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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２６年度も、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、

企画展として夏には「義肢に血が通うまで ― 戦傷病者の社会復帰と労苦 ― 」、

春には「一刻も早く！― 戦場からの患者搬送 ―」を開催するとともに、新たな試

みとして新着資料や未公開資料を見ていただけるように１階展示室の一角にミニ展

示コーナーを設けました。証言映像についても、テーマ別上映会や企画展等と連動

した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さまざまな労苦を、ご理解いただく機会を提供できたと

思っております。

　従来も学校団体のご利用がありましたが、平成２６年度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や修学旅行等での利用も多くなり、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、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、こられの資料・情報を収

集、保存、展示し、後世代に伝え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２６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。

　平成２７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。

館名
　戦傷病者とその妻や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。

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
　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。

◆事業内容

展示事業
　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。

図書映像資料等閲覧事業
　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。

関連情報提供事業
　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。
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◆フロア構成
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平成２６年度主要事業

平成２６年 ５月１３日～５月１６日

  収蔵資料移設に伴う３階レイアウト変更（臨時休館）

 ５月１７日～７月２１日　　

  定期上映会 「激戦地での負傷」を開催

 ６月２１日～６月２７日　　

  長崎県在住の戦傷病者６名の証言映像を収録

 ６月２７日 第６回 関係施設等連携会議に出席（於：昭和館）

 ７月 ４日  夏の企画展 「義肢に血が通うまで－戦傷病者の社会復帰

と労苦－」のチラシ・ポスターを全国の関係機関に配布

 ７月１６日 平成２６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２３日～９月１５日　　

   夏の企画展 「義肢に血が通うまで－戦傷病者の社会復帰

と労苦－」を開催

 ７月１９日～８月３１日　

  「夏休み３館めぐりスタンプラリー」を開催

 ８月 １日～２９日

  厚生労働省にて出張ミニ展示を開催

 ８月 ６日～ ７日

  「子ども霞が関見学デー」に参加（於：厚生労働省）

 ９月１７日～１１月９日　　

  定期上映会 「戦争を生き抜いて」を開催

 ９月２９日～１０月３日　　

  資料の燻蒸実施（於：館内１階）

 １１月 ５日～ ７日

  福島県在住の戦傷病者２名の証言映像を収録
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平成２６年 １１月１１日～平成２７年１月１８日

  定期上映会 「家族が語る」を開催

 　１１月１６日～１１月２１日

  愛媛県在住の戦傷病者 5名の証言映像を収録

平成２７年 １月２０日～３月 １日

  定期上映会 「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）

 １月３０日　第７回 関係施設等連携会議に出席（於：昭和館）

 ２月１７日  春の企画展 「一刻も早く！－戦場からの患者搬送－」の

チラシ・ポスターを全国の関係機関に配布

 ３月 ３日  厚生労働省主催による第二回しょうけい館運営有識者会

議に出席（於：ホテルグランドパレス）

 ３月 ４日 平成２６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２６日～（５月１１日）

  春の企画展 「一刻も早く！－戦場からの患者搬送－」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月には「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》

　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。

　

（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２６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　　「義肢に血が通うまで－戦傷病者の社会復帰と労苦－」

　　開催期間　　平成２６年７月２３日（水）～９月１５日（月）

　　来館者数　　２５,６９１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　　 戦争で手足を失った戦傷病者に対して、恩賞制度の一環として各

箱根療養所ともにのりこえて
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種の補装具が支給されていた。社会復帰の一助として考案された

装具には、義手、義足、義眼など、欠損した体の一部となる「義肢」

類、そして身体の位置を保持する各種のコルセットや、関節の屈

伸などをサポートする「医療用補助具」、また杖や、車いす、補

聴器などの「器具」があり、これらを総称して補装具と呼ぶ。本

展では、義手・義足などの「義肢」を、館が所蔵する写真、資料、

実物を交えて審美的な意味合いを持つ「装飾用義肢」から、日常

生活、各種の職業で使用できる「作業用義肢」までの変遷を振り

返るとともに、「作業用義肢」を装着して社会復帰を果たし、第

二の人生を歩まれた戦傷病者の労苦を紹介した。

　　関連資料　　 摘出弾、傷痍軍人手帳、廃兵証明記章、傷痍軍人記章、軍人傷痍

記章、恩賜の義肢（装飾革製義手、作業用義手、装飾作業用義手、

革製義足、軽合金製義足）、常用義足（鉄脚）等、約３０点

　　証言映像　　 「厳しい訓練も今となれば（山梨）」「小学校を出て先生に（広島）」

「片手のハンディを乗り越えて（香川）」「働くために義手を（長

野）」「片腕で取った自動車免許（愛知）」「人間の尊厳の回復につ

くした生涯（東京）」（以上、当館制作の証言映像）

　　　　　　　　※（　）内は収録地

　　展示解説　　 当館学芸員による展示解説を実施した。（４回）

　②　「春の企画展」

　　タイトル　　「一刻も早く！～戦場からの患者搬送～」

　　開催期間　　平成２７年３月３日（火）～５月３１日（日）

　　来館者数　　３２,７４６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　　 戦地では、本格的な治療を受けるまでの時間が、生死を分けるこ

 企画展示風景 展示解説

8



とになる。そのため、患者搬送手段は時代とともに変化した。戦

地の包帯所では、初期治療を施し重傷者は担架によって野戦病院

に運ばれ、軍医による診察と必要な手術などが行われる。症状の

安定を待って、患者自動車（現在の救急車）で、後方の兵站（へ

いたん）病院に移送される。長距離の移動に耐えられる体力が回

復すると、病院列車などで病院船の待つ港に向かう。こうした後

送システムが完成したのは昭和期になってからである。患者搬送

のために考案された様々な装備であるが、実際に運用されている

数が少ないことや、第一線救護の現場まで写真報道班が進出でき

なかったこと、重症患者の多くが意識を失っていて証言が得られ

ないことなどによって、残された情報はごく僅かである。本展で

は、戦地で運用された多様な患者搬送を、貴重な写真資料で紹介

した。

　　関連資料　　 手術用自動車資料、衛生機関用自動車資料、六輪患者自動車仕様

書、エッキス放線車エッキス放線器械使用法説明書、Ｘ放線自動

車開設説明書、医療用自動車レントゲン車資料、そのほか各国患

者飛行機資料写真等、約４０点

　　証言映像　　 「衛生兵の受傷（千葉）」「衛生兵のビルマ戦線（大阪）」「インパー

ル作戦の最前線で（神奈川）」「衛生兵ゆえの感染（大阪）」「ひめ

ゆりの悲劇（沖縄）」「飢え　マラリア　受傷（群馬）」（以上、当

館制作の証言映像）※（　）内は収録地

　　展示解説　　当館学芸員による展示解説を実施した。（７回）

　　講 習 会　　 東京医療学院大学 鈴木紀子氏・菊地ひとみ氏による、「旧陸軍の

三角巾を使用した応急手当」の講習会を開催。

　　講 演 会　  元防衛省医官 尾立貴志氏による、講演会を開催。

　　　　　　　　（演題：「戦場での患者搬送」）

（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」　平成２６年６月３日（火）～７月６日（日）

　　内　容　　個人寄贈史料の紹介

　　展示品　　恩賜の義指、御沙汰書、軍隊手帖、戦傷病者手帳、写真資料等
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　　第２回　　「夏の企画展予告展示」　７月８日（火）～７月２１日（月）

　　内　容　　夏の企画展の概要紹介

　　展示品　　恩賜の義手、鉄脚、摘出弾、従軍記章、戦傷病者手帳等

　　第３回  　「夏の企画展関連展示」　７月２３日（火）～８月１７日（日）

　　内　容　　恩賜の義肢を二度も授与された、珍しいケースを紹介

　　展示品　　恩賜の義手（同一人２肢）、作業用義手、日章旗等

　　第４回　　「夏の企画展関連展示」　８月１９日（火）～９月１５日（月）

　　内　容　　「装飾作業用義手」、「乃木式義手」レプリカなど紹介

　　展示品　　恩賜の装飾作業用義手、「乃木式義手」の構造・機能紹介パネル等

　　第５回　　「上田毅八郎氏寄贈作品展」　９月１７日（水）～１１月９日（日）

　　内　容　　艦船画と、上田作品として珍しい風景画を紹介

　　展示品　　戦艦武蔵、輸送船金華丸、戸田港、欧州古城等の作品原画

　　第６回　　「上田毅八郎氏寄贈作品展②」　１１月１１日（火）～１２月７日（日）

　　内　容　　自動車の絵画（海外のクラシックカー）を紹介

　　展示品　　マイバッハ・ツエッペリン、ヒスパノ・スイザ等の作品原画

　　第７回　　「上田毅八郎氏寄贈作品展③」 

１２月９日（火）～平成２７年１月２５日（日）

　　内　容　　日本の蒸気機関車の絵画を紹介

　　展示品　　Ｃ５３、Ｃ１２、Ｄ５１等の作品原画

　　第８回　　「Ｐ re 春の企画展」　１月２７日（火）～３月１日（日）

　　内　容　　企画展「一刻も早く！」の一部を紹介

　　展示品　　使用法図解入り三角巾、救急包帯、各種衛生関係文献資料等

（３）定期上映会の開催
　企画展の開催期間以外では「テーマ」を設定して、その「テーマ」に合致した証

言映像でプログラムを構成し、証言映像シアターでリピート上映した。

　平成２６年度に開催した定期上映会は、次のとおりである。
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　　①　「激戦地での負傷」　５月１７日（土）～７月２1日（月）

　　　　（上映プログラム）　　　　　　

　　　　 「蟻地獄からの脱出」「字を書く手を受傷して」「母に支えられて…」「義勇

隊の一員として」「初年兵の沖縄戦」

　　②　「戦争を生き抜いて」　９月１７日（水）～１１月９日（日）

　　　　（上映プログラム）

　　　　 「多くの人に助けられて」「小学校を出て先生に」「生と死に向かい合った

２時間」「伸びきった最前線での受傷」「人生を変えた一発の銃弾」「生き

る…それは死ぬよりつらかった」「信じあえばこそ、今」「二度の撃沈、受傷、

そして発病…」「馬とともに戦った戦場」

　　③　「家族が語る」　１１月１１日（火）～平成２７年１月１８日（日）

　　　　（上映プログラム）　　　　　　

　　　　 「いつも傷痍の夫を想いつづけて」「傷痍軍人の妻として」「二人三脚で

六十年余り」「二人三脚、商売繁盛」「傷痍軍人の妻として…」「四十四年

間～脊髄損傷の夫とともに生きぬいて～」「ともに歩みし　いばらの道―
戦傷病者の妻として―」「感謝の心、妻にしたためて」「シベリア抑留、そ

して結核…それを支えた妻」

　　④　「シベリア抑留と戦傷病者」　１月２０日（火）～３月１日（日）

　　　　（上映プログラム）　　　　　　

　　　　 「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」「何としても生きて帰る～極寒と酷暑の地で〜」「シベ

リア抑留、そして結核…それを支えた妻」「シベリア珪肺の苦しみ」「熱砂

の抑留生活」「脊椎座傷でも松葉杖で歩けるように」「失明の恐怖とシベリ

ア抑留」「憲兵から捕虜になって〜前川周三郎さんの証言〜」
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３ 来館者対応
（１）「展示資料一覧」等の配布

　２階及び１階の常設展示について、来館者が観覧しながら参照出来る、「展示資

料一覧」（Ａ４判。参照資料「展示資料一覧」）を更新し、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。

（４）「企画展」のパンフレット等の配布
　平成２６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。

春の企画展パンフレット夏の企画展パンフレット
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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２６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》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２６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２４年度まで 平成２５年度 平成２６年度 累 計 

寄 贈 ９，７６０ ６，６５１ １,２３７ １７，６４８ 

購 入 １，０９３ ２３ ３２ １，１４８ 

計 １０，８５３ ６，６７４ １，２６９ １８，７９６ 

（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》 

「長崎県傷痍軍人会旅行関係綴」、体験記「平和の光を見つめて」、注射器、煮沸器、消

毒絹糸、聴診器、「周智郡傷痍軍人会綴」、鎌倉彫の箱（戦傷病者作）、「陸軍検疫状況」

（ビデオテープ）、練習用紙（戦傷病者が受傷後、文字を書く練習をしたもの）、「東傷

タイムズ」（東京都傷痍軍人連合会会誌）、傷恩武道連盟パンフレット等 

子ども解説シート

（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２６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》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２６年度末までに収集した実物資料等は次の表のとおりである。

　  《実物資料等の収集状況表》 単位：点

　（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こともあり、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》

　「長崎県傷痍軍人会旅行関係綴」、体験記「平和の光を見つめて」、注射器、煮沸器、

消毒絹糸、聴診器、「周智郡傷痍軍人会綴」、鎌倉彫の箱（戦傷病者作）、「陸軍検疫

状況」（ビデオテープ）、練習用紙（戦傷病者が文字を書く練習で使用した用紙）、「東

傷タイムズ」（東京都傷痍軍人連合会会誌）、傷恩武道連盟パンフレット等

子ども解説シート
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《主な購入資料》

写真帳（敦賀衛戍病院）、写真帳（日露戦争関係）、写真帳（静岡陸軍病院）、『脚気

論』、『三十七八年援護事業誌』、『傷痍軍人指導者必携』、『日露戦役海軍衛生史』、『日

本赤十字社京都支部沿革誌』等

（２）実物資料等の保存・管理
　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。

鎌倉彫の箱竹細工

義足（鉄脚）

３階収蔵庫写真
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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専門業

者による清掃作業を行った。

（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。今年度は、１階図

書閲覧室の配架見直しを行ない、利用者がさらに文献を探し易いようにした。 

（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２６年度末までに収集した図書文献は累計で８，９４５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２５年度まで 平成２６年度 累 計 備 考 

寄 贈 ６，３１５ ５４ ６，３６９ 団体提供１冊含 

購 入    ２，５６８ ８  ２，５７６ 

計  ８，８８３ ６２ ８，９４５ 

 平成２６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》 

『老医師と主婦の歩いた  続玉砕の島  サイパン』『兵旅の賦 第二巻 昭和編』『花ひ

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。今年度は、１階図書閲覧室の配架見直しを行ない、利用者がさらに文献

を探し易いようにした。

     

（２）図書文献の収集状況
　引き続き、戦傷病者とその妻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２６年度末までに収集した図書文献は累計で８，９４５冊である。その内訳

については次の表のとおりである。
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　平成２６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》

　『老医師と主婦の歩いた  続玉砕の島  サイパン』『兵旅の賦 第二巻　昭和編』『花

ひらけ戦死の父よ その愛と青春』『私の戦争体験記（内子町役場編）』『月日の誌  

いのち拾いて』『今治史談合併号　平成 25 年度 № 20』『ナイチンゲールの末裔た

ち ＜看護＞から読みなおす第一次世界大戦』『ノモンハンの北斗七星』『遙かなる

黒龍江 北満州に眠る「国境守備隊」跡を訪ねて』『津田沼鉄道第十七聯隊』『オー

ロラ  20 － 47』等

《主な購入図書文献》

　『ながさき原爆の記録』『原爆被爆記録写真集 第 2 刷』『 Beriberi in modern 

Japan（近代日本における脚気：国民病の形成） 』『 Medicine and modern warfare（医

学と現代戦） 』『 War, medicine and modernity （戦争、医学、近代）』、『 War and 

medicine（戦争と医療） 』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３，０００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では定期上映会に合わせて、関連する図書等を中心に

した特設コーナーを設置して閲覧に供した。

春の企画展関連図書の紹介
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（５）レファレンス・サービス
　平成２６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》

・「精神疾患を得た軍人について書かれた本を探している」には、『うずもれた大戦の犠

牲者』『國府台陸軍病院の想い出』『戦争ストレスと神経症』『日本帝国陸軍と精神障

害兵士』等を紹介。

・「白衣募金について調べたい」には、『白衣募金者一掃運動に見る傷痍軍人の戦後』『戦

後日本の傷痍軍人』『待兼山論叢』第３９号所収の論文『「白衣募金者」とは誰か－厚

生省全国実態調査に見る傷痍軍人の戦後－』を紹介。

・「数年前に新聞に掲載された従軍看護婦のことを調べたい」には、『海軍醫務・衛生史

Ⅰ～Ⅳ』『横須賀共済病院１００年史』『呉海軍病院史』『日本の赤十字』『ほづつのあ

とに』『恩給１２０年の歩み』他海軍衛生関係・看護婦関係の体験記等を紹介。

・「看護婦の歴史（太平洋戦争時）関係の資料を見せて下さい」には、『ほづつのあとに』

『日本の赤十字』『せせらぎから大河へ』『近代日本看護史』『写真でみる日本近代看護

の歴史』『歴史に見るわが国の看護教育』等を紹介。

・「①愛媛県傷痍軍人会の創設時の人数を知りたい。また、②その活動内容を知りたい」

には、『日傷拾五年史』を参照の上、①「出版年の昭和４２年頃の県下の戦傷病者の

総数が４, ２１３名で会員はその半数に過ぎないと記載がある為、２, ０００名程度

であったと思われる」、②「愛媛県傷の活動内容は他の支部と同じであると思われる。

他県の資料を見るに、恩給や健康管理に関する研修を行っていた。日傷全国大会にも

支部がまとまって参加。恩給是正運動の頃は他県とも協力して、国会対策をしていた」

と回答。

（６）図書等の整理・保存
　平成２５年度に寄贈された約１,０００冊の図書等については、実物資料とともに燻

蒸処理を実施した。また、書庫内の配架見直しを行なった。
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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年近くの

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。

　平成２６年度においては、長崎県、愛媛県、福島県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１３本であり、詳細については次のとおりである。

　①　収録対象者　　長崎県在住の戦傷病者６名　　

　　　収録時期　　平成２６年６月

　　　証言映像　　「奪われた光をバネに」「心の優しさが生んだ義足の苦しさ」

　　　　　　　　　「全てを奪われた少年の再起の人生」「受傷が拓いた人生」

 　   　　　　　　「生かされた人生への感謝」「近衛兵の誇りを胸に」

　②　収録対象者　　愛媛県在住の戦傷病者５名

　　　収録時期　　平成２６年１１月

　　　証言映像　　 「耐えて得た人生」「一日のことで人生が変わる」「負傷したこ

とのハンディをバネに」「戦傷の身でも必要とされて…」「右

脚一本、海で生きた軍属」

　③　収録対象者　　福島県在住の戦傷病者２名

　　　収録時期　　平成２６年１１月

　　　証言映像　　 「みんなのため、人のため…（最後の日傷会長）」「無いものは

無い、それでもやるほかない…」

（２）証言映像の上映
　証言映像は、企画展にて関連する証言映像の上映の他、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（Ⅰ－２－（３）定期上映会の開催）。

　なお、証言映像は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２６年度のＤＶＤ貸出件数については、各種団体４件（４本）

であり、内訳は民間団体１件、自治体（埼玉県・富山県・大阪府）３件であった。
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Ⅲ　関連情報提供事業
　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。

（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２６年度末現在、情報を提供している実物資料は、２３，９１８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。

検索端末画面情報検索風景
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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２６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４８０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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（３）証言映像情報の提供
　平成２６年度末までに収録した１５１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。

　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２６年度末現在、提供している図

書文献の情報数は６，４７８冊である。

図書雑誌検索画面
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《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が閲覧で

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２６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２７年３月までのホームページへのアクセ

ス回数の累計は６０４,７７６件（平成２６年３月までは５６８，２８８件）となって

おり、増加傾向の状況にある。
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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。

　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回の更新のほか、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

講習会や講演会の案内や報告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２６年７月～９月開催）、「春の企画展」（平成２７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、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）、活動継続中の都道府

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版冊子）を来館者等に配布

した。

（３）館年報の配布
　平成２５年度年報（第８号）を平成２７年３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
　（財）日本遺族会の月刊紙「日本遺族通信」や「広報千代田」（１２回）に企画展

および定期上映会の紹介記事等を掲載した。

（５）厚生労働省における出張展示
　厚生労働省からの要請により中央合同庁舎第５号館のエントランスにおいて館の

概要を紹介する出張展示を行った。

　開催期間　　平成２６年８月１日（金）～８月２９日（金）

　展示内容　　館紹介パネル、戦傷奉公杖、御下賜包帯、赤十字腕章等

（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の要

請により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
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て参加した。

　開催期間　　平成２６年８月６日（水）～８月７日（木）

　見学者数　　１４２人（子供４３人、大人９９人）

　展示内容　　 貸出キットを活用した館の紹介や子ども向けの書籍や体験記等を配

架するとともに、当館が制作した証言映像の上映、体験展示として

箱根式車イスと現在の車イスの違い体験、義足に触れる、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）夏休み３館めぐりスタンプラリー

　　　　開催期間　　平成２６年７月１９日（土）～８月３１日（日）

　　　　参加者数　　３，７５６人

　　　２）特別展示「シベリア抑留を描く－二人の画家展 Vol. ２」

　　　　開催期間　　平成２７年１月２７日（火）～２月２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、連携企画として定期上映会「シベリア抑留と戦傷病者」を開催

した。

義手体験箱根式と現在の車イスの違いを体験
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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」、「東京新聞」、「産経新聞」、「読売新聞」

等で掲載された。

東京新聞　平成２６年８月１５日

読売新聞　平成２７年２月３日

産経新聞（大人の遠足）　平成２６年１０月１０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（1921）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（1921）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）

展示資料
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（1934）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）

（資　料　編）

展示資料一覧
平成２７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　きくみ（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（1741）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）
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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）

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

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 石川　義男（愛知県）

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）
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■ 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）

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） 堤　正三郎（長野県）

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～ 18（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）
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■ 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）

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（1950）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（1932）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）
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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）

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）

めくり式
証言台

「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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証言映像制作状況
平成２７年３月末現在

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
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映像タイトル 所要時間 証言者氏名 撮影年度

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

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
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映像タイトル 所要時間 証言者氏名 撮影年度

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

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
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映像タイトル 所要時間 証言者氏名 撮影年度

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

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
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映像タイトル 所要時間 証言者氏名 撮影年度

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

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
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【８０代】

・戦争の傷を受けた方 を々思い、人生を大切に生きたい。

・本日は初めてこの場所を見学致しました。７０年も経つのに初めてというのは、知らなかったと

はいえ自分を考えて申し訳なく思い胸の痛みを覚えました。私はＳ２年生まれ戦争中慰問袋

を送り千人針もいっぱいしました。兄達も２人とも、１９年負けるのがわかっていたころの出征

で長兄は丙種、次兄は第３乙種で外地へはもういけない時期でそれぞれ内地でしたので幸い

元気で帰ってきました。戦争で傷ついて帰ってき方をたくさん見、今日の写真の様に白衣で歌

いお金をもらう姿も多く、今でも目に浮かびます。ありがとうございました。

【７０代】

・戦中の苦労、時代背景に悲しさが感じられました。その上にあって今の平和があるのだと思い

ます。戦時中の現状を忘れず、今の平和を続けることを考える思いでした。

・小学生の頃？受傷者の方が路上でカンパを乞う姿を見ていました。二度と戦争は起してはなら

ぬ。武器を持ってはならぬ、作ってはならぬ。胸が苦しくなります。

・丁寧な分かりやすい説明をいただき、戦傷病の実状、医療の実態、社会復帰への状況が良く

わかりました。ありがとうございました。

・傷病兵は昔、縁日等で見たことがあり、その当時は何故国で見てあげないのかと疑問に思って

いたが、恩給の状況を聞いてよくわかった。

・展示物は物により当時を思い出させ、辛い場面を彷彿とさせるばかりでした。小生80歳になる

が当館はもっと多くの人達、特に学童には、大いに参館して欲しい。

【６０代】

・貴重な資料を見せていただきありがとうございました。証言映像シアターで生の声を聞けて胸

に響きました。ありがとうございました。

・戦後から月日の経過の中でだんだん忘れられ、本人達、家族も辛い日 を々過ごした事を思い、

この様な大切な資料等はぜひ残して頂きたく平和への大切さを思わずにはいられません。

・「戦争」は「人生を狂わす」…　平和な世、時代に生きたかった皆さんの声が聴こえるようで

す。

・こんなに素晴らしい展示物があることをみんなに知らせたい。日本の長い歴史の中で最も重

要な歴史を残したい。日本だけでなく世界中の人々にも見て頂きたい。今日はありがとうござい

ました。

・戦争で死又はケガはつきもの。実体験はないものの、強く印象に残る施設でした。多くの若い

人が訪問する事を期待します。

・戦後生まれの私であるが、戦争という現実を生き抜いて来られた諸先輩の言葉で言い表す事

ができない辛苦があって今の私があるということを忘れてはいけないと思いました。

平成２６年度に寄せられた感想等

　平成２６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。
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【５０代】

・証言映像がとても感動しました。戦争体験者が減少している中、平和への警鐘として貴館の

役割は重要であると思います。

・恩給の裁定を行っているので、特に傷病恩給に長年関わっているため、見たことのある資料が

沢山あり、とてもわかりやすかった。一人一人が実際に受傷(罹患)し、どの様な人生を送ってい

たのかが、想像できて心に染み込みました。

・学芸員の方のお話がわかりやすくてとても良かった。また、戦傷病者の方々が高齢になった

今、少しでも多くの証言を残して頂きたいと思います。

・戦死した方と遺族も大変だが、怪我や病気を抱えて生きる事も大変な事だと思いました。そし

て二度と戦争を繰り返してはならないと痛感させられました。戦争の実際を語り継ぐ事は大

切な事です。しょうけい館の役割は大きいと思います。

・戦地での医療で手術の時の様子がわかりやすかった。戦後ある程度保障のある人と、ただ命

を奪われた人がいる事が分かった。私が子供の時、片腕、片足の無い人が軍歌を流して、募金

を募っていたのを覚えていましたが、小さい子供の目には何か普通でない恐ろしさだけ感じて

いました。二度と同じ事をくり返さないようにしたい。

・傷病後の生活を支えたものは何だったのか、生きる気力となったものは何だったのか、もっと知

りたいと思いました。この体験と記録をもっと多くの人に知って欲しいと思いました。

・戦闘行為が終わったから戦争が終わりなのでなはなく、その後の人生にも続いていくことを改

めて思いました。辛い中、支えあって生きていく姿に涙の出る思いがしました。戦争は二度とし

てはならないと思います。

・戦争で傷ついた人がここまで頑張ったんだから自分も負けられないと勇気と希望をもらえるの

で毎回とても良いです。また来ます。

【４０代】

・一度、子供を連れてきたいと思いました。映像の方々がまだ生きていらっしゃるうちに、生きた

歴史として伝えていきたいと思います。

・とてもわかりやすく説明していただきました。平均９２歳という年齢を考えると今後、なかなか

お話を聞くのは難しいと思うので、今日は、お話しがきけて良かったです。

・戦争の一番むごい一番見たくないところだと思います。一緒に来館した小学６年生の娘も見る

のを拒む展示もありましたが、だからこそしっかり見て次世代に伝えていかなければいけない

内容だと思いました。親子で貴重な勉強をさせて頂きました。有難うございました。

・現在では、考えられない苦労された方々の証言を聞く事ができ平和、家族の大切さを改めて

実感しました。

・生徒の引率で伺いました。全く知らなかったのですが、伺えてよかったです。生徒も良く見て

いました。多くの人数で来る事は出来ないと思いますが平和学習をするのに良い場所と思いま

す。ありがとうございました。

・きれいな所だと感じました。証言のビデオが印象に残りました。誰も好きで戦争なんかに行っ

ていない！負傷した方 も々命からがら帰ってきて、大変なご苦労されてきたのが良く分かりまし

た。今、戦争へと進みつつある政策だと感じます。一人でも多くの人に実際を知ってもらうこと

は重要だと思います。特に若い人達に観に来て欲しいと思いました。これからもずっと、この資

料館を続けてください。
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・貴重な体験を賜り誠に有難うございました。30年間高齢者介護（リハビリ）に関り仕事して参

りました。改めて出会った方々のお気持ちこの資料館に代弁して頂いた思いです。

・○○戦争・○○の戦いなど、普通は歴史の一環として大枠でしか戦争を知る機会がありませ

ん。そして戦死者・負傷者○人と数字で示されても、今ひとつピンとこないものがあります。で

すが、実際には生身の人間が戦い傷つき体に障害をもつようになりその後の生活や人生にも

苦労をされている・・・・。そういう現実的なことをより認識できたような気がします。

・生徒の引率として見学しました。戦傷病者の方々にスポットを当てて、平和学習を行える施設と

して大変優れていると感じました。違った観点から色 と々考えさせられました。

【３０代】

・私は、介護の仕事をしているのですが、利用者さんの中には、戦争の傷が今も残っている方が

います。中々聞くことができない戦争の後の話というのを今回ここで聞いたり見たりする事が出

来、平和に対する思いが深まりました。

・障害者福祉の仕事をしています。身体障害者福祉法ができるきっかけとなった「傷痍軍人」の

使用していた義肢等貴重な資料が見れて、とても勉強になりました。主に精神障害者を対象と

する仕事ですが、よく聞くのは、トラウマ　フラッシュバックで苦しんだ軍人のハナシ。当時も

きっと大勢の方が苦しんでいたことでしょう。目に見えない障害だからこそ、発信していく必要

性を感じています。

・自分の職業上、全く関係のないものではないのでとても興味深く拝見しました。戦争を通して

でなければ身体障害の方や、その他の分野の福祉が整備されなかったというのは悲しい事で

すが、その人たちの苦労あっての今だと思います。戦時中のことを語れる方が少なくなってい

る昨今ですが、このような形で私たちの世代でも当時の様子を知る事ができるというのは、と

ても貴重なことだと思います。目を背ける事のできない当時の出来事と、これからも語り継い

でいって頂ける施設であって欲しいと思います。有難うございました。

・野戦病院のジオラマや当時の方が着用されていた軍服など、とてもリアルなもので驚きまし

た。負傷した時に着用していた物の展示もあり、すごいなと感じました。戦争の関連の資料館

へは色 と々行かせて頂き色 な々ものをも見て来ましたがこちらの資料、特に野戦病院のジオラ

マはとてもリアルで一度見たら忘れられないものとなりました。当時の様子が分かり易く解説

され、本当にこういう様子だったのだろうと思いました。当時のことを語れる方は少なくなって

いますが忘れてはいけないことと感じました。

・非常にわかりやすく特に2階での人形での再現は理解が深まった。もっと幅広く多くの人が来

館すれば良いと思う。来館者数に関わらず、ずっと残しておくべき資料館だと思う。残すために

税金も沢山使われるべきだと思う。このような資料館を残す事は、これからの時代の義務だと

思う。観光地にする事はないと思いますが、存在すること、している事に意味があるのだと思

う。なくなってしまえば全てが終わるし、歴史も生きない。来館者数だけで存続を決めずに来

たら学べる所としてこれからも期待している。

・実際の戦争が感じられました。生か死かだけでなく、傷病者としての生き方、苦労があった事

の理解が深まりました。

・やはり証言、特に戦地から帰ってからの生活での苦労は、聞きたいですね。皆さんご高齢で

しょうから、語り継ぐ事や、ＶＴＲなどの収集は、とても大事な事だと思います。
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・どの方のメッセージにも戦争があってはいけない･･･ことが伝わります。平和を維持するために

努力していかなければならないと切に思いました。

・もっと沢山の人に、見に来て欲しいと思いました。凄く勉強になるし、毎日健康に暮らせる事

が、どれだけ幸せか改めて考えさせられました。貴重な体験談や、資料を見られて良かったで

す。こんな悲しい事は、もう起こって欲しくないです。

・自分の周りにいない戦傷病者の方達のあゆみを知る事が出来、自分の知識を広げる事が出来

ました。難しい事とは思いますが、やはり国が主体となってこういう場所をもっと早く作ってい

ればもっと良かったのかなと思いました。

【２０代】

・教科書や本などを読んでいても、「戦傷病者」について学ぶ機会は、とても少ないように思い

ます。私自身20代前半ですが、ちゃんと戦傷病者について向きあった事はありませんでした。

そのような「陽の当らない」人 で々も戦争によって人生を狂わされた人々のことを学べてよかっ

たです。ありがとうございました。

・戦時中のことを勉強する機会は大学生になった今、ほとんどないので、今日ここに来て改めて

戦争の悲痛さと無念さを知り犠牲になった方々の想いを無駄にしないために、平和である今

を大切にそして未来を築いていきたいと思った。

・一人の戦傷者の戦争体験やその後等に関して大変わかりやすいストーリーとなっていて理解

しやすかった。解説も詳しく大変聞きやすかった。特に水木しげるのブースは、印象深かっ

た。また、義手や義足ははじめて見るものだったので勉強になった。また、近くに来た際は

ゆっくり見学したいと思います。

・戦傷病に特化した資料館があるということが、まず非常に新鮮でした。兵站が滞り、満足に治

療の出来ない野戦病院の実態を想像すると、身の引き締まる思いです。丁重な解説も併せて、

本当にありがとうございました。

・戦争が終ってからも、当該者の人の戦争は死ぬまで終わることはないという事と、なぜ戦争を

してはいけないのかという理由もここにある気がしました。本当は話したくない人、知られたく

ない人は沢山いただろうと思いますが、全ての人が生きやすい、本当の平和を作りあげていか

なくてはいけないと感じました。自分達は何の経験もないため、すべてを理解することは難し

いと思います。

・私は広島、長崎に行き、「将来は戦争を伝えられる仕事をしたい」と考えて教師を目指してい

ます。最近その夢がぶれ始めていましたが、ここへ来て「やっぱりなりたい」と思いました。今の

子どもにも、これから生れてくる子どもにも、ずっと伝えていかなければならないことだと思う

し、伝える事によって戦争を繰り返さない日本を作らなければいけないと思います。

・企画展がとても面白かったです。お忙しい中、とてもていねいに案内をして下さって感謝してい

ます。特に印象的なのは、やはり体験展示で、どのように義手が使われていたのか、使い心地

などもよく分かりました。また、徐々に義手が(義肢が）見るもの(見た目）だけでなく使う事に

特化していったこと、恩賜だったことなど、正直なところ今まで考える機会の無かった義肢に

ついて学ぶことができたことが面白かったです。是非また訪問させて頂き、2階の展示もゆっく

り見学したいと思います。ありがとうがざいました。

・なかなか知っていないと来館することがなかったと思うので、今回知る事ができてよかったで

す。負傷し、ハンディキャップを持ってしまっても、それを乗り越え、力強く生きていく人たちの
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姿が印象に残りました。　

・戦傷病という特殊な題材の証言や資料の多さに大変驚き、同時に後世のために、大切な事だ

と感じました。戦争を経験した方々が高齢化していく上でこの様な活動によって、資料等が広

く多く残っていけばいいなぁと思いました。

・傷痍軍人会解散のＮＨＫ特集で知り、来館しました。大戦で利き腕を失くした祖父がおり、け

して他人事ではありません。もっと早く知っていればと感じました。祖父は、９６歳となり、足腰

が弱りあまり外出が出来ません。元気なうちに知って、一緒に来館したかったです。

・いくつか戦争についての史料館を回りあるきましたが、その中でも「戦争は恐ろしい、絶対に

したくない」と足がすくんだ史料館でした。説明文、当事者の証言、それに関する物（弾や帽

子やメガネ等）その3つが揃って展示されているのをなかなか見たことがなく、もの凄くリアル

に戦争というものが感じとれ、戦争の悲惨さが、より身にしみました。小さな史料館だと思って

いましたが、拝見できて、大変いい経験でした。

・証言が多かったのが印象的でした。傷痍軍人の回想記や個人的な日記などは、普段から本な

どで読むことが難しいものなので、ぜひ読んで制度的なことだけでなく当時の傷痍軍人の心

境をもっと伺いたいと感じました。ジオラマについて、入った瞬間に雰囲気に気圧されました。

帰郷した傷痍軍人を迎えた一般（内地）の人々は、どのようだったのでしょう？帰郷した傷痍軍

人が「再起奉公」をとなえたのは、どのような心理だったのか興味が尽きません。

・証言映像シアターでは、戦傷者の思いをとてもリアルに感じることができた。戦争を痛いとい

う面から感じることができる大変いい機会だった。「生んでくれてよかった」という言葉の重み

が心に残った。

・戦争と戦傷病者に対しての客観的視点と主観的視点とがバランス良く並べられていて解りや

すい展示だった。ガイドの方の話がやはり面白くて表面的な理解で終わらずに済んでよかっ

た。率直に拝観し易かった。戦前→戦中→戦後の流れの中で戦争体験者の目線でもしくは、

家族や遺族の目線でのエピソードが印象的だった。また来ようと思う。

・今回、研修をさせていただいて様 な々ことを学び、感じました。又、戦争で失われた手や足を、

義手や義足で補う事、又失った事で下向きにならず、自分のやりたい事、立ち向かう事を見て、

心惹かれるものがありました。

・戦傷者や戦病者が亡くなっても戦死者に含まれない事を初めて知った。つまり先の世界大戦

では公表されている戦死者よりも多くの人が戦争によって亡くなっていることになる。また、戦

争によって、体の一部を失い、社会へ復帰していった人の労苦はほとんど知らない事であった

ので驚いた。小学生の教師になった人が自分の義手が、子供に危害を加える恐れがあると判

断して、その日から生涯義手をつけることなく、人生を教育に捧げた話や右手を失いながらも

左手で絵を描いてそれが、兵器のプラモデルの箱絵になった人の話は戦争によって体の一部

を失いながらも人生を諦めることなく生きぬいたということだと感じた。戦争によって体の一

部を奪われ、不自由な生活を送りながらも、人生に希望や目標をもって生きた人の記録をのこ

していくのは大切であると感じた。又、日中・太平洋戦争の戦史や戦傷病に関する資料がたく

さんあり、私は戦史研究が趣味なので、また来て色々調べていきたい。今回貴重な話を聞かせ

てくれてありがとうございました。

・世代を超えて受け継ぐべきことが分かった。息子も連れてきたい。
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【１０代】

・戦争があったことは知っていたけれど、見学してもっと戦争について分かりました。目がなく

なったり、足をなくしたり、つらいことがたくさんおきてしまうから二度と戦争はしたくないと思

いました。

・今回は、福祉を中心にお年寄りの方は一体どのような生活を今まで送ってきたのだろう。とい

う事でとても参考になりました。受傷を戦争のときに負ってしまったことでどのくらいつらい思

いをしたのか私には分かりません。しかし、この展示を通して、どのようにお年寄りの方 と々付

き合えばいいのか勉強になりました。

・特に印象に残ったのが、退院後の社会復帰でした。戦地でおった受傷を見せものとして生きて

きたり、周りの子供たちに罵声を浴びせられたり・・・と衝撃でした。

・影を見る展示がすごく印象的で、そのような表現方法あるんだなと思いました。今まで戦死者

の方々にしか目を向けていなかったのですが、戦傷病者の方のこともたくさん知れて良かった

です。

・戦傷者の人の証言を映像で聞いたり見たりして戦争の悲惨さ感じました。戦争を通して、たくさ

んの物を失った人がいるなかで、それでも今、現在、普通の人と変わらないような生活を過ごせ

るようになっている傷病者の人の強さはすごいと思いました。2度と戦争を通して、苦しむ人が

いないように、しょうけい館で聞いた事を、他の人に伝えていけたらいいなと思いました。

・展示品も多く、戦争を体験したことのない私達にとっては、とても見ていて苦しくなるものも多

かったです。

・今まで言葉で聞いた事はあっても知らなかった傷痍軍人や戦傷病者の方々のことジオラマな

どを通じて知る事ができてよかっです。忘れてはならないことだと思いますし、やはり戦争は

一過性のものではないと改めて感じました。

・沖縄の軍属だった又吉キクさんの証言映像を見ました。少し怖くて話だけなのにイメージ映像

とかがないのに生 し々さと云うか怖さが伝わってきて戦争って恐ろしいものだなぁと思いまし

た。

・証言映像やジオラマなど、実際目で見たり、耳で聞いたりすると、「戦争」に現実味が増えまし

た。「かわいそう」や「辛い」、「悲しい」どころでは伝え切れないような、言葉が見つからないほ

どの衝撃を感じ、何も言うことが出来なかったです。常に死ととなり合わせであることへの恐

怖、大切な命を守りたいという強い想いが、現代を生きる私達にも伝わって来るような気がし

ました。また、胸が苦しくなるような気持ちのほかに、不思議ではありますが、戦争に挑んだ日

本人を「かっこいい」と感じました。自分の体のことよりも家族や、国のことを優先的に考え、

必死になれるという事は素晴らしいと思います。自分の命を人のために使い果たしたくはない

けれど、私も「他人の事を考え、手をさしのべてあげられる」そんな人になりたいと戦争には直

接関係している訳ではないけれど思いました。

・当時は大変な事があったという事が分かりました。改めて戦争とは何か、平和とは何かを考え

る事が出来ました。今、平和な時代で良かったと思うだけでなく、以前はどのような事があった

のかも、しっかり受けとめて、生活していきたいと思います。戦争のことをよく知ることが出来ま

した。ありがとうございました。

・戦争の事は授業以外で知る事が出来ないため、もっと詳しく知りたいと思っていたので、しょう

けい館に来る事が出来て良かったです。一番心に残ったのはジオラマです、見ることの出来な

い友達がいたくらい怖かったです、正直私も目や耳をふさぎたくなりました。戦争で傷を負った
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のに、さらにこんな状況にいなければならないというのは、私には想像できないくらいつらい

ものだろうなと思いました。これからも戦争についてもっと学んでいきたいです、そして後世に

伝えていきたいです。

・まだ知らなかった戦争の実態について知る事が出来ました。少し衝撃を受けました。戦争が

とても苦しく、悲しかったという事を改めて実感し、悲しい気持ちになりました。平和へのメッ

セージにこめた願いが、伝わってきて、平和がこれからもずっと続いていけばいいなと思いまし

た。われたメガネや穴のあいたタバコケースなどは説明と一緒にとても悲しいものに見えまし

た。体を抑えつけられて、腕を切られている模型はとても痛 し々かったです。

・野戦病院のジオラマはとても強烈でした。頭からなかなか離れません。実際にあのようなこと

があったのかと思うと胸が痛みます。私は、あまり「戦傷病者」という視点から戦争を見たこと

がありませんでした。しかし、やはり今も後遺症で苦しまれている方がいらっしゃる事は事実

です。私もしっかり見ていこうと改めて感じました。

・戦傷病者の人が実際に使用していた物が置いてあるコーナーに義眼や義手、義足などが展示

されている事がすごいと思いました。証言映像シアターでは戦傷病者の人の気持ちや意見を

忠実に構成されていて胸が痛みました。戦争とは恐ろしいものだと思い知らされました。

・受傷についての展示では、おぞましい光景がありありと浮かんできて、当時のことがよく考えら

れました。事実をそのまま出しているので、少し怖いけれど、戦争を風化させないような展示

で、とても良かったです。

・展示品が思っていたより良い状態で残っていたので、当時の様子がわかりやすかった。当事者

の方の言葉が書かれたものを読み、辛い気持ちが伝わってきた。

・野戦病院ジオラマが生 し々く、本当に恐怖を感じた。これはジオラマの域を越えていると思

う。また照明も暗く本当にある場所のようにも思えた。証言映像シアターでは、戦傷病者の

方々の言葉が深くつきささった。その言葉1つ1つに言霊が宿っているため、私はこんなにも恐

怖を覚えた。義手を実際に再現して観覧者が体験するのは、すごく良いと思う。体験する事

により、どの様に使い、どのように難しいか、簡単かが分かる。それにより深く印象に残った。

「しょうけい館」がどうしてひらがななのかを知った。きっと未来までずっと承継されていくと

思う。

・私自身、祖父母から戦争の話を聞いたことが無く、ほとんどまったく知らない状態で行ったの

ですが、しょうけい館でジオラマを見て戦争というものはひどく大変なものなんだなと思いまし

た。証言シアターでは、その一言一言が私に重く刺さりました。

・しょうけい館では、戦傷病者のことや戦地での生活のことなど写真や映像を通して、よくわか

りました。戦争でのこともよくわかりました。また、戦傷病者が戦争後とても苦労した事も良く

わかりました。戦傷病者の人たちの補助器具も目や指、足や手など様 あ々り、驚きました。平和

へのメッセージでは、改めて、戦争はしてはいけないんだと思いました。野戦病院のジオラマ

などはその当時のことがよくわかり衝撃を受けました。戦地での医療も今の病院の医療と全

然違い、大変だったなと思いました。戦傷病者の家族もきちんと戦傷病者をささえ生活してい

たのですごいと思いました。

・私の祖父も戦争を体験しています。こんなにも多くの受傷者がいたこと、そして改めて戦争は

繰り返してはいけないものだなと思いました。今度時間があれば祖父と一緒にまた伺いたいと

思います。

・ジオラマが本当に現実を見ているようで怖かった。しかし、戦争を二度と起こしてはいけない
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ということを、未来に伝えるためには必要だと思う。戦争を見ていた人たちの話を、私もしょう

けい館で学んだことを伝えたいと思った。本当に、戦争はあってはいけないことだと思う。日本

人にはもちろん、外国人にもみてもらいたい。

・社会復帰した軍人が、終戦してからも周りからの目を気にしながら生活していたという所に心

を痛めた。「お前らのせいで負けた」なんておかしい。なぜその様に考えたのかが分からない

です。同情するようになってしまいますが、本当につらかったと思うし、軍人として戦った人の

家族もつらい思いをしたと思いました。

・戦争についはテレビや本などで知っていたつもりだったけれど、しょうけい館を見学して、初め

て知ったことがたくさんありました。特に戦後、負傷した兵士が社会復帰するということについ

て、はじめて詳しく知って、衝撃を受けました。

・今まで戦争のことは、学校の授業の時と、祖母やおじさんに聞いたことだけしか知らなかった

ので他のことも知ることができて良かったです。

・受傷のコーナーは目を背けたくなるほど、辛い事実が多く記されていました。いったい当時の

人々はどんな気持ちで戦地にいたんだろうと考えるととても苦しくなりました。こんな悲しい事

態を二度とおこさない為にも、次世代の私たちが後世へと戦争の悲しみ・悲惨さを訴えていか

なければと深く考えさせられました。

・戦時の戦いや文化などは見て来ましたが、戦時、戦後の医療や戦傷病者について詳しく知る

事ができたのは初めてです。

・戦傷病者のことについて、学校教育ではあまり教えられないため、貴重な体験ができました。

戦争体験者が減っている今こそ大切な事だと思います。

・戦傷病者さん達が、戦争で苦しい思いをしたのにその後も苦しい生活を送っていたのだと知

り、胸が痛くなる想いでした。自分が生活している現代は戦争時と比べ平和なので、ちょっと

の事でくじけてはいけないと思いました。もっと頑張って何事もしていきたいです。平和な事に

もっと感謝したいです。

・2階のコーナーが暗くて少し怖かったです。無料で提供してもらっている施設なのに、とてもク

オリティーが高く大変良かったです。戦後のケガ人の苦労や生きるつらさを知りました。
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平成２６年度資料提供者御芳名
　平成２６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

< 資料提供者 > （順不同、敬称略）

寄贈者名（個人）

島影　美鈴 岩本　孔司 大野　浩子 三原久仁子

宮本　鈴子 原澤　あつ 富田　郁子 橘　美江

土井　藍生 伊藤　剛 川人　義明 玉城　孝助

武田　豊 松岡　恭子 内貴　直次 花井　睦

岩片　將士 時原　正明 太田　修教 山﨑　義男

山田　史郎 安田　晴美 西澤　光義 澤田　達也

庄子　勇 細井　美樹 松下　貞義 中里益太郎

坂井　弘 前田　灘一 横田　肇 入濱　義久

巨海　信博 古田　善 檜山　紀雄 松原　茂

堀口　晁 坂田　要 宮地　光興 中谷　征子

宮永　貴一 長屋　教正 山本　長次

寄贈者名（団体）

岐阜県傷痍軍人会 長崎県傷痍軍人会

京都府傷痍軍人会左京支部 大分県傷痍軍人会

< 図書提供者 > （順不同、敬称略）

寄贈者名（個人）

美濃部　欣平・幸恵 上田　巧 加納　昌子 田中　みずき

宮内　大輔 円山　義一 福居　治夫 三原　久仁子

村上　空山 加藤　浩 大田　祐介 山﨑　義男

太田　修教 浜井　和史 荒木　映子 木村　益雄

鈴木　千春 宮地　光興 花井　睦 坂田　要

寄贈者名（団体）

長崎県傷痍軍人会 長崎大学附属図書館医学分館

大分県傷痍軍人会 内子町役場保健福祉課

ソ連における日本人捕虜の生活体験を記録する会
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年　月 学　　校　　名

平成26年4月 福島県郡山市立富田中学校

クラーク記念国際高等学校

読売理工医療福祉専門学校

5月 さいたま市立大宮北高等学校

神奈川県立川崎高等学校

東京都立足立高等学校

陸上自衛隊衛生学校

6月 陸上自衛隊衛生学校

浦和ルーテル学院

共立女子高等学校

愛知県犬山市立城東中学校

愛知県豊田市立益富中学校

神奈川県川崎市立はるひ野中学校

陸上自衛隊小平学校

神奈川県川崎市立生田中学校

立教外語大フエリス３校合同ゼミ

学習院大学

7月 陸上自衛隊衛生学校

共立女子大学

麻布中学校

江東区立第二亀戸中学校

8月 東北学院大学

埼玉県川越東高等学校

山形県立米沢女子短期大学

逗子開成中学校

9月 桜美林大学

自衛隊横須賀病院准看護学院

埼玉県立和光特別支援学校

世田谷福祉専門学校

10月 江戸川女子中学校

駿台甲府中学校

共立女子大学

埼玉県立滑川総合高等学校

　11月 桐朋女子中学校

暁星中学校

練馬区立南が丘中学校

埼玉福祉専門学校

陸上自衛隊衛生学校

練馬区立関中学校

神奈川大学

年　月 学　　校　　名

12月 カリタス小学校

江戸川区立西葛西小学校

学習院大学

足立区立東綾瀬中学校

明治大学

防衛医科大学校

クラーク記念国際高等学校

平成27年1月 陸上自衛隊衛生学校

淑徳大学

練馬区立石神井南中学校

二松學舍大学附属高等学校

葛飾区立一之台中学校

神田外語学院

和洋九段女子高等学校

クラーク記念国際高等学校

専修大学附属高等学校

帝京大学・駒澤大学

埼玉県立伊那学園総合高等学校

千葉県成田市立成田小学校

葛飾区立青戸中学校

2月 学習院女子中等科

東葛看護専門学校

中野区立第四中学校

江東区立亀戸第二中学校

世田谷区立梅丘中学校

埼玉県立伊奈学園中学校

クラーク記念国際高等学校

東京学芸大学

立正大学

3月 埼玉県立伊奈学園中学校

陸上自衛隊小平学校

東京大学

茨城大学

陸上自衛隊衛生学校

防衛医科大学校

平成２６年度来館校御芳名

（順不同。敬称略）
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平成２６年度来館者数
　

年　　月 来館者数（人）   備　　考

平成２６年　４月 １２，８０６ 「春の企画展」（３／２６）～５／１１

５月 １１，２２４ 「春の企画展」　　　 〃

「定期上映会」５／１７～７／２１

６月  １２，０４３ 「定期上映会」　　　 〃

７月  １３，５１５ 「夏の企画展」７／２３～９／１５

８月 １５，７６３ 「夏の企画展」　　　 〃

９月 ８，９４３ 「夏の企画展」　　　 〃

「定期上映会」９／１７～１１／９

１０月 ９，４７９ 「定期上映会」　　　 〃

１１月 ８，４７７ 「定期上映会」１１／１１～１／１８

１２月 ８，６０２ 「定期上映会」　　　 〃

平成２７年　１月 ５，９９４ 「定期上映会」１／２０～３／１

２月 ５，１１９ 「定期上映会」　　　 〃

３月 １０，１０２ 「春の企画展」３／３～（５／３１）

計 １２２，０６７

※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

学 芸 課

図 書 係

学芸情報係

経 理 係

総 務 係総 務 課事務局長
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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
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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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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/ 








