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2014年3月12日 春の特別イベント「手に取って知ろう－学芸員のお
すすめ図書100選」

 ⽇時：平成26年3⽉25⽇(⽕)〜5⽉11⽇(⽇)
 場所：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2014年2月1日 舞鶴引揚記念館所蔵映像を上映
 ⽇時：平成26年2⽉7⽇(⾦)・13⽇(⽊)・15⽇(⼟)・16⽇(⽇)・23⽇(⽇)

場所：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2013年度

2013年6月25日 戦争体験の記憶を次の世代へ―わたしが語り継ぐた
めに―

 期間：平成25年７⽉20⽇（⼟）〜８⽉24⽇（⼟）
会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター等  

2013年6月25日 スペシャルイベント 　ふたりの作家トークイベント
⽇時：平成25年8⽉17⽇（⼟）午後2時〜 （約90  

分）
 会場：新宿住友ビル47階「スカイルーム」

2013年4月4日 ゴールデンウィーク特別イベント 声優さんの読み語り
⽇時：平成25年4⽉27⽇（⼟）〜5⽉6⽇（⽉・振
休）各日午後1時～

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
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平和祈念展示資料館では、さきの大戦における兵士、戦後強制抑
留者、および海外からの引揚者の労苦を語り継ぐためのイベント
を行っています。

 今回、講談師であり声優の一龍齋貞友さんのお声がけにより、当
資料館の趣旨にご賛同いただいた、第一線で活躍中の声優さんた
ちが全9作品の中から、毎日いずれかの作品を読み語ります。

⽇ 時 平成25年4月27日（土）～5月6日（月・振休）
各日午後1時～（約30分）

会 場 平和祈念展示資料館　ビデオシアター
参加費 無料

ゴールデンウィーク特別イベント 声優さんの読み語り

■■出演者（敬称略）■■
右図をクリックすると声優さんの詳細をご覧になれます。

4月27日（土） 一龍齋貞友
4月28日（日） 坂本千夏
4月29日（月・祝） 一龍齋貞友
4月30日（火） ならはし みき
5月1日（水） ならはし みき
5月2日（木） 伊倉一恵
5月3日（金・祝） 矢島晶子
5月4日（土・祝） 矢島晶子
5月5日（日・祝） 坂本千夏
5月6日（月・振休） 一龍齋貞友

■■読み語り作品■■
以下の作品の中から毎日いずれかの作品を上演します。

 右図をクリックすると作品の詳細をご覧になれます。

「のばら」
 「父のかお母のかお」

「峠の老い桜」
 「おじいちゃん－満州開拓」

「氷海のクロ」
 「おもいでのリュック」

 「金のひしゃく 北斗七星になった孤児たち」
「ともちゃんのおへそ」

 「来なかったサンタクロース」

※お席には限りがありますので予めご了承ください。
 ※やむをえない事情により、出演者が変更になる場合があります。
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取材や調査等を踏まえ、シベリア抑留と黒犬の物語など、戦争体
験を語り継ぐ物語を創作している二人の女性作家が、体験者との
交流や出版までのエピソード、若い世代へ体験を伝えることにつ
いてお話します。

 元NHKエグゼクティブアナウンサーの蔭山武人さんが司会と読み
語りを行います。

定員となりましたので受付は締切りました。

⽇ 時 平成25年8月17日（土）
 午後2時～　（約90分）

会 場 新宿住友ビル47階「スカイルーム」
東京都新宿区西新宿2-6-1

参加費 無料
定 員 130名（先着順）

 定員になり次第、受付を終了します。
参加⽅法 ＰＣ（ウェブサイト）／FAX／ハガキ よりお申

込みください。 
 お申込みいただいた方全員に、参加の可否をご

連絡いたします。
お問い合わせ 「スペシャルイベント」係

〒163-0248
 新宿住友ビル48階 平和祈念展示資料館

e-mail:info@heiwakinen.jp
TEL:03-5323-8709

上のボタンをクリックして進んで
ください。

上のボタンをクリックして申込用
紙をダウンロード。必要事項を記
入して下記まで送信してくださ
い。

送信先
 03-5323-8714

ハガキに、氏名、住所、電話番
号、性別、年齢、参加人数を記入
の上、下記まで郵送ください。

〒163-0248
 東京都新宿区西新宿2-6-1

新宿住友ビル48階
 平和祈念展示資料館

 「スペシャルイベント」係

スペシャルイベント  ふたりの作家トークイベント
－戦争を知らない世代へ「語り継ぐ」こと－
 井上こみちさん×神津良⼦さん

■■出演者（敬称略）■■
出演者名をクリックすると、プロフィールの詳細をご覧になれます。

井上こみち（児童文学作家）
 神津良子（作家・出版社社長編集長）

 蔭山武人（元NHKエグゼクティブアナウンサー）
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平和祈念展示資料館では、夏休みにあわせ、戦争体験の労苦を語
り継ぐためのイベントを実施します。トークイベント、声優さん
の読み語り、紙芝居、語り部お話し会、アニメや映画の上映会、
ミニコンサート、ワークショップなどに参加して、体験して、考
えてみませんか。

期 間 平成25年７月20日（土）～８月24日（土）
参加費 無料

※開催イベントの内容は変更になる場合がありますので、予めご
了承ください。

戦争体験の記憶を次の世代へ―わたしが語り継ぐために―

イベントスケジュール7⽉
20 ⼟ 午後2時 トークイベント　森田拳次さん×豊永ひとみさん

21 ⽇ 午後2時 語り部お話し会　手塚元彦さん（海外からの引揚者）

22 ⽉ 午前11時
午後2時

上映会　アニメ映画 「満蒙開拓と少年たち　蒼い記憶」

23 ⽕ 午後2時 声優さんの読み語り　ならはしみきさん

24 ⽔ 午後2時 語り部お話し会　成田富男さん（戦後強制抑留者）

25 ⽊ 午前11時
午後2時

上映会　映画 「異国の丘」

26 ⾦ 午後2時 声優さんの読み語り　伊倉一恵さん

27 ⼟ 午後1時 一龍齋貞友さん紙芝居　「シベリア抑留とクロの物語」

28 ⽇ 午後2時 声優さんの読み語り 坂本千夏さん

29 ⽉ 午前11時
午後2時

アニメ映画 「ビルマの竪琴」

30 ⽕ 午後2時 語り部お話し会　田中信子さん（海外からの引揚者）

スペシャルイベント
ふたりの作家トークイベント

 －戦争を知らない世代へ「語り継ぐ」こと－
井上こみちさん×神津良子さん

トークイベント
●森田拳次さん×豊永ひとみさん
●増田昭一さん×一龍齋貞友さん
●親から子へ語り継ぐ戦争体験

⼀⿓齋貞友さん紙芝居
講談師で声優の一龍齋貞友さんが、当資料館オリジナ
ル紙芝居「シベリア抑留とクロの物語」を初上演しま
す。

声優さんの読み語り
第一線で活躍中の声優さんたちが、戦争体験を描いた
絵本を読み語ります。

語り部お話し会
兵士、戦後強制抑留、海外からの引揚げを体験した
語り部が自身の体験を語ります。

上映会
満州（現・中国東北部）での子どもたちをとりあげた
アニメ映画などを上映します。

ワークショップ
資料館の展示物や映像などを見て、聞いて、調べて、
自分の新聞をつくります。

⾳楽・芝居
●ミニコンサート
●ミニ芝居
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31 ⽔ 午前11時
 午後2時

上映会　番組「満蒙国境 知らされなかった終戦」

イベントスケジュール8⽉
1 ⽊ 午後2時 語り部お話し会　加藤正喜さん（海外からの引揚者）

2 ⾦

午前10時
 　 ↓

 午後5時

ワークショップ 
 「夏休み自由研究 新聞をつくろう」

3 ⼟

4 ⽇

5 ⽉

6 ⽕

7 ⽔

8 ⽊

9 ⾦
午前11時 上映会　アニメ映画 「ビルマの竪琴」

午後2時 上映会　アニメ映画 「えっちゃんのせんそう」

10 ⼟ 午後2時 トークイベント　増田昭一さん×一龍齋貞友さん

11 ⽇ 午後2時 ミニ芝居 「⽣き地獄から戻ったわたし！」
 （上演：劇団キンダースペース）

12 ⽉
午前11時 上映会　アニメ映画 「ビルマの竪琴」

午後2時 上映会　アニメ映画 「えっちゃんのせんそう」

13 ⽕ 午後2時 ミニ芝居 「⽣き地獄から戻ったわたし！」
 （上演：劇団キンダースペース）

14 ⽔
午前11時 上映会　アニメ映画 「ビルマの竪琴」

午後2時 上映会　アニメ映画 「えっちゃんのせんそう」

15 ⽊ 午後2時 ミニコンサート　豊田耕三さん × 梅田千晶さん
 アイリッシュフルート＆アイリッシュハープ二重奏

16 ⾦ 午後2時 声優さんの読み語り　伊倉一恵さん

17 ⼟ 午後2時
スペシャルイベント　ふたりの作家トークイベント

 戦争を知らない世代へ「語り継ぐ」こと
 井上こみちさん×神津良子さん　※事前申込制

18 ⽇ 午後2時 語り部お話し会　大矢東さん（兵士）

19 ⽉ 午前11時
 午後2時

上映会　番組「満蒙国境 知らされなかった終戦」

20 ⽕ 午後2時 声優さんの読み語り　ならはしみきさん

21 ⽔ 午前11時
 午後2時

上映会　映画 「異国の丘」

22 ⽊ 午後2時 声優さんの読み語り　坂本千夏さん

23 ⾦ 午後1時 一龍齋貞友さん紙芝居　「シベリア抑留とクロの物語」

24 ⼟ 午後2時
トークイベント　親から子へ語り継ぐ戦争体験

 満州（現・中国東北部）からの引揚者である石井章さんと長男・石井貴さんのトークイベ
ント
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舞鶴引揚記念館所蔵映像を上映

当資料館ビデオシアターにて日替わりで行っている映像上映の2月上映作品に、舞鶴引揚記念館所蔵の映像を加え上映しま
す。

⽇ 時 平成26年2月7日（金）・15日（土）・16日（日）・23日（日）
午前10時～午後4時までの毎時00分（午後2時は除く）
※16日は午前10時、11時の回のみ上映

会 場 平和祈念展示資料館　ビデオシアター

なお、舞鶴引揚記念館では、下記のイベントを開催します。

■■世界記憶遺産登録推進 平和シンポジウム■■
 「シベリア抑留と引き揚げ 世界へ語り継ぐもの」

⽇ 時　平成26年2月16日(日)
 　　午後1時30分～午後4時30分(開場 午前12時30分)

会 場　新宿住友ビル47階　スカイルーム1
参加費　無料

 定 員　先着100名

世界記憶遺産登録推進 平和シンポジウムは開催終了いたしました。

■■特別企画展「引き揚げの記憶を舞鶴から世界へ」■■

⽇ 時　平成26年2月8日(土)～2月23日(日)
 　　午前10時～午後9時(最終入場は午後8時30分まで)

 会 場　東京タワーフットタウン3階　タワーギャラリー333
⼊場料　無料
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平和祈念展示資料館では、さきの大戦における兵士、戦後強制抑
留者および海外からの引揚者の労苦について、理解を深めるため
のさまざまなイベントを行っています。

 今回は、関係者の労苦体験をわかりやすく取り上げた絵本や画
集、写真集などを中心におすすめの図書を選びました。
ぜひ手に取ってご覧ください。

⽇ 時 平成26年3月25日(火)～5月11日（日）
 午前9時30分～午後5時30分（入館は午後5時まで）

 休館⽇：3⽉30⽇(⽇)・31⽇(⽉)・4⽉21⽇(⽉)
会 場 平和祈念展示資料館　企画展示コーナー
参加費 無料

春の特別イベント「⼿に取って知ろう－学芸員のおすすめ図書100選」
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