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ごご  ああ  いい  ささ  つつ  

  
  

令和３年３月１日に、故奥野義章館長の後任として、第４代しょうけい館館長に就任い

たしました。 

 しょうけい館が開館して早くも１５年の月日が経ちましたが、私は館の設立準備段階か

ら検討委員として関与させていただき、さらに開館後も、運営にかかわる有識者会議のメ

ンバーとして、館の活動を応援してまいりました。これからは、館長として館の活動がより

活発化するよう働きたいと思っています。 

 

 令和２年度は、令和元年度より続くコロナ禍により館の活動にも様々な影響がありまし

た。令和２年２月２８日からの臨時休館は、年度を越え継続し５月３１日まで続きました。 

夏の恒例イベントである「夏休み３館めぐりスタンプラリー」、「こども霞が関見学デー」

への参加は中止となりました。また、令和２年３月より休止している団体見学の受付は、令

和２年度内に再開することはできませんでした。それにより団体見学者向けの語り部講話

も休止が続いたため、語り部の活動として１０月より定期講話会を開催しましたが、これ

も感染拡大に伴い２か月余りで活動休止とせざるを得ませんでした。 

しかしながら、夏・春の企画展や岩手県盛岡市で開催しました地方展は、無事開催するこ

とができました。 

また、自宅や職場からでも当館のことを知っていただけるように、企画展などの詳細な

情報をホームページで発信するなどインターネットを介した情報提供の充実を図り、コロ

ナ禍に対応した活動も進めてまいりました。 

 

 戦後７５年余りが経過し、戦争の実体験を語ることができる方は僅かになってしまいま

した。それだけに、戦争で傷つき病に倒れた方々の労苦を語り継いでいく活動は、戦争のな

い平和な日本を維持し続けるためにも極めて重要なものであります。 

 私も、開館以来の方針を受け継ぎ、誠心誠意努める所存ですので、ご指導ご支援のほど、

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 ここに令和２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。 

 

 

令和３年１１月                       しょうけい館 

館長   原  剛 
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◆施施設設概概要要  
 
設設立立趣趣旨旨  

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。 

 

館館名名  

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

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

なお、館の性格を明らかにするものとして「戦傷病者史料館」という名称を附記している。 

 

施施設設のの概概要要  

（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㎡） 

 

運運営営  

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。 

 

◆◆事事業業内内容容  
  
展展示示事事業業  

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。 

 

図図書書映映像像資資料料等等閲閲覧覧事事業業  

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。 

 

関関連連情情報報提提供供事事業業  

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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◆◆フフロロアア構構成成  
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◆◆令令和和２２年年度度主主要要事事業業  

 

令和２年  ６月 ２日～７月１２日 第２５回 ミニ展示 「上田毅八郎絵画展」 

 

      ６月 ２日～７月１２日 定期上映会「戦傷病者の証言」 

～収録地域別③関東地方編その２～ 

 

７月１４日～９月１３日 夏の企画展「車いすと戦傷病者」 

企画展上映会「企画展関連証言映像上映」 

 

９月１５日～１２月２７日  第２６回 ミニ展示 

「寄贈資料紹介―シベリア珪肺」 

 

      ９月１５日～１２月２７日 定期上映会「戦傷病者の証言」 

～収録地域別④中部地方編その１～ 

 

     １０月 ２日～１０月１１日 

            戦後７５年３館連携企画展「未来へつなぐ戦中・戦後の記憶」 

            （於：盛岡市民文化ホール展示ホール） 

 

令和３年  １月 ８日～３月 ７日 第２７回 ミニ展示 

「宮本三郎 描かれた傷痍軍人」 

 

１月 ５日～２月 ９日、２月１７日～３月１４日  

定期上映会「戦傷病者の証言」 ～収録地域別⑤中部地方編その２～ 

 

      ２月１０日～２月１６日 平和祈念展示資料館絵画展との連携企画 

 

      ３月１６日～５月 ９日 春の企画展「病床からフィールドへ 

     ～スポーツに取り組んだ戦傷病者の軌跡～」 
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◆◆各各事事業業 

ⅠⅠ  展展示示事事業業  
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。 

 

１１  常常設設展展示示  

（（１１））常常設設展展示示  

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」「箱根療養所」「ともにのりこえて」の各ゾーンで構成している。 

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。 

また、「めくり式証言台」は、感染症対策の一環として撤去したため、これをまとめた

小冊子『戦傷病者とその家族の体験記』を受付で無料配布することで対応している。展

示資料付近には各所に椅子を配置し、時間をかけて展示を見て回ることが出来るような

工夫をしている。 

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。証言映像は時期によって様々なテーマを設定し、

また企画展や各関連施設とも連携の上、来館者へ視聴を促している。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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《《※※資資料料展展示示のの基基本本的的考考ええ方方》》  

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。 

 

 

  

  

また、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、レプリカへの入れ替えをしている。 

 

２２  企企画画展展等等のの開開催催  

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。 

令和２年度の実施内容については次のとおりである。 

 

（（１１））企企画画展展のの開開催催  

①「夏の企画展」 

タイトル  車いすと戦傷病者 

開催期間  令和２年７月１４日（火）～９月１３日（日） 

協  力  株式会社オーエックスエンジニアリング 

開催内容  戦場で脊髄を負傷し、箱根療養所で車いす生活を送った戦傷病者を

中心にその労苦を振り返った。また、車いすそのものにも目を向け、

援護のはじまり 援護のあゆみ 
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当時の車いすの役割や、戦後のパラリンピックスポーツへの発展に

ついても紹介した。当館所蔵の「箱根式車いす」に加え、最新式の競

技用車いすも展示した。 

   

 

 

②「春の企画展」 

  タイトル   病床からフィールドへ ～スポーツに取り組んだ戦傷病者の軌跡～ 

開催期間  令和３年３月１６日（火）～４月２４日（土） 

          ６月 １日（火）～６月１３日（日） 

（※４月２５日（日）～５月３１日（月）は臨時休館） 

協  力  公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

社会福祉法人太陽の家 

資料提供  公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

開催内容  身体機能の回復・強化を目指すなかで、戦傷病者がスポーツとどの

ように関わってきたのかを紹介したほか、戦時中に開催された傷病

兵によるスポーツ大会や戦後の1964年東京パラリンピックを通して、

当時の戦傷病者とスポーツの関係を展示した。 

また、コロナ禍において来館を控えている方への周知として、展示

を紹介する特設のホームページを設置した。 

   

企画展示風景 車いす 

企画展示風景 企画展示風景 
76
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（（２２））ミミニニ展展示示 

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２５回  「上田毅八郎絵画展」 

会  期  令和２年６月２日（火）～７月１２日（日） 

内  容  海洋船舶画家として名高く、戦傷病者でもある上田毅八郎氏の原画

やスケッチ図を展示した。 

展示資料  風景画、「病院船氷川丸（プラモデル）」、絵葉書、筆類ほか 

 

第２６回  「寄贈資料紹介 シベリア珪肺」 

会  期  令和２年９月１５日（金）～１２月２７日（日） 

内  容  シベリア珪肺患者である山本泰夫氏のご家族より寄贈いただいた酸

素ボンベや病床日誌などの資料を展示したほか、シベリア珪肺の患

者団体の立ち上げに関するエピソードを紹介した。 

展示資料  シベリア珪肺全国連絡協議会の会報、酸素ボンベ、「病床日誌」ほか 

 

第２７回  「宮本三郎 描かれた傷痍軍人」 

会  期  令和３年１月８日（日）～３月７日（日） 

協  力  公益財団法人せたがや文化財団 世田谷美術館 

内  容  １９４４（昭和１９）年に制作された宮本三郎画≪軍事保護院総裁

箱根療養所慰問≫（寄贈：（独）国立病院機構箱根病院）を中心とし

て、戦時下における宮本三郎の画業と、描かれた傷痍軍人、箱根療養

所について紹介した。 

展示資料  絵画「軍事保護院総裁箱根療養所慰問」、「飢渇」、竹製品ほか 

 

 

（（３３））証証言言映映像像上上映映会会のの開開催催  

証言映像は、令和２年６月２日から３月１４日のうち企画展開催期間を除き「戦傷病

者の証言」を収録地域別に分けて上映した。 

令和２年７月１４日から９月１３日までは企画展に関連する証言映像を上映した。 

 

令和２年 ６月 ２日（火）～７月１２日（日） 

定期上映会「戦傷病者の証言～収録地域別③関東地方編その２～」 

関東地方で収録した証言映像２７本を上映 
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７月１４日（火）～９月１３日（日） 

企画展上映会「企画展関連証言映像上映」 

箱根療養所で暮らした戦傷病者とその家族などの証言映像 

１８本上映 

 

       ９月１５日（火）～１２月２７日（日） 

定期上映会「戦傷病者の証言～収録地域別④中部地方編その１～」 

中部地方で収録した証言映像２４本を上映 

 

１月 ５日（火）～３月１４日（日） 

定期上映会「戦傷病者の証言～収録地域別⑤中部地方編その２～」 

中部地方で収録した証言映像２５本を上映 

 

       ２月１０日（水）～２月１６日（火） 

   定期上映会「戦傷病者の証言～シベリア抑留編～ 

（平和祈念展示資料館 連携企画）」 

シベリア抑留を経験した戦傷病者の証言映像を上映 

 

 

98
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３３  地地方方展展のの開開催催 

令和２年度は戦後７５年３館連携企画展として岩手県（盛岡市）にて開催した。 
 
ししょょううけけいい館館（（戦戦傷傷病病者者史史料料館館））－－岩岩手手展展－－  

開催期間  令和２年１０月２日（金）～１０月１１日（日） 
会  場  盛岡市民文化ホール（展示ホール） 
来場者数  １，２９３人 

終戦から７５年を迎え、戦後生まれの世代が大多数を占める今日、戦

争体験者が少なくなり、戦争に関する資料も貴重なものとなってい

る。戦争体験者の記憶を次の世代へつなぐため、しょうけい館、昭和

館、平和祈念展示資料館が戦中・戦後の労苦を伝える展示会を合同で

行った。しょうけい館は、戦場でけがを負った際に身に着けていた資

料を中心に展示し、さまざまな障害を乗り越えようとした人々の姿

を紹介した。 

         
  

４４  来来館館者者対対応応  

（（１１））「「展展示示資資料料一一覧覧」」等等のの配配布布  

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

を配布した。また、２階常設展示室の各ゾーンに設置している「体験記」（抜粋）を冊子

にして、来館者の要望に応じて配布した。 

 

（（２２））学学芸芸員員等等のの展展示示解解説説  

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。常設展示については、昨

年度までは来館者（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

1110
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学芸員等が適宜対応したが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止した。 

 

（（３３））音音声声ガガイイドドのの貸貸出出  

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。 

 

（（４４））「「企企画画展展」」ののパパンンフフレレッットト等等のの配配布布  

令和２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。 

 

             

   

 

（（５５））小小・・中中学学生生用用展展示示解解説説書書のの配配布布  

小・中学生用展示解説書を増刷し、小・中学生の来館者に配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の企画展パンフレット 

子ども解説シート 

1110

夏の企画展パンフレット春の企画展パンフレット

子ども解説シート
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（（６６））レレフファァレレンンスス・・ササーービビスス  

令和２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》（Ｐ1６）を

参照）。 

1312
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５５  実実物物資資料料等等のの収収集集とと保保存存 

（（１１））実実物物資資料料等等のの収収集集状状況況  

令和２年度末までに収集した実物資料等は次の表の通りである。 

 令和元年度まで 令和２年度 累計 

寄 贈 ２９，６８６ ２６６ ２９，９５２ 

購 入 １，１９０ １１ １，２０１ 

計 ３０，８７６ ２７７ ３１，１５３ 

 

《主な寄贈資料》 

履歴表、現認証明書、症状経過書、病床日誌、傷痍軍人証、軍人傷痍記章臨時授与証書、

補装具、軍事郵便、軍袴、日赤看護婦帽子、海軍訓友会資料、会旗（岐阜県傷痍軍人会

西濃支部）、腕章（岐阜県傷痍軍人会）等 

 

（寄贈資料例） 

 

 

《主な購入資料》 

傷痍軍人広島療養所絵葉書、明治三十七八年戦役 野戦第七師団傷者紀事、等 

傷痍軍人証 

日赤看護婦帽子 

会旗（岐阜県傷痍軍人会西濃支部） 

補装具 

1312

補装具

傷痍軍人証

日赤看護婦帽子

会旗（岐阜県傷痍軍人会西濃支部）
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（（２２））実実物物資資料料等等のの保保存存・・管管理理  

①保管倉庫借上げ 

平成２０年度から、所蔵する寄贈等資料については、温湿度等が適確に管理されてい

る美術品専門の保管倉庫を借り上げて保存・管理をしてきたが、平成２６年５月に、し

ょうけい館３階の元（財）日本傷痍軍人会の事務所を借上げて収蔵庫とし、資料の大半

を館内に移した。絵画など、より微細な温湿度管理が必要とされる資料は、引き続き保

管倉庫での保管としている。 

 

②燻蒸処理 

虫害やカビの発生防止のため、令和元年１０月以降に寄贈された資料、義肢などを

中心に、令和２年１０月２６日～１０月３０日に館内で燻蒸を実施した。 

  

  

６６  常常設設展展示示室室等等のの管管理理  

  

（（１１））温温湿湿度度のの適適正正なな管管理理  

常設展示室と収蔵庫は、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。 

  

燻蒸処理の様子 

３階収蔵庫写真 

1514

３階収蔵庫写真

燻蒸処理の様子　
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ⅡⅡ  図図書書映映像像資資料料等等閲閲覧覧事事業業  

 

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。 

 

１１  図図書書閲閲覧覧室室  

（（１１））図図書書文文献献のの閲閲覧覧  

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、ご家族等が記した体験記を中心に労苦に関係する図書、現

在の身体障害者施策や医療施策等のベースとなった当時の戦傷病者への軍陣医療の施

策等を記した図書文献、戦争に関する基本的図書文献等が閲覧できる。図書文献につい

ては、体験記、軍事保護、医療・衛生史、恩給制度、部隊史、戦記、歴史などのジャン

ルに分類されている。これら図書文献については、館外貸出はできないが、図書検索コ

ーナーに配置してある図書検索端末機を使用して収蔵図書文献情報を閲覧できる。 

 

（（２２））図図書書文文献献のの収収集集状状況況  

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。  

令和２年度末までに収集した図書文献は、累計で１０，２０８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 

 令和元年度まで 令和２年度 累 計 

寄 贈 ６，７６０ １７ ６，７７７ 

購 入 ３，４１３ １８ ３，４３１ 

計 １０，１７３ ３５ １０，２０８ 

 

 

 

 

1514
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令和２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》 

『戦中戦後の箱根病院：パラリンピックに出場した傷痍軍人』、『1964 年の東京パラリ

ンピック：すべての原点となった大会』、『恩給行政史』、『敗戦ビルマでの一日赤救護

班：その快勤と遭難』等 

 

《主な購入図書文献》 

『蒼穹 第４巻第１号』、『故陸軍三等軍医正佐藤信次君陣中日誌』、『衛生材料業務要覧』、

『明治三十七八年海戦史』、『明治三十七八年戦役日本赤十字社救護紀念』等 

 

（（３３））図図書書文文献献のの収収蔵蔵状状況況  

収集図書は、１階図書閲覧室及び３階書庫において収蔵している。１階図書閲覧室は

開架となっており、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。３階書庫及び１階ガラスケースについては閉架となっており、流通数が少

なく入手困難な図書や、経年劣化の見られる図書などを中心に管理している。閉架図書

については、状態にもよるが閲覧請求を受け次第提供を行なっている。 

 

（（４４））特特設設ココーーナナーーのの設設置置  

例年、企画展やミニ展示および証言映像シアターでの上映会に合わせて、関連する図

書等の特設コーナーを設置して閲覧に供しているが、本年度は感染症対策の一環として

実施を控えた。 

  

（（５５））レレフファァレレンンスス・・ササーービビスス  

令和２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。近年は戦傷病者のみならず、戦争

体験者である父祖の戦地における足跡をたどるための照会が増えており、期待に応えき

れないケースもある。これらの照会に対しては「お問い合わせ一覧」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。 

 

《《※※照照会会・・対対応応例例》》  

・「漢口第一陸軍病院があった場所を探している」は、戦後に病院跡を来訪した記録が収

録されている、当該病院で初年兵教育を受けていた部隊の戦友会誌などを紹介。 

・「1964年パラリンピックに出場した戦傷病者を探している」には、『東京パラリンピッ

ク』、『戦中戦後の箱根病院』などを紹介。 

1716
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２２  証証言言映映像像シシアアタターー  

（（１１））証証言言映映像像のの制制作作等等  

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７５年以上が経過し、

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、リハビ

リの様子、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。 

令和２年度においては、神奈川県で１件、戦傷病者のご家族の証言を収録。詳細につ

いては次の通りである。 

 

収 録 対 象 者：神奈川県在住の戦傷病者のご家族 

収 録 時 期：令和２年９月 

証 言 映 像：「箱根療養所で暮らした家族の１０年」 

 

（（２２））証証言言映映像像のの上上映映  

証言映像は、企画展や他館連携企画の内容に合わせたプログラムや定期上映会「戦傷

病者の証言」として、収録地域別のプログラムや、沖縄戦での受傷に関する上映会など

を行い、証言映像シアターで毎日上映した（Ⅰ－２－（３）（Ｐ８）に記載のとおり）。 

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。 

 

 

（（３３））証証言言映映像像ＤＤＶＶＤＤのの貸貸出出  

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おり、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。令和２年度のＤＶＤ貸出件数については、各種団体８件（１６本）であり、内訳

は学校２件（６本）、自治体・公共施設４件（４本）、その他団体２件（６本）であった。 

  

1716
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ⅢⅢ  関関連連情情報報提提供供事事業業  
 

関連情報提供事業では、戦傷病者とその妻やご家族等が体験した戦中・戦後の労苦にか

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

の類似施設等の概要及び文献等にかかる情報について提供することとしている。 

館所蔵の実物資料、図書文献情報等にかかる情報については、１階の情報検索コーナー

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。 

 

 

１１  情情報報検検索索ココーーナナーー  

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、図書文献資料情報を提供している。全資料の横断検索や、異体字・類義語辞書

によるあいまい検索にも対応している。 

 

 

 

（（１１））実実物物資資料料情情報報のの提提供供  

提供している情報は、「資料名」「戦傷病者名」「提供者名」「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について寄贈者（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いる。 

令和２年度末現在、情報を提供している実物資料は、９，０６１点である。資料情報

については整理中であり、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 

1918

検索端末画面



22 

（（２２））戦戦傷傷病病者者のの記記録録情情報報のの提提供供  

戦傷病者個々人の記録がほとんど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。 

令和２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５６８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。 

 

（（３３））証証言言映映像像情情報報のの提提供供  

令和２年度末までに収録した１９７本の証言映像については、来館者が任意に検索し

た証言映像情報を閲覧できるようにしている。これまでは検索結果として文字情報のみ

が表示されていたが、改修により証言映像の画像も表示されるようになった。 

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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

証言映像検索画面 

1918

証言映像検索画面
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（（４４））図図書書文文献献資資料料情情報報のの提提供供  

館所蔵の図書文献情報は、図書文献検索画面から検索し、閲覧することができる。ま

た、令和２年３月よりデジタル化した図書の閲覧機能を追加した。これにより、既にデ

ジタル化を終えた『日傷月刊』や『みくにの華』など一部の図書が情報検索端末にて閲

覧可能となった。 

 

 

 

《《図図書書文文献献情情報報のの提提供供》》 

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。令和２年度末現在、提供している図書文献の情報数

は６，７８１冊である。 

  

  

２２  館館ホホーームムペペーージジ  

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令和２年度末現在、７４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、令和３年３月までのホームページへのアクセス回数の累計は 

８４２，８１６件（平成２年３月までは８１３，２１０件）となっている。 

 

 

 

図書文献検索画面 デジタル化図書閲覧画面 
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図書文献検索画面 デジタル化図書閲覧画面
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３３  館館内内情情報報シシスステテムムのの運運用用管管理理  

（（１１））シシスステテムム運運用用管管理理  

来館者に対しては、情報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に設置している検索端末機の操作は、画面の案内にしたがっ

て画面を指で触れるだけで必要な情報が表示されるタッチパネル方式を採用している

ことから、特に年輩の利用者には好評を得ている。 

今年度は新型コロナウイルス感染症防止対策の一環として通常は検索端末を稼働休

止とし、利用希望があった場合利用可能な状態に切り替える運用とした。また、利用終

了後は机やマウス等を除菌した。 

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っている。データの保

全については万全の対策を講じている。 

 

（（２２））デデーータタベベーースス構構築築・・運運用用管管理理 

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 

 

（（３３））ホホーームムペペーージジ運運用用管管理理  

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２回以上の更新の他、必要に応じて

随時更新を行っている。 
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ⅣⅣ  普普及及広広報報等等事事業業  

  

１１  広広報報活活動動  

（（１１））ホホーームムペペーージジにによよるる最最新新情情報報のの提提供供  

「館だより」においては、企画展およびミニ展の案内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。 

 

令和２年度「館だより」 

第２２３号 「三角巾のルーツ」（訂正） 

第２２４号 令和２年度夏の企画展「車いすと戦傷病者」 

第２２５号 戦後７５年 ３館連携企画展「未来へつなぐ 戦中・戦後の記憶」 

第２２６号 令和２年度ミニ展「寄贈資料紹介 シベリア珪肺」 

第２２７号 令和元年夏の企画展「病院船」にて配布のパンフレット記載内容の訂正について 

第２２８号 令和２年度証言映像（神奈川）について 

第２２９号 新年のご挨拶 

第２３０号 令和２年度ミニ展「宮本三郎 描かれた傷痍軍人―」 

第２３１号 奥野義章館長の逝去について 

第２３２号 令和２年度 春の企画展を開催いたします。 

第２３３号 新館長ご挨拶 

2322
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（（２２））企企画画展展ののポポススタターー等等のの配配布布  

「夏の企画展」（令和２年７月～９月開催）では、開催趣旨及び企画展の内容の周知を

図るため、ポスター、チラシ、ハガキを作成して、既来館者、既来館校をはじめ、友の

会会員や資料寄贈者、国の関係行政機関、都道府県及び市（区）町村（援護担当部署）、

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

機関、旅行会社修学旅行担当部署、マスコミ各社等に対し配布した。また、展示解説の

パンフレット（Ａ４版冊子）を来館者等に配布した。 

  

  

館だより 第２２６号 ２０２０年１０月１日

2322

館だより　第２２６　２０２０年１０月１日
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（（３３））館館年年報報のの配配布布  

令和元年度年報（第１４号）を令和２年１１月、全国の関係機関等に配布した。 

 

（（４４））関関係係団団体体「「機機関関紙紙」」等等へへのの記記事事掲掲載載  

「広報千代田」（１１回）をはじめ、多くの広報媒体に企画展および証言映像プログラ

ムの紹介記事等の掲載を依頼した。 

  

（（５５））ＷＷＥＥＢＢ広広報報  
前年度に引き続き、インターネットのＷＥＢ情報サイトに企画展および証言映像プロ

グラム情報の掲載を実施した。 
また、コロナ禍において来館せずとも展示を楽しんでいただけるよう、企画展の詳細

なページを制作した。 

  
令和２年度春の企画展  

「病床からフィールドヘ」企画展特設ページ 
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令和２年度春の企画展　
　　　　　「病床からフィールドへ」企画展特設ページ



28 

 
（（６６））ここどどもも霞霞がが関関見見学学デデーーへへのの参参加加（（中中止止））  

例年、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、厚生労働省を通じて戦傷病者と

ご家族等の労苦を知る機会を提供することを目的として参加している。今年度は新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大のため中止となった。 

 

（（７７））関関係係機機関関等等ととのの連連携携 

① 千代田区ミュージアム連絡会との連携 

東京都千代田区内に所在する３０の施設によって組織される、千代田区ミュ－ジアム

連絡会に所属し情報交換、館の紹介等を行っている。 

 

② 関係施設等連携会議 

厚生労働省、総務省、昭和館、平和祈念展示資料館及び当館による「関係施設等連携

会議」に出席し、３館連携についての協議を行い、次の事業を実施した。 

 

１）特別展示 「宮崎静夫展―鎮魂を祈る―」 

開催期間  令和３年２月１０日（水）～２月１６日（火） 

主  催  平和祈念展示資料館 

協  力  昭和館、しょうけい館 

当館では、シベリア抑留を経験された戦傷病者の証言映像上映のほか、

手記などの関連図書を１階図書閲覧室で紹介した。 

 

２）夏休み３館めぐりスタンプラリー（中止） 
例年、戦中・戦後の労苦をより多くの方に知っていただくため、夏休み期間に

合わせてスタンプラリーを実施している。今年度は新型コロナウイルス感染症の

感染拡大のため中止となった。 
  
（（８８））貸貸出出キキッットトのの貸貸出出  

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

当館ホームページなどにより積極的に告知に努め、今後も貸出キットの貸出しについ

て周知を推進していくこととする。 

令和２年度の貸出件数は、４件であった。 
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２２  新新聞聞報報道道等等  

館の紹介として、新聞では「東京新聞」「毎日新聞」「読売新聞」「産経新聞」「日経新聞

「岩手新報」等で掲載された。なお、新聞以外でも館の常設企画展示等がテレビや雑誌に

て紹介された。  

      

 

「東京新聞」（令和２年８月１６日付） 

2726

「東京新聞」（令和２年８月１６日付）
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ⅤⅤ  戦戦中中・・戦戦後後のの労労苦苦をを伝伝ええるる戦戦後後世世代代のの語語りり部部育育成成事事業業 

  

１１  語語りり部部育育成成事事業業  

戦中・戦後の労苦を直接体験した方々が高齢となり、当時のことを語り継ぐことが難し

い状況にある。当館では、戦傷病者とその妻やご家族等が戦中・戦後に体験した様々な労

苦体験を受け継ぎ、それを次世代に伝える語り部を育成するための事業（以下、「語り部育

成事業」という）を行っている。すでに１期生は研修を修了し、語り部活動を行っている。

平成２９年度は２期生が研修を開始、平成３０年度には３期生を募集して研修を開始した。

研修は３年かけて基礎知識・講話演習・講話実施と段階的に実施している。 

 

①  第２期生 

 ３年目を迎え、講話原稿の作成と発表練習を実施した。新型コロナウイルス感染拡大に

伴い、研修はオンライン研修会や個別研修に切り替え実施した。令和２年９月１２日（土）

に講話審査会を行い、８名が審査に合格した。 

 

②  第３期生 

 １年目に作成したミニ講話の発表、講話原稿の作成、発表練習を実施した。２期生と同

様に、オンライン研修会や個別研修に切り替え継続している。令和２年１２月１９日（土）

に１期生による講話発表の聴講を行った。 

 

 

第２期生審査会               第３期生研修 
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ⅥⅥ  戦戦中中・・戦戦後後のの労労苦苦をを伝伝ええるる戦戦後後世世代代のの語語りり部部活活動動事事業業  

  

１１  語語りり部部活活動動事事業業  

令和元年１０月から、戦中・戦後の労苦を伝える次世代の語り部事業を開始している。

この事業は、語り部育成事業の研修を修了した語り部が、証言映像の証言者の体験を中心

に、戦傷病者とそのご家族の労苦を伝える事業のことである。活動には、館内講話と派遣

講話があり、館内講話は1階シアターで、派遣講話は申込者が指定した会場で講話を行っ

ている。今年度は、９月に語り部研修を修了した２期生８名へ新たに委嘱証を発行した。 

また、定期講話会を開催し、個人の来館者に講話を聴く機会を提供することともに、講

話技術向上を目指した。 

 

① 団体見学者の講話 

新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、今年度は団体見学の受け入れを休止

しており、団体見学者向けの講話の実施は無かった。 

 

② 派遣講話 

語り部を館外の指定会場へ派遣する講話を行った。９月・１１月・１２月それぞれ１

団体に対して実施した。 

 

《語り部講話派遣先》 

開催日 派遣先団体 人数 

令和２年９月１６日 ケアフレンド デイサービスなごみ １３ 

令和２年１１月７日 ケアフレンド デイサービスなごみ １２ 

令和２年１２月２５日 世田谷区教育委員会 ７ 

 

③ 定期講話会 

団体見学者向けの講話を休止していたため、定期講話会を令和２年１０月より新たに開

催した。１２月まで６回の講話会を実施したが、感染拡大のため１月より休止した。 

2928



32 

 

派遣講話（２０２０年１１月７日）    第４回定期講話会（２０２０年１１月２８日） 
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派遣講話（令和２年１１月７日） 第４回定期講話会（令和２年１１月２８日）
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ⅦⅦ  追追悼悼  奥奥野野義義章章  館館長長 

１１  追追悼悼  

 去る令和３年１月１５日、しょうけい館館長である奥野義章氏が逝去されました。９９

才でした。氏は平成１７年～平成２５年まで㈶日本傷痍軍人会会長、平成２６年よりしょ

うけい館館長を務められるなど、援護や障碍者福祉分野において活躍されました。温厚な

人柄で多方面からの相談や問い合わせに対し、多忙であっても相談者の気持ちを想い、豊

富な知識で協力されました。ここに奥野氏の功績をたたえ追悼させていただきます。 

 

２２  略略歴歴  

・大正１１年 福島県生まれ 

 ・昭和１９年 １８才で志願 

 ・昭和１７年 受傷（左大腿軟部盲管銃創 １回目） 

 ・昭和１８年 受傷（右上膊右前膊軟部貫通銃創 ２回目） 

     障害部位：機能障害（正中神経切断） 

 ・昭和２０年 終戦後、復員事務に携わる 

 ・昭和２７年 福島県傷痍軍人会設立に尽力 

 ・昭和３６年 福島県傷痍軍人会 理事 

 ・昭和４９年 日本傷痍軍人会 評議員 

 ・昭和５３年 福島県身体障害者福祉協会 評議員 

 ・平成１１年 福島県傷痍軍人会 会長 

 ・平成１３年 勲五等瑞宝章 受賞 

 ・平成１７年 日本傷痍軍人会 会長 

 ・平成２６年 しょうけい館 館長 

 ・令和 ３年 逝去 
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展展示示資資料料一一覧覧  
令和２年３月末現在 

＜＜２２階階展展示示資資料料＞＞    

■ プロローグ 

背景写真 仙台陸軍幼年学校生徒の行進 昭和19(1944)年3月 
梅本忠男撮影/立命館大学 

国際平和ミュージアム 

■ 軍人と徴兵制   

展示資料 
表彰状（南野万吉）・表彰状（南野壽惠） 昭和17(1942)年1月7日 

南野 万吉(大阪府） 
表彰記事『朝日新聞』大阪版 昭和17(1942)年1月7日 

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)年頃 
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） 

昭和10(1935)年12月 毎日新聞社 
着物や青年団服を脱いで憧れの軍服に着替える 

ガラス壁面 
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） 

写真 

■ 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)年頃 
田中 義文（大阪府） 

奉公袋・軍隊手牒（陸軍） 昭和13(1938)年頃 長田 明（山梨県） 

奉公袋  樋口 三郎（大阪府） 

履歴表（海軍） 
昭和15(1940)年6月～

20(1945)年10月 
佐藤 勇（岡山県） 

壁面 
展示資料  

出征時の答辞 昭和12(1937)年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） 
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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 
渡満出発桃山駅で見送人 昭和9(1934)年 中井 弘三（三重県） 

写真 

柱面写真 
昭和八（一九三三）年九月二十日 
大阪港より戦地へ 

 毎日新聞社 

展示資料  

略帽  加藤 房子（東京都） 

軍衣  遠藤 キクミ（福島県） 

軍袴  田中 成雄（愛知県） 

巻脚絆・飯盒・水筒  富松 實（岐阜県） 

編上靴  浅沼 徳藏（岩手県） 

■ 戦地での生活  

展示資料 

日記 
昭和12(1937)年8月15日

～13(1938)年5月14日 
土岐 きぬ子（岐阜県） 

慰問袋  近田 満子（岐阜県） 

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

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

出征記念写真・軍事郵便 
（近藤吉次朗→智恵子・健治） 

昭和13(1938)年8月30日 近藤 健治（北海道） 

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

軍事郵便葉書（南野万吉→乙松・壽惠） 昭和18(1943)年頃 

写真「上海にて」～軍馬と兵士・上海の山田部
隊野戦蹄鉄場 

昭和12(1937)年10月16日 毎日新聞社 

軍事郵便葉書（未使用）  千葉 ナミ子（岩手県） 

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

ヤシの実の水筒 昭和19(1944)年頃 比屋根 和宏（沖縄県） 

飯盒（はんごう） 昭和18(1943)年～終戦頃 亀岡 房芳（愛媛県） 

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

ガラス壁面 
写真 

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

昭和19(1944)年5月18日 毎日新聞社 

めくり式 
証言台 

「敵前で身体を停止」（『報告書』63頁）  雨宮 育朗（山梨県） 

「お前の家に牛がいたか（『報告書』196頁）  米田 幸作（京都府） 

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267頁）  道北 澄子（和歌山県） 

「生きる」（『報告書』284頁）  梅田 藤義（山口県） 

「隻眼となって」（『体験記録』118頁）  加藤 菊次（埼玉県） 

■ 受 傷    

展示資料 

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

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

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）  
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展示資料 

摘出弾  

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

＊証言「戦争の傷痕」（『報告書』121頁）  

事実證明書（難聴） 昭和20(1945)年2月20日 

坂本 吉之助（栃木県） 従軍證明書  

事実證明書（マラリア） 昭和20(1945)年8月20日 

戦場スケッチ（小名木二郎 画）  熊坂 ヨス（福島県） 

摘出弾 昭和20(1945)年１月頃摘出 森本 竹一（広島県） 

診断書 昭和20(1945)年2月1日 
藤谷 民男（広島県） 

＊証言「妻に感謝」（『体験記録』402頁）  

履歴表（海軍） 
昭和17(1942)年5月1日

～20(1945)年8月20日 
安東 次雄（大分県） 

背景写真 
トーチカ攻撃で負傷 戦友に助けられる兵士 昭和12(1937)年9月30日 

毎日新聞社 
マリアナ沖海戦 空から猛爆を受ける戦艦武蔵 昭和19(1944)年10月 

ガラス  
壁面写真  

浙贛作戦の一環として浙江省東部に展開された
戦闘 

昭和17(1942)年5月15日 

日中戦争 負傷した戦友を背負って徐州作戦 昭和13(1938)年6月 

シンボル 
展示資料 

軍帽 
昭和15(1940)年4月18日

受傷 
小田島 さと（新潟県） 

受傷時のメガネ 
昭和20(1945)年3月21日

受傷 
寺邊 作夫（三重県） 

煙草ケース 
昭和13(1938)年3月12日

受傷 
根本 信枝（広島県） 

牛革製カバン 
昭和20(1945)年6月25日

受傷 
村内 甚之助（福井県） 

軍長靴 
昭和17(1942)年11月8日

受傷 
福居 武彦（千葉県） 

めくり式 
証言台 

「敵前で身体を停止」（『報告書』63頁）  雨宮 育朗（山梨県） 

「片足切断して」（『報告書』225頁）  原 彌之助（滋賀県） 

「平和の尊さ」（『体験記録』329頁）  浅井 義信（三重県） 

「麻酔のない神経切断」（『報告書』272頁）  佐藤 勇（岡山県） 

「救護看護婦の受傷」（『報告書』267頁）  道北 澄子（和歌山県） 

■ 救護・収容   

展示資料 

制服・制帽  日本赤十字看護大学 

手製止血器具 
昭和20(1945)年6月～7月

頃 
武部 敏克（石川県） 

止血に用いた日章旗  細川 曻（岡山県） 

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

日記 
昭和12(1937)年8月15日

～13(1938)年5月14日 
土岐 きぬ子（岐阜県） 
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展示資料 

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  

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） 

 

恩賜の義指・義肢下賜御沙汰書 昭和18(1943)年頃 黒川 初夫（大阪府） 

絽刺（ろざし）の財布 昭和13(1938)年頃 村上 美津江（三重県） 

日記 
昭和18(1943)年6月1日

～19(1944)年3月11日 後藤 隆雄（岐阜県） 

入院中の写真（臨時名古屋第一陸軍病院にて） 昭和18(1943)年 

慰問文集 昭和13(1938)年 山田 安雄（埼玉県） 

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

恩賜の繃帯（ほうたい） 昭和17(1942)年頃 相羽 敏夫（静岡県） 

證明書 昭和20(1945)年6月30日 
矢野 進（福岡県） 

診断書 昭和20(1945)年6月21日 

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

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

小石川後楽園傷痍軍人錬成大会 昭和19(1944)年 藤川 勇（広島県） 

ガラス 
壁面写真 

シナ事変 昭和12(1937)年 日本赤十字社 

■ 退院後の社会復帰    

展示資料 

傷痍軍人證・軍人傷痍記章（戦傷）・     
軍人傷痍記章授與證書 

昭和16(1941)年12月1日 金田 歳春（山口県） 

軍人傷痍記章（公傷）  

塩谷 安治（和歌山県） 傷痍軍人證明書 昭和20(1945)年8月11日 

軍人傷痍記章臨時授與證書 昭和20(1945)年7月8日 

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

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

＊証言「障害を克服して」（『報告書』239頁）  

作業義手（製図用） 昭和20(1945)年使用 玉記 茂（京都府） 

背景 
ポスター 

「援護の光に輝く更生」恩賜財団軍人援護会 
長野支部 

 
立命館大学 
国際平和ミュージアム 

「護れ傷兵」軍事保護院  

ガラス壁面  
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 

 

秋葉 ヤエ 

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

 

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） 
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展示資料 
赤十字章  干場 繁雄（栃木県） 

草履  上野 美子（福島県） 

■ 終戦／占領そして戦後復興   

展示資料 

普通葉書（岐阜地方世話部→近田碩示） 昭和21(1946)年10月31日 近田 満子（岐阜県） 

傷痍軍人恩給受給見込證明書 昭和21(1946)年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 終戦 東京両国の焼け跡 昭和20(1945)年9月28日 

写真 食料難 買い出し列車は超満員 昭和20(1945)年10月 

めくり式 
証言台 

「右腕を切断して」（『報告書』230頁）  古野 四郎（滋賀県） 

「戦傷病者の妻として」（『報告書』102頁）  鈴木 不二子（静岡県） 

「二人三脚四十八年間の思い出」 
（『体験記録』266頁） 

 草野 美代子（大阪府） 

「戦傷病者の妻」（『報告書』341頁）  藤田 ユリ子（愛媛県） 

「盲目の漁師」（『報告書』250頁）  石原 敏（三重県） 

「隻腕の郵便集配」（『報告書』259頁）  坂本 政雄（和歌山県） 

■ 経済成長とくらしの変化    

展示資料 

義手 昭和30(1955)年 
川上 アキ子（長崎県） 

質札 昭和34(1959)年10月11日 

市営住宅使用料領収書 
昭和31(1956)年10月22日

～33(1958)年1月14日 
川上 アキ子（長崎県） 

＊証言「白衣の妻となりて」 
（『報告書』427頁） 

 

症状経過書 昭和33(1958)年10月27日 
亀岡 房芳（愛媛県） 

＊証言「九回の切開」（『報告書』335頁）  

日本傷痍軍人会指定旅館の看板  

田島 竹次郎（栃木県） 『友愛の泉』第8号 
（日光市身体障害者友愛会） 

昭和38(1963)年7月21日 

背景写真 質札・市営住宅使用料領収書  川上 アキ子（長崎県） 

■ 傷病とともに生きる    

展示資料 

摘出弾 昭和40(1965)年頃摘出 
谷口 セイ子（和歌山県） 

上肢補助器具 昭和30(1955)年頃 

診断書  昭和28(1953)年2月１日 

笠原 フジ（新潟県） 

摘出弾 
昭和28(1953)年2月20日、

56(1981)年12月2日 摘出 

発作記録簿 
 

昭和55(1980)年10月9日

～56(1981)年11月8日 

（シベリア珪肺の証言）  阿部 武一（山形県） 

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

 
  

車椅子 昭和22(1947)年 
 

駕籠（かご）・将棋盤・囲碁台  

展示資料 皇太子同妃両殿下御来訪記念トロフィー 昭和40(1965)年1月29日 独立行政法人 
国立病院機構箱根病院 
  回覧簿 昭和39年度 

 皇太子ご夫婦のご慰問（写真パネル） 昭和40(1965)年1月29日  

背景写真 

箱根療養所前の坂を登る渡邊重男・文枝夫妻 昭和46(1971)年8月18日 渡邊 文枝（神奈川県） 

皇太子・同妃殿下が箱根療養所を視察された 昭和40(1965)年1月 
独立行政法人 
国立病院機構箱根病院 

■ さまざまな戦後／さまざまな労苦    

展示資料 

義足 
平成3(1991)年～7(1995)

年頃使用 村田 俊雄（富山県） 

『若き日の従軍日記』（村田俊雄著） 平成11(1999)年補正改訂 

補助革靴 ～平成12(2000)年頃使用 
若本 末子（兵庫県） 

身体障害者手帳（神戸市） 昭和27(1952)年1月29日 

片足踏みペダル自転車  中島 外二（石川県） 

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

証言 
メッセージ 

「桃栗三年苦悩六年」（『報告書』171頁）  二口 敬（石川県） 

「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） 

「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） 

■ 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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＜＜１１階階展展示示資資料料＞＞    戦戦傷傷病病者者とと援援護護ののああゆゆみみ    

■ 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 

※めくり式証言台は感染症対策の一環として撤去しており、代わりに同じ証言を記した小冊子『戦傷病者とそ 

の家族の体験記』を配布している。 
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証証言言映映像像制制作作状状況況  
令和２年３月末現在 

映映像像タタイイトトルル  所所要要時時間間  証証言言者者氏氏名名  撮撮影影年年度度  

生きる・・・それは死ぬよりつらかった 10分02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41秒 西村 友雄 平成15年度 

失明の恐怖とシベリア抑留 8分46秒 本名 善次郎 平成15年度 

負けてたまるか！ 9分58秒 水沼 毅四郎 平成15年度 

手の代わりを腕が・・・ 10分44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39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54秒 渡邊 重男・文枝 平成15年度 

★箱根療養所 12分42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48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52秒 金泉 潤子郎 平成16年度 

傷痍軍人の妻として・・・ 14分58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54秒 山田 薫 平成16年度 

義足で、田んぼでも畑でも働いた 10分07秒 飯島 茂 平成16年度 

馬とともに戦った戦場 10分04秒 三浦 久良 平成16年度 

衛生兵の受傷 9分51秒 山崎 重蔵 平成16年度 

二人三脚で六十年余り 9分34秒 長澤 福太郎 平成16年度 

障害を超えたおおらかさ 9分38秒 野上 行三・みつ 平成16年度 

筆舌に尽くせぬ苦しみの日  々 10分08秒 田島 竹次郎 平成16年度 

海軍少年電測兵１５歳の受傷 10分01秒 村上 武 平成16年度 

見た目は何でもないが・・・ 9分45秒 大山 順市 平成16年度 

飢え マラリア 受傷 9分58秒 半田 準一 平成16年度 

隻眼の人生 9分58秒 丸山 正市 平成16年度 

二度の撃沈、受傷、そして発病・・・ 10分08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 10分14秒 菅 義美・澄子 平成16年度 

人生を変えた一発の銃弾 9分56秒 田島 一衛 平成16年度 

厳しい訓練も今となれば 9分51秒 内田 隆 平成16年度 

家族までもが戦禍に 10分15秒 郷 實 平成16年度 

死の瀬戸際で過ごした一年間 10分24秒 佐野 栄 平成16年度 

ひめゆりの悲劇 32分51秒 北城 良子 平成17年度 
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映映像像タタイイトトルル 所所要要時時間間 証証言言者者氏氏名名 撮撮影影年年度度 

義勇隊の一員として 22分17秒 玉城 孝助 平成17年度 

初年兵の沖縄戦 34分41秒 仲本 潤宏 平成17年度 

母に支えられて・・・ 31分05秒 又吉 キク 平成17年度 

★武良茂(水木しげる)にとっての戦傷 20分45秒 武良 茂 平成17年度 

支えられた歩み ～蔀肇さんの証言～ 15分07秒 蔀 肇 平成18年度 

遥かなる故郷 ～菅原光雄さんの証言～ 13分58秒 菅原 光雄 平成18年度 

平和の光を見つめて ～武田豊さんの証言～ 14分04秒 武田 豊 平成18年度 

赤レンガのぬくもり ～松田康人さんの証言～ 13分17秒 松田 康人 平成18年度 

父のまなざし ～高松秀次さんの想い出～ 14分36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55秒 上良 市雄 平成18年度 

傷痍軍人の妻として 11分58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07秒 黒川 初夫 平成18年度 

衛生兵ゆえの感染 11分05秒 築山 英二 平成18年度 

衛生兵のビルマ戦線 21分50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19秒 南野 万吉 平成18年度 

親指が支えた人生 10分25秒 三宅 一志 平成18年度 

三回の入院を乗り越えて 13分53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45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25秒 新本 積 平成18年度 

一昼夜の恐怖に耐えて 13分43秒 南郷 清 平成18年度 

小学校を出て先生に 15分35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27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05秒 北村 勝由 平成19年度 

「一蓮托生」にかける想い 12分24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 15分01秒 出口 外枝 平成19年度 

蟻地獄からの脱出  16分53秒 三宅 隆  平成19年度  

信じあえばこそ、今 15分17秒 飯嶋 芳郎 平成19年度 

戦病者として生きる 15分30秒 上本 昭夫 平成19年度 

七転八起 14分23秒 碓井 二郎 平成19年度 

働くために義手を 15分25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24秒 唐沢 勝治 平成19年度 

短歌に心を映して 14分11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13秒 正垣 志ま 平成19年度 

想いを絵筆に込めて 16分13秒 川尻 良雄 平成19年度 
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映映像像タタイイトトルル 所所要要時時間間 証証言言者者氏氏名名 撮撮影影年年度度 

不安と葛藤を乗り越えて 17分59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24秒 内貴 直次 平成19年度 

多くの人に助けられて 18分17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46秒 小澤 太郎 平成19年度 

いつか花咲く日まで 19分28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46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38秒 渡辺 庄一・チエ子 平成20年度 

義足と妻に支えられて 24分14秒 遠藤 今朝三・マサ子 平成20年度 

二人三脚、商売繁盛 22分28秒 佐藤 義治・トミイ 平成20年度 

感謝の心、妻にしたためて 23分02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21秒 栗林 六蔵 平成20年度 

意思あるところ道あり 19分29秒 夏井 清次 平成20年度 

失意の時に届いた一通の手紙 17分19秒 吉﨑 美佐武郎・セツ 平成20年度 

歌声に祈りをこめて ～水谷 俊夫さんの証言～ 22分55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14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01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40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～ 19分09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51秒 佐藤 冨雄 平成21年度 

熱砂の抑留生活 20分58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26秒 會津 留一 平成21年度 

すべてめぐり合わせと思って 22分04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50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 20分00秒 村田 俊雄 平成21年度 

感謝、そして人との和 19分18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09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16秒 坂本 芳子 平成21年度 

人生を変えた職業訓練 16分35秒 前田 浅次 平成21年度 

抑留中に右手を失って 19分15秒 一住連 政治 平成21年度 

ミッドウェー海戦で負傷して 17分36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14秒 田中 鉄男・千重子 平成21年度 

再起奉公 痛みと葛藤を超えて 17分25秒 後藤 隆雄 平成21年度 

受傷の痛み 優しきまなざし 16分24秒 大橋 荘作・操 平成21年度 

軍隊経験 その光と影 21分13秒 中川 幹夫 平成21年度 
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映映像像タタイイトトルル 所所要要時時間間 証証言言者者氏氏名名 撮撮影影年年度度 

受傷が変えた人生 ～苦悩、そして挑戦～ 18分37秒 市川 吾一 平成21年度 

シベリア珪肺を抱えながら  17分42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30秒 矢島 浩・八千代 平成21年度 

支え合い ともに歩む 15分56秒 西部 喜久市・良子 平成21年度 

家族の絆で支え合う 15分32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47秒 竹口 玉枝 平成21年度 

失明の夫を支えて 18分33秒 横田 タツヱ 平成21年度 

癒えない傷に耐えて 20分24秒 野角 敏幸 平成21年度 

見た目にはわからないつらさ 17分57秒 城 武夫・靜子 平成21年度 

心の痛みと共に ～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46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” 

～いつもそばにいてくれた～ 
20分24秒 武良 茂・布枝 平成21年度 

シベリア珪肺～今も続く後遺症～ 19分00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05秒 古市 正夫 平成22年度 

がむしゃらに生きて、描く 17分41秒 上田 毅八郎 平成22年度 

サイパンで生き残って 16分34秒 伊藤 眞一 平成22年度 

片腕で取った自動車免許 19分25秒 本田 喜一 平成22年度 

努力家の夫を信じて ～失明の夫とともに～ 17分49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42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12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28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04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師  21分28秒 萩森 敏子  平成23年度  

元海軍薬剤少尉の記憶 18分42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12秒 川人 義明 平成23年度 

陸軍看護婦に志願して 20分16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48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07秒 冨樫 賢太郎 平成23年度 

南方の戦火をくぐった救護看護婦 14分29秒 桜井 政子 平成23年度 

救護看護婦そして妻として生きた全力の人生 21分00秒 太田 澄子 平成24年度 

戦友をみとり 鎮魂に生きる 21分39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03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 
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映映像像タタイイトトルル 所所要要時時間間 証証言言者者氏氏名名 撮撮影影年年度度 

駆逐艦「雪風」で負傷して  21分49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12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 徳田 保久さんの証言 30分30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22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19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08秒 阿部 髙男 平成26年度 

一日のことで人生が変わる 19分03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36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48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03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20秒 佐藤 東三郎 平成26年度 

それでも空へ憧れる 23分48秒 有馬 純人・イクエ 平成27年度 

闘い続けた半生 24分18秒 坂口 守義 平成27年度 

片脚を失くしても前へ進む 21分31秒 西ケ野 九平 平成27年度 

妻が支えた半世紀 17分41秒 野々垣 正・郁子 平成27年度 

死んで花実が咲くものか 24分10秒 秋草 鶴次 平成27年度 

通信兵の見た硫黄島 19分43秒 秋草 鶴次 平成27年度 

人生を切り開いた知恵 ～シベリアで片腕を失う～ 19分39秒 鶴田 要吉 平成27年度 

受傷した手で挑んだ開拓 ～そして人のために～ 21分38秒 木下 太・キクエ 平成27年度 

最後まで傷痍軍人として 22分24秒 首藤 忠夫 平成27年度 

生き残った苦しみ ～ＣＴ登場で認められた脳の受傷～ 24分16秒 後藤 義治 平成27年度 

全てを受け入れて ～肺結核の夫を支える～ 17分14秒 寄村 文利・妙子 平成27年度 

頭部損傷の夫を支えて 20分28秒 滝口 栄蔵・はつ 平成27年度 

不自由さを胸に秘めて 18分31秒 渡辺 行雄 平成27年度 

開墾・切り開いた人生 ～小学校教員から軍人の妻へ～ 19分25秒 大内 貢・恒子 平成27年度 

戦病の夫に代わって ～戦中・戦後の開拓人生～ 20分58秒 藤本 巽・初美 平成27年度 

夫の両脚となって共に歩んだ人生 23分46秒 木村 靖・房枝 平成27年度 

兄嫁と結婚してつかんだ幸せ 19分29秒 志賀 正司・三四子 平成27年度 

左脚の負傷に耐えて女手一つで育て上げた９人の子ども 18分55秒 城間 好 平成27年度 

追い詰められた地上戦 ～戦傷の夫とともに～ 21分59秒 仲程 秀雄・シゲ 平成27年度 
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映映像像タタイイトトルル 所所要要時時間間 証証言言者者氏氏名名 撮撮影影年年度度 

銃撃を受けた米軍に救われて 23分29秒 宮城 繁・清子 平成27年度 

家族を崩壊させた戦争を乗り越えて 29分59秒 大城 トシ子 平成27年度 

残された思いを越えて 20分19秒 宜保 直志 平成27年度 

酷寒・飢え・目の痛み そして再出発 22分01秒 井出 正己・ミツヨ 平成28年度 

終戦の日の受傷から・・・１０３歳まで生きる 20分14秒 福田 貞之・幸子 平成28年度 

ただ一回の「ほめことば」 23分03秒 日高 正人・笑子 平成28年度 

今日あることに感謝 明日があればさらによし 23分01秒 小早川 宗・和子 平成28年度 

気配りが生んだ「転ばぬ先の杖」 18分44秒 壺井 常三・カズ子 平成28年度 

体験記をまとめて知った父の想い 21分44秒 吉岡 正雄・利泰 平成28年度 

大きな夫を小さな体で支えて 19分00秒 乾 政治郎・知恵子 平成28年度 

捕虜と隔離が打ち砕いた人生 29分45秒 立花 誠一郎 平成28年度 

身に沁みた平和 14分27秒 平尾 清 平成28年度 

全てはシベリアから始まった 16分25秒 松村 広保 平成28年度 

自分の傷より他人の世話～娘が繋ぐ人生～ 12分19秒 今井 市次・秀子 平成28年度 

見えない目、理解されない苦しみの中で 13分32秒 河野 伸市 平成28年度 

国に渡した体半分 16分51秒 下西 昇 平成28年度 

癒されない心 「死んだほうがまし」と思った青春 14分16秒 筒井 政利 平成28年度 

誰にも言わなかった左眼失明 15分21秒 山田 壽雄 平成28年度 

職業軍人を目指した父がみた現実 15分40秒 沼澤 磯吉・宏 平成28年度 

家族で乗り越えた差別 13分50秒 高津 文司・優子 平成28年度 

近衛兵の誇りで乗り越えた労苦 17分16秒 栗田 覚蔵・和則 平成28年度 

戦場体験が生んだわだかまり 25分27秒 西田 明 平成29年度 

傷痍軍人たちの戦後 46分52秒 長崎県傷痍軍人会ほか 平成29年度 

終戦から始まった30年の闘い ～銃創と結核～ 13分06秒 磯部 武 平成30年度 

左腕一本で家族を支えた父 15分21秒 
大里 晋治・ツヤ子・ 

恵美子 平成30年度 

１６歳で右手を失って 15分16秒 奥村 豊 令和元年度 

箱根療養所で暮らした家族の１０年 16分54秒 塩塚 正男・喜六・正臣 令和2年度 

★マークの証言映像は、しょうけい館の館内のみで視聴できます。 
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令令和和２２年年度度にに寄寄せせらられれたた感感想想等等  

  
令和２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。 

 

【１０代】 

・普段あまり見ることのない「医療」の視点から戦争について学ぶことができてとても参考にな

りました。 

・初めて来てより戦争のくるしさ、かなしさが良く分かった。 

・始めてしょうけい館にきました。初めの印象とは違いとても感動しました。今の日本とは全く

違い今風に生活できていることを感謝したい。 

 ・コロナウイルスの影響で修学旅行（沖縄・長崎）へ戦争の学習に行くことができず、残念に思

っていましたが、都内でもこんに良い学習ができ、充実していて良かったです。ありがとうご

ざいました。 

・このような史料館は現在、そして後世にも絶対必要なものであると思います。学校で平和学習

を行っていますが、平和の大切さ、また戦争の苦しさを深く知れる場所だともっと国内外問わ

ず知れ渡っても良いのではと思いました。 

・とても分かり易かったですが、特にジオラマ（２階）が分かり易くて良かったです。 

・しょうけい館を訪れたのは初めてだった。とても豊富な資料と分かりやすい展示で初めてでも

充分に楽しむことができ、非常に満足した。今回、散歩の途中で偶然ここを見つけたが、素晴

らしい場所だと感じたため、また家族や友人を連れて訪れたいと思う。ぜひこのしょうけい館

をより多くの人に知ってもらいたく感じる。ありがとうございました。 
 

 

【２０代】 

・戦争を体験した人々がお亡くなりになっている今の時代にこうして戦争のことを学ぶ施設があ

ることはとてもありがたいことです。自分達の視点では気がつかないことを教えてくれる素晴

らしい施設であると感じました。 

・戦争に関する施設に関心があり、本日やっと来館することができました。私は現在障害福祉の

業界で働いているので、どの展示も胸に刺さるものばかりでした。１階の企画展では、箱根に

脊髄損傷の方の療養所があることを初めて知りました。竹細工の作業で命を落とした方がいた

のは、とても驚きました２階の常設展示は、検査、徴兵、出征と、時系列になっているので、私

も本当の兵士になったような感覚で見て回ることができました。中でも、野戦病院のジオラマ

は、模型の表情がとてもリアルで、戦時中の緊迫感・戦争のいたましさが十分すぎるほど胸に

届きました。戦傷者の史料館は全国的にもなかなかないと思うので、今後も運営を続けていた

だきたいです。最後に、このような時期で大変な中、運営してくださっているスタッフの皆様、
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誠にありがとうございました。大変貴重な時間を過ごすことができました。 

・戦争で腕や手がなくなってしまったうえに、今ほど医療も発達していなくて重たそうな義手で

とても大変そうだと思いました。戦死せずに生き残れた人にも簡単によかったとは言えないそ

の後があったことを知れて良かったです。 

・自分は戦争のテーマの作品のミュージカルに出演します。勉強の為にこの場所へ行かせて頂き

ました。自分の知らない歴史や出来事を知り、本当につらかったです。この気持ち忘れずに舞

台で平和を伝えられるように頑張ります。ありがとうございました。 

・今まで見てきた展示の中ですごく胸をうつものがありました。野戦病院のジオラマはすごくリ

アルでその時の状況がいかに大変だったかが分かりました。これからもずっと続いて欲しいで

す。決して忘れてはいけない記憶であると思いました。 

・私は戦争を理解していなかったと思い知らされました。亡くなった人も悔やまれますが、生き

た人達のことを学校の授業で扱うことがなかったので、常設展示を見たときは、何とも言えな

い恐ろしさを感じました、一歩すすめるごとに、足がすくみました、興味本意で、訪れました

が、来れてよかったと思います。現在も戦争の傷で苦しんでいる方が心から穏やかな時を過ご

せるよう願っています。 

 

 

【３０代】 

・本の知識では知ってはいましたが展示品、映像を見ると意識が変わると感じました。戦争につ

いて、改めて考えなければならないと強く思いました。また来たいと思います。 

・戦争の話を後世に残す大切な施設として、大変学びがありました。 

・戦争での負傷により沢山の方が苦労なされたという事をもっと皆に知って欲しいし知りたいと

思いました。終戦したとてその方たちの戦争終わっていないのだなと思います。今私たちが平

和に暮らせているのもそのような方たちのおかげだと思うので、もっと平和について考えたい

と思います。ありがとうございました。 

・実際に負傷した軍人を見ることはなかったので、映像や資料で具体的に理解できました。また 

戦傷病者にも戦後があり、様々な差別、苦労を経験したことが分かり学びとなりました。 

・戦傷病について重点的な的に絞ってあり衛生のことに特化してあったことが印象に残りました。

ありがとうございました。 

・ジオラマの人の表情に身のすくむ思いでした。 

・このような施設がもっと増えて、次の世代に戦争の恐ろしさを伝えていって欲しい。展示によ

り戦傷病者の方々への労苦にについて本当に良く教えていただけたので、今日は本当に来館し

て良かったです。 
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【４０代】 

・本日、語り部の皆さんの語りを聞いて。戦傷病者の人びとの過酷な人生体験、無念の思いが伝

わってきました。ありがとうございました。戦争は沢山の人は大変な目にあわされてしまった

と思います。 

・戦争の体験者が少なり語り継がれにくくなっている今、こういった施設は貴重であり今後も残

っていてほしい語り継ぐことも大切だがジオラマや当時の物を見ることによって戦争の怖さを

強く感じられるのでもっと多く展示されていると嬉しい。 

・戦争の苦しみとは戦時中に限らず今現在までずっと続いているものであることを痛感しました。 

・戦争で負傷した兵隊さん達の壮絶な世界を知り衝撃を受けました。平和な世の中の大切さと負

傷した方々への敬意を表したいと思いました。 

・是非このような施設があること、語り部さんのお話などを聞ける機会を小学生や中学生などの

次世代へつないでいってほしいと思いました。 

・水木しげるの作品を見られて立ち寄って良かったです。亡くなられて久しいですが色々思い出

しました。戦争に関する書籍を知れたので、今度買い入れようと思いました。 

・子供の頃は街で傷痍軍人の方をよく見かけましたが近頃はそのような事もなくなり記憶が薄れ

かけました。援護の取り組みの実情や傷を受けながら力強く幸せに生きた方々の人生を知る事

が出来て良かったと思います。 

 

 

【５０代】 

・戦争というものは亡くなった人、親、兄弟姉妹、友人などをなくした人、傷を負った人、生涯障

害を持って生きていかなければならない人など、とても多くの人たちが居てその分それらの人

生があるのだとその人たちがどんな思いでどんな生涯を歩んだのかと思うと言葉にならない。

今の世の中が平和であることに感謝するとともに戦争により苦しい生涯を歩まれた方が居るこ

とを伝え、また今の世の中に感謝しながら人に優しい人間となるよう生活していきたい。 

・とても貴重で知らないこともわかってよかったです。多くの人に来てもらえると良いと思いま

した。 

・パワーポイントを多用しない語りに想像力を働かせて話を聞くとができました。又、他の方の

お話も聞いてみたいと思いましたありがとうございました。 

・国の為に徴兵されて、傷つき不自由の体で戦後を生きてこられた方々の苦労が分かりました。

戦争体験者がほとんどいなくなる中、第二次世界大戦の惨状、労苦をどうやって後世に伝えら

れていくのか不安です。 

・傷病者の方の苦しみをどのように語るか、それぞれに工夫があり可能性を感じました。ビデオ

映像を見ることと、それを見た人が語るのを聞くことの違いはどこにあるのだろうということ

を考えながら聞いていました。生身の人間が目の前にいて語りを聞くということの意味につい
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ても、コロナ禍だからこそ痛感しました。 

 

 

【６０代】 

・戦争のもたらす苦しみ、悲しみを伝える手段の一つとして戦傷病者の実態を伝えることだと思

います。子供たちもしょうけい館をいろいろ学んでほしいと思います。 

・私が生まれたのは戦後１５年経った頃ですが、東京はすっかり復興し、子供の頃の私にとって

戦争ははるか昔の事（大人になると１５年はあっという間に過ぎてしまう年月ですが）という

感覚でしたが、傷痍軍人の方を見かけると子供心に戦争は怖いといらっしゃる場所は通りたく

ないと思ったのを覚えています。 

・いろんな語り部の方々のお話を聞かせていただき、それぞれの個性があるお話で大変勉強にな

りました。語り部の皆様の今後のご活躍を祈念しております。ありがとうございました。 

 

 

【７０代】 

・大変有意義な展示を見せていただきありがとうございました。とてもためになりました。傷病

者の大変くやしい気持ち伝わって来ました。それでも生き続ける様子がありありと伺えます。

そして、戦争のない平和な世が続きますようせつに懇願するものであります。 

・企画展示、極力拝見（勉強）するよう、HPを時々拝見。 

・一度は訪ねてみるべきと知人に言われて来ました。戦争についてのあらましは知っているつも

りでいましたが、一人一人の方の体験にふれ感銘を受けました。一度ではとても学びきれませ

ん。またお訪ねしたいと思います。 
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令令和和２２年年度度資資料料提提供供者者御御芳芳名名  
 

令和２年度、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。 

 

<<資資料料提提供供者者>> （順不同、敬称略） 

寄贈者名（個人） 

菊池 えりこ 村野 克明 井上 清貴 伊東 守 

金森 篤子 下村 千紘 菊池 憲司 須藤 真広 

瀬谷 禮子 若山 とわ 古東 久人 猿渡 彰 

江崎 鉄次    

  

＜＜図図書書提提供供者者>>  （順不同、敬称略） 

寄贈者名（個人） 

佐藤 次郎 原 剛 小出 享一 木下 直之 

  

寄贈者名（団体） 

総務省 公益財団法人せたがや文化財団 世田谷美術館 

株式会社みずき書林  
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令令和和２２年年度度来来館館校校御御芳芳名名  
  

令和２年度は団体見学の受け入れを中止いたしておりました。 

令令和和２２年年度度来来館館者者数数  

  

年 月 来館者数（人） 備 考 

令和２年 ４月 ― 臨時休館 ４/１～５/３１ 

５月 ― 臨時休館  〃 

６月 １，３５７  

７月 １，９１６ 「夏の企画展」７／１～９／１３ 

８月 ２，６４６ 「夏の企画展」   〃 

９月 ２，１９４ 「夏の企画展」   〃 

１０月 １，５０６  

１１月 １，５６９  

１２月 １，１７７  

令和３年 １月 １，４４３  

２月 １，６１０  

３月 １，５６４ 「春の企画展」３／１６～５／９ 

計 １６，９８２  
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普普及及広広報報関関連連資資料料 

 
  夏夏のの企企画画展展チチララシシ

  

  

5150

夏の企画展チラシ



5352

春の企画展チラシ
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利利  用用  案案  内内  

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、出口６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。 

※車いすでご来館される場合は館の入口（スロープ）をご利用ください。 
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