃 武部　敏克 （石川県）

止血に用いた日章旗 細川　曻 （岡山県）

負傷兵につけられた札　　昭和 13（1938）年 10 月 16 日 西尾　菖吉郎 （愛知県）

日記　　昭和 12（1937）年 8 月 15 日～ 13（1938）年 5 月 14 日 土岐　きぬ子 （岐阜県）

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
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展示資料 

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　　昭和 19（1944）年 2 月 17 日摘出
石川　義男 （愛知県）

＊証言 石川義男『戦い終って四十年』7 頁

壁面資料 戦場スケッチ 中野　珪三 （福井県）

■	戦地での医療	

展示資料 

戦場スケッチ　　平成 17（2005）年 8 月 10 日
川尻　良雄 （京都府）

従軍證明書　　昭和 21（1946）年 6 月 1 日

摘出弾　　昭和 18（1943）年 5 月 8 日摘出 高岸　本明 （和歌山県）

軍事郵便（安達勇治→小田島安次）　　
昭和 15（1940）年 5 月 31 日、8 月 14 日 小田島　さと （新潟県）

軍事郵便（千田部隊→小田島安次）　　昭和 15（1940）年 8 月 21 日

診断書　　昭和 21（1946）年 1 月 4 日

森　キミ （大阪府）従軍證明書　　昭和 21（1946）年 5 月 10 日

＊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 後藤　隆雄 （岐阜県）

めくり式
証言台

「片足切断して」（『報告書』225 頁） 原　彌之助 （滋賀県）

「三度の地獄」（『報告書』313 頁） 岸本　雅利 （高知県）

「九回の切開」（『報告書』330 頁） 亀岡　房芳 （愛媛県）

「極限状態で軍医殿が煎ってくれた玄米の味」（『報告書』151 頁） 高田　勝利 （新潟県）

「麻酔のない神経切断」（『報告書』272 頁） 佐藤　勇 （岡山県）

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267 頁） 道北　澄子 （和歌山県）

■	搬　送	

写　真

治療の様子

彰古館

手術用自動車

94 式患者自動車

愛国 2 号機（ドルニエ・メルクール）

病院列車

模　型
病院船氷川丸　同船内の手術室・病室再現 −

病院船氷川丸（1/300） −

めくり式
証言台

「若き日を顧みて」（『体験記録』310 頁） 河路　英二 （滋賀県）

「あぐらをかいた新郎」（『体験記録』385 頁） 南郷　清 （広島県）

「一本足のガチャンコ先生」（『報告書』39 頁） 高橋　七郎 （山形県）

「辛い日々」（『報告書』204 頁） 小川　泰介 （大阪府）

「生きる」（『報告書』284 頁） 梅田　藤義 （山口県）

■	戦時下の療養生活	

展示資料
恩賜の義眼　　昭和 14（1939）年頃～数か年使用 横井　薫 （愛知県）

恩賜の義足　　昭和 17（1942）年 9 月 5 日 叶　啓慈 （熊本県）
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展示資料

義足（補助器具）　　昭和 15（1940）年～終戦頃使用
堤　正三郎 （長野県）

＊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　　昭和 18（1943）年頃 黒川　初夫 （大阪府）

絽刺（ろざし）の財布　　昭和 13（1938）年頃 村上　美津江 （三重県）

日記　　昭和 18（1943）年 6 月 1 日～ 19（1944）年 3 月 11 日
後藤　隆雄 （岐阜県）

入院中の写真（臨時名古屋第一陸軍病院にて）　　昭和 18（1943）年

慰問文集　　昭和 13（1938）年 山田　安雄 （埼玉県）

書簡（樋口三郎→正五郎）　　昭和 15（1940）年 12 月 2 日 樋口　三郎 （大阪府）

恩賜の繃帯（ほうたい）　　昭和 17（1942）年頃 相羽　敏夫 （静岡県）

證明書　　昭和 20（1945）年 6 月 30 日
矢野　進 （福岡県）

診断書　　昭和 20（1945）年 6 月 21 日

恩給受給見込證明書　　昭和 18（1943）年 12 月 29 日 唐澤　勝治 （長野県）

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 上野　銀松 （岐阜県）

小石川後楽園傷痍軍人錬成大会　　昭和 19（1944）年 藤川　勇 （広島県）

ガラス壁面 
写真 シナ事変　　昭和 12（1937）年 日本赤十字社

■	退院後の社会復帰	

展示資料 

傷痍軍人證 ・ 軍人傷痍記章（戦傷） ・ 軍人傷痍記章授與證書
　 昭和 16（1941）年 12 月 1 日 金田　歳春 （山口県）

軍人傷痍記章（公傷）

塩谷　安治 （和歌山県）傷痍軍人證明書　　昭和 20（1945）年 8 月 11 日

軍人傷痍記章臨時授與證書　　昭和 20（1945）年 7 月 8 日

普通葉書（近藤伊蔵→坂本清一）　　昭和 15（1940）年 7 月 3 日 坂本　清一 （富山県）

戦傷奉公杖授與證書　　昭和 18（1943）年 4 月 26 日
辻　甚之助 （滋賀県）

＊証言「障害を克服して」（『報告書』239 頁）

作業義手（製図用）　　昭和 20（1945）年使用 玉記　茂 （京都府）

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 立命館大学
国際平和ミュージアム「護れ傷兵」軍事保護院

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
＊メヂカルフレンド社『ほづゝのあとに』168 − 169 頁 1985 年

秋葉 ヤエ

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 毎日新聞社

展示資料 

略帽 浅沼　徳藏 （岩手県）

白衣 ・ 白衣帯 佐藤　サク （福島県）

赤十字章 干場　繁雄 （栃木県）

草履 上野　美子 （福島県）

■	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）　　

昭和 21（1946）年 10 月 31 日 近田　満子 （岐阜県）

傷痍軍人恩給受給見込證明書　　昭和 21（1946）12 月 5 日 今木　善右衛門 （兵庫県）
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展示資料 

診断書　　昭和 24（1949）年 3 月 29 日 小川　静雄 （千葉県）

歎願書　　昭和 26（1951）年 7 月 13 日 樋口　三郎 （大阪府）

点字の手紙（高村勝→志づ子）　　昭和 24（1949）年 2 月 8 日
高村　志づ子 （愛知県）

＊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

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

食料難　買い出し列車は超満員　　昭和 20（1945）年 10 月

めくり式 
証言台 

「右腕を切断して」（『報告書』230 頁） 古野　四郎 （滋賀県）

「戦傷病者の妻として」（『報告書』102 頁） 鈴木　不二子 （静岡県）

「二人三脚四十八年間の思い出」（『体験記録』266 頁） 草野　美代子 （大阪府）

「戦傷病者の妻」（『報告書』341 頁） 藤田　ユリ子 （愛媛県）

「盲目の漁師」（『報告書』250 頁） 石原　敏 （三重県）

「隻腕の郵便集配」（『報告書』259 頁） 坂本　政雄 （和歌山県）

■	経済成長とくらしの変化	

展示資料 

義手　　昭和 30（1955）年

川上　アキ子 （長崎県）
質札　　昭和 34（1959）年 10 月 11 日

市営住宅使用料領収書　　
昭和 31（1956）年 10 月 22 日～ 33（1958）年 1 月 14 日

＊証言「白衣の妻となりて」（『報告書』427 頁）

症状経過書　　昭和 33（1958）年 10 月 27 日
亀岡　房芳 （愛媛県）

＊証言「九回の切開」（『報告書』335 頁）

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

昭和 38（1963）年 7 月 21 日

 背景写真 質札・市営住宅使用料領収書 川上　アキ子 （長崎県）

■	傷病とともに生きる	

展示資料 

摘出弾　　昭和 40（1965）年頃摘出
谷口　セイ子 （和歌山県）

上肢補助器具　　昭和 30（1955）年頃

診断書　　昭和 28（1953）年 2 月 1 日

笠原　フジ （新潟県）摘出弾　　昭和 28（1953）年 2 月 20 日、56（1981）年 12 月 2 日摘出

発作記録簿　   昭和 55（1980）年 10 月 9 日～ 56（1981）年 11 月 8 日

（シベリア珪肺の証言） 阿部　武一 （山形県）

トロトラスト検診　通知書（厚生省）　　
昭和 53（1978）年 11 月 13 日 森　キミ （大阪府）

めくり式 
証言台 

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

「内助の苦労」（『報告書』382 頁） 中原　洋子 （宮崎県）

「運命のいたずら」（『体験記録』201 頁） 永井　俊夫 （長野県）

「口がさけても云えません」（『報告書』61 頁） 豊田　節子 （神奈川県）

『「お母さん」と最後の言葉を残して散っていった戦友たち』より
（『体験記録』375 頁） 井上　義昭 （広島県）
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めくり式 
証言台 妻が語る夫の労苦（年表・写真） 丸山　あき子 （三重県）

■	箱根療養所	

展示資料 
車椅子　　昭和 22（1947）年 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

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 渡邊　文枝 （神奈川県）

皇太子・同妃殿下が箱根療養所を視察された　　
昭和 40（1965）年 1 月

独立行政法人
国立病院機構箱根病院

■	さまざまな戦後／さまざまな労苦	

展示資料 

義足　　平成 3（1991）年～ 7（1995）年頃使用
村田　俊雄 （富山県）

『若き日の従軍日記』（村田俊雄著）　  平成 11（1999）年補正改訂

補助革靴　　～平成 12（2000）年頃使用
若本　末子 （兵庫県）

身体障害者手帳（神戸市）　　昭和 27（1952）年 1 月 29 日

片足踏みペダル自転車 中島　外二 （石川県）

『両足を失った記録』（渡辺謹一著）　　平成 13（2001）年 渡辺　謹一 （静岡県）

証言

「蛆虫に助けられた負傷兵」（『体験記録』93 頁） 栗田　喜代志 （茨城県）

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

「桃栗三年苦悩六年」（『報告書』171 頁） 二口　敬 （石川県）

■	ともにのりこえて	

展示資料

回想記「導かれ支えられて」　　平成元（1989）年 1 月 8 日 藤谷　民男 （広島県）

拡大鏡（傷見）　　昭和 26（1951）年～ 51（1976）年 蔀　肇 （北海道）

ドライバー　　昭和 26（1951）年～ 51（1976）年
蔀　雅二 （北海道）

裁断用ナイフ　　～昭和 51（1976）年頃使用

回想記「乙女戦記」（手書き）　　昭和 21（1946）年 7 月 又吉　キク （沖縄県）

ゲンノウ　　昭和 20 年代（1945 ～ 1954）

伊東　守 （東京都）棒ヤスリ　　昭和 20 年代（1945 ～ 1954）

バール　　昭和 20 年代（1945 ～ 1954）
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＜１階展示資料＞　　戦傷病者と援護のあゆみ
	■	援護のはじまり	

展示資料 

廃兵院看板（レプリカ） 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）　  大正 13（1924）年 5 月 15 日 財団法人日本傷痍軍人会

傷兵院看板（レプリカ） 独立行政法人
国立病院機構箱根病院

■	援護の充実	

展示資料 

乃木式義手（レプリカ）　　明治 39（1906）年 彰古館

恩賜の義手　装飾義手革製 吉野　四郎（滋賀県）

装飾用義手　作業用義手 吉崎　美佐武郎（新潟県）

装飾用義手　装飾作業用義手 冨樫　賢太郎（東京都）

戦傷奉公杖　　昭和 18（1943）年 4 月 26 日 橋角　貞子（京都府）

戦傷失明杖　　昭和 16（1941）年頃 井出　金次郎（福島県）

失明者用懐中時計　　昭和 19（1944）年 6 月 20 日 大久保　宣昭（福島県）

大日本傷痍軍人会々員章 相羽　敏夫（静岡県）

傷痍軍人手牒 山内　昇（静岡県）

各種優待券 宮崎　貞夫（三重県）

	■	戦後のあゆみ	

展示資料 

戦傷病者乗車券引換証 矢野　進（福岡県）

身体障害者手帳・戦傷病者手帳 山内　昇（静岡県）

銀杯 ・ 書状（レプリカ）　　平成 12（2000）年 武部　敏克（石川県）

財団法人日本傷痍軍人会々員之章 森島　貞子（埼玉県）

日本傷痍軍人会功労記章　　昭和 48（1973）年 笠井　三重子（兵庫県）

『財団法人　日本 WVF 協会　概要』　　昭和 40（1965）年 財団法人日本傷痍軍人会
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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 10 分 00 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 25 秒 西村　友雄 平成 15 年度

失明の恐怖とシベリア抑留  8 分 38 秒 本名　善次郎 平成 15 年度

負けてたまるか！  9 分 33 秒 水沼　毅四郎 平成 15 年度

手の代わりを腕が… 10 分 38 秒 伊東　朝雄・松田　憲 平成 15 年度

暖かい支援にささえられて
～傷痍軍人としての誇りと生きがい～

 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  9 分 43 秒 望月　栄允 平成 15 年度

療養所は大きな家族～支えあい、助けあい～  9 分 53 秒 渡邊　重男・文枝 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 38 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 27 秒 金泉　潤子郎 平成 16 年度

傷痍軍人の妻として… 14 分 45 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 40 秒 山田　薫 平成 16 年度

義足で、田んぼでも畑でも働いた  9 分 55 秒 飯島　茂 平成 16 年度

馬とともに戦った戦場  9 分 44 秒 三浦　久良 平成 16 年度

衛生兵の受傷  9 分 39 秒 山崎　重蔵 平成 16 年度

二人三脚で六十年余り  9 分 25 秒 長澤　福太郎 平成 16 年度

障害を超えたおおらかさ  9 分 26 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  9 分 54 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 47 秒 村上　武 平成 16 年度

見た目はなんでもないが…  9 分 28 秒 大山　順市 平成 16 年度

飢えマラリア受傷  9 分 45 秒 半田　準一 平成 16 年度

隻眼の人生  9 分 55 秒 丸山　正市 平成 16 年度

二度の撃沈、受傷、そして発病…  9 分 49 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 52 秒 菅　義美・澄子 平成 16 年度

人生を変えた一発の銃弾  9 分 38 秒 田島　一衛 平成 16 年度

厳しい訓練も今となれば  9 分 36 秒 内田　隆 平成 16 年度

家族までもが戦禍に  9 分 55 秒 郷　實 平成 16 年度

死の瀬戸際で過ごした一年間  9 分 55 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 03 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

証言映像制作状況
平成２８年 3 月末現在
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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（水木しげる）にとっての戦場 20 分 30 秒
武良　茂（水木しげる）・
布枝

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 03 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

受傷した身にまた召集が 10 分 08 秒 黒川　初夫 平成 18 年度

衛生兵ゆえの感染 11 分 01 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 49 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 11 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 19 秒 新本　積 平成 18 年度

一昼夜の恐怖に耐えて 13 分 31 秒 南郷　清 平成 18 年度

小学校を出て先生に 15 分 28 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 08 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

かけがえのないはらから（同胞）とともに 14 分 49 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 唐澤　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

いつか花咲く日まで 19 分 05 秒 石川　和介・キヨ 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・静江 平成 20 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

負けない！これぐらいの傷 21 分 00 秒 渡辺　庄一・チエ子 平成 20 年度

義足と妻に支えられて 23 分 35 秒 遠藤　今朝三・マサ子 平成 20 年度

二人三脚、商売繁盛 21 分 52 秒 佐藤　義治・トミイ 平成 20 年度

感謝の心、妻にしたためて 22 分 47 秒 小田島　安一・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

意志あるところ道あり 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　美佐武郎・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… 15 分 13 秒 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 00 秒 鈴木　不二子 平成 21 年度

窮すれば通ず、左手でソロバンも 19 分 27 秒 瀧　直三郎 平成 21 年度

何としても生きて帰る～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 09 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

九十四歳。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 07 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 04 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 09 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　後遺症で苦しんだ半世紀 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・千恵子 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・操 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・まつゑ 平成 21 年度

受傷の苦悩を乗り越えて 21 分 31 秒 矢島　浩・八千代 平成 21 年度

支え合い　ともに歩む 15 分 53 秒 西部　喜久市・良子 平成 21 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 31 秒 横田　タツヱ 平成 21 年度

癒えない傷に耐えて 20 分 25 秒 野角　敏幸 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

見た目には分からないつらさ 17 分 56 秒 城　武夫・靜子 平成 21 年度

心と体の痛みと共に～飛行班の思い～ 18 分 49 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（水木しげる）・
布枝

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～ 18 分 02 秒 髙村　志づ子 平成 22 年度

両眼失明と臭覚・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 01 秒 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救護看護婦～

21 分 25 秒 萩森　敏子 平成 23 年度

元海軍薬剤少尉の記憶 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 08 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 29 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～前川周三郎さんの証言～ 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 29 秒 徳田　保久 平成 25 年度

奪われた光をバネに 21 分 06 秒 中里　益太郎・ハナ子 平成 26 年度

心の優しさが生んだ義足の苦しさ 20 分 18 秒 入濱　義久 平成 26 年度

全てを奪われた少年の再起の人生 22 分 56 秒 坂井　弘 平成 26 年度

受傷が拓いた人生 20 分 21 秒 前田　灘一・日出子 平成 26 年度

生かされた人生への感謝 21 分 18 秒 横田　肇 平成 26 年度

近衛兵の誇りを胸に 19 分 57 秒 松下　貞義・良子 平成 26 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

耐えて得た人生 19 分 06 秒 阿部　髙男 平成 26 年度

一日のことで人生が変わる 19 分 05 秒 和田　利百 平成 26 年度

負傷したことのハンディをバネに 20 分 38 秒 北沖　道行 平成 26 年度

戦傷の身で川之江町へ… 19 分 51 秒 村上　一夫 平成 26 年度

右脚一本、海で生きた軍属 19 分 47 秒 黒河　正桂 平成 26 年度

みんなのため、人のため…（最後の日傷会長） 30 分 06 秒 奥野　義章 平成 26 年度

無いものは無い、それでもやるほかない… 19 分 25 秒 佐藤　東三郎 平成 26 年度

それでも空へ憧れる 23 分 47 秒 有馬　純人・イクエ 平成 27 年度

闘い続けた半生 24 分 17 秒 坂口　守義 平成 27 年度

片脚を失くしても前へ進む 21 分 31 秒 西ケ野　九平 平成 27 年度

妻が支えた半世紀 17 分 40 秒 野々垣　正・郁子 平成 27 年度

死んで花実が咲くものか 24 分 09 秒 秋草　鶴次 平成 27 年度

通信兵の見た硫黄島 19 分 43 秒 秋草　鶴次 平成 27 年度

人生を切り開いた知恵～シベリアで片腕を失う～ 19 分 38 秒 鶴田　要吉 平成 27 年度

受傷した手で挑んだ開拓　そして、人のために… 21 分 36 秒 木下　太・キクエ 平成 27 年度

最後まで傷痍軍人として 22 分 22 秒 首藤　忠夫 平成 27 年度

生き残った苦しみ
～ＣＴ登場で認められた脳の受傷～

24 分 14 秒 後藤　義治 平成 27 年度

全てを受け入れて～肺結核の夫を支える～ 17 分 13 秒 寄村　文利・妙子 平成 27 年度

頭部損傷の夫を支えて 17 分 33 秒 滝口　栄蔵・はつ 平成 27 年度

不自由さを胸に秘めて 18 分 34 秒 渡辺　行雄 平成 27 年度

開墾・切り開いた人生
～小学校教員から軍人の妻へ～

18 分 39 秒 大内　貢・恒子 平成 27 年度

戦病の夫の代わりに～戦中・戦後の開拓人生～ 21 分 35 秒 藤本　巽・初美 平成 27 年度

夫の両脚となって支え、共に歩んだ人生 23 分 35 秒 木村　靖・房枝 平成 27 年度

兄嫁と結婚してつかんだ幸せ 21 分 43 秒 志賀　正司・三四子 平成 27 年度

左脚の負傷に耐えて
～女手一つで育て上げた９人の子供～

17 分 53 秒 城間　好 平成 27 年度

追い詰められた地上戦～戦傷の夫とともに～ 23 分 53 秒 仲程　秀雄・シゲ 平成 27 年度

銃撃を受けた米軍に救われて 24 分 05 秒 宮城　繁 平成 27 年度

家族を崩壊させた戦争を乗り越えて 29 分 50 秒 大城　トシ子 平成 27 年度

残された思いを越えて
～家族へのわだかまり、そして許し～

19 分 50 秒 宜保　直志 平成 27 年度
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平成２７年度に寄せられた感想等

　平成２７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】

・もっと今こそＰＲすべき!!

・まだまだ資料収集が必要です。皆に呼びかけてください。

【７０代】

・いろいろ平和の尊さを感じました。平和へのメッセージ、平易で短い文章ですが、本当に心に

沁みました！

・戦争の証言人が、また亡くなられた。後 ま々で伝えなければならない。たいへん良い企画です。

多くの人の来館を期待したいです。

・水木しげる先生のビデオが良かった。作品に込められた労苦も心に響いた。戦争の為に我々に

は計り知れない人生を歩み今度生まれてくる時は、この様な人生ではなく平穏な人生、社会と

なること祈る者です。今、生ある人、又これから人生を歩む人々が戦争はしてはならない世界

の平和を認識し又、平和な社会を作っていかなくてはならないと思います。戦争は失うものば

かりです。特に上に立つ方の哲学思想が大切だと感じている者です。

・今まで色 な々図書館に行ったけれど、こんなに戦争についての本類が多いのは本当に驚きで

す。近くだったら順番に読んでみたいものばかり。７５才になっても何がもとで戦争になったか

詳しく知らずにいる自分があります。

【６０代】

・子どもの頃、街に傷痍軍人の姿を見かけましたが、保護施策廃止のためとは初めて知りました。

二重苦の苦しみに言葉もありません。水木しげるさんの作品はとてもわかりやすく、心に残り

ました。

・戦地での生活、受傷、野戦病院のジオラマは見るのがつらく涙が出てきてしまい、その場にしゃ

がみ込んでしまいました。次 と々展示を見せて頂き 『それでも労苦を乗り越えて生きてこられた

人々の姿』に心を打たれました。

・私の小さい頃の記憶に傷痍軍人さんが沿道で物乞いのようなことをされていたのを思い出しまし

た。ご苦労は、言葉では言い表せないと思います。頭では理解していたつもりでも、このよう

な資料館でリアルに見せて頂き忘れてはならないと強く心に刻みました。ありがとうございました。

・以前一度見に来たことが有りました。今回ご説明を聞けたことで、もっと良く分かりました。も

う二度とこういう傷病兵士を出したくないと思いました。

【５０代】

・この様な事実がいったいどれくらい次の世代に伝えられているのだろうかと感じた。この歴史に

対してもっとしっかり目を向けていかなければならないし若い世代の者にも伝えていかなければ

ならない。

・この様な施設は後世に確実に残すべきものであると思います。又、多くの方、特に子供たちに

は見せたい、見なくてはいけないと思います。
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・子どもの頃、池袋駅で傷病者の方 を々よく見かけた事をまた思い出しました。見ただけの記憶しかあ

りませんが、忘れないようにしていきたいと感じています。

・私は手話を勉強しておりその中で身体障害者手帳を発効する身体障害者福祉法は傷痍軍人のために

できたものであることを学びました。終戦がくれば戦争は終わるものと思っていましたが、その後障

害者としての苦難の人生が始まるということを気づかされました。

・言葉失くしてしまう惨状ですが、戦争の有りの儘の姿として数多くの人に知ってもらいたい建物だと

思います。

・水木しげるの本をじっくり読めて良く判りました。本を読むには少し照明がくらかったです。負傷され

た方の情況、ケースをもっと紹介した方が良いと思われます。戦後の大変さも続けて紹介があると良

い。子供の頃、傷痍軍人の方がアコーデンやハーモニカを吹いてカンパされている姿が忘れられま

せん。その様な話も残して欲しい。この館の存在をもっとアピールして小学生～　もっと見る機会を

増やして欲しい。それが後生に継承していくことと思います。

・傷付いた兵士にスポットを当てた展示館があることを知らず、とても参考になりました。当時の苦し

さを忘れない為に必要だと思います。

【４０代】

・インターネットで検索していて１度来てみたいと思っていました。子供の頃（４０年前位）に傷痍軍人

の方がアコーディオンをひいているのが記憶にあり、負傷された方は戦場ではどうしていたのか、気

になっていました、少しですが分かったような気がします。

・とても重要な意味を持つ史料館ですが知らない人が多いのでは？　もっとＰＲが必要です。素晴ら

しい内容でした。

・国内、唯一の戦傷病者取り扱った貴館はとても貴重な存在だと感じました。特に銃傷を受けた帽子

などを上部からスポットライトを当てて語りかけるような展示方法はメッセージ性があり印象に残りま

した。

・戦争の悲しさ、無益さが良くわかる。子供向けに用語を判りやすくした方が良い。甲乙兵：甲種合

格の意味が判らないと思います。

・病気や怪我に苦しみながらも、前向きな気持ちを忘れずに社会復帰された方々のお話が印象に残り

ました。

・戦争で亡くなった人の資料館とまた違い、怪我や病気で生きている人の大変さが良く分かりました。

場所が道路から１本入った所でわかりにくいのが残念です。もっと多くの人に知ってもらうべきだと思

います。　

【３０代】

・最近、戦争を経験した世代が少なくなり、こうした施設は次世代へ語り継ぐ場として、非常に重要だ

と思います。広報等にて、もっと多くの方に見て頂く取組をされては如何でしょうか。

・戦傷病を負った方の生きていくことの辛さ、社会復帰することの大変さが良く分かった。戦争による

このような悲惨なことが二度と繰り返されないように平和を願います。

・野戦病院ジオラマがリアルに再現されていると思った。生きるために痛みに耐えてきた姿が、目に浮

かび、悲しくなった。子供にも見てもらいたい施設であると思った。展示をもっとわかりやすくして

子供や外国人にも見てもらえるようになれば良いと思う。

・二階の展示物の詳しい説明が聞けて、ただ見るより勉強になりました。特に受傷した時の話しのイメー

ジは見ただけでは具体的にイメージできなかったが、証言なども合わせて聞けてよかったです。
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【２０代】

・今、自分達がどれ程恵まれているのかが再確認できました。決して、繰り返してはいけない、そして、

これからの日本に伝え続けなければいけないと思いました。良い勉強になりました、ありがとうござ

います。

・いくら終戦を迎えたとはいっても受傷された方々にとっては一生の苦しみを負っていかなければなら

ない。とても辛いことであり、決して忘れてはならないと思う。

・自分の中で戦傷についてはあまり知らない部分ではありましたが証言や展示品を見させていただき大

変ショックでした。これはＴＶなどでは決して伝えきれることではないと感じました。戦争というのは

その人の立ち位置で見え方が違う事、また見る側の立ち位置で感じることが違うということもわかり

ました。またこのしょうけい館だけではなく、色 な々ものを見たり聞いたりして決して忘れてはいけな

いと思いました。これからも、これらの事が忘れられないような取組を考え行動していきたいと思い

ました。

・戦傷病者について触れる機会がなかったので、今回少しでも触れられて、知る事ができたのは、と

ても良かったです。私のひいおじいちゃんも足に弾が入ったままだったということを聞いたことがある

ので、今度詳しく聞いてみようと思いました。

・資料を集め、展示するだけではなく、実際に当人に聞いて話を聞いていくスタイルは本当に良かっ

たと思う。

・教科書には載っていない、分からない戦争のもう一つの側面のようなものを、当時の貴重な史料とと

もに分かりやすく、深い説明をして下さったので、戦争について、また知識が深まったので、よい勉

強になりました。

・「戦争を知らない子供たち」のそのまた子供である私には、大変に衝撃的で、かつ価値ある展示で

した。自らと変わらぬ一個の若者が、いかに生死の境をさまよい、あるいは死に、あるいは生きき

て更なる労苦を負ったのか、それらが確かな実感を持って伝わって参りました。展示を見終えて廊下

に出た時、いたくノドが渇いている事に気が付きました。展示に没入していた私は、私自身の体の

存在をすっかり忘れていたのです。自分の手と足を見つめ、そこに手があり、足があり、それを見つ

める目がある事がなんと得難い事か、私は生まれて初めて知った様な気がしました。余談ですが、

この館の「全体としては薄暗いが」、文字のある処にはしっかりと照明が当たっている構造は実によく

できていますね、母がこの頃老眼の気配がありまして、薄暗い美術館はよく見えないと文句を言って

おりましたが、ここなら連れて来られそうです。

・実物史料を見ることができ、当時の様子を想像することができました。終戦は終わりではなく、始ま

りなのだと実感しました。

【１０代】

・私は学生です。レポートの題材としてここに来ましたが、とても衝撃を受けました。私たち若者は平和

な生活の中で、未だに「戦争が終わっていない」人々 について知りません。戦後70年を迎える今、私

たちはかつての惨状を知らなければならないし、そのことを絶対に忘れてはならないと僕は考えます。

・義足とか、その人のために作られた自転車を見てすごいと思った。苦労したのがわかった。

・教科書には載っていない戦後の生活に興味を持ちました。

・実物を目にする事が出来、またなかなか語られることのない受傷病者の方の生の声を目にする事で

得られたものが沢山ありました。友人を伴ってまた訪れたいと思います。有難うございました。

・戦傷者の苦しみや、その後の社会復帰など、私たちが直接経験できなかった大変さが伝わる展示で

した。実際に戦争を体験した人の語り部は話だけで心が痛く、戦争の悲惨さを改めて感じました。

・戦争について学ぶ中でも、受傷やその傷を負って生きるその後の人生は、衝撃的でした。戦争は、

身体だけでなく心にも大きな傷を負う、二度と起こしてはならないものであることを再認識しました。
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平成２７年度資料提供者御芳名
　２７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）＜資料提供者＞
寄贈者名（個人）

横田　肇 奥野　義章 阿部　髙男 村上　一夫 

松下　貞義 白髪　典子 岩片　將士 宮本　義雄 

佐藤　東三郎 渡辺　和巳 山本　長次 中岡　よしゑ 

宮地　光興 白井　由佳 宮田　衣里子 杉田　真紀子 

野々垣　郁子 柳楽　林市 上田　美智子 茎津　重郎 

奥山　幸二 中林　昭信 白藤　健一 佐曾　廣 

菊池　ひとみ 松下　忠良 植松　乾 上田　毅八郎 

近藤　要 有馬　亨 檜山　紀雄 冨樫　敏雄 

玉記　茂和 鈴石　和宏 永井　久王 井上　芳信 

島影　美鈴 塚本　陽子 大野　浩子 近藤　次郎 

西端　眞理子 遠藤　實朗 木下　太 木村　房枝 

大内　恒子 山下　和明 小栗　恭子 島津　彰 

黒河　正桂 上田　博子 助川　裕文 

入濱　義久 坂井　弘 中里　益太郎

寄贈者名（個人）

渡辺　和巳 金子　よし子 藤原　哲也 美濃部　欣平・幸恵

リー・ペニントン 藤田　昌雄 三橋　國民 今西　聡子

ダニエル・キング 佐藤　あけみ 伊勢　弘志 干場　静夫

島野　信子 小泉　靖子 木村　益雄 冨樫　敏雄

大内　恒子 岩谷　求 髙嶋　博視 小松　敏

関水　博道 馬場　マコト

寄贈者名（団体）

南海支隊戦友遺族会 長崎県傷痍軍人会

寄贈者名（団体）
小平ききがきの会 国立ハンセン病資料館

満蒙開拓平和記念館 蕨市歴史民俗資料館

（順不同、 敬称略）＜図書提供者＞
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（順不同、 敬称略）

年　月 学 　 校 　 名

平成27年4月 國學院大学

明治大学

読売理工医療福祉専門学校

陸上自衛隊衛生学校

5月 神奈川県立川崎高等学校

神奈川県立神奈川総合高等学校

東京大学

神奈川県立相模原総合高等学校

宮城県南三陸町立志津川中学校

山形県鶴岡市立鶴岡第三中学校

愛知県岡崎市立常盤中学校

千葉県立四街道北高等学校

陸上自衛隊衛生学校

名古屋大学

愛知県豊橋市立南部中学校

茨城県鉾田市立大洋中学校

埼玉県立戸田翔陽高等学校

6月 神奈川県海老名市立柏ヶ谷中学校

浦和ルーテル学院高等学校

共立女子高等学校

関西大学

陸上自衛隊小平学校

愛知県岡崎市立六ツ美中学校

日本福祉教育専門学校

千葉県柏市立柏高等学校

創価高等学校

埼玉県上尾市立大石中学校

法政大学

筑波大学大学院

年　月 学 　 校 　 名

平成27年7月 首都医校

一橋大学

学習院大学

神奈川県川崎市立はるひ野中学校

埼玉県立戸田翔陽高等学校

東京都立立川高等学校

陸上自衛隊衛生学校

上智大学

独協大学

埼玉県立与野高等学校

東京都立葛飾ろう学校

クラーク記念国際高等学校

海城高等学校

8月 埼玉県立戸田翔陽高等学校

東京都立立川高等学校

埼玉県立与野高等学校

東京都立葛飾ろう学校

和洋九段女子高等学校

品川女子学院

東北学院大学

埼玉県立蕨高等学校

中央大学

千葉県立八千代西高等学校

法政大学中学高等学校

お茶の水女子大学附属中学校

自衛隊中央病院診療放射技師養成所

神奈川県川崎市立宮前平中学校

横浜市立大学

9月 埼玉県立戸田翔陽高等学校

平成２７年度来館校御芳名



48

年　月 学 　 校 　 名

平成27年9月 山形県米沢市立第四中学校

宇都宮大学

山形県立米沢女子短期大学

神奈川県湘南文理高等学院

愛知県立旭丘高等学校

10月 世田谷福祉専門学校

群馬県渋川市立小野上中学校

北区立赤羽台西小学校

新潟県新潟市立新津第五中学校

杉並区立神明中学校

山梨県駿台甲府中学校

埼玉県立滑川総合高等学校

11月 世田谷区立桜丘中学校

桐朋女子中学校

自由学園初等部

学習院大学

群馬県渋川市立金島中学校

日本大学

江戸川区立第五葛西小学校

12月 学習院大学中等科

十文字学園女子大学

陸上自衛隊衛生学校

墨田区立両国中学校

立川市立第三小学校

首都医校

平成28年1月 カリタス小学校

千葉県千葉市立磯辺第三小学校

神奈川県川崎市立枡形中学校

豊島区立千川中学校

年　月 学 　 校 　 名

平成28年1月 東村山市立東村山第二中学校

府中市立府中第六中学校

練馬区立八坂中学校

練馬区立石神井南中学校

首都医校

2月 日野市立大坂上中学校

埼玉県さいたま市立大宮西中学校

青山学院大学

首都医校

板橋区立赤塚第二中学校

港区立三田中学校

創価大学

3月 八王子市立中山小学校

大田区立大森第四中学校

クラーク記念国際高等学校

陸上自衛隊衛生学校

埼玉県新座市立新座中学校

（順不同、 敬称略）

平成２７年度来館校御芳名
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平成２７年度来館者数

年 　 月 来館者数（人） 備 　 考

平成２７年　４月 １１，８７３

「春の企画展」 （３/３）～５/３１

「証言映像一挙上映会」

４/ ７～１/ ３１

５月 １１，５２６ 「春の企画展」  ～５/３１

６月 １２，１７２

７月 １６，５４７ 「夏の企画展」 ７/２２～９/２７

８月 ２１，２６７ 「夏の企画展」  〃

９月 １２，２１８ 「夏の企画展」  〃

１０月 １０，３５０ 「長野展」 １０/１７～１０/２３

１１月 ９，６２４ 「和歌山展」 １１/４～１１/８

１２月 １１，７５３

平成２８年　１月 １２，４２２

２月 ８，６７３
「新収録証言映像企画上映会」

２/６〜２/２８

３月 ９，０２５ 「春の企画展」 ３/１～（５/８）

計 １４７，４５０

※来館者数は、当館１階入口に設置してある「自動カウンター機器」によるものである。

組　織

館 長

事務局長 総 務 課

学 芸 課

総 務 係

学芸情報係

経 理 係

図 書 係
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普及広報関連資料
夏の企画展チラシ
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春の企画展チラシ
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ホームページ画像

 

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。 

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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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。 

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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