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ご あ い さ つ   

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

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

末永く承継していくために開設した国の施設です。

ところで、平成２４年度も、当館では戦傷病者等が戦中・戦後に体験したさまざまな労苦等

を更に多くお伝えするため、夏には「軍医が語る戦時救護」、今春には「戦中・戦後の戦病者」

のテーマでの企画展や証言映像の企画上映会等を開催してきました。これら企画展等には多く

の方々のご来館をいただき、戦傷病者等が体験した労苦等をご理解いただく機会をご提供でき

たと考えております。また、２階常設展示の「ともにのりこえて」のコーナーでは、戦後の長

きにわたる戦傷病者の「生き様」について来館者からは「どんな困難に直面しても生きる気概

をもつことの大切さが伝わってくる」、「重い障害を負いながらも妻の支えを得ながら社会のさ

まざまな場面で一生懸命に働き、生き抜いてきたことがよく分かる」など好評をいただいてお

り、館の学校（教育）支援施設の側面が評価されてきています。広報活動は依然当館の喫緊の

課題ですが、企画展等開催のチラシやポスターを全国の関係機関等に配布するなどして効果的

かつ効率的な広報活動を展開してきました。また、新聞各社やテレビ等の報道でも取りあげら

れたことから、広報活動と相まって、徐々にではあれ、お陰様で当館の知名度も更に高まって

きたものと考えています。

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

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

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

のと確信いたしております。

 ここに平成２４年度において当館が実施した事業をまとめましたので、ご高覧いただければ

幸甚に存じます。

 なお、厚生労働省からの委託により当館の運営に当たっている（財）日本傷痍軍人会は会員

の高齢化により平成２５年１１月末日をもって解散することになりました。解散後の当館の運

営については厚生労働省から委託を受ける新団体により継続されることになります。

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

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

 平成２５年９月

              しょうけい館

       館長 徳田 保久
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◆施設概要 

 設立趣旨 

しょうけい館は、厚生労働省が戦傷病者に対する援護施策の一環として、戦傷病

者とその妻等が戦中・戦後に体験したさまざまな労苦についての証言・歴史的資料・

書籍・情報を収集、保存、展示し、後世代の人々にその労苦を知る機会を提供する

ことを目的として平成１８年３月に設立した国立の施設である。

 館名 

  戦傷病者とその妻等の労苦を知り、語り継ぐという趣旨から「承継」と名付け、 

子供から大人まで多くの人々に親しんでもらえるよう「しょうけい」の平仮名表記 

にした。なお、館の性格を明らかにするものとして「戦傷病者史料館」という名称 

を附記している。 

 施設の概要 

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

（２）展示面積  ６９８㎡（１階３３８㎡ ２階３６０㎡） 

運営 

  財団法人日本傷痍軍人会が厚生労働省の委託を受けて、その運営に当たっている。

◆事業内容 

 展示事業

戦傷病者及びその妻等が体験した戦中・戦後の労苦を伝える資料を収集、保存し、

これを展示する。 

 図書映像資料等閲覧事業 

  戦傷病者及びその妻等が体験した戦中・戦後の労苦に関する体験記、文献、独自

資料及び映像資料を収集し、これを閲覧に供する。 

 関連情報提供事業

戦傷病者及びその妻等が体験した戦中・戦後の労苦にかかる当館が所蔵している

図書及び資料の内容についての情報を提供する。 

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

 1 プロローグ

 2 戦争とその時代

 3 戦場での受傷病と治療

 4 野戦病院ジオラマ

 5 本国への搬送

 6 帰国後の労苦

 7 戦後の労苦

2F

 1 1F入口ファサード

 2 総合受付案内

 3 企画展示

 4 情報検索コーナー

 5 平和へのメッセージ

 6 証言映像シアター

 7 図書閲覧コーナー
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平成２４年度主要事業 

平成２４年（３月１７日）～５月２０日 

                             「春の企画展」（「がむしゃらに描いて－海洋船舶画家上田 

毅八郎のあゆみ－」）を開催  

 ５月２２日～７月２２日 

「企画上映会」（「昭和２０年の戦争体験」）｢関連ミニ展示｣ 

(｢沖縄戦で負傷した戦傷病者の記録｣)を開催 

               ６月１９日    ｢夏の企画展」（「軍医が語る戦時救護」）のチラシ・ポスタ 

ーを全国の関係機関に配布 

７月１８日  第１回 関係施設連携会議に参加（於：昭和館） 

７月３１日  平成２４年度第１回千代田区ミュージアム連絡会に参加 

（於：千代田区立日比谷図書文化館） 

７月２５日～９月２３日 

 「夏の企画展」（「軍医が語る戦時救護」）を開催 

 ８月 ８日～９日 

 「霞ヶ関子ども見学デー」参加（於：厚生労働省） 

 ９月 ６日  関係施設連携会議準備打合せに参加 

（於：平和祈念展示資料館） 

９月２２日～３０日 

 昭和館主催の巡回特別企画展（「伝えたい『戦中・戦後』のく 

らし」。於：富山県民会館地下展示室）に参加 

１０月  ２日～１２月２７日 

                           企画上映会（｢新収蔵資料と証言映像の紹介展）を開催 

１０月２５日  第２回関係施設連携会議に参加（於：昭和館） 

１１月１０日～１８日 

              昭和館主催の巡回特別企画展（｢伝えたい『戦中・戦後』の 

くらし｣語り伝えたい～戦中･戦後の暮らし｣（於：京都府立総

合社会福祉会館「ハートピア京都」３階大会議室）に参加 

 １１月２１日～２５日

熊本県在住の戦傷病者３名、日赤看護婦１名の証言映像を収

録 
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１２月  １日 

              宮崎県延岡市教育委員会及び夕刊デイリー新聞社が主催する 

              「語り継ぐ集い」において講演依頼があり、講師 1名(当館 

              学芸員)を派遣した 

１２月 ８日～９日 

兵庫県在住の戦傷病者２名の証言映像を収録 

平成２５年１月２８日～２月 １日 

資料の燻蒸実施（於：館内１階） 

２月２８日 関係施設連携会議事前打合せ（於：昭和館） 

３月　４日～８日 

資料の燻蒸実施（於：館内１階） 

３月１４日 第３回関係施設連携会議（於：ホテルグランドパレス） 

３月 ５日   ｢春の企画展｣（｢戦中・戦後の戦病者～二度の除隊を経て 

花森安治のあゆみ～｣)のチラシ・ポスターを全国の関係機関

に配布 

               ３月  ７日 平成２４度第２回千代田ミュージアム連絡会に参加 

                           （於：千代田区立日比谷図書文化館） 

               ３月２０日～(５月１２日) 

  ｢春の企画展｣（戦中・戦後の戦病者～二度の除隊を経て 

花森安治のあゆみ～」）を開催 
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◆各事業

Ⅰ 展示事業 

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

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

者等の様々な労苦を伝えるため多様な切り口による企画展や企画上映会等を開催している。

１ 常設展示 

（１）常設展示 

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

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

型、図解、年表等を展示※している。 

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

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

「戦後の労苦」の各ゾーンで構成している。平成２２年２月に「戦後の労苦」ゾーンの一部

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

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

戦傷病者は妻等の支えにより重い障害を克服し、社会の様々な場面において一生懸命頑張っ

て働いてきた生き様や当時の想い等を更に紹介できるようにした。来館者からは「どんな困

難に直面しても生きる気概を持つことの大切さが伝わってくる」などの感想をいただいてい

る。学習指導要領総則の大きな柱である児童・生徒の「生きる力をはぐくむ」ことに関して、

これら展示はその一助となっており、学校（教育）支援施設としての側面が評価されつつあ

る。また、平成２４年度には「本国への搬送」ゾーンでは、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）を設置した。 

 なお、来館者から、各ゾーンに設置している「めくり証言」をゆっくり読むため椅子の設

置を要望されていたことから、「めくり証言」台の脇に椅子を設置した。また、メモ書きし

やすいように各箇所にテーブル付の椅子も設置した。来館者のご要望等を踏まえて利便性向

上に努めているところである。 

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

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

制作した証言映像を上映している。 

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

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

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

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

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

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

ラス壁面には「ある兵士の辿った足跡」を追体験できるようなサイン、証言、イメージ写真を

展示する。証言ステージには実物資料、履歴、証言をセットで展示する。来館者の理解を促す

ための情報として図、解説文を展示する。背景情報として時代背景や状況の写真を展示する）。

④展示資料のキャッ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、また、できるだけ多くの寄贈資料を紹介す

るために、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た。

２ 企画展・企画上映会等の開催 

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

るため、常設展示とは違った視点や内容等により、夏と春には企画展を、それ以外の期間に

は当館が制作した証言映像を中心とした企画上映会等を開催してきた。平成２４年度の実施

内容については次のとおりである。 
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ともにのりこえて 氷川丸の模型



   タイトル 「軍医が語る戦時救護」 

   開催期間 平成２４年７月２５日（水）～９月２３日（日） 

   開催内容 先の大戦では、戦争の長期化と戦況の悪化に伴い、戦傷病者の数は、陸上、

海上の区別なく増加した。そうした中で軍医達は当時の限られた医療体制の

もと、一人でも多くの戦傷病者を原隊に復帰させるため、最前線の戦場やそ

れぞれの現場で戦傷病者の救護、治療に当たった。 

        本展は、そうした戦中の戦傷病者の受傷病の実態と、戦傷病者に対する救護

について、軍医が当時記録した戦傷病者の診断書や関連写真、後の軍医の証

言や手記などにより紹介するとともに、戦中の戦傷病者のさまざまな労苦を、

主な受傷地別に見ることで、戦傷病者の労苦が生まれた背景と軍医が果たし

た役割等を紹介した。併せて、当館が制作した軍医及び衛生兵の証言映像の

上映により、軍医達がどのような思いで戦傷病者の救護に当たっていたのか

等を紹介した。  

   関連資料 外科器機（陸軍）、軍医携帯囊、衛生兵嚢、顕微鏡、身体検査器械、各種薬

剤、現認証明書、傷票、陸軍軍医学校の外科実習（写真）、負傷兵を背負う

兵隊（写真）、病院船からの搬送（写真）、『救急法図解』、『写真週報』、『回

想インパール：わが生涯の夏野』、『軍医サンよもやま物語：軍医診察アラカ

ルト』等約１１０点 

   証言映像 （陸軍軍医）「インパール作戦の最前線で」（インパール）、「西部ニューギニ

ア・軍医の闘い」（ニューギニア）、「天地の恵みを知る～ニューギニアで終

戦を迎えた軍医」（ニューギニア）、（陸軍衛生部見習士官）「本土決戦の軍医

教育」（東京空襲）、（海軍軍医）「国のために生きて～元海軍軍医中尉の記憶」

（第二河和航空隊（特攻隊飛行訓練基地））、「元海軍薬剤少尉の記憶」（横須

賀海軍病院（横須賀空襲））（陸軍衛生兵）「衛生兵ゆえの感染」（スマトラ）、

「衛生兵のビルマ戦線」（ビルマ）（海軍衛生兵）「海軍看護兵 若き日の記

憶」（南太平洋上）、「衛生兵の受傷」（ガダルカナル）（以上、当館制作の証

言映像） 

  特別企画 ①講演会（演題：「軍医が語る戦争体験」、講演者：元陸軍軍医丹羽正治氏）

を開催、②担当学芸員による展示解説（フロアーレクチャー）を実施した。

   来館者数 ２７，３９８人（当館入口に設置の「自動カウンター機器」による） 

（１）企画展の開催 

  ①「夏の企画展」 
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②「春の企画展」 

   タイトル 「戦中・戦後の戦病者～二度の除隊を経て 花森安治のあゆみ～」 

   開催期間 平成２５年３月２０日（水）～５月１２日（日） 

   開催内容 戦病者も重症者から軽症者まで様々な方がおられるが、外見上判断できる 

負傷ではないため、戦病者の体験した様々な労苦について理解されにくいの

が現状である。 

本展は、戦争勤務が原因で肺結核を発病した戦病者に特化し、雑誌『暮らし

の手帖』の初代編集長であった花森安治氏（１９１１～７８年）を中心に関

連資料等により氏の「生き様」を紹介するとともに、同様の戦病者の「生き

様」についても当館制作の証言映像等により紹介した。 

  関連資料 従軍手帖、陸軍兵籍簿、事実證明書、軍人傷痍記章（公務）、軍事郵便葉書、 

       症状経過書、机、「一箋五厘」（旗）、賞状・メダル（マグサイサイ賞）、筆記

用具（読売文学賞）、『美しい暮らしの手帖』（創刊号）、『一箋五厘の旗』、『暮

らしの工夫』、『軍隊結核ノ予防診察』、『衛生法及救急法』等約６０点 

  証言映像 「シベリア抑留、そして結核」（ソ連レッチホフカ）、「海軍看護兵 若き日

の記憶」（南太平洋（特設病院船髙砂丸）、「熱砂の抑留生活」（ソ連ベグワー

ド）、「衛生兵ゆえの感染」（スマトラ西海岸州パダン患者療養所）、「戦病者

として生きる」（シンガポール）、「すべてめぐり合わせと思って」（満洲国黒

河省）（以上、当館制作の証言映像） 

  特別企画 ①講演会（演題：「父 花森安治の思い出話」、講演者：土井藍生氏（花森氏

のご長女））を開催、②担当学芸員による展示解説（フロアーレクチャー）

を実施した。 

  来館者数 １８,４２７人（当館入口に設置の「自動カウンター機器」による） 
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（２）企画上映会の開催 

 ①タイトル 「昭和２０年の戦争体験」、（関連ミニ展示）「沖縄戦で負傷した戦傷病者の

記録」 

  開催期間 平成２４年５月２２日（火）～７月２２日（日） 

  開催目的 当館制作の証言映像のうち、沖縄戦や小笠原諸島での戦闘、国内空襲など、

戦争末期において日本国内の戦闘等により負傷した戦傷病者とその家族が

体験した労苦等を証言映像により紹介した。また、これに関連した「ミニ展

示」では、当館所蔵資料のうち、沖縄戦で負傷した戦傷病者が描いた戦争の

記録画、手記、負傷したことを証明する記録資料や関連図書などを紹介した。

   証言映像 「ひめゆりの悲劇」（沖縄県）、「字を書く手を受傷して」（東京都小笠原諸島）、

「言葉に出せなかった母への感謝」（広島県江田島）、「母に支えられて・・」

（沖縄県）、「隻眼の人生」（東京都小笠原諸島）、「二人三脚の人生～後遺症

に苦しんだ半世紀」（四国沖紀伊水道）、「初年兵の沖縄戦」（沖縄県）、「失っ

たものを嘆かず、残ったものを鍛える」（富山県）、「義勇隊の一員として」

（沖縄県）、「四肢を火傷・・二度と操縦桿を握れなかった」（沖縄県）、「二

人三脚、商売繁盛」（東京都小笠原諸島） 

   来館者数 ２５，９６６人（当館入口に設置の自動カウカター器機による）    
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②タイトル 「新収蔵資料と証言映像の紹介展」 

   開催期間 平成２４年１０月２日（火）～１２月２７日（木） 

   開催目的 当館が新たに収集した資料のうち、昭和１６年５月大阪府に設立された傷痍

軍人会館の開館記念の書など４点（記念の書：大阪府傷痍軍人会から寄贈。

陸軍中将蒲 穆（当時、大日本傷痍軍人会副会長。戦後、日本傷痍軍人会会

長）が書いた書「終生奉公亦不楽乎」）を開催期間中入れ替えながら紹介す

るとともに、証言映像については新規に制作したものを中心に紹介した。 

   証言映像 「人間の尊厳の回復につくした人生」（陸軍軍人。昭和１８年、中国で負傷、

右上膊部切断）、「両眼失明が切りひらいた戦後の人生」（海軍軍人。昭和２

０年、呉沖の戦艦「伊勢」艦上で負傷、両眼失明）、「陸軍看護婦に志願して」

（昭和１８年～２０年、大阪金岡陸軍病院勤務）、「看護ひとすじ」（日赤救

護看護婦。戦中、フィリピンの病院勤務）、「南方の戦火をくぐった救護看護

婦」（日赤救護看護婦。戦中、マニラ、ラバウル、パラオ等の病院勤務） 

   来館者数  ２８,９４０人（当館入口に設置の自動カウンター器機による） 

（３）館外イベントへの参加 

① 霞ヶ関子ども見学デー 

 開催期間 平成２４年８月８日（水）～９日（木） 

 参加目的 近年では毎年、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 

の所管行政（仕事）について理解を深めるために行われるイベントであるが、 

当館は厚生労働省からの要請により戦傷病者とその家族の労苦を知る機会を

提供することを目的に館のピーアールを兼ねて参加した。 

 展示内容 厚生労働省の講堂で開催されたが、館紹介ではパネルを設置して館紹介に努め 

るとともに、企画展紹介では、沖縄県の國吉昇氏の「沖縄戦体験者の絵」６

点、船舶海洋画家として有名な上田毅八郎氏の絵画（複製）２点とプラモデ

ル箱を展示して紹介した。図書紹介では子ども向けの書籍や体験記等を配架

するとともに、当館制作の証言映像を上映するミニシアターを設置するなど

して、戦傷病者等の様々な労苦を紹介した。また、子ども達が楽しみながら
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見学ができるよう、折り紙で作る「出てこい！くすりやさん」や昔懐かしい

「軍人将棋」を用意した。 

見学者数 ４１４人（子供１９７人、大人２１７人） 

 ② 昭和館主催の巡回特別企画展 

  昭和館主催の巡回特別企画展は平成１３年度から毎年度開催されている。平成２４年度 

は「伝えたい『戦中・戦後』のくらし」をタイトルに、９月２２日（土）～３０日（日）

まで富山県（富山県民会館地下展示室）で、１１月１０日（土）～１８日（日）まで京都 

府（京都府立総合社会福祉会館「ハートピア京都」３階大会議室）で開催された。当館は 

戦傷病者等の労苦を知る機会を提供することを目的に館のピーアールも兼ねて、それぞれ 

の巡回展に参加した。 

３ 来館者対応 

（１）常設展示のパンフレットのリニューアル・配布 

 平成２４年度では、２階及び１階の常設展示のパンフレットをリニューアルして来館者に 

配布した。 

（２）学芸員等の展示解説 

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

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

適切に対応した。また、企画展では会期中、特別企画として予め日時を設定し担当の学芸員

が展示解説を行った。

（３）音声ガイドの貸出 

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

らの貸出要望に対応した。 
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  平成２４年度に開催した「企画展」のパンフレットをチラシとともに配布した。 

（５）小・中学生用展示解説書のリニューアル・配布 

  平成２４年度では、解説書の一部を改訂して、来館された小・中学生に配布した。 

（６）レファレンス・サービス 

 平成２４年度においても、来館された学生、研究者やマスコミ、類似施設等からの照会に

対して学芸員、司書が対応した（詳細はⅡ－１－（５）を参照）。 

４ 実物資料等の収集と保存 

（１）実物資料等の収集状況 

平成２４年度末までに収集した実物資料等は累計で１１,２３１点である。その内訳につ 

いては次の表に記載したとおりである。なお、実物資料等は圧倒的に都道府県傷痍軍人会、

戦傷病者やその家族から寄贈されたものであるが、平成２２年度には独立行政法人国立病院 

機構箱根病院（旧箱根療養所）から大量の資料が寄託された。 

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

 平成２３年度 平成２４年度   累  計   備   考 

 寄 贈  ８，７５７  １,００３  ９,７６０  

 寄 託    ９８４     －    ９８４  

 購 入    ４９１     ６０２  １,０９３  

  計 １０，２３２  １,６０５ １１,８３７  

※-1 平成２３年度の「計」は開設準備期間から平成２３年度末までに収集した点数である。

※-2  平成２４年度に収集した主な実物資料等は次のとおりである。 

《主な寄贈資料》 

  看護服、手術服、赤十字腕章、衛生兵鞄、ソ連抑留中に使用していた食器、手製箸箱、「九

州管内入院患者調査票」、「傷病恩給再審査請求綴」等（宮崎県傷痍軍人会）絵画、写真ア

ルバム等（大阪府傷痍軍人会）、「戦傷病者カード」等（島根県傷痍軍人会）、絵画、掛け

軸、屏風（独立行政法人国立病院機構箱根病院。１２２点が「寄託」から「寄贈」に切り

替え）等 

 《主な購入資料》 

 写真帳（臨時東京第三陸軍病院勤務職員の旧蔵写真）、大阪府軍人会館傷痍軍人慰問映画

（４）「企画展」のパンフレット等の配布 
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葉書（陸軍山代温泉転地療養所表門、戦争記念館・癈兵院（パリ）、日露戦争日本赤十字

看護婦、病院船等）、写真（「支那事変熊本陸軍病院在院記念写真帖」、「西伯利亜出征写真

帖」（シベリア出兵時の野戦病院）、「浦潮駐屯第一陸軍病院写真帖」、傷痍軍人神奈川療養

所、資料「弘前衛戌病院の歌」カード等 

（２）実物資料の保存・管理

 ① 資料の修復・複製品の作成 

   平成２４年度では、箱根病院より寄贈された絵画「武藤夜舟画」の他、奈良武次筆「春 

輝寮」、東郷平八郎筆「忠而烈」の扁額２点の修復を実施した。   

② 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、その増加等の理由により、温湿度等

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

５ 常設展示室等の管理 

（１）展示資料の交換等 

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

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

（２）温湿度の適正な管理 

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

理に努めた。   

プログラムパンフレット（昭和１４年）、長崎県傷痍軍人職業補導案内（昭和１４年）、絵
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Ⅱ 図書映像資料等閲覧事業 

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

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

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

１ 図書閲覧室 

（１）図書文献の閲覧 

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

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

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

等が閲覧できる。図書文献については、体験記、軍事保護、医療・衛生史、恩給制度、部隊 

史、戦記、歴史などのジャンルに分類されている。これら図書文献については、館外貸出は 

できないが、図書閲覧室に配置してある図書検索端末機を使用して図書文献情報を閲覧でき 

る。また、館のホームページからも図書文献情報を閲覧できる。 

 なお、平成２４年度では、当館所蔵の図書文献等の増加により配架スペースを確保するた 

め、１階図書閲覧室の図書棚を増設して、来館者の利便を図った｡ 

（２）図書文献の収集状況 

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

傷痍軍人会の「年誌」、また、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２４年度末までに収集した図書文献は累計で７,８９２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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《図書文献の収集状況表》    単位：冊 

 平成２３年度 平成２４年度   累 計   備 考 

  寄 贈  ５，４２０   １５１  ５５７１  

  寄 託    ―    ―    ―  

  購 入  ２，０９５   ２２６  ２３２１  

   計  ７，５１５   ３７７  ７８９２  

  ※-1  平成２３年度の「計」は開設準備期間から平成２３年度末までに収集した冊数である。

  ※-2  平成２４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》 

 『緑山』（島根傷痍軍人会松江支部）、『障害者はどう生きてきたか』、『ルソン・バレテ峠

の真実』、『７０年前の想出』、『軍医団雑誌』、『花森安治集』、『暮しの眼鏡』、『本庄総裁と

軍事保護院』、『シベリア捕虜の思想戦』、『特集 軍事郵便研究』、『都城歩兵第２３聯隊戦

記』、『症状等差判定上の参考』、『語り伝えよう小田原の戦争体験』、『新島八重を歩く』、

『苦しき傷痕』（揖斐郡傷痍軍人会刊行物）、『ラーメン一代』（戦傷病者の妻の会員手記）、

『傷痍軍人の戦記』（横浜市傷痍軍人会）等 

《主な購入図書文献》 

   『看護婦たちの南方戦線』、『昭和十三年八月傷痍軍人慰問画寄付目録』、『海軍軍医学校戸

塚一期会会報』、『一歯科医将校の回想』、『明治三三年北清事変陸軍衛生事蹟』、『苦患のル

ソン戦線』、『落ちこぼれ軍医の奮闘力闘物語』、『吹雪く野戦病院』『患者輸送第八十九小

隊』、『メレヨン島・ある軍医の日記』、『比島の思い出一軍医の従軍記』、『元第五師団衛生

隊車輌小隊 車友会会報誌』等
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（３）図書文献の収蔵状況 

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

図書閲覧室（一部貴重な図書文献は施錠したガラスケースに収蔵）において、約５，０００ 

冊を収蔵している。所蔵図書文献のうち利用頻度の高い体験記、回想録、援護関係文献、医 

療・衛生史関係文献等を閲覧できる。閉架図書については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、書庫移動も行った。 

（４）特設コーナーの設置 

  ７月２５日～９月２３日まで開催した｢夏の企画展｣（「軍医が語る戦時救護」）及び平成２ 

５年３月２０日～５月１２日まで開催した「春の企画展」（「戦中・戦後の戦病者～二度の除 

隊を経て 花森安治のあゆみ～）では、関連の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。 

（５）レファレンス・サービス

    平成２４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》 

   ・「太平洋戦争期の海軍の包帯の巻き方について知りたい」。これに対して館からは、『海軍看護術教 

科書』等、海軍省医務局刊行の教本類を紹介した。 

・「陸軍第三師団について知りたい」。これに対して館からは、戦史叢書等を紹介した。 

     ・｢戦前の義肢のことについて知りたい｣｡これに対して館からは、『軍医団雑誌』等を紹介した｡ 

     ・｢癈兵院の歴代の院長について知りたい｣。これに対して館からは、『東京癈兵院の概況』、『癈兵院 

要覧』等を紹介した。 

     ・｢失明傷痍軍人の就職状況について知りたい｣。これに対して館からは、『心眼』、『大東亜戦争失明 

軍人歌集 戦盲』、『身体障害者の職業問題』等を紹介した。 

   ・「特攻隊について書かれた本を見たい」。これに対し館からは、『知覧特別攻撃隊』、『別冊一億人の昭 

和史 特別攻撃隊』等を紹介した。 
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（６）図書等の修復 

傷みが甚だしく、保存・閲覧に供することが困難な図書、特に古書等計５２冊について、

修復を実施した。  

２ 証言映像シアター 

（１）証言映像の制作等 

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

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

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

て記録として保存していくことは重要である。 

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

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

てきた労苦人生等、戦中・戦後の戦傷病者等の労苦や当時の想いなどを伝える映像構成とな

っている。また、これらの証言映像には、戦傷病者本人だけでなく、その妻や子供など家族

から見た戦傷病者の労苦を語る映像もあり、中国や南方、沖縄、小笠原諸島などの各地の戦

闘での受傷状況を語る映像の他、ハンセン病や脊髄損傷のために戦後長く療養生活を送った

戦傷病者やその妻の証言映像などもある。これら証言映像について、来館者からは「証言は

とても重い」、「戦傷病者とその妻等の労苦や想いが良く伝わってくる」等、好評をいただい

ている。 

平成２４年度においては、戦傷病者とその家族を中心に収録を行った。収録した証言映像

は６本であり、詳細については次のとおりである。なお、これまでに収録した証言映像の累

計は１３６本である（参考資料「証言映像制作状況」参照）。 

    ①収録対象者：熊本県在住の戦傷病者３名と日赤救護看護婦１名 

   収録時期：平成２４年１１月 

   証言映像：「練習機「赤トンボ」の特攻隊」「負傷した者同士で支え合った半世紀」 

「戦友をみとり、鎮魂に生きる」「救護看護婦そして妻として生きた全力

の人生」 

  ②収録対象者：兵庫県在住の戦傷病者２名 

   収録時期：平成２４年１２月 

   証言映像：「駆逐艦「雪風」で負傷して」「憲兵から捕虜となって」 

（２）証言映像の上映

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

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

なお、情報検索コーナーの検索端末機を使用しても視聴することができる。 

（３）証言映像ＤＶＤの貸出

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

まだ日が浅いため、貸出についての周知も不十分ではあるが、企画展や企画上映会のチラシ､ 

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

知徹底していくこととする。 

なお、ＤＶＤは中・高校では修学旅行等での事前学習で、大学では講義で、老人福祉施設 

等では利用者のリハビリ等のために、それぞれ活用されている。 

平成２４年度のＤＶＤ貸出件数については各種団体７件（１８本）、学校関係３件（６本）

の計１０件（２４本）であった。 
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Ⅲ 関連情報提供事業 

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

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

設等の概要及び文献等にかかる情報について提供することとしている。 

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

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

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

ている。 

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

スペースに移設している。 

１ 情報検索コーナー 

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

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

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

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

検索端末画面 

（１）実物資料情報の提供 

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

情報」、「実物資料の写真」等である。 

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

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

などにも活用しているところである。

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

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

検索端末画面 
情報検索風景
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タ入力を行い、随時提供していく予定である。 

《情報の検索手順》 

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

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

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

寄贈した「資料一覧表」画面が出力され、「個々の資料項目」をタッチすると、それぞれ

「資料名」、「寄贈者氏名」、「戦傷病者氏名」、「関係年代」、「資料情報」と「写真」を閲覧

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

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

ることができる｡ 

（２）戦傷病者の記録情報の提供 

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

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

の情報を提供していく作業に取りかかっている。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性を伴うが、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２４年度末現在、提供している戦傷病者の記録情報については、寄せられた情報 

を精査するなどして戦傷病者４６３人分について、戦傷病者本人氏名（及び妻の氏名）、 

生没年、出身地、入営年月日、受傷病年月日、受傷病地、受傷病部位、元の身分の情報 

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

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

るので、併せて検索・閲覧することができる。 

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

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

考えている。 

《情報の検索手順》

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

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

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

により「氏名」（妻氏名）、「生没年」、「出身地」、「入営年月日」、「受傷年月日」、「受傷地」、 

「受傷部位」、「元の身分」及び「備考」を閲覧できる。  

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

いるので、戦傷病者の記録情報の画面から当該戦傷病者が寄贈された実物資料情報の画面 

にアクセスできる。更には、閲覧したい証言映像の検索画面にもアクセスすることができ 

る。実際に証言映像を閲覧する場合には、トップ画面に戻り、次の（３）の手順により検 

索する。 
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（３）証言映像情報の提供 

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

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

像情報を提供している。 

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

聴できることから好評であり、１時間程度を費やして視聴する来館者が多い。 

《情報の検索手順》 

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

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

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

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

証言映像を視聴できる。 

２ 図書検索コーナー 

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

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

索が可能になっている。 

図書雑誌検索画面 

《図書文献情報の提供》 

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

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

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

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

書文献情報を提供している。 

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

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

ホームページ図書検索画面 図書雑誌検索画面
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なお、平成２４年度末現在、提供している図書文献の情報数については６，３２２   

冊分の情報である。 

《情報の検索手順》 

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

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

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

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

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

力すると、検索結果画面が出力され、「書名」、「著者名」、「出版者」、「出版年」、「詳細」 

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

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

人会」項目をタッチすると検索結果画面が出力され、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」項目をタッチすれば、前述の情報が閲覧できる。 

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

雑誌検索トップ画面の「戦史叢書」をタッチすると次画面で「戦史叢書」（目次選択）、「陸･ 

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

索したい情報を閲覧できる。 

３ 館ホームページ 

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

報を随時提供している他、館ホームページからリンクされている類似施設の概要情報を閲

覧できる。 

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

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

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

平成２４年度においても、アクセス解析の分析結果を踏まえて、①トップ画面を改修し

て利用しやすくした｡②館の最新情報を提供するため毎月「館だより」を更新した。来館

者の要望を踏まえ、外部から館ホームページにアクセスして、③館所蔵の証言映像を検索

することが可能となり、どのような証言映像を所蔵・視聴できるのか確認出来るようにし

た。また、④館所蔵の図書についても検索することが可能となり、検索図書の所蔵の有無、

収蔵図書の配架場所等を確認出来るようにした。⑤証言映像の団体への無料貸出しの促進

を図るため説明書を補充するなど、更に機能面を充実・強化するため、種々改善を図った。 

類似施設の概要情報については平成２４年度末現在、６８か所の類似施設とリンクして

おり、当該類似施設の概要情報を閲覧できるようになっている。 

なお、平成２５年３月までのホームページへのアクセス回数の累計は５３６，８１４件

（平成２４年３月までは５１３，８９４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及び２に記載した当館所蔵の実物資料等情報について、当館 

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

は、来館者が検索して、選択したものを閲覧する形式をとっている。 

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

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

パネル方式を採用していることから特に高齢の利用者には好評を得ている。 

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

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

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

いては万全の対策を講じている。 

（２）データベース構築・運用管理  

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

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

が図られ、システム改修も行った）。 

①  館収蔵実物資料情報  

②  館収蔵戦傷病者の記録情報 

③  館収蔵図書文献情報 

④  館制作証言映像情報 

（３）ホームページ運用管理 

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

に常に努めている。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。 

（４）セキュリティー対策 

 当館の情報システムはクローズしているため、外部からの進入は物理的に不可能である 

が、万一を想定して、ファイアウォールの設置、ウィルス駆除ソフトの導入などを講じて

いる。自動運用）。また、ホームページについては、データの外部からの改ざんを防ぐた

めの対策を講じている。 



５ 海外類似施設調査等の実施 

（１）調査日程及び目的 

  平成２４年度では、当館の運営に資するため、次の日程により、関連資料の所在調査を

米国の国立公文書館分館写真室等で、また、施設見学を国立健康医療博物館等でそれぞれ

実施するとともに、関連書籍等を収集した。 

  日  程  平成２５年２月２１日（木）～３月１日（金）（全９日間） 

  調 査 員  当館学芸員（１人） 

  調査目的  関連資料の所在調査及び当館関連施設見学 

（２）関連資料の所在調査結果 

  ① 国立公文書館写真室（National Archives : Still Photographs） 

    同館所蔵の写真を掲載した『米軍による日本兵捕虜写真集』（山本武利編、青史出

版、２００１年）を手がかりに、戦中に米軍の捕虜となった日本の傷病兵の写真の収

蔵状況を調査した。米陸軍通信隊の写真群の中から「Wounded Japanese」（日本人傷

病兵）８件を閲覧請求及びデジカメで簡易撮影。その他にも、「Field Hospital」の

ガードボックス８箱に約８００枚の写真が入れられていたが、国籍別に分類されてい

ないことから、この写真群については時間的都合により次回以降の調査対象とした。

    なお、同館提供の関連施設情報によると、議会図書館、米国赤十字社及び国立医学

図書館等にも写真コレクションを所蔵していることが判明。今後の調査対象とした。

  ② メリーランド大学プランゲ文庫（The Gordon W. Prange Collection） 

        プランゲ文庫は、戦後日本の被占領期にＧＨＱに勤務していたプランゲ博士が持ち

帰った当時の日本の刊行物等のコレクション。今回の調査は、ア．当館及び国立国会

図書館にない戦傷病者（傷痍軍人）関係の書籍の調査、イ．傷痍軍人関係の写真の調

査、ウ．検閲前新聞記事の調査のサンプル調査をした。調査結果は、アについてはい

ずれは国会図書館による複製作業が終了するので、書誌のみの調査とし、イについて

はデジカメによる撮影、ウについては新聞記事目録が未完成であったことから、「傷

痍（wounded/invalid/disabled）」､｢復員・引き揚げ（いずれも repatriation） 等の

キィーワードで職員用のデータベースで検索して貰ったところ、「復員・引き揚げ」

が約５５０件であったため、２６件を閲覧した。閲覧した資料としては、「検閲され

調査した写真
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た図書」（ソ連で負傷した戦傷病者の手記）、「検閲された点字図書」、「検閲された新

聞記事と検閲文書」等である。「検閲された新聞記事と検閲文書」については『読売

新聞』（石川版）の１９４７年５月３０日前後の記事の中央部分に「DELETED」（削除）

の押印があり、その部分のみの英訳された検閲文書が残っている。実際の記事はその

部分が削除されて発行されたと推測される。この記事は国立病院入院中の傷痍軍人の

「生活苦」についての投書であり、占領政策を批判するとも受け取られる内容であっ

たため、その部分が削除対象となった可能性もあり、今後更に調査することとした。

  ③ 議会図書館（Library of Congress） 

        終戦後、ＧＨＱにより接収された、満洲事変以降に制作された劇映画、記録映画の

フィルム等が１９６４年に日本に一括返還され（当時国立近代美術館、現在同館フィ

ルムセンター）たが、フィルムの複製が米国議会図書館に残されたため、現在は双方

で保存している。今回は比較的自由かつ無料で閲覧ができる米国議会図書館において、

戦中の日本の劇映画『わが愛の記』（脊髄損傷の傷痍軍人が主人公の映画）を視聴し

た。今後は、戦中に制作された日本の傷痍軍人に関する映画等が日本でどのような保

管状況にあるかを、フィルムセンターに対して照会・調査する予定である。 

        なお、フィルムの複製に関しては、日米両国でそれぞれの著作権法に基づき管理を

行っており、日本人が米国議会図書館でフィルムの複製申請をした場合、議会図書館

から日本のフィルムセンターに複製許可についての確認の連絡がなされるため、日本

国内で利用することを前提とした複製については、フィルムセンターが著作権の管理

を一括して行っているため、フィルムセンターの許可なく複製することはできないこ

ととなっている。 

（３）当館関連施設視察結果 

  ① 国立健康医学博物館(National Museum of Health and Medicine) 

        １９８９年に現在の国立健康医学博物館として発足（前身は南北戦争時の１８６２

年に軍陣医学と調査のための特別コレクションのための施設としての陸軍医療博物

館）。３つの展示ゾーンのうち、「軍陣医学（military Medicine）」ゾーンでは、第一

次大戦から現在までの軍隊で使用されている医療器具や標本類、義肢等が展示されて

いる。なお、類似施設として、国立南北戦争医学博物館（National Museum of Civil 

      War Medicine)もあり、今後の調査対象とした。 

整理された新聞類
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  ② 国立アメリカ歴史博物館(National Museum of American History) 

        今回は３階の「自由の値段：アメリカの戦争と政治」（Price of Freedom; American 

      Wars and Politics)を見学した。    

 ③ 海軍士官大学校(United States  Naval Academy) 

④ 女性軍人記念館(Women in military Service for America Memorial) 

  ⑤ 第二次世界大戦記念碑(World War Ⅱ Memorial。戦没者の氏名検索ができるパソコ

ンコーナーあり) 

⑥ 朝鮮戦争軍人記念碑(Korean War Veterans Memorial) 

⑦ ベトナム戦争軍人記念碑(Vietnam Veterans Memorial。戦没者名を検索できる戦没

者名簿の設置あり) 

等を視察した。  

（４）収集関連書籍等 

  国立健康医学博物館の企画展の図録（American Angels of Mercy 1904）(露戦争時に日

本赤十字社に戦時救護のノウハウを伝えたアメリカ人女性の渡日の写真記録）、復員兵歴

史プロジェクト（Veterans History Project)刊行の“Voices of War”、“Forever a Soldier”

等３０数点の関連書籍を収集した。 

第一次大戦の負傷兵に支給された義足と松葉杖

第二次世界大戦記念碑

第一次大戦時の顔面負傷兵

戦没者名検索コーナー
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Ⅳ 普及広報等事業

１ 広報活動

（１）ホームページによる最新情報の提供

平成２４年度も、トップ画面の改修を図り使用しやすくし、最新情報を掲載して毎月「館

だより」を更新した。また、来館者の要望を踏まえ、外部からホームページにアクセスし

て、館収蔵の証言映像や図書について検索できるようにし、また、証言映像の団体への無

料貸出し促進を図るため説明書きを充実するなど、更に機能の充実・強化を図るなどして

館の紹介、最新情報の提供等に努めた。

（２）企画展のポスター等の配布

「夏の企画展」（平成２４年７月～９月開催）、「春の企画展」（平成２５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、チラシを作成して、

既来館者、既来館校をはじめ、国の関係行政機関、都道府県及び市（区）町村（援護担当

部署）、都道府県傷痍軍人会及び妻の会、博物館・歴史資料館・文書館、関連類似施設、

中学校・高校・大学、図書館、大学研究機関、旅行会社修学旅行担当部署、マスコミ各社

等に対し配布した。また、展示解説のパンフレット（Ａ４版）を来館者等に配布した。

（３）館年報の配布

平成２３年度年報（第６号）は平成２４年１０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）日本傷痍軍人会の月刊紙「日傷月刊」は毎月、その２面の「しょうけい館通信」

欄（１頁分）に館の事業や企画展あるいは所蔵資料等の紹介記事を投稿して紹介に努めた。

また（財）日本遺族会の月刊紙「日本遺族通信」には機会ある毎に紹介記事を投稿して

紹介に努めた。この他、「千代田区報」（１０回）、「日本教育新聞」（１回）には企画展等

の紹介記事等が掲載された。

（５）大学等への講師派遣

宮崎県延岡市教育委員会及び「夕刊デイリー新聞」社が主催する「語り継ぐ集い」にお

いて講演依頼があり、講師１名（当館学芸員）を派遣し、館の広報に努めた。

（６）関係機関等との連携

① 昭和館との連携

昭和館が実施している「巡回特別企画展」（２４年度は富山県、京都府で開催）に

参加して館の紹介に努めた。

② 千代田区ミュージアム連絡会との連携
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年２回開催の千代田区ミュ－ジアム連絡会（２３施設が参加）に参加して情報交換、

館の紹介に努めた。

③ 千代田図書館との連携

「夏の企画展」では千代田区ミュージアム連絡会に参画している千代田図書館の協

力により「ミニ展示」を千代田図書館９階で実施して館の紹介に努めた。

④「３館連携会議」との連携

昭和館、平和祈念展示資料館及び当館による「３館連携会議」に参加し、３館の連

携等についての協議の他、当館の紹介に努めた。

２ 新聞報道等

「夏の企画展」（｢軍医が語る戦時救護｣。７月～９月開催）について新聞では「教育家

庭新聞」、雑誌では「日本医事新報」、「晋遊舎歴史探訪シリーズ激闘太平洋戦争」、「丸」

に、「春の企画展」（「戦中・戦後の戦病者～二度の除隊を経て 花森安治のあゆみ～」。３

月～５月開催）について新聞では「教育家庭新聞」「読売新聞」、雑誌では「歴史研究」、

等で掲載された。
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Ⅴ しょうけい館運営専門委員会の開催

１ しょうけい館運営専門委員会

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

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

等を踏まえ、事業の充実推進を図っている。

２ しょうけい館運営専門委員会の委員

しょうけい館運営専門委員会の委員は次のとおりである（順不同。敬称略。平成２４年

度末現在）。

委員長 宇治郷 毅 同志社大学大学院教授

委 員 鈴木 淳 東京大学教授

委 員 原 剛 防衛研究所戦史部客員研究員

委 員 杉本 隆一 昭和館学芸部長

委 員 福田 孝雄 川崎医療福祉大学教授

委 員 堀野 政則 （株）日赤サービス元常務取締役

委 員 佐藤 俊一 豊島区立千川中学校社会科教諭

３ しょうけい館運営専門委員会の開催状況

平成２４年度は、第１０回館運営専門委員会を１１月１９日に、第１１回館運営専門委

員会を平成２５年３月２８日に開催した。

なお、第１０回及び第１１回館運営専門委員会の各議題については次のとおりであり、

それぞれ審議の上、了承された。提案された意見等については、速やかに検討した上、運

営に反映することとした。

《第１０回しょうけい館運営専門委員会（平成２４年１１月１９日開催）》

（議題） ① 平成２４年度（４月－９月）しょうけい館事業報告

② （財）日本傷痍軍人会の解散と解散後の当館の運営（報告）

③ （財）日本傷痍軍人会解散後のしょうけい館の在り方（報告）

④ 平成２５年３月春の企画展概要（案）

⑤ 証言映像の試写（元救護看護婦）（２１分２５秒）

《第１１回しょうけい館運営専門委員会（平成２５年３月２８日開催）》

（議題） ① 平成２４年度（４月－平成２５年１月）しょうけい館事業報告

② 平成２５年度（４月－１１月）しょうけい館事業計画（案）

③ しょうけい館運営事業の新団体への引継ぎ（案）

④ しょうけい館友の会の発足（報告）

⑤ その他
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■ プロローグ

背景写真 仙台陸軍幼年学校生徒の行進 昭和 19（1944）年
3 月

梅本忠男撮影／立命館
大学国際平和ミュージ
アム提供

■ 軍人と徴兵制

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

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

梅本忠男撮影／立命館
大学国際平和ミュージ
アム提供

■ 入　営

展示資料

現役兵證書 愛知県 重永　始

第二補充兵證書 新潟県 佐藤　正七郎

入営銭別受取帳・祝入営の幟（のぼり） 大阪府 下門　正一

お守り 栃木県
干場　繁雄

＊証言「残しておきたい記録」（『報告書』210 頁）

お守り 広島県 時原　正明

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

昭和 10（1935）年
12 月 毎日新聞社提供

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

12 月 1 日 長野県　牛山俊文

■ 出　征

展示資料

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

お守り 大分県 岩尾　吉明

千人針（帽子） 大阪府 田中　義文

奉公袋・軍隊手牒（陸軍） 山梨県 長田　明

奉公袋 大阪府 樋口　三郎

履歴表（海軍） 岡山県 佐藤　勇

壁面展示
資料

出征時の答辞 埼玉県 森島　貞子

入隊證明書（現役兵） 三重県 豊田　豊

背景写真

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

日中戦争　家族らの見送りをうけ出征・
京都

昭和 13（1938）年
9 月 毎日新聞社提供

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

展示資料一覧
平成２５年 3 月末現在

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

昭和 8（1933）年
9 月 20 日 毎日新聞社提供

展示資料

略帽 東京都 加藤　房子　★　

軍衣 福島県 遠藤　きくみ

軍袴 愛知県 田中　成雄

巻脚絆、飯盒、水筒 岐阜県 富松　實

編上靴 岩手県 浅沼　徳藏

■ 戦地での生活

展示資料

日記 岐阜県 土岐　きぬ子

慰問袋 岐阜県 近田　満子

写真「慰問袋に喜ぶ兵士たち」 山口県 平田　ツネ

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

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

写真「上海にて」～軍馬と兵士・上海
の山田部隊野戦蹄鉄場

昭和 12（1937）年
10 月 16 日 毎日新聞社提供

軍事郵便葉書（未使用） 岩手県 千葉　ナミ子

軍事郵便葉書（岡田律雄→歌子） 山口県 岡田　歌子

ヤシの実の水筒 沖縄県 比屋根　和宏

飯盒（はんごう） 愛媛県 亀岡　房芳

軍事郵便葉書（片畑孝→敦子・禮子） 和歌山県 片畑　孝

ガラス壁面
写真

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

昭和 19（1944）年
5 月 18 日 毎日新聞社提供

めくり式
証言台

（戦地での
生活）

「敵前で身体を停止」（『報告書』63 頁） 山梨県 雨宮　育朗

「お前の家に牛がいたか（『報告書』196 頁） 京都府 米田　幸作

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267 頁） 和歌山県 道北　澄子

「生きる」（『報告書』284 頁） 山口県 梅田　藤義

「隻眼となって」（『体験記録』118 頁） 埼玉県 加藤　菊次

■ 受　傷

展示資料

日章旗・千人針・南寧占領の新聞記事 大阪府 松本　ヤスヱ

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

　

摘出弾・受傷時に停止した腕時計・
被弾した小冊子＊証言「戦争の傷痕」

（『報告書』121 頁）
岐阜県 中川　幹夫

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

戦場スケッチ（小名木二郎　画） 福島県 熊坂　ヨス
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展示資料

摘出弾 広島県 森本　竹一

診断書
広島県 藤谷　民男

＊証言「妻に感謝」（『体験記録』402 頁）

履歴表（海軍） 大分県 安東　次雄

背景写真

トーチカ攻撃で負傷
戦友に助けられる兵士

昭和 12（1937）年
9 月 30 日 毎日新聞社提供

マリアナ沖海戦
空から猛爆を受ける戦艦武蔵

昭和 19（1944）年
10 月 毎日新聞社提供

ガラス壁面
写真

浙贛作戦の一環として浙江省東部に展
開された戦闘

昭和 17（1942）年
5 月 15 日 毎日新聞社提供

日中戦争・負傷した戦友を背負って徐
州作戦

昭和 13（1938）年
6 月 毎日新聞社提供

シンボル展
示資料

軍帽 新潟県 小田島　さと

受傷時のメガネ 三重県 寺邊　作夫

煙草ケース 広島県 根本　信枝

牛革製カバン 福井県 村内　甚之助

軍長靴 千葉県 福居　武彦

展示資料 制服・制帽 東京都 日本赤十字看護大学

めくり式
証言台

（受傷）

「敵前で身体を停止」（『報告書』63 頁） 山梨県 雨宮　育朗

「片足切断して」（『報告書』225 頁） 滋賀県 原　彌之助

「平和の尊さ」（『体験記録』329 頁） 三重県 浅井　義信

「麻酔のない神経切断」（『報告書』272 頁） 岡山県 佐藤　勇

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267 頁） 和歌山県 道北　澄子

■ 救護・収容

展示資料

手製止血器具 石川県 武部　敏克

止血に用いた日章旗 岡山県 細川　曻

負傷兵につけられた札 愛知県 西尾　菖吉郎

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

昭和 13（1938）年
5 月

独立行政法人平和祈念
事業特別基金

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

昭和 13（1938）年
5 月

独立行政法人平和祈念
事業特別基金

摘出弾
＊証言 石川義男『戦い終って四十年』７頁 愛知県 石川　義男

壁面資料 戦場スケッチ 福井県 中野　珪三

■ 戦地での医療

展示資料

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

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

診断書・従軍證明書 大阪府 森　キミ

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

回想記 岐阜県 後藤　隆雄

めくり式
証言台

（救護・戦地
での医療）

「片足切断して」（『報告書』225 頁） 滋賀県 原　彌之助

「三度の地獄」（『報告書』313 頁） 高知県 岸本　雅利

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

「麻酔のない神経切断」
（『報告書』272 頁） 岡山県 佐藤　勇

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267 頁） 和歌山県 道北　澄子

■ 搬　送

写真

治療の様子 （年代不詳） 彰古館提供

手術用自動車 （年代不詳） 彰古館提供

94 式患者自動車 （年代不詳） 彰古館提供

愛国 2 号機（ドルニエ・メルクール） （年代不詳） 彰古館提供

病院列車 （年代不詳） 彰古館提供

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

病院船氷川丸（1/300） 平成 24（2012）年 しょうけい館

めくり式
証言台

（内地への
搬送・療養
生活）

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

「一本足のガチャンコ先生」
（『報告書』39 頁） 山形県 高橋　七郎

「辛い日々」（『報告書』204 頁） 大阪府 小川　泰介

「生きる」（『報告書』284 頁） 山口県 梅田　藤勝

■ 戦時下の療養生活

展示資料

恩賜の義眼 愛知県 横井　薫

恩賜の義足 熊本県 叶　啓慈

義足（補助器具） 長野県 堤　正三郎

＊証言「私の傷病歴」（長野県傷痍軍人会『終戦 30 周年記念誌』75 頁）

恩賜の義指・義肢下賜御沙汰書 大阪府 黒川　初夫

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

慰問文集 埼玉県 山田　安雄

書簡（樋口三郎→正五郎） 大阪府 樋口　三郎

恩賜の繃帯（ほうたい） 静岡県 相羽　敏夫

證明書・診断書 福岡県 矢野　進

恩給受給見込證明書 長野県 唐澤　勝治

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

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

■ 退院後の社会復帰

実物資料

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

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

普通葉書（近藤伊蔵→坂本清一） 富山県 坂本　清一

戦傷奉公杖授與證書 滋賀県 辻　甚之助

＊証言「障害を克服して」（『報告書』239 頁）

作業義手（製図用） 京都府 玉記　茂

背景
ポスター

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

ミュージアム提供

「護れ傷兵」軍事保護院 （年代不詳） 立命館大学国際平和
ミュージアム提供

ガラス壁面
写真

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

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

柱面写真 昭和二十（一九四五）年十月十八日　
戦地から博多港へ

昭和 20（1945）年
10 月 18 日 毎日新聞社提供

展示資料

略帽 岩手県 浅沼　徳藏

白衣・白衣帯 福島県 佐藤　サク

赤十字章 栃木県 干場　繁雄

草履 福島県 上野　美子

■ 終戦／占領そして戦後復興

展示資料

普通葉書（岐阜地方世話部→近田碩示） 岐阜県 近田　満子

傷痍軍人恩給受給見込證明書 兵庫県 今木　善右衛門

診断書 千葉県 小川　静雄

歎願書 大阪府 樋口　三郎

点字の手紙（高村勝→志づ子） 愛知県 髙村　志づ子

＊証言「二人三脚で苦難を克服したよろこび」（『報告書』118 頁）

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

ガラス壁面
写真

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

食料難　買い出し列車は超満員 昭和20（1945）年10月 毎日新聞社提供

めくり式
証言

（さまざま
な労苦）

「右腕を切断して」（『報告書』230 頁） 滋賀県 古野　四郎

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

「戦傷病者の妻」（『報告書』341 頁） 愛媛県 藤田　ユリ子

「盲目の漁師」（『報告書』250 頁） 三重県 石原　敏

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

展示資料

義手・質札・市営住宅使用料領収書 長崎県
川上　アキ子

＊証言「白衣の妻となりて」（『報告書』427 頁）

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

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

背景写真 質札・市営住宅使用料領収書 長崎県 川上　アキ子

■ 傷病とともに生きる

展示資料

摘出弾・上肢補助器具 和歌山県 谷口　セイ子

診断書・摘出弾・発作記録簿 新潟県 笠原　フジ

（シベリア珪肺の証言） 山形県 阿部　武一

トロトラスト検診　通知書（厚生省） 大阪府 森　キミ

めくり式
証言台

（さまざま
な労苦）

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

「口がさけても云えません」
（『報告書』61 頁） 神奈川県 豊田　節子

「内助の苦労」（『報告書』382 頁） 宮崎県 中原　洋子

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

妻が語る夫の労苦（年表・写真） 三重県 丸山　あき子

■ さまざまな戦後／さまざまな労苦

展示資料

補助革靴・身体障害者手帳（神戸市） 兵庫県 若本　末子

義足・『若き日の従軍日記』（村田俊雄著） 富山県 村田　俊雄

『両足を失った記録』（渡辺謹一著） 静岡県 渡辺　登志子

片足踏みペダル自転車 石川県 中島　外二

回想記「導かれ支えられて」 広島県 藤谷　民男

拡大鏡（傷見） 北海道　 蔀　　雅二

ドライバー 北海道 蔀　　雅二

裁断用ナイフ 北海道 蔀　　雅二

回想記「乙女戦記」（手書き） 沖縄県 又吉　キク

ゲンノウ 東京都 伊東　守

棒ヤスリ 東京都 伊東　守

バール 東京都 伊東　守

ガラス面
証言

「蛆虫に助けられた負傷兵」
（『体験記録』93 頁） 茨城県 栗田　喜代志

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

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

展示資料
車椅子 福島県 独立行政法人国立病院

機構箱根病院

駕籠（かご）・将棋盤・囲碁台 神奈川県 独立行政法人国立病院
機構箱根病院

背景写真 箱根療養所前の坂を登る渡邊重男・文枝
夫妻

昭和 46（1971）年
8 月 18 日 神奈川県　渡邊文枝　★

■ 戦傷病者と援護のあゆみ

展示資料

廃兵院看板（レプリカ） 神奈川県 独立行政法人国立病院
機構箱根病院

『受恩給者の友』（全国癈兵聯合会刊） 東京都 （財）日本傷痍軍人会

傷兵院看板（レプリカ） 神奈川県 独立行政法人国立病院
機構箱根病院

乃木式義手（レプリカ） 東京都 彰古館

恩賜の義手・義肢下賜御沙汰書 広島県 藤谷　民男

装飾用義手・作業用義手 新潟県 吉崎　美佐武郎

戦傷奉公杖 京都府 橋角　貞子

戦傷失明杖 福島県 井出　金次郎

失明者用懐中時計 福島県 大久保　宣昭

各種優待券 三重県 宮崎　貞男

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

戦傷病者乗車券引換証 福岡県 矢野　　進

銀杯・書状（レプリカ） 石川県 武部　敏克

財団法人日本傷痍軍人会々員之章 埼玉県 森島　貞子

日本傷痍軍人会功労記章 兵庫県 笠井　三重子

『財団法人　日本 WVF 協会　概要』 東京都 （財）日本傷痍軍人会

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

生と死に向かい合った 2 時間 9分33秒 東京都 西村　友雄 平成15年度

失明の恐怖とシベリア抑留 8分36秒 東京都 本名　善次郎 平成15年度

負けてたまるか 9分41秒 東京都 水沼　毅四郎 平成15年度

手の代わりを腕が 10分27秒 東京都・
千葉県

伊東　朝雄・
松田　憲 平成15年度

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

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

療養所は大きな家族（箱根療養所） 9分53秒 静岡県（箱根） 渡邊　重男 平成15年度

偏見、差別、迫害 10分47秒 東京都 石神　耕太郎 平成16年度

利き腕の障害を乗り越えて 9分35秒 東京都 金泉　潤子郎 平成16年度

傷痍軍人の妻として 14分54秒
東京都・
茨城県・
千葉県

加藤　房子・
倉持　八千代・
佐藤　みの子

平成16年度

軍旗の下で・・・身体と心の受傷 9分48秒 千葉県 山田　薫 平成16年度

義足で、田んぼでも畑でも働いた 10分2秒 千葉県 飯島　茂 平成16年度

馬とともに戦った戦場 9分53秒 千葉県 三浦　久良 平成16年度

衛生兵の受傷 9分47秒 千葉県 山崎　重蔵 平成16年度

二人三脚で六十年余り 9分33秒 神奈川県 長澤　福太郎 平成16年度

障害を超えたおおらかさ 9分34秒 茨城県 野上　行三・みつ 平成16年度

筆舌に尽くせぬ苦しみの日々 10分  2秒 栃木県 田島　竹次郎 平成16年度

海軍少年電測兵１５歳の受傷 9分56秒 栃木県 村上　武　 平成16年度

見た目はなんでもないが 9分36秒 群馬県 大山　順市 平成16年度

飢え、マラリア、受傷 9分53秒 群馬県 半田　準一 平成16年度

隻眼の人生 10分  3秒 群馬県 丸山　正市 平成16年度

二度の撃沈、受傷そして発病 9分58秒 埼玉県 小板橋　孝策 平成16年度

二人で一人　傷痍軍人の妻として 9分58秒 埼玉県 菅　義美・
澄子 平成16年度

人生を変えた一発の銃弾 9分46秒 埼玉県 田島　一衛 平成16年度

厳しい訓練も今となれば 9分44秒 山梨県 内田　隆 平成16年度

家族までもが戦禍に 10分  3秒 山梨県 郷　實 平成16年度

死の瀬戸際で過ごした 1 年間 10分  4秒 山梨県 佐野　栄 平成16年度

ひめゆりの悲劇 32分39秒 沖縄県 北城　良子 平成17年度

義勇隊の一員として 22分  3秒 沖縄県 玉城　孝助 平成17年度

初年兵の沖縄戦 34分36秒 沖縄県 仲本　潤宏 平成17年度

母に支えられて・・・ 30分50秒 沖縄県 又吉　キク 平成17年度

武良茂の人生 20分30秒 東京都（水木） 武良　茂 平成17年度

平成 25 年 3 月末現在

証言映像制作状況
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映像タイトル 所要時間 都道府県 証言者氏名 撮影年度
支えられた歩み 14分52秒 北海道 蔀　肇 平成18年度

遥かなる故郷 13分47秒 北海道 菅原　光雄 平成18年度

平和の光を見つめて 13分46秒 北海道 武田　豊 平成18年度

赤レンガのぬくもり 13分  3秒 北海道 松田　康人 平成18年度

父のまなざし 14分27秒 北海道 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 大阪府 上良　市雄 平成18年度

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

受傷した身に召集が 10分  8秒 大阪府 黒川　初夫 平成18年度

衛生兵ゆえの感染 11分  1秒 大阪府 築山　英二 平成18年度

衛生兵のビルマ戦線 21分38秒 大阪府 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 大阪府 南野　万吉 平成18年度

親指が支えた人生 10分18秒 大阪府 三宅　一志 平成18年度

三回の入院を乗り越えて 13分50秒 広島県 池田　克文 平成18年度
シベリア抑留、そして結核 ･･･
それを支えた妻 16分12秒 広島県 﨑野　保己・

冨恵 平成18年度

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

一昼夜の恐怖に耐えて 13分32秒 広島県 南郷　清 平成18年度

小学校を出て先生に 15分29秒 広島県 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 石川県 梅田　武男 平成19年度

言葉に出せなかった母への感謝 15分  8秒 石川県 北村　勝由 平成19年度

「一蓮托生」にかける想い 12分17秒 石川県 武部　敏克 平成19年度

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

蟻地獄からの脱出 16分50秒 石川県 三宅　隆 平成19年度

信じあえばこそ、今 14分50秒 長野県 飯嶋　芳郎 平成19年度

戦病者として生きる 15分03秒 長野県 上本　昭夫 平成19年度

七転八起 14分00秒 長野県 碓井　二郎 平成19年度

働くために義手を 14分54秒 長野県 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 長野県 唐沢　勝治 平成19年度

短歌に心を映して 14分10秒 京都府 玉記　茂 平成19年度
ともに歩みし　いばらの道
ー戦傷病者の妻としてー 18分06秒 京都府 正垣　志ま 平成19年度

想いを絵筆に込めて 16分12秒 京都府 川尻　良雄 平成19年度

不安と葛藤を乗り越えて 17分57秒 京都府 鳥海　利雄 平成19年度
誠（まごころ）で守られた命
ーニューギニア戦線にてー 18分17秒 神奈川県 内貴　直次 平成19年度

多くの人に助けられて 18分03秒 神奈川県 石橋　達夫 平成19年度
インパール作戦の最前線で
ー隊附軍医の記憶ー 19分35秒 神奈川県 小澤　太郎 平成19年度
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映像タイトル 所要時間 都道府県 証言者氏名 撮影年度

いつか花咲く日まで 19分  5秒 福島県 石川　和介 平成20年度

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

負けない！これぐらいの傷 21分00秒 福島県 渡辺　庄一 平成20年度

義足と妻に支えられて 23分35秒 福島県 遠藤　今朝三 平成20年度

二人三脚、商売繁盛 21分52秒 福島県 佐藤　義治 平成20年度

感謝の心、妻にしたためて 22分47秒 新潟県 小田島　さと 平成20年度

戦友への想い、詩文に託して 19分15秒 新潟県 栗林　六蔵 平成20年度

意思あるところ道あり 19分29秒 新潟県 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 新潟県 吉﨑　セツ 平成20年度

歌声に祈りをこめて 22分57秒 東京都 水谷　俊夫 平成20年度

一発の機銃弾を体内に残したまま・・・ 14分 静岡県 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 静岡県 鈴木不二子 平成21年度

窮ずれば通ず、左手でソロバンも 19分27秒 静岡県 瀧　直三郎 平成21年度

極寒と酷暑の地で 18分56秒 青森県 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 青森県 佐藤　冨雄 平成21年度

熱砂の抑留生活 20分48秒 青森県 馬場　勝彦 平成21年度

生きるにはこの道しかなかった 22分  9秒 青森県 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 青森県 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 富山県 瀬川　安正 平成21年度

９４歳。おおいに語る傷痍の人生 19分55秒 富山県 村田　俊雄 平成21年度

感謝、そして人との和 19分10秒 富山県 髙松　與一 平成21年度

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

いつも傷痍の夫を想いつづけて 13分  4秒 富山県 坂本　芳子 平成21年度

人生を変えた職業訓練 16分33秒 富山県 前田　浅次 平成21年度

抑留中に右手を失って 19分  9秒 福岡県 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 福岡県 長沼　元 平成21年度

妻に支えられて六十余年 18分32秒 福岡県 倉掛　重喜・
ヤチヨ 平成21年度

二人三脚の人生～後遺症に苦しんだ半世紀～ 17分45秒 福岡県 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 福岡県 田中　鉄男・
千重子 平成21年度

『再起奉公』痛みと葛藤を超えて 17分23秒 岐阜県 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 岐阜県 大橋　荘作 平成21年度

軍隊経験　その光と影 21分10秒 岐阜県 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 岐阜県 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 岐阜県 飯沼　喜芳 平成21年度

受傷の苦悩を乗り越えて 21分31秒 岐阜県 矢島　浩 平成21年度

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

海軍看護兵　若き日の記憶 14分34秒 岐阜県 後藤　誠次 平成21年度

運命の出会いを育んで 15分44秒 岐阜県 竹口　玉枝 平成21年度

失明の夫を支えて 18分30秒 香川県 横田　タツエ 平成21年度

癒えない傷に耐えて 20分24秒 香川県 野角　敏幸 平成21年度

見た目には分からないつらさ 17分55秒 香川県 城　武夫・
靜子 平成21年度

心の痛みと共に～飛行班への思い～ 18分48秒 香川県 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 香川県 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 東京都 武良　茂・布江 平成22年度

シベリア珪肺～今も続く後遺症～ 18分59秒 山形県 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 福島県 古市　正夫 平成22年度

がむしゃらに生きて、描く 17分38秒 静岡県 上田　毅八郎 平成22年度

サイパンで生き残って 16分33秒 愛知県 伊藤　眞一 平成22年度

片腕で取った自動車免許 19分31秒 愛知県 本田　喜一 平成22年度

努力家の夫を信じて～失明の夫とともに～ 17分55秒 愛知県 髙村　志づ子 平成22年度
両眼失明と嗅覚・味覚障害、その上てんかん
も ･･･ 19分40秒 愛知県 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 愛知県 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 東京都 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 東京都 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 東京都 丹羽　正治 平成23年度

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

元海軍薬剤中尉の記憶 18分39秒 神奈川県 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 大阪府 川人　義明 平成23年度

陸軍看護婦に志願して 20分13秒 大阪府 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 山口県 三好　正之 平成23年度

人間の尊厳の回復につくした生涯 33分22秒 東京都 冨樫　賢太郎 平成23年度

南方の戦火をくぐった救護看護婦 14分14秒 東京都 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 熊本県 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 熊本県 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 熊本県 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 熊本県 嶋田　三郎助 平成24年度

駆逐艦「雪風」で負傷して 21分48秒 兵庫県 水田　政雄 平成24年度

憲兵から捕虜となって 24分11秒 兵庫県 前川　周三郎 平成24年度
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平成２４年度に寄せられた感想等

平成２４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】

・身辺に多くの関係者がおり、自分も外地からの引揚者で苦労ばかりでした。義兄はニューギニアで戦病死。

友人の父は支那事変で戦死等々多くの歴史があります。気の毒で涙無くしては見られません。又、後日ゆっ

くりと参ります。友人連中を誘って。

・上田毅八郎氏絵画企画展の「最初の空襲」のテーマを見て、私が当日、給水・給油のためにマニラ湾港に

寄港一泊した当日と一致したので驚きました。奇縁でした。本日戦死者慰霊祭で神社参拝の帰途拝見して

感激しました。パンフレット感謝、感激しました。

・しょうけい館をインターネットで調べ、本日来て大変良かったです。私も 1 年志願していましたので、子

供、孫達と再度来たいと思っております。

・資料は関心の持ち方によって、どのように生かされるかが決まるものなのでしょう。そういう意味でもし

ょうけい館の活動は、後世のために大切だとしみじみ今日思いました。後づけでいろいろ最近言われ出し

ていることがありますが虚が実にならないよう又、実と虚が仕分けされて行くことを期待します。広く資

料が残って下さることを期待いたします。

【７０代】

・一昨日来館見学して、今日は友人達をご案内しました。戦争で傷病された方々のご労苦を知るにつけ

無謀な戦争は絶対にないようにしたいものです。常設展で野戦病院のジオラマ（というのか？）が真

に迫って良く戦場を表現しておりすばらしかった（女性の方、気の弱い方は刺激が強すぎる事もある）。

・又、来館したいと思いました。

・戦争の現実を知るための貴重な品をありがとうございました。若い方にも是非見てほしいと思います。

そして戦争の悲惨なあやまちを繰り返さない道につながると思います。戦争そのものは、当事者だけ

でなく、その方の親、兄弟、その方にまつわる大切な人の悲しみにつながるのですから。戦争の現実

を再確認出来た貴重な日となりました。これからも、このしようけい館の充実と維持を続けてほしい

と切に願います。

・元海自薬剤官で1978年から横病教育部で国際人道法の教務を担当しています。転勤はありましたが、

横須賀在籍時代は幹部医科歯科課程、幹部衛生医事課程、海曹士衛生課程に対し1課程4時間教えて

います、平成7年に定年退官後、市井の薬局で勤務していますが、その時期になると呼び出されるの

で資料の収集や勉強は続けていますが、戦史のことも教えなければ理解してくれないので苦労してい

る。

・中島飛行機空襲関係の研究をしているので、大いに参考になった。

・戦争の悲惨さをずっとずっと語り継がねばいけないと痛切に思う。こども達、若い人に。今日は孫の

夏休みの自由研究につき合ってきました。

・私も高齢者なので戦争中の事は知っていたが、物資の不足している中での軍医、衛生兵の大変さが十

分に解った様な気がする。戦争がいかに無残なものかを子供達に知ってもらうためにもこの様な施設

が今後共ぜひ必要だし、そのためにももう少し展示資料が多い方が良いと思う。追、私の伯父もニュ

ーギニアでマラリアによる戦病死をしています。大変感慨深い思いがしました。

・丹羽先生が「平和」ということ、国力があっての「平和」というのが痛切に大切と思いました。

・展示では、戦争で傷痍軍人となられた方々が戦後、現在のように障害者の雇用義務（企業は×％障害のある

方を雇用することが義務づけられています。）や町中のバリアフリーがない中で恐らく心もすさんで生活さ

れたことでしょう。そのような方々と縁あって結婚され、終生支え続けられた奥様方には深く敬意を捧げま

す。このような家族の支えは展示でも言及してありますが、より具体的にそのような奥様方のご苦労話、思

いが伝えられるともっとよいと思いました。
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・従軍軍医の生存者も減少し、災害時の救急を臨機応変に行える医師が少なくなった様なので先達の経

験を生かす努力が必要と痛感した。

・「失敗の本質」と云う言葉が今、働いていますが、世界の中の世間知らずの場面が未だに日本には多

すぎる。格言、自国の歴史、水、食糧、独自の文化文明、特に伝統言語を失う国は世界史上を見ても

消滅している。当館の展示物はすべて或る時期の先人の遺言である。さて、其れ等を見て、学んで、

今後どう決断し実行するかが今後の日本の存在にかかわる事である。以上

・私の父も長崎医大を卒業後にニューギニアで戦死（１９年１１月）したが、当時の状況がわからなか

った。今回、軍医の仕事が具体的に説明されていたので、大変参考になった。今後、父の資料が手元

にあるので、まとめたいと考えている。

・本では、かなり読んでいたが、展示品をみるとまた違って細かくその時、どんな風が吹いていたのか

まで感じてくる。「どうして、日本人はあの戦争をゆるしてしまったのか。」子どもの時からの疑問

にそろそろこたえを出せそうです。これからもここに通い、外で考え、本を読み考えてみたい。いい

場所を見つけたと喜んでいます。いつもこの前を通りながらもっと体調のいいときに入館しようと先

のばしにしていました。

・孫（小学６年）と初めてきました。とても勉強になりました。

【６０代】

・企画展に時間がかかった為〈予定時間が過ぎた）又見学させて頂きます。

・戦争の悲惨な歴史、本当にこれかれも平和国家のために努力していきたい。多くの戦死者（民間人）を

含め３２０万人の死者の方々の死を無駄にせぬためにも、若い人々たちが多くこの館にきてほしいで

す。戦傷病者の方々は、戦後の苦難の中にも明るく生きている姿に感激しました、みなさんに幸あれと

思っています。

・かねてから見たかった。同人誌S&Sの投稿で拝見しています。写真撮影が出来ないのが残念です。今後

共ご活躍をお祈りいたします。

・受傷折断され、戦後は(当時は２０年ほど経っていたのですが)何とか生きて今こうしておられると時に

語られたことを思い出し、本日、絵の拝見と講演会に出席させてもらいました。戦争に職業軍人として

召集された兵として従軍された方々には各々の体験があり、幸いにして現在、語られること、又、本に

表わされること、そして上田様のように絵像にして後世に伝えていただけることを感謝しますととも

に、あらためて敬意を表します。

・戦争の悲惨さを改めて知りました。後世に事実を伝えなければならないと思います。戦争は二度とやっ

てはいけません。自分の父も妻の父も既に死にましたが、戦地から内地に帰ってこなければ、今の自分

はいません。

・戦争の無益さが良くわかります。生存者のあるうちに様々な事実を記録し、二度とこのようなことのな

いよう教育に生かしてほしいと思います。

・生きることが死ぬよりシンドイことだった。印象に残ります、本人も大変だったでしょうが、その子供たち

も成長の過程で世間のきびしさをもろに感じたことでしょう。車椅子の初期のものの展示があって、こんな

ものだったのかとびっくり、妻が一生懸命坂道を押し上げている写真・・・・・何と重たかったことか・・・・。

こういう史料館があることを初めて知りました、まわりにも宣伝します。

・ここまで正確に傷病兵の方々のありのままの姿、困難を展示されているご苦労に頭が下がりました。重

くて大きい車椅子を奥さんが押しておられる写真と車椅子の実物に、傷病兵の方々とそのご家族の大変

さが象徴されていると思いました。まわりの方々にここで学ばせていただいたことを、伝えたいと思い

ました。

・２階のジオラマは、生々しく分かり易いが少し説明が長い様に感じたので腰掛けて聞けると有難い。

・ジオラマはとてもイメージし易く説明の理解に役立った。（説明が少し長いが）出征から帰還、その後の生活

まで流れがわかりやすかった。

・真実を見聞出き、特に水木しげる先生の達見した副眼的人生訓というか、ピンチは必ずチャンス又、最

大の財産に強さと優しさに又、人生生きていくに何事にも意味がある。苦労した人が、一番幸福に成る

と水木さんの人生と成功が私達を勇気づけます。いつもしょうけい館を訪れると日本人のいい魂と言う

か、一言で言えないけれど・・・絆・・・三世の命はすべて自分自身の結果のたまもの・・・。
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・若い世代に知っておいてほしい。いつまでもこの事実は語りついでいきたい。

・以前、貴館ＰＲのＤＶＤを拝見したことがあります（とても参考になりました）。

立地的に決して恵まれていない少々引っ込んだ場所であるので、周辺に「案内版」やポスター掲示など

をもっとされてはいかがでしょうか？また看板も大きくされてはどうでしょう。傷病兵の問題は、大変

地味なテーマですが戦争がおこした事実ですので、しっかりと記録に残しておくべきことと思います。

【５０代】

・ (上田毅八郎展に関して)展示数が少なかった。描いている風景とか、絵皿の配置とか、実際に使用

している机とかのレプリカを展示してほしかった。

・戦争の悲惨さは、実際の人が来て、生で聞くのが一番よいのだと思うが、年齢が高齢の事と、その時

の事を語り継ぐのもいやだと感じる人がいるかもしれないので、多くの方に見て頂く、工夫をされる

とよいかな、と思った。

・昭和館でのポスターが美しかったので、今回初めて見学させていただきました。資料も充実しており、

より多くの方々に足を運んでもらいたいと思いました。陸軍の方が、これほどの素晴らしい船舶を描

けることに感心しました。

・現在の日本に至るには人々、大勢の人々の犠牲があった、是非伝えていって欲しい。重要な役割があ

ると思います。日本の将来、行く方向を決める上で知っていなくては、ならないこと。今日は来てよ

かったです。

・２階の展示物は「本物」の持つ力を感じました。本やテレビ、映画、ドラマでしか知らない戦争の、

傷病兵の苦しみ、すさまじい痛みを感じました。リアルな人体模型での再現は、子供にはちょっと見

せられません。ただ、苦悩して亡くなられた方が殆んどだと思いますが、水木しげる先生や上田氏の

ように、ご不自由な身体で帰還されて尚、「戦死した仲間のためにも」と働き続け、このような偉業

を成し遂げられた方も少なくないのですね。戦地から生還された大多数の無名の方々も、今日の日本

を作ってこられたのです。戦後焼け跡から、復興を果たしたのは、戦地から帰って来て下さった方々

のお一人、お一人の努力の賜物でした。感謝申し上げます。二度と戦争を起こさない国にして行こう

と思いました。

・戦争とそれに関わる軍隊の事が良くわかりました。また、南方戦や沖縄戦などで亡くなったり負傷し

た方々の事もよく伝わってきました。２度とこのような戦争を起してはいけないというメッセージが

伝わってきました。

・しょうけい館（戦傷病者史料館）の皆様ありがとう存じます。企画展「軍医が語る戦時救護」について感

想をお伝えしたく思います。本日しょうけい館 1 階証言映像シアターにて元陸軍軍医であられた方にお話

をお聞きしました。丹羽正治先生は中国（山西省）とニューギニア（サルミ等）に従軍され、配属された

防疫給水部。野戦病院でのお役目に病気を防ぎ、水質検査をしつつ、マラリア（戦病死）と対策。食料不

足と国の力。必須からのジャングルでの農耕作業、活動をとおして切実な糧。芋の苗と時を与えられ育成

された事。８月１５日が巡り敗戦から６７年目です。８月６日広島原爆忌、９日長崎原爆忌をむかえるに

おいては「いのちとは？」「平和とは何か」胸は痛い。黙して語らない尊い存在の意義は伝わります。丹羽

先生の人として向きあう対等性や変化に対しての適応力。包容力についても先生からのあふれるようなお

徳です。恒久平和は、こころから祈念します。

・戦争漫画は時々読んでいるのでだいたいの事は知っているが、実際に写真で見ると戦争を体験した

人々はどんな事をその時考えていたのだろうとついつい考えてしまう。親の世代が二度と戦争はイヤ

だと言っているが私にはあまりピンとこない。終戦の頃になると昔、上野公園や駅の前で包帯を巻い

た人や松葉杖を持ってすわっている人を思い出す。あの人達は今どうしているのだろうと。戦地から

帰って来ても生活が大変だったのではないだろうか。本人だけでなく家族もきっと苦労をしたであろ

うと考えるとその事だけでもやっぱり戦争はしない方がいいと思う。体験者の話を聞いて考えてみる

のも良いかもしれないと思う。

・平和な世を続けていくためにもこのような題材の資料館が大きく役立つと思います。子ども達は勿論

のこと多くの青年がみて欲しいです。

・非常に勉強になりました。どんな事情があったかわかりませんが、戦争は反対です。貴重な展示品と

図書は、後世に残してほしいです。

44



4

・戦争はすべての者を不幸にします、平和で安心して暮らせる世界が一日も早く実現しますように！

・子供の頃には傷痍軍人の方が街頭に立っていらっしゃる姿を見かけたものでしたまもなく、そうした

方達を見かけなくなった時、あの方達はどうされたのだろうかと気になったものでした。 本日見学

させていただくと、生涯、苦しみを背負われて生きるしかなかった皆さんの人生を考えさせられ、胸

が一杯になりました。戦争が終っても、元にもどれるわけではない。何という残酷なことでしょうか。

二度と戦争が起されることのないよう、祈るばかりです。

・父が生きていれば９９才ですが、子供の頃良く戦争の話、歌を聞かされて育ちました。叔父が戦死し

ています。自分の子に伝えようと思っても子供の頃の話なのでなかなか伝える事が出来ません。平和

な世の中にするには、若い人達がもっと戦争の怖さを知ってほしいと思います。

・まったく戦争をしらない世代として、非常に良い知識及び経験を得る事が出来て、大変勉強になりま

した。又、昭和の事実と戦争の事実の別の一面も良く理解する事ができました！本当に貴重な場所の

ひとつだと思いました。

・今ある平和は先輩達の苦難の結果だと思い、ありがたくより私達は平和の事を日々考え、まい進して

行きたいと思います。

・伝え続けるべき事が沢山展示されているとても貴重な施設です。ご苦労もおありでしょうが、運営に

ご尽力下さい。

・常設展は、かってに涙が出てきた。今ある平和を大切にしなければ、あの時代の方々に申し訳ない気

持ちで一杯です。

・母方の伯父がサイパンで戦死しております。陸軍所属ということ意外、母は語ろうとしません。太平

洋戦争では、実際の戦闘で亡くなった方達よりもはるかに多くの人が戦病死したとも聞いたことがあ

ります。痛ましくてなりません。

・東京に用ついで、なんか千鳥ヶ淵の桜みたくなり、地下鉄口こっち出ちゃい、とゆきがかり（？）で

きましたが、知らなかった病兵のかたたちのこと印象的で、これからも有意義な企画続けて下さい。

【４０代】

・私は以前より戦争について色々調べてきましたが実際傷病兵についてよく知らなかったのですが、こ

ちらの資料館で知る事ができ、生き抜いて来られた方達の苦労は測り知れないけど日本人の精神力の

強さに打たれました。新しい世代の人達に必ず語り伝えて行かなければならないと痛感しました。直

接話しが、聞けると良かったと思います。職員の応対すごく良かったです。頑張って下さい。

・ホームページで資料が見れるようにして欲しい。

・苦労を語りつぐ努力、それも人と人がむかいあった姿勢を貫いていらっしゃることに感動しました。個人

をとりあげていること、説明の方が証言者をご存知であること、はしばしに感じました。戦争のあやまち

を感じとる感性はだんだんなくなっていくのではないでしょうか。そうなるともっと直接的に言う必要が

あるのではないかと思いました。

・「戦地での死因の多くが、病気や栄養不良である。」あらためて実感しました。実際の戦闘で負傷す

る割合より、病気で死ぬ人が多かったんですね。

・これからも元軍人、戦争体験者の講演会を開催していただきたい。

・軍医さんの貴重な戦争体験談を聞けて有り難かったです。

ただ、チラシに講師の所属部隊、戦地等の情報がなかったため予習ができませんでした。次回はプロ

フィールを掲載していただきたいです。

また、お話の前に地図での説明などイメージしやすくなる情報を与えていただけたら嬉しい。よろし

くお願いします。

・次回の企画、特別展も来館したいと思います。戦時中も大変だけれど戦後も大変であることが負傷し、家

族をかかえていると一層の苦労を慮ります。小さい頃、義足の人が路上に座り込んでいるのを見たことが

あります。（中には故意であった人もいたそうですが）そうしていかないと生きていけなかったのだと知ら

ず、当時は“ルンペン”とよんで差別していました。日本人は事の最中は大騒ぎしますが、ほとぼりがさ

めると冷ややかですね。もっともっと勉強していろいろ知らなくては、ただここに来た意味がないので、

また機会があったら来館したいです。
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・祖父の写真があるときいて来ました。数多くの、生々しい写真や遺品など、とてもつらい気持ちにな

りましたが、勉強になりました。

・今、図書館から「海軍随筆」（獅子文六・著）を借りて読んでいるところだったので、ポスターを見

て訪れました。自分の幼少の頃は、年末近くになると傷痍軍人の方達が町辻に立たれていたように記

憶しています。ロンドン・オリンピックの開幕or閉幕式で、若くして戦傷者となったイギリス人が、

ワイヤーに吊られ空を飛ぶ姿を見ました。その映像を見たときは、（何て危ない、不自由になった体

を全世界の人達に見せるなど、この企画をした人はどういうつもりなのだろう）といきどおりを感じ

ました。でも今、しょうけい館の存在を知り、常設・企画展を見た後では、あの時感じたのとは違う

考えであの映像を思い返します。

・帰還してからの苦労を初めて知りました。戦争が終っても苦しみは長く続くなんて悲しすぎます。戦

争に水木しげるさんが行った、とはじめて聞きました。ゲゲゲの鬼太郎は、おもしろいです。なのに

ゲゲゲの鬼太郎を書いた水木しげるさんの左手がなくなるってとても悲しいいです。でも戦争に行く

ってすごいです。わたしは水木しげるさんの絵が大好きです。またみたいです。

・予約をせずに団体で行ったにもかかわらず、丁寧に説明をしていただきとてもわかりやすくて自分た

ちで見るだけよりもとてもよかったです。

保育園で平和のとりくみをしていて子どもたち、保護者たちにもう二度と戦争を起さないようにしよ

うと訴え続けていますが、これからもしっかり続けていこうと思いました。

・メールでもイベント情報を送ってもらえるようにしてほしい。

・以前の仕事で、手や足の切断者の方々の動作分析を行っていて、義肢自体に興味があり、今回見学さ

せていただきました。今は福祉の仕事で様々な障害の方と接しており、日常生活での困りごとを、道

具を使って支援しております。戦争中のいろいろな困難な状況を展示で見るにつれ、平和の大切さを

あらためて認識させていただきました。ありがとうございました。

・”怪我を負う”ことだけに思いを置いていましたが、精神的ダメージによりその後苦しんでいる方が、

多いと知りました。

・大変貴重な物を見せて頂きました。ありがとうございます。後輩達にしょうけい館の存在を語り継い

でいきたいと思います。

・国防のため、受傷したのに戦後大変つらい思いをしたのだなと知った。出兵のときは歓迎、帰国した

ら十分な保障、世論がないことはあまりにも理不尽すぎると思う。

・現実を知る事ができて、来てよかったです。重い事実ではありますが、深く考える事がたくさんあり

ました。

・戦傷病者について今まであまり感心がなかったのですが、今回来館し戦傷病者の方の御苦労を身をも

って体感することができました。歴史を築いて来られた先輩方の思いを胸に秘めこれから先、生活し

ていこうと思います。

・この様な施設には、いくらでも税金を使って頂きたいです。自分が小さかった時町に体が不自由な方

がたくさんいました。その理由が今になって良くわかりました。親や先生に聞いても何かさける様な

感じがあった事だけは幼な心におぼえております。モルヒネの様な薬が無い日本軍の兵隊さん達の事

を思うと心が痛みます。本日はありがとうございました。

・シベリア抑留を調べていて、この館のホームページに行きあたり、そのときは時間を忘れて証言の紹

介に心を奪われたことをおぼえています。戦争は死によっておわるものでなく、生きてなお続くもの

だということを強く印象づけられました。青年期の半ばで、志を大きく曲げられてしまった人々の失

望と苦悩は、想像することも不可能です。苦しみのなかを生きた人々もおられたでしょうが、家庭を

もち職業につき、力強く生き続ける姿にはおどろきと尊敬の念がたえません。今、自分がここに生き

ているのはなぜかということを考えさせられると同時にふだん忘れてしまいがちな、社会と歴史を一

身に背負って生きぬいた人々に感謝の気持ちがあふれてきます。

しょうけい館が多くの人に知られることを祈念しています。ありがとうございました。
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【３０代】

・ただでさえ戦争があっていやな時代、戦争で手・足・眼が失いとても辛かったと・・・。病院の先生

達はそれなりに義足等作ったが、今とは時代が違い、まわりの目は温かくは見てくれなかった。リハ

ビリ、治療、今と違って辛いと思う。家族には自分の姿を見られるのはどんなに辛い物だったと思う

と胸が痛みます。福祉系の仕事をしているが、障害の方が優れていると感じ、見習わなければと思う。

その人が何が失っているから出来ないではなく出来るところは力を出してもらいたい。シアターでも

言っていたが、両手があっても不器用な私。片手の方が、器用だなと思い尊敬しています。

・戦争を知らない同年代の友人は戦争について本当に無知です。この施設をもっともっと広く皆に知っ

て、きてもらいたいです。私たちが今何不自由なく生きていられるのは、日本のために亡くなられた

たくさんの軍人さんたちの命のもとにあるんだと。そして今も苦しんでおられる方もいるんだという

事を忘れてはいけないなと思いました。今日は本当に勉強になりました。また来ます。

・戦場に行った方の声は、重要だと思う。これだけ情報が世の中に溢れているのに実は戦争体験者の声

は、なかなか目に耳にすることは少なすぎると思う。戦争は悲惨だ。戦争の悲惨さを、身をもって知

る人の声を忘れれば又、その被害者になるかも知れない。恐ろしいことに気付かないといけない。

・現在、看護の勉強をしています。軍医、衛生兵のお話を聞きたいです。８月４日は現在参加できませ

んが、たくさんの証言をこれから見ていこうと思います。

・日々、何の不自由もなく、幸せに生活出来るのも祖国の為に戦い、負傷された傷痍軍人の皆様のお陰

であると只ただ、感謝申し上げます。

・漫画家の水木しげるさんは知っていましたが、傷痍軍人だったという事はここに来て初めて知りまし

た。

・祖父から戦争について聞かされたり、様々な本を読んで知識としては備えておりました。しかし、当

館での”生”の兵士の日記、手記、展示物を見、戦争の悲惨さを改めてまた、自分のこととして、再

認識いたしました。後世に語り継ぐ為、しょうけい館はじめ、ご尽力くださることに感謝致します。

私もよりよい日本の実現に少しでも力添えできるよう日々精進いたします。

・展示品の多さ、説明文のわかりやすさ等、全体的にとても見ごたえのある展示で戦時中の傷病者の体

験記は読んでいて心に残りました。親戚で戦死された方の話を親から聞いておりまして、似た様な状

況でお亡くなりになった方がいるのだと展示から知れただけでも追悼として意味のある見学になっ

たと思います。

・講演会ですが、証言映像では語られなかったお話が聞けてよかったです。

・戦時中の話を語り継いでいくことは、大切だと思います。平和のありがたみ、命の尊さを伝えて行く

ためにもまた企画展や講演会など開催して下さい。今年３月に調布で行われた展示を見学しに行った

ら、学芸員さんのお話を聞く事ができて、とてもよかったです。展示解説をぜひお願いします。

・丹羽先生の講演をうかがいました。質問が戦時中のことからはずれたものが多かったのが少々残念で

した。実際の治療の様子などもう少し詳しくお聞きしたかったです。

・とても貴重な資料を拝見出来てよかったです。今後もこのような企画を期待しています。

・戦後の傷病者の苦労など知らなかったことを知ることが出来、よい機会だった。

・説明をして頂いたので、とてもわかりやすかったです。戦争で傷つかれた方達のことを知る所があま

りないので、訪れて知ることが出来良かったです。平和について、これからも真剣に考えていきます。

・戦争を体験していない私たちの世代は、今回見学させて頂いた内容、戦後も戦争のために苦しみを抱

えながら生きてきた事実、そして苦しみを乗り越え強く生きる姿を知っていくべきだと心から感じま

した。私が今感じたことを一人でも多くの身近な人たちに伝えて行きます。資料館を残して下さり、

本当にありがとうございます。今日は、一つ一つ丁寧に説明をして下さり言葉で声で感じたものも沢

山ありました。

・今まで見て来たものより、リアルで説明して下さった方の内容もとてもわかりやすかったです。

・この情報量で無料なのはありがたいです。戦傷病者の方々の詳細な情報（痛みの程度やうじのわき方

など）を史料館で紹介している所は少ないので、非常に良かったです。もっと広報しても良いのでは

ないでしょうか？
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【２０代】

・アルバイトの帰りに看板を見て軽く立ち寄ったが、少しの時間ながらも、美しい作品が、他の市立、

県立の図書館ではあまり見ることのできない船舶、海軍の図書を眺めることが出来、とてもよい時

間を過ごせました。自分は、大学でカッター部に所属しており、ＯＢとの飲み会においても、「当

時の端艇訓練は、・・・」とのお話を聞きます。今の部活においても、訓練は厳しく、これを考え

ると、当時の訓練の厳しさはとても大変なものであったと思います。今、自分が大学に通い、カッ

ターに専念することができるのも、当時の人達が、国を守ってくれたためであると改めて実感しま

した。自分は、これから社会に出ていく身です、学業を修め国のために少しでも役立つことができ

ればよいです。

・常設も迫力があり、戦争の恐ろしさが伝わってきた。当時者の声が戦争を近いものに感じさせる。

圧倒された。

・戦争の恐ろしさ、戦争で受けた傷を一生背負っていく苦しみを知ることができました。大学生にも

なって知らないことが多くあり、特に２階の常設展では多くのことを学ばせていただきました。

・証言映像に中国語や英語のテロップを流してくれたら外国人にも内容が理解できたと思いました。

・比較的やさしい言葉で説明が書かれていたので、わかりやすかった。証言パネルも多くあったので、当時

を想像しながら館内をまわることができた。

・海、炎、空、そして船、全てが素晴らしい。巧妙で、精密、光の反射やそり返し。ちょっとした凹

凸の陰影、錆び、そういった何から何までに衝撃と感動を覚えた。落書きや、下書き、ラフなどに

も線一本一本に無駄がなく、（自分が出来ないというのもあるが）尊敬の念を感じざるをえない。

自分は死ぬような思いをしたこともなく、欲に心や外からわきあがるような情熱に突き動かされる

事もなく日々暮らし、流行のような現象の一つである就活をしながら、適当に過ごしている、若干、

趣味で絵のようなものを描いているが、貴方のような（なんと表現していいか、語彙がないので暫

定的に）「本物」のほうが「本物の絵」を目の当りにすると、どうもうすっぺらな物だと感じる。

とにかく貴方の絵は素晴らしいと感じた。それは技巧や表現がどうとか、船がどうとか、そうでは

なくてもっと絵の奥にあるような何かそういった物を強烈に感じ、（どうも、プラモデルの箱の絵

より、輸送船等の方がその傾向があると思っていたが、インタビュウを見て納得する。）これまで

たくさんの作品を描いてきて、お疲れさまでした。またこれから作品を描くのであれば、その行動

を応援しております。

・証言シアターが印象的でした。文で読むよりずっと頭に入ってくる。

・かなりコンパクトにまとまっていてわかりやすかったです。戦後の傷病兵の方の復帰への政策など

はありましたが、戦中はどうであったのか・・・なども気になりましたのでどこかで触れて頂ける

といいなと思いました（見逃しているだけであったらすみません。）。

・学芸員さんの展示解説に参加しましたが、ひとりで見るよりも時代背景や細かい所まで理解しやす

かったです。空軍軍医さんや衛生兵たちが人ともわからなくなってしまったような人の最期を看取

るという話が印象的でした。今日は時間がなく、１階の企画展を見るだけで終ってしまったので、

今度は２階もぜひ見に来たいです。映像も見にきます。

・展示はとても良かったですが、ライトが展示がガラスに反射して見ずらい所があったので、改善が

できたらと思います。展示の短歌を見て、涙が出てしまいました。今を生きる私たちは、昔あった

事をうけとめ、その哀しみなどを忘れずに再び戦争がおこらない様にしていく事が大切だと感じま

した。そして、ささえる家族のあたたかさを感じました。

・戦争について勉強するとき、亡くなった軍人の方については知ることができていたけれど戦時中に

様々な傷をおって今も生きておられる軍人の方については知る機会が無かったので、とても貴重な

資料でした。加えて説明もしていただいたので、その資料について詳しく知ることができて良かっ

たです。義足を肩からかけているというのは思ってもみなかったので驚きました。また、弾が貫通

した帽子や眼鏡などがとても印象的でした。
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・野戦病院ジオラマがとてもリアルに作られていて、当時の様子が生々と感じられ１番印象に残りま

した。最後の展示で戦傷病者となってもそういった方々がそれぞれ懸命に生活していたということ

が分かり感動しました。

・生々しい事実を知れて、とても興味深かったです。あまりそういうものを見るのは得意ではないの

でしっかりと見ることができませんでしたが、もっとちゃんとしようと思いました。

・２階の展示で当時の軍人が受けた傷の痛みにおいて、銃などで負傷した傷、切断した時、またその

治癒の間において非常につらい痛みを感じていたとは分かったが、その戦争が終った後の生活にお

いて不自由さが伴って苦労していたことを聞き、戦争というのは国家単位での利益などはあるだろ

うが、個人としては得しない辛い事が待っているのだと感じ、やはり戦争を国で起してはいけない

ことだと思いました。

・話を聞くだけと実際に絵や写真、ジオラマで見るのはずいぶん違うと思いました。まだ一部しか見

ていないと思うので、これから色々自分なりに調べたいです。

・戦争の一番憎い部分、辛い部分を改めて感じることができるいい機会になりました。戦争体験者が

高齢になり時間がない中で、どれだけ戦争のひどさを後世に伝えられるかが、重要な点であると痛

感しました。

・戦争のきれいな部分と言ってはおかしいかもしれませんが、戦死してしまったりと完結した部分で

はなく、まだ戦争による影響とたたかっている人がいることを知れてよかったです。

・戦傷者についての詳細な話を聞いたのは、初めてでした。そのために戦後の地位の低さなどにおい

ては、人の世の辛苦が強く感じられました。そのうえその苦しさがその人の歴史においてのみ語ら

れ世の中に出ることがなかった。・・・ということが何とも言えません。

・戦争、兵隊に関する展示、資料などで今まで傷病兵に関するものは見たことがなかったのでとても

衝撃を受けました。戦争に行く＝死というイメージばかりがあったので、負傷して内地に帰還した

後の生活の様子など始めて知ることができてよかったです。

・話を聞いていて、戦争でせっかく生き残れたのにそのこと自体が苦しいという事実がとても切なく

なりました。

・ジオラマや水木しげるさんの展示は、実際の戦場を見たような臨場感を感じ、何とも言えませんでした。

そして、戦争を経験された方々の言葉を読んで、本当に戦争とは辛く苦しいものだったのだと感じました。

みなさん平和を願っていて、自分もこの先日本が平和になっていったらいいなと思いました。

・今は「戦争」ということが身近ではなくなっているので、こういう歴史、過去があったという事を

大事であり、忘れてはいけない事だと思いました。

・お客さんが他にいない時にきたので、ジオラマが痛々しく、とても怖かったです。当時の人達はも

っと怖かったでしょう。今、平和に生きていいられる事に感謝しています。

・たまたま通りかかったので気軽に入ってみましたが、とても面白かったです。これほど質の高い展

示、豊富な資料があることを知りませんでした。たいへんに貴重な施設だと思います。人目につき

にくい立地なのが残念ですが、もっとたくさんの人に見てもらうべきだと思います。レイアウト等

もつくり込まれており素晴らしい。ありがとうございました。

・護国神社などは大丈夫でしたが、ここの遺品（２階）を見るのはまだつらいです。祖父は満州で戦

争を体験しましたが、直接話を本人からきいたことはないまま、亡くなりました。衛生兵や満鉄で

若い頃、働いたそうですが・・・。「体験を聞く」ことはいずれしたいです。

・こういった戦傷病者を中心とした資料施設の存在を知らなかったので、とても良い経験となった。

とても複雑な気持ちになり、なんとも言えない気分になった。善悪、良悪を問うものではないが、

苦しさの欠片程度は見えた気がする。

・私達に研修の機会を与えて頂きありがとうございます。展示で紹介されている方々のおかげで現在

の我々が平和に生きていけることを実感しました。

・戦争はヤダシ、傷つくし、本能的には反対だと思う。一方で現実世界は・・・というと複雑で声高

に戦争反対を唱えても平和は訪れない。という観点でしょうけい館として、戦傷病者史料、立場を

使って苦労を語り継ぐにとどまらず、その先の一歩まで踏み込んだ活動メッセージを発信できる場

となれば良いと思います。（例えば諸外国との対比及び昨今の世界の戦傷病の状況など）
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・出征した人物の証言が偽りなく残されており、大変興味をもった。その中でも特に印象に残ったも

のとして、戦場での受傷談である。「我々は有事の際には戦場に赴く。」書籍をどれほど読んだと

しても戦場の経験がある言葉のリアリティーにはかなわない、それを切に感じさせる資料であった。

今後のためにも、機会を設けこの場所をまた訪ねたいと思う。

・非常にショッキングな展示内容でした。より多くの人に知ってもらえることを祈っております。

・戦争の背景に必ず出てくる傷病者についてとりあげているのが生々しく、印象に残った。

・戦時中の傷病者の風景から、戦場での傷病者の取り扱いについて考えさせられた。自分があの戦場

に立っていたら戦えただろうか、戦傷病者となった仲間に何ができたのか。また、自らが受傷した

場合どうしただろうかと沢山の感情がよぎった。

・こういう現実があったということを最近の２０才以下は知りません。ぜひもっと啓発活動をして頂きた

い。そうすることでこれからの日本はさらに良くなります。

・戦傷病者にスポットをあてた展示等、大変興味深いものでした。

・戦場での医療活動がいかに大変なのかをよく理解できました。また、戦傷病者への対応を今後とも

しっかりしていかなければならないと深く思いました。

・受傷したその後について具体的に知ることができました。

・国の為戦った人達を無下にしてはならないこと、又戦争は終った後も続いているというのを理解し

なくてはならないと感じた。

・ありがとうございました。今後の勤務の参考とさせていただきます。

・非常に厳しい現実ですが、私たちはこれにより追体験しています。どうか我々のことも忘れないで

ください。

・国や家族の為に、大勢の人が亡くなり傷ついたこと、戦後の苦しみや、残された家族の悲しみを受

けとめて、今後の勤務に励みたいと思います。

・戦争における負傷、病気にかかるとこうなるものか、そうなった時に自分達がどうしないといけな

いかと考えさせられた。

・戦傷者の苦労を知ることができ、ためになった。

・今日はとても勉強になりました。特に戦傷された方の体験談と野戦病院ジオラマが印象に残りまし

た。ありがとうございました。

・非常に参考となった。注釈程で良いので生活保護費と恩給の関係について書いて欲しい。

・戦傷者の方々の苦労がとても伝わってきた。戦争を経験された方も少なくなっているので引き続き

後生に伝えて欲しい。

・平和の尊さがよく分かりました。

・広島平和記念館と並び、どうしてもこの手の施設は暗い印象を与える。「戦争、軍隊＝悪」という

単純な構図にならないようにしてほしい。

・戦傷者の方々の終戦後の社会生活が私が想像していたよりもはるかに苦しいものであったことを改

めて思い知った。

・しょうけい館では戦傷病者の苦労について学ぶことができ、戦時中の兵站の状況について理解する

ことができた。劣悪な衛生、兵站の条件の下、助かる命も助かることなく死んでいったという事実

を知り、非常に悲しい気持ちになった。今日しょうけい館に来館でき、当時の苦労及び先人の方た

ちのおかげで今の日本があると感じた。

・戦争の追体験ができ、今後人生を歩むにあたり自分の進む道がわかりました。ありがとうございま

した。

・はじめて来たのですが、テーマが限定的ながらよくまとまっている施設だと思いました。ただ、せ

っかく昭和館にも近いので、もう少し靖国や昭和館に来る人を呼び込むような動線を考えてもいい

のかなと思いました。

・わだつみのこえ記念館でアルバイトをしております。 長い間来ようと思っておりまして本日やっ

と来館することが出来ました。都内にもいくつか戦争関係の資料館がありますが、各々で異なった

テーマを扱って住み分けのようなものが、なされているのだと思います。本日はどうもありがとう

ございました。
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【１０代】

・初めてきて、とてもすごいと思いました。とくに、パソコンを使った資料など、本物の戦争で使われ

た物などが、すごかったです。僕は、また戦争がおこらないように願っています。

・僕たちが今まで気づかなかったことが、沢山分かったのでよかった。今は平和だが、またそのような

ことがあったら、僕は「平和のまま」を祈っていたいです。

・映像や、写真がたくさんあり、分かりやすかったし、義足や義眼などあり昔がどんなだったのかが分

かりました。もっと勉強したいと思いました。

・戦争について、くわしく知ることが、できました。今回の見学で、たくさんの方々が、犠牲になり、

苦労していたということに対して、私はとても悲しくなりました。今後、2度とこのようなことを、

くりかえしてはならないと強く思いました。

・１階では、資料の数の多さが、すごく豊富だと思った、それくらい戦争についてのことがしるされている

のだなあと思った。２階では、模型などを使っていて、”リアル感”もでていて、いいと思った。

・今まで知ることのできなかった体験談や、お話をうかがうことができて、とてもためになりました。

当時使っていたものなどがあるので、私にとってはとても分かりやすかったですし、実物で見ること

ができて、とても印象的でした。また本の数にも驚きました。見学するときも、まわりやすい構造、

展示の仕方よかったと思います。いつか、家族とも来てみたいです。

・学校で勉強はしていたけどその裏には戦傷病者がいて、その人達がとても苦労をしていたということ

がわかりました。このことを学習して、あらためて戦争は悲しいことだということがわかりました。

・とてもかわいそうだった。戦争に行って国のために戦ったのに病気や手がとれた足がなくなってその

後、社会復帰してから「お前のせいで負けたんだ。」とか言われるからかわいそうだと思った。

・ちょっと寒かった。だけど人を使ってやっているところ（手術）をみてすごい解りやすかったし、こ

んな時代があったんだなあと思った。戦争時生きていた人に話聞いたことあるけどもっと聞きたいと

思った。

・とてもいい話を聞けました。いろいろ印象に残り貴重な話を聞けてとてもよかったです。戦時の苦労

なども分かりよかったです。

・戦争をしてはいけない！とあらためて思いました。けがをしてつらい思いをしても前向きに社会復帰

をめざしている人々はすごいなと思いました。私もあんな強い人間になりたいなと思いました。

・今の自分達は戦争を体験してないし見てもいないのでいくら話を聞いても昔の日本で本当に戦争があった

というのが実感できず、信じられないと言う思いと共に幻じゃないかという思いもあります。ですが、こ

こや沖縄の資料館等見ていると日本では本当に戦争があったのか・・・と思い知らされる感覚です。平和

と言う２文字がどれ程大切なものなのか、食べ物に困らない現代がどれ程素晴らしい（？）事なのか、今

の若者はもっとそれを思うべきだと思います。

・説明や本などの資料の量が多くわかりやすかった。

・戦傷病者はとても大変だけれど、明るく生きていた。「死んだ人もいるのだから自分は幸せだ。」という前

向きな考えに感動した。貫通したりしていて、思っていた怪我の状態よりひどく悲しくなった。

・２階の資料展示の野戦病院ジオラマがとてもリアルでおどろきました。１階の資料の多さに驚き、ま

た使えそうな資料がたくさんありとてもいいと思いました。

・専門的な資料からわかりやすいものまで、多数の本などがあったのがよかった。

ただ、２階が広く暗く寒かったのでいささか恐ろしく感じた。もう少し明るくちょうど良い空調であ

ればゆっくり観賞できます。

・２階が少しこわかったけれど、資料がたくさんあって勉強になった。

・２階の展示室怖くて一人で行けなかった。軍医さんが実際に使っていたものなどもみることができて

良かった。

・“学校の自由研究”で戦争について調べる為、九段に来ました。“僕のおじいチャン”も中国からの

帰国した時、とても大変だったそうです。おじいチャンと一緒に色々な場所の“戦争記念館”を見て

まわり、自由研究をまとめたいと思っております。

・戦争の痛み、苦しみの部分を知ることができた。戦地での実情は教科書等にもあまり記載がないので、

負傷者の戦地での苦しみ、帰還してからの苦労等を改めて学ぶことができた。
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・むずかしいです。

・今学校で戦争について学んでいるので、ここで知ったことを生かしていきたいと思います。

・ゲゲゲの鬼太郎の原作者水木しげるの作品は、とてもすばらしかったです。朝の連続ドラマ小説で、良く

見ていました。本物の作品を見たのは、はじめてです。

・実際に戦争を体験した方の生々しい話を聞いて、すごく衝撃をうけた。昔の義手もそれなりにうまく

考えられて作られていたことにとてもおどろいた。

・戦地では、今では考えられないような苦悩や混乱、痛み、悲しみ等々があったことを深く知ることが

できました。

・説明の音声はわかりやすかったが、少し長いのでもう少しまとめるか、もっと短いスパンで説明の音

声を流した方がいい。

・戦争がリアルに伝わってきた。とても「怖い」「きもち悪い」という感情がわいてきたが、これが当

時の現状だったのだと思うとなんともいえない気持ちになった。

・戦争の辛さが改めてよくわかった。戦争のことを知るのに大切なところなので将来まで残してほしい。

・私は横浜をよく訪れるのですが、氷川丸が戦傷者を搬送する船だったということは恥ずかしながら知

りませんでした。今回展示や模型などを見て、本来の姿を知り、今度から見る目が変わりそうです。

また、私の曽祖母の弟は特攻隊で亡くなっています。十年ほど前に曽祖母も亡くなり、最近もう一人

の曽祖母も亡くなりました。私の周りで戦争を直接体験した人々がどんどんいなくなっていくなか

で、忘れられてはならないことをいかにして自ら知っていくかということを、また、今後、後世にい

かに伝えていくかということを考えていかなければならないなと思います。

・我々の生きている社会であまり構成員として挙げられない傷痍軍人の方たちが確かに存在していたと

いうことを認知し、そして今まさに９０歳を迎えており、静かにその存在をなくそうとしていること

を学べた。疑問に思ったのは靖国との位置関係で何か関係性があるのだろうかと考えた。実物、音声、

文字、資料や検索用の装置が備わっていて、非常に施設として充実していると感じた。

・戦争を知らない世代で、衝撃が強かった。しかし、現実にあったことなので受け止めなければいけな

いとも思った。

・学芸員課程の授業を受けるまで、この施設を全く知らなかったのですが、今日しょうけい館に来て、

なぜ今まで自分はこうした施設が自分の住む都内にあるということを知らなかったのか、がく然とし

てしまった。学校で学んできた戦争というものは、当事者からとらえたもの、というよりか附観した

掟え方をしたものだったので、こうして実際に戦争で傷つき、そのあとも生きてきた人々から見た戦

争は、私が考えていたものよりもより悲惨でより現実的なものなのだと認識を改めさせられました。

とても充実したすばらしい施設だと思うのでたくさんの人に知ってもらいたいと思います。

・傷病者の方、その家族の方々の言葉が生々しく印象に強く残りました。

・戦争に関する展示を見たのは、高校生のときの修学旅行で沖縄戦についての展示を見て以来だったの

で、あらためて戦争のおぞましさのようなものを感じました。展示に関して、ライトアップをして影

を利用するというのが新しいなと思いました。

・たくさんの資料やたくさんの人の話は、とても勉強になったし、当時、戦争を体験された方々の思い、

考えを知れる貴重な体験でした。私はゆとりの時代に生まれて、戦争の本当の恐ろしさ、実態を知っ

ているわけではないけれど、ここで見たり、聴いたりしたことを、後世に伝えていけたらなあと思い

ました。時間があったら、また来たいです。

・戦争があったという事実が、何千年も昔にあった事ではなく、つい最近の出来事であるという事実を

改めて感じました。戦争があった事を忘れないためにも、このような記録を残していってほしいです。

・今日の見学で、戦争について、より深く考える事ができました。特に映像での資料はとても身近に感じさ

せてくれるので、より良い体験となりました。今後も、この痛ましい記憶、記録が後世に語り継がれてゆ

くことを祈っております。

・初めて戦争の資料館に来ました。私にとってとてもしょうげき的で言葉がでません。私達は戦争を知りま

せん。だからもっと知って、未来に伝えていかなければなりません。戦争のこと。傷を受けた人がいるこ

と。今も障害を抱えた人がいること。とても深く考えさせられ、とても良い経験ができました。ありがと

うございました。
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・戦傷病者の証言には、すごく涙がでました。学芸員の方の説明が新鮮で1つ1つ情景が浮かんできました。

私にとってとても良いものとなりました。知るということは、どんな事でも良い事と思いました。知る事

が出来て良かったです。ありがとうございました。

・しょうけい館を見学して、受傷してその後も周りの目などで嫌な思いをしたり、また受傷と一生生き

ていかなくてはならなくなった苦労などを思うと、とても胸が痛みます。今戦争のことが分からない

世代になり、戦争を経験した人がだんだんいなくなっていく中で、私達が戦争のことを知り、それを

次の世代に伝えていかなくてはならないと、再確認しました。

・戦争については少し知っていた方だと思っていた。しかし、実際に見て回っているうちに、何も知ら

なかったということを実感させられた。具合が悪くなるくらいに、見入ってしまった。

・ためになった。ありがとうございました。

・自分は戦争を良く知らない世代だったので、昔の日本のことを少し分かった気がして、とても勉強に

なった。

・改めて考えさせる事がたくさんありました。ありがとうございました。

・とても分かり易い説明で深く考えさせられました。

・とても分かり易かったです。当時の人々の苦しみを深く考えることが、できました。

・戦争の厳しさを知りました。

・今日はこのしょうけい館に来ていろいろなことを学びました。1つは食べ物のありがたみ。今の時代はスー

パーなどに行くとすぐに買えるけれど、昔は配給などで決められた量しかくれなかったので食べもののあ

りがたみがわかりました。2つ目は戦争のこわさを知りました。私は毎日動画で神風特攻隊などの動画を見

ているんですが、しょうけい館に来てたくさんの展示物が戦争でぼろぼろになっていて、はげしい戦いだ

と思いました。

・戦争がこんなに大変なことだったんだなと改めて思った。

・野戦病院のジオラマが一番印象に残り、人がリアルで少し恐かった。説明も痛々しくて恐かった。

・戦争によって人々が負った傷や戦後の苦労を知ることができました。生きている戦傷病者の方には、

今をしっかりと生きていただいてほしいです。

・戦争のことや戦後の事などを知れました。実際に話が聞けたのでとてもさんこうになりました。とて

もいい勉強になったので今後の勉強に活かしたいです。

・暗い部屋の戦地での医療のを見てぬり薬も無いなんて今じゃ考えられない事だと思った。たくさんの死者

が出てほんとうにざんこくだなと思った。だけれどその人たちのおかげで今のこの日本があるんだなと思

い、感謝しないといけないと思った。

・戦争時代のことがよく分かり、勉強になりました。

・戦争ときくと、原爆や空襲、またその被害にあった人のことを思い浮かべて、戦場に行った兵士のこ

とはあまり考えたことがありませんでした。私はもちろん戦争を経験していないし、戦場へ行ったこ

ともないから、悲惨さは想像を超えるものだと思います。でも、この博物館に来たことで、少し戦争

のことを知ることができたと思います。病院のジオラマは正直こわかったですが、館の方から、実際

にはもっとひどかったと聞き、血の気が引くような思いがしました。戦争を経験していない私たちの

ような若い人たちが、もっと戦争のことを知る必要があると改めて感じました。

・展示がすごく細かくて、資料もたくさんあってとても参考になりました。野戦病院など今まであまり知ら

なかったけど、軍医の人もすごくつらい思いをしていることが痛いほど伝わった。

・実際にものが展示してあったので、文字だけではわからない物も自分の目でみることで理解しやすかった

です。戦争についてより深く考える、よいきっかけとなりました。

・展示の仕方も工夫されていて、見やすかったです。展示されている資料も本物が多く、戦争はどういう者で

あったのか、理解を深めることができました。

【１０歳未満】

・昔の戦争、またはいい物が見られて昔の人の生活がわかりました。
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寄贈者名 都道府県
独立行政法人国立病
院機構箱根病院 神奈川県

長野県健康福祉部地
域福祉課保護恩給係 長野県

奈良県傷痍軍人会 奈良県
大阪府傷痍軍人会 大阪府
福岡県傷痍軍人会 福岡県
宮崎県傷痍軍人会 宮崎県
沖縄県傷痍軍人会 沖縄県

平成２4年度資料提供者御芳名
24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

（都道府県別、順不同、敬称略）

（団体）

＜平成２4年度資料提供者＞

寄贈者名 都道府県
遠藤　八重子 北海道
千葉　ミキ 岩手県
福田　敏子 千葉県
浅沼　康成 東京都
木村　益雄 東京都
西村　健吾 東京都
富田　郁子 東京都
野村　英子 群馬県
郷　晃 山梨県
宮崎　謙三 富山県
細野　みや子 岐阜県
森　茂雄 岐阜県
吉田　良平 岐阜県
上田　毅八郎 静岡県
西山　周子 京都府
柏木　和子 和歌山県
丸山　義雄 大阪府
水田　政雄 兵庫県
金安　昇作 岡山県
小早川　宗 島根県
安部　勝一 香川県
田中　照美 香川県
森田　笑子 高知県
山﨑　美重子 高知県
玉井　保雄 福岡県
田中　鉄男 福岡県
吉村　俊 宮崎県
奥田　盛人 熊本県
國吉　昇 沖縄県

（個人）
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（都道府県別、順不同、敬称略）＜平成２４年度図書提供者＞

寄贈者名 都道府県
札幌市総務局行政部文化資料室 北海道
青森県立郷土館 青森県
平和のための戦争展・喜多方実行委員会 福島県
予科練平和記念館 茨城県
流通経済大学三宅雪嶺記念資料館 茨城県
埼玉県平和資料館 埼玉県
潮書房光人社 東京都
沖縄協会 東京都
科学技術館 東京都
学習院大学東洋文化研究所 東京都
小池書院 東京都
厚生労働省 東京都
国立公文書館アジア歴史資料センター 東京都
国立ハンセン病資料館 東京都
衆議院憲政記念館 東京都
昭和館 東京都
新潮社 東京都
杉並区立郷土博物館 東京都
多摩市文化振興財団 東京都
千代田区政策経営部広報広聴課 東京都
千代田区立九段生涯学習館 東京都
千代田区立日比谷図書文化館 東京都
東京大空襲・戦災資料センター 東京都
豊島区立郷土資料館 東京都
日本医事新報社 東京都
JCIIフォトサロン 東京都
日本カメラ財団 東京都
日本カメラ博物館 東京都
乃村工藝社 東京都
八王子市総合政策部市史編さん室 東京都
平和祈念展示資料館 東京都
町田市立自由民権資料館 東京都
明治大学博物館 東京都
吉川弘文館 東京都
わだつみのこえ記念館 東京都

（団体）（個人）
寄贈者名 都道府県

冨樫　利雄 山形県
小板橋　孝策 埼玉県
奈須　重雄 埼玉県
佐藤　慎次 東京都
鈴木　淳 東京都
土井　藍生 東京都
根木　東洋 東京都
松沢　晴夫 東京都
吉田　裕 東京都
新井　恵美子 神奈川県
新井　勝紘 神奈川県
狩野　貞江 神奈川県
木村　益雄 神奈川県
美濃部　幸恵 神奈川県
徳田　保久 石川県
上田　毅八郎 静岡県
森　茂雄 岐阜県
吉田　良平 岐阜県
和田　昇 岐阜県
川人　義明　 大阪府
吉田　真知子 大阪府
小早川　宗 島根県
森田　笑子 高知県
山田　寿雄 高知県
田中　照美 香川県
中村　国夫 福岡県
Lee pennington アメリカ
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（都道府県別、順不同、敬称略）＜平成２４年度図書提供者＞

寄贈者名 都道府県
戦時下の小田原地方を記録する会 神奈川県
横浜市史資料室 神奈川県
横須賀市総務部総務課 神奈川県
長野県立歴史館 長野県
内藤記念くすり博物館 岐阜県
愛知県公文書館 愛知県

「平和のための博物館・市民ネットワーク」事務局 愛知県
大阪府傷痍軍人会 大阪府
堺市立平和と人権資料館 大阪府
ピースおおさか 大阪府
立命館大学国際平和ミュージアム 京都府
呉市海事歴史科学館 広島県
福岡県傷痍軍人会 福岡県
宮崎県傷痍軍人会 宮崎県
天草市立天草アーカイブズ 熊本県
玉東町教育委員会 熊本県
沖縄県傷痍軍人会 沖縄県
沖縄県平和祈念資料館 沖縄県
National Museum of Health Medicine アメリカ

（団体）
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年　月 学　　校　　名
平成２４年４月 学習院女子中等科

読売理工医療福祉専門学校
草苑保育専門学校
神奈川県立川崎北高等学校
早稲田速記医療福祉専門学校

５月 石川県金沢市立高岡中学校
草苑保育専門学校
愛知県豊田市立下山中学校
山形県鶴岡市立鶴岡第三中学校
陸上自衛隊衛生学校
岐阜県八百津町立八百津中学校

６月 共立女子中学高等学校
浦和ルーテル学院高等学校
関東学院大学
愛知県犬山市立城東中学校
愛知県犬山市立南部中学校
陸上自衛隊小平学校
陸上自衛隊衛生学校
東京都東村山市立第二中学校

７月 学習院大学
東京都練馬区立関中学校

８月 東北学院大学
日本女子大学
中央大学附属高等学校
専修大学
東洋女子高等学校

９月 東京都世田谷区立桜木中学校
１０月 埼玉県立大学

二松学舎大附属高等学校
駿河台甲府中学校

年　月 学　　校　　名
１１月 東京都練馬区立南が丘中学校

目白大学
桐朋女子中学校
学習院大学
和光大学
東京都三鷹市立北野小学校

１２月 早稲田大学
カリタス小学校
陸上自衛隊富士学校
日本映画大学

 陸上自衛隊衛生学校
芝浦大学附属中学高等学校

平成２５年１月 淑徳大学
クラーク記念国際高等学校
二松学舎大学附属高等学校
武蔵野大学
草苑保育専門学校
東京都練馬区立石神井南中学校
東京都渋谷区立広尾小学校

２月 東京都練馬区立八坂中学校
神奈川県川崎市立玉川中学校
クラーク記念国際高等学校
東京都中野区立第七中学校
暁星中学校
東京都大田区立馬込中学校
埼玉県蓮田市立平野中学校
駿河大学甲府高等学校
陸上自衛隊小平学校

３月 埼玉県三郷市立三郷南中学校
昭和女子大学附属高等学校
陸上自衛隊富士学校

平成２４年度来館校御芳名
（順不同。敬称略）
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館　　　長

事務局長 総　務　係総　務　課

経　理　係

図　書　係

学　芸　課 学芸情報係

組　織

２４

年　　月 来館者数（人） 備　　　考

平成２４年　４月 　　　１３，５６８ 「春の企画展」（３／１７）～５／２０

５月 　　　１４，７１０ 「春の企画展」　　　〃

「企画上映会」５／２２～７／２２

６月 　　　１２，４２４ 「企画上映会」　　　〃

７月 １２，４８０ 「企画上映会」　　　〃

「夏の企画展」７／２５～９／２３

８月 　　　１７，２３６ 「夏の企画展」　　　〃

９月 　　　　９，８９２ 「夏の企画展」　　　〃

１０月 　　　１２，６６４ 「企画上映会」１０／２～１２／２７

１１月 　　　　８，２６４ 「企画上映会」　　　〃

１２月 　　　　８，０１２ 「企画上映会」　　　〃

平成２４年　１月 　　　　５，２１０

２月 　　　　７，１１８

３月 　　　  ９，８５９ 「春の企画展」３／２０～（５／１２）

計 　　１３１，４３７
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夏の企画展チラシ

普及広報関連資料
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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までです） 

休 館 日／月曜日（祝日または振替休日の場合はその翌日） 

     年末年始（１２月２８日～１月４日） 

音声ガイドがあります。（無料） 

団体で見学される場合には、なるべく来館予定日をご連絡下さい。 

車椅子、ロッカーは無料でご利用になれます。 

 

                交通のご案内 

 

東京駅（東京メトロ丸ノ内線）→大手町（東京メトロ半蔵門線）→九段下 

渋谷駅（東京メトロ半蔵門線）→九段下 

新宿駅（都営地下鉄新宿線） →九段下 

上野駅（東京メトロ銀座線） →日本橋（東京メトロ東西線） →九段下 

※九段下駅下車、６番出口から徒歩１分 

 

都営バスをご利用の場合 

「九段下」停留所から徒歩１分（高７１系統（九段下～高田馬場）） 

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。 

※車椅子でご来館される場合は館のＡ入口をご利用ください。 
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しょうけい館年報 平成２４年度（第７号） 

  平成２５年９月発行 

  編集発行  しょうけい館 戦傷病者史料館  

〒１０２－００７４ 東京都千代田区九段南１－５－１３ 

ツカキスクエア 九段下 

        電話 ０３（３２３４）７８２１  

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




