
開始日 終了日 パート 上映開始時間 証言映像タイトル 所要時間 受傷部位 受傷地
001 生きる・・・それは死ぬよりつらかっ
た

約10分 全身爆創両前膊切断、左眼失明
駆逐艦乗船中トラック諸島附
近

002 生と死に向かい合った2時間 約10分 右膝関節機能障害 三重県鈴鹿航空隊飛行場
003 失明の恐怖とシベリア抑留 約9分 両眼失明 千島列島新知島

004 負けてたまるか！ 約10分
右膝関節貫通銃創（骨損傷）兼瓦
斯壊疽　右大腿部切断創

中国湖南省

005 手の代わりを腕が・・・ 約10分 両腕切断、左眼失明 駆逐艦船上、ナウル島

006 暖かい支援にささえられて 約10分
背部貫通銃創（脊髄損傷）、下半身
麻痺

中国山西省

007 受傷の労苦と葛藤を超えて 約10分 脊髄・腰骨骨折、下半身・腰部麻痺 千葉県習志野の演習場

008 療養所は大きな家族 約10分
第６・１１・１２胸椎、第一腰椎圧迫
骨折兼脊髄損傷

中国河南省

009 箱根療養所 約12分 ― ―
010 偏見・差別・迫害 約11分 ハンセン病 中国山西省陽城県

011 利き腕の障害を乗り越えて 約10分
右腕中関節骨折貫通銃創、右腕中
関節機能不全

中国雲南省

012 傷痍軍人の妻として・・・ 約15分

013 軍旗の下で・・・身体と心の受傷 約10分
左下腿頸骨貫通銃創、左足機能障
害

中国漢口

014 義足で、田んぼでも畑でも働いた 約10分 右大腿部切断（迫撃砲弾破片創） 中国黄獅咀

015 馬とともに戦った戦場 約10分
左眼迫撃砲弾破片創、左眼失明、
左湿性胸膜炎

中国湖南省

016 衛生兵の受傷 約10分 左下腿切断 レイテ島沖
017 二人三脚で六十年余り 約10分 右足関節結核、右下腿部切断 満洲国ハイラル

018 障害を超えたおおらかさ 約10分 右大腿部切断創
ミッドウェー海戦駆逐艦「荒
潮」

019 筆舌に尽くせぬ苦しみの日々 約10分
左膝蓋骨骨折貫通銃創、右大腿部
擦過創、右下腿切断、陳旧性肺結
核

中国山東省

020 海軍少年電測兵１５歳の受傷 約10分
右上腰複雑骨折貫通銃創、右腕肩
関節切断、右膝関節部貫通銃創、
右膝機能障害

海南島沖

021 見た目はなんでもないが・・・ 約10分
右肩胛骨貫通銃創、左手首貫通銃
創、右腕及び左手首機能障害

パラオ島沿岸

022 飢え マラリア 受傷 約10分
マラリア、デング熱、左陰部左臀部
貫通銃創、右鼠径部破片傷

ニューギニア

023 隻眼の人生 約10分
顔面火傷、左眼損傷、右前膊爆創
及び腕部打撲傷、左眼失明

小笠原諸島父島

024 二度の撃沈、受傷、そして発病・・・ 約10分
両肺結核、右上膊部右手背部及び
左下腿左足趾介達弾創、左足機能
障害

戦艦大和、仏印

025 二人で一人、傷痍軍人の妻として 約10分 右眼失明、左眼弱視 ノモンハン

026 人生を変えた一発の銃弾 約10分
右肩右背部爆創、右大腿部骨折盲
管銃創、右大腿部切断

中国河北省滄県

027 厳しい訓練も今となれば 約10分 右前腕切断 ニューギニア

028 家族までもが戦禍に 約10分
頭部挫傷、左手中指骨折、左手機
能障害

山梨県甲府市

029 死の瀬戸際で過ごした1年間 約10分 左眼失明、右腕貫通銃創 グアム島
030 ひめゆりの悲劇 約33分 右膝関節萎縮運動障害 沖縄県荒崎海岸
031 義勇隊の一員として 約22分 右眼失明 沖縄県伊江島

13時～ 032 初年兵の沖縄戦 約35分 右足後背部擦過傷　右足機能障害 沖縄県那覇市首里石嶺町

12時～
16時～

10時～
14時～

11時～
15時～

12時～
16時～

13時～

10時～
14時～

11時～
15時～

5/19（火）

全証言映像　 　　上映会

当館は「戦傷病者の労苦を語り継ぐ」という趣旨から、
戦傷病者とその家族や関係者の証言映像を制作してきました。

平成25年度までに制作した138本を
約1年かけて一挙上映します！
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開始日 終了日 パート 上映開始時間 証言映像タイトル 所要時間 受傷部位 受傷地

033 母に支えられて・・・ 約31分
右前膊骨折砲弾破片創、顔面両下
腿手榴弾破片創　右腕切断

沖縄県島尻郡南風原村津嘉
山附近

034 武良茂の人生 約21分 左上膊爆弾破片創、左上膊切断
ビスマルク群島ニューブリテ
ン島ズンゲン

035 支えられた歩み 約15分 左大腿・右下腿轢断傷　両足切断 満洲国三江省鶴立県鶴岡
036 遥かなる故郷 約14分 左下膊部貫通銃創 満洲国牡丹江省八面通
037 平和の光を見つめて 約14分 外傷性右眼球萎縮　右眼失明 関東州金州市

038 赤レンガのぬくもり 約13分
右上膊軟部貫通銃創　右上肢機能
障害

中国山西省絳県届上村

039 父のまなざし 約15分 顔面爆創　両眼失明 中国山西省臨汾
040 字を書く手を受傷して 約11分 拇指を除く右手指短縮・機能障害 小笠原諸島父島
041 傷痍軍人の妻として 約12分 ― ―

042 受傷した身にまた召集が 約10分
凍傷　左手示指・中指・小指半ばよ
り切断

中国蔚県臭水盆

043 衛生兵ゆえの感染 約11分 肺結核　肋骨切除
スマトラ西海岸州パダン患者
療養所

044 衛生兵のビルマ戦線 約22分
左顔面左側頭部貫通銃創、左腹部
戦車砲弾擦過傷、左頭部上肢投下
爆弾破片創、左耳難聴

中国雲南省龍稜、ビルマメイ
クテーラ飛行場、ビルマトン
グー附近

045 伸びきった最前線での受傷 約11分 下顎骨貫通銃創 中国湖南省武陽県茶山
046 親指が支えた人生 約10分 右手部挫断創 大分県佐伯防備隊
047 三回の入院を乗り越えて 約14分 えつ病（熱中症） 中国江蘇省南京
048 シベリア抑留、そして結核・・・ 約16分 肺結核、手足の硬直 ソ連　レッチホフカ

049 四肢を火傷・・・ 約14分
火傷後遺症（顔面四肢）兼肋骨カリ
エス等マラリア三日熱

沖縄県宮古郡下地村中飛行
場

050 一昼夜の恐怖に耐えて 約14分
右大腿軟部貫通銃創兼左大腿部
骨折貫通銃創

中国山西省平定県娘子関

051 小学校を出て先生に 約15分
左前膊盲管機銃創兼左橈骨複雑
骨折兼右大腿擦過機銃弾弾片創、
左前膊切断

南洋群島トラック諸島夏島
救難船「二神」

052 遠くなってしまった傷心の日々 約13分
左上膊骨折砲弾破片創右大腿軟
部左膝関節軟部砲弾破片創、左腕
切断

中国江蘇省宝山県陸家橋

053 言葉に出せなかった母への感謝 約15分 左腕前膊爆弾弾片創、左上腕切断
広島県江田島停泊中の巡洋
艦利根艦上

054 「一蓮托生」にかける想い 約12分 左胸部盲管爆弾破片創 広島県呉海軍工廠第四ドック
055 かけがえのない同胞とともに 約15分 ― ―

056 蟻地獄からの脱出 約17分
顔面爆創、右眼失明、左手指（拇・
示・中指）切断、左股関節挫傷

台湾海軍第二台南航空指令
基地

057 信じあえばこそ、今 約15分
右足関節骨折貫通砲弾破片創、右
足首機能障害

印度領ピシュンプール

7/14（火） 7/20（日）
企画上
映会

（平和祈念特別展の為、「シベリア抑留と戦傷病者」プログラム）

058 戦病者として生きる 約15分 肺結核、肋骨切除 シンガポール

059 七転八起 約14分
右前膊骨折貫通銃創、右手首機能
障害

中国河北省馬集村

060　働くために義手を 約15分
右前膊同足部挫滅創、右腕右足切
断

横浜本牧沖

061 奇跡の生還、そして苦難の日々 約14分
左眼部頸部穿透性貫通銃創、左眼
失明

中国浙江省新昌県儒蚕市附
近

062 短歌に心を映して 約14分
左上膊部・後頭部頂部・右肩胛部
手榴弾破片創、左上腕切断

中国安徽省郎渓西門附近

063 ともに歩みしいばらの道 約18分
顔部・右大腿・右下腿・胸部爆創、
ガス壊疽、左上腕・右前腕切断、右
眼失明

中国安徽省蕪湖

064 想いを絵筆に込めて 約16分
左前膊骨折、マラリア、左腕機能不
全

ビルマ

065 不安と葛藤を乗り越えて 約18分 頭部顔面爆弾破片創、右眼失明 中国江蘇省徐州附近
066 誠（まごころ）で守られた命 約18分 左大腿部切断 ニューギニアサルミ地区

067 多くの人に助けられて 約18分
右足背骨折盲管迫撃砲弾破片創、
右足首機能不全

東部ニューギニアフィンシュ
ハーフェン附近

068 インパール作戦の最前線で 約20分 ― ―
069 いつか花咲く日まで 約19分 左臀部盲管破片傷、左足機能障害 フィリピンルソン島マヨヤオ

10時～
13時～
16時～

138 戦傷病者のあゆみと傷痍軍人会 約31分 脊椎、足関節挫傷、右肺浸潤
満洲牡丹江省東寧県暖泉子
溝

11時～
14時～

130 人間の尊厳の回復につくした生涯 約33分 右上膊地雷爆創、右上膊部切断 中国山西省臨汾

12時～
15時～

145「みんなのため、人のため…（最後の
日傷会長）」

約30分
左大腿軟部盲貫銃創／右前膊軟
部貫通銃創

中国山西省五台付近／中国
河南省縄池県

070 生まれ育った故郷(ふるさと)に恩返
し

約14分
右肘部骨折貫通銃創、右腕機能障
害

中国山西省忻県大鍬殿北方

071 負けない！これぐらいの傷 約21分
左上膊骨折貫通銃創、左手機能障
害

中国湖北省慈利県大橋東方

072 義足と妻に支えられて 約24分
両大腿部榴弾破片創、右大腿部切
断

中国山西省曲渓県候馬鎮

073 二人三脚、商売繁盛 約22分
左手部右足部挫滅爆弾破片創、左
手右足切断

南鳥島

074 感謝の心、妻にしたためて 約23分
右前側頭部骨折擦過銃創、脳挫
傷、左半身麻痺、外傷性癲癇

中国浙江省前洪

075 戦友への想い、詩文に託して 約19分
両足下腿打撲創、左足拇指関節脱
臼、顔面火傷、両耳鼓膜損傷

朝鮮咸鏡北道南陽

076 意思あるところ道あり 約19分 顔面爆創、左眼失明 ジャワ島メラク

077 失意の時に届いた一通の手紙 約17分
右上膊部骨折貫通銃創、右上腕部
切断

中国湖南省草鞋嶺

10時～
14時～

11時～
15時～

12時～
16時～

13時～

12時～
16時～

13時～

10時～
14時～

11時～
15時～

12時～
16時～

13時～

10時～
13時～
16時～

11時～
14時～

12時～
15時～

10時～
14時～

11時～
15時～

8/16（日）8/11（火） 特別編

69/6（日）8/18（火）

6/9（火） 6/28（日）

6/30（火） 7/12（日）

57/22（水） 8/9（日）
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開始日 終了日 パート 上映開始時間 証言映像タイトル 所要時間 受傷部位 受傷地
078 歌声に祈りをこめて 約23分 左足銃創 満洲国牡丹江省綏芬河
079 一発の機銃弾を体内に残したまま
…

約15分
左足貫通片睾丸挫滅、右足盲管銃
創

中国湖南省三門

080 四十四年間 脊髄損傷の夫とともに
生きぬいて

約24分 第十二胸椎盲管銃創 中国江蘇省徐州宿県

081 窮すれば通ず、左手でソロバンも 約19分 右手背手掌粉砕骨折貫通銃創 中国河南省上樓附近（杞県）

082 極寒と酷暑の地で 約19分
マラリア・高熱性中耳炎、右耳失
聴・味覚障害

ソ連タシケント

083 思わぬ受傷で大きく変わった人生 約19分
右上膊骨折貫通銃創、右手指亡失
（親指以外）

中国山東省

084 熱砂の抑留生活 約21分 肺結核兼不完全ぢろう ソ連ベグワード

085 生きるにはこの道しかなかった 約22分
右眼虹彩毛様体炎兼両眼瘢痕性ト
ラホーム、右眼視力障害

千葉県習志野

086 すべてめぐり合わせと思って 約22分 肺結核 満洲国黒河省

087 苦労、我慢、言ったらきりがない 約14分
左下腿骨骨折手榴弾破片創、左足
機能不全

中国河南省

088 九十四歳。おおいに語る傷痍の人
生

約20分
右上膊骨折貫通銃創右足背手榴
弾爆創

中国江蘇省宝山県塘北宅

089 感謝、そして人との和 約19分
頭部貫通銃創,左肩胛部盲管砲弾
破片創,頬下部破片創,左眼中間砲
弾破片創,右脚部挫創

インド アッサム州コヒマ

090 失ったものを嘆かず残ったものを鍛
える

約19分 左膝下部骨折、左膝下部切断 富山市内

091 いつも傷痍の夫を想いつづけて 約13分
左臀部軟部砲弾破片創、左下肢切
断

中国江蘇省

092 人生を変えた職業訓練 約17分
左背部盲管爆弾片創、右夥多肩胛
骨複雑骨折后胎症、左腕機能障害

レイテ島近海

093 抑留中に右手を失って 約19分 右手首・右腕関節離断 シベリアウォロシーロフ

094 ミッドウェー海戦で負傷して 約20分 左右手部・臀部下肢爆熱傷
東太平洋海上、航空母艦加
賀甲板上

095 妻に支えられて六十余年 約19分
右手掌手背骨骨折貫通銃創、左中
指・還指・小指白兵創、右手機能右
手機能障害など

中国広東省潮陽県西炉

096 二人三脚の人生 約18分
左肩軟部盲管破片創、左前額部骨
折爆弾弾片創、脳損傷、外傷性て
んかん

四国沖紀伊水道附近（海防
艦上）

097 砲弾の破片を胸に抱えて 約18分
左上膊骨折貫通左脇下盲管迫撃
砲弾破片創、左上膊骨折左肺損
傷、左肺留弾片による喀血

中国雲南省龍陵附近

098 「再起奉公」痛みと葛藤を超えて 約17分 右大腿部骨折盲管銃創 中国河南省
099 受傷の痛み　優しきまなざし 約16分 右下腿盲管銃創、左大腿骨折 中国河北省

100 軍隊経験　その光と影 約21分
手榴弾破片創（顔、左上肢、左下
肢）

中国河南省

101 受傷が変えた人生―苦悩、そして
挑戦

約19分 右上膊切断 中国河北省

102 シベリア珪肺を抱えながら 約18分 珪肺症 ソ連
103 受傷の苦悩を乗り越えて 約22分 火傷（顔面） 福岡県
104 支え合い　ともに歩む 約16分 右下腿爆弾破片創 大阪湾（駆逐艦櫻）
105 家族の絆で支え合う 約16分 右大腿部骨折貫通銃創 中国

106 海軍看護兵　若き日の記憶 約15分 結核
南太平洋（特設病院船高砂
丸）

107 運命の出会いを育んで 約16分 左肩胛部貫通銃創 中国

108 失明の夫を支えて 約19分 両眼負傷、両眼失明
フィリピンルソン島マバタン半
島カラギナン附近

109 癒えない傷に耐えて 約20分 左大腿部切断 中国湖南省岳陽県甘田

110 見た目には分からないつらさ 約18分 右眼紐状隔絶、失明
インド洋セイロン島（スリラン
カ）東海岸トリンコマリー上空

111 心と体の痛みと共に～飛行班の思
い～

約19分 右背部爆弾弾片創、右肋膜癒着
中国海南島第二五四海軍航
空隊三亜基地

112 片手のハンディを乗り越えて 約18分 右上膊切断、腹部擦過銃創 和歌山県由良港
113 水木さんとともに歩んだ“ゲゲゲの
女房”

約20分 左上膊爆弾破片創、左上膊切断
ビスマルク群島ニューブリテ
ン島ズンゲン

114 シベリア珪肺～今も続く後遺症～ 約19分 鉛鉱珪肺（シベリア珪肺）
ソ連カザフ共和国アルマータ
市チェケリ

115 脊椎挫傷でも松葉杖で歩けるように 約18分 頭部脊椎損傷 シベリア

116 がむしゃらに生きて、描く 約18分
右腕肘関節爆弾破片盲管銃創、右
腕機能障害、右足大腿部爆弾破片
貫通銃創

フィリピンルソン島マニラ港内
金華丸乗艦中

117 サイパンで生き残って 約17分
右腕・右脇腹貫通銃創、両足大腿
部盲管銃創、右肘関節及び左足機
能障害

サイパン島ドンニイ附近

118 片腕で取った自動車免許 約20分
左上膊骨折貫通銃創兼左上肢左
肩胛部左前胸部左側胸部瓦斯壊
疽兼マラリア、三日熱

インドアッサム州ポッサムバ
ム

119 努力家の夫を信じて～失明の夫と
ともに～

約18分
眼部顔面左肩胛部介達弾創両眼
損傷、両眼失明

香港島赤柱半島

120 両眼失明と臭覚・味覚障害その上
てんかんも・・・

約19分
前頭骨複雑骨折、左下腿盲管銃
創、両眼失明、臭覚・味覚障害、外
傷性てんかん

広島県情島沖

121 シベリア珪肺の苦しみ 約18分
塵肺（シベリア珪肺）、気管支喘
息、慢性気管支炎

ソ連チタ地区バレー収容所

12時～
16時～

13時～

10時～
14時～

11時～
15時～

12時～
16時～

13時～

10時～
14時～

11時～
15時～

12時～
16時～

13時～

10時～
14時～

11時～
15時～

12時～
16時～

13時～

10時～
14時～

11時～
15時～

1012/6（日）
11/17
（火）

89/29（火）
10/18
（日）

9
11/15
（日）

10/20
（火）

79/27（日）9/8（火）
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開始日 終了日 パート 上映開始時間 証言映像タイトル 所要時間 受傷部位 受傷地
122 国のために生きて～元海軍軍医中
尉の記憶～

約23分 ― ―

123 本土決戦前の軍医教育 約20分 ― ―
124 天地の恵みを知る 約20分 ― ―
125 看護ひとすじフィリピンで終戦を迎え
た救護看護婦

約22分 ― ―

126 元海軍薬剤少尉の記憶 約19分 ― ―
127 両眼失明が切りひらいた戦後の人
生

約22分
両眼・右肩・左胸爆弾弾片創、両眼
失明

広島県呉　音戸の沖

128 陸軍看護婦に志願して 約20分 ― ―
129 西部ニューギニア・軍医の闘い 約24分 ― ―
130 人間の尊厳の回復につくした生涯 約33分 右上膊地雷爆創、右上膊部切断 中国山西省臨汾
131 南方の戦火をくぐった救護看護婦 約15分 ― ―
132 救護看護婦そして妻として生きた全
力の人生

約21分 ― ―

133 戦友をみとり、鎮魂に生きる 約22分
全身爆弾破片創、両耳鼓膜裂傷、
両耳聴覚障害

フィリピンセブ島

134 負傷した者同士で支え合った半世
紀

約26分
下顎部損傷（口腔部欠損）、両眼失
明、味覚障害

沖縄県南大東島

135 練習機「赤トンボ」の特攻隊 約16分
右股関節脱臼同腓腸筋肉出血左
腓骨下端単純骨折後遺症

宮崎県霧島山系高千穂峰東
側山中

136 駆逐艦「雪風」で負傷して 約22分
左足首貫通銃創及び右足親指銃
創

京都府宮津湾内、駆逐艦雪
風艦上

137 憲兵から捕虜となって 約24分 肺結核 ソ連ウズベキスタンタシケント

14時～ 138 戦傷病者のあゆみと傷痍軍人会 約31分 脊椎、足関節挫傷、右肺浸潤
満洲牡丹江省東寧県暖泉子
溝

10時～
15時～

11時～
16時～

12時～

13時～

10時～
14時～

11時～
15時～

12時～
16時～

13時～

121/5（火） 1/31（日）

11
12/27
（日）

12/8（火）

以降のプログラムは逐次当館ホームページ又は館内掲示にてお知らせします！

※尚、史料燻蒸作業や団体利用等により、上映プログラムに変更がある場合がございます。
予めご了承下さい。
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