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入館無料

秋の連休特別プログラム
戦争体験者の証言を聞く、観る、読む

〈語り部お話し会〉戦争での苦しくつらい出来事を体験者が語ります。
戦後強制抑留者と海外からの引揚者の労苦を聞くお話し会です。

（日）14:00

（日）14:00

（日）14:00

「シベリアで亡くなった戦友への想い」
〔語り部〕遠藤尚次さん（抑留体験者） 約60分

「14歳の満蒙開拓青少年義勇軍」
〔語り部〕成田富男さん（抑留体験者） 約60分

「満州のちびっ子開拓義勇隊」
〔語り部〕丸澤一也さん（引揚体験者） 約60分

9／18

9／25

10／2

9/17（土）～10/2（日）

労苦体験手記「平和の礎」
パネル展示

戦争体験者の手記をとりまとめた「平和の礎」の
一部をパネルにして図書コーナーで紹介します。

9/17（土）、18（日）
19（月・祝）、22（木・祝）
24（土）、25（日）
10/1（土）、2（日）

キッズ
アニメシアター

★ ★ ★

11:00より
アニメ作品を上映します。

9/17（土）、19（月・祝）
22（木・祝）、24（土）

10/1（土）

ドキュメンタリー
上映
★ ★ ★

リクエストの多かった
ドキュメンタリー作品を

上映します。

参加無料
予約不要

スケジュールは裏面をご覧ください。

9/25（日）　、10/2（日）

館内ガイドツアー
学芸員が館内の展示をわかりやすく解説します。

参加者にはオリジナルグッズを差し上げます。



●都営大江戸線〈都庁前〉駅 A6出口より 徒歩約1分
●東京メトロ丸ノ内線〈西新宿〉駅より 徒歩約 5分
●JR 線、小田急線、京王線〈新宿〉駅 西口より 徒歩約 10分

新宿住友ビル48階（東京都新宿区西新宿 2-6-1） Tel：03-5323-8709
入館無料

＊都合により語り部お話し会の出演者・上映作品が
　変更になる場合がございます。

平成 20（2008）年公開 ©ケイツー／シンエイ

キクちゃんと
オオカミ
満州からの引揚げの途中、
置き去りにされた少女と、
オオカミの交流を描いたア
ニメ作品。原作は野坂昭如
の戦争童話集。 （45分）

昭和 61（1986）年公開 ©NIPPON ANIMATION CO.,LTD

ビルマの竪琴
ビルマ( 現・ミャンマー）で
戦争が終結し、日本へ帰国

（復員）する兵士たちと、帰
国を断念した上等兵の姿を
描いたアニメ作品。 （47分）

平成 16（2004）年公開 ©ケイツー／シンエイ

小さい潜水艦に恋をした
でかすぎるクジラの話
海軍に所属した少年兵と、
少年を救助したクジラが登
場する、海戦について描い
た作品。原作は野坂昭如
の戦争童話集。 （45分）

絵と詩で綴る引揚げ —七十五日の旅記録—
●平成 28年9月27日（火）～29年1月22日（日） ●於：平和祈念展示資料館 企画展示コーナー

9/17
（土）

11:00 キッズアニメシアター キクちゃんとオオカミ 45 分

13:00／15:00 ドキュメンタリー上映 時代を切り撮った男 小柳次一 87 歳 50 分

9/18
（日）

11:00 キッズアニメシアター ビルマの竪琴 47 分

13:00 企画展「凍土に眠る戦友への想い」ギャラリートーク 約 30 分

14:00 語り部 お 話し 会　 「シベリアで亡くなった戦友への想い」遠藤尚次さん（抑留体験者） 約 60 分

9/19
（月・祝）

11:00 キッズアニメシアター 小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話 45 分

13:00／15:00 ドキュメンタリー上映 はじめ嬉しく、あと悲し 十代の若ものたち、青春の軌跡 94 分

9/22
（木・祝）

11:00 キッズアニメシアター キクちゃんとオオカミ 45 分

13:00／15:00 ドキュメンタリー上映 語らずに死ねるか！無名の元兵士たちの声 45 分

9/24
（土）

11:00 キッズアニメシアター ビルマの竪琴 47 分

13:00／15:00 ドキュメンタリー上映 私はシベリヤの捕虜だった 86 分

9/25
（日）

11:00 キッズアニメシアター 小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話 45 分

13:00 館内ガイドツアー 約 40 分

14:00 語り部 お 話し 会　 「14 歳の満蒙開拓青少年義勇軍」成田富男さん（抑留体験者） 約 60 分

10/1
（土）

11:00 キッズアニメシアター キクちゃんとオオカミ 45 分

13:00／15:00 ドキュメンタリー上映 葫蘆島大遣返 日本人難民 105 万人 引揚げの記録 102 分

10/2
（日）

11:00 キッズアニメシアター ビルマの竪琴 47 分

13:00 館内ガイドツアー 約 40 分

14:00 語り部 お 話し 会　 「満州のちびっ子開拓義勇隊」丸澤一也さん（引揚体験者） 約 60 分

平成 6（1994）年度作品
MRT 宮崎放送 製作

時代を切り撮った男
小柳次一 87歳
兵士のありのままの姿にこ
だわり、写真を撮り続けた従
軍カメラマン・小柳次一氏に
ついて、エピソードを交えな
がら紹介した作品。 （50分）

平成 25（2013）年製作© ユニモト

はじめ嬉しく、あと悲し
十代の若ものたち、青春の軌跡

戦争しか知らない子供たちが、夢
をかなえるため、それぞれの道を
歩んだ5人の青春を描いた作品。
製作: 吉丸昌昭　監督: 長尾栄治
 （94分）

平成 21（2009）年製作 © ユニモト

語らずに死ねるか！
無名の元兵士たちの声

これまで沈黙を守ってきた旧日本
軍の元兵士たちが自らの戦争体験
を語り始めた。彼らの声を集めた
ドキュメンタリー作品。製作: 吉丸
昌昭　監督: 長尾栄治 （45分）

昭和 27（1952）年公開  
© TAGUCHI ,Yasushi

私はシベリヤの
捕虜だった
映画カメラマンの実際の抑留体
験をもとに自主製作され、昭和27

（1952）年に公開されたセミド
キュメンタリー映画作品。
製作：シュウ・タグチ・プロダクシ
ョンズ  監督：阿部豊・志村敏夫
 （86分）

平成 9（1997）年度作品
 © 葫蘆島を記録する会

葫蘆島大遣返
日本人難民105万人 引揚げの記録

中国の協力による現地調査や関
係者の証言をもとに、満州から
の引揚港となった葫蘆島を描い
た作品。
制作・脚本・演出: 国弘威雄　
編集: 松井稔　監修: 新藤兼人
ナレーター : 久野綾希子 （102分）

キッ ズ ア ニ メシ ア タ ー

ド キュメン タリ ー 上 映

企画展

作品紹介

スケジュール


