
お知らせ 2015 年度 

平和祈念展示資料館 



2016年3⽉31⽇
 

「レポート」のページを更新しました。
 春の特別プログラム「観てみよう、聞いてみよう 戦争のこと」のレポートを掲載し

ました。
 

2016年3⽉21⽇
 

4⽉の定期語り部お話し会
 ⽇時：平成28年4⽉17⽇(⽇) 14：00〜(約60分)

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2016年3⽉16⽇
 

メールマガジン配信のお知らせ
 メールマガジン3⽉16⽇号を配信しました。

 
2016年3⽉5⽇

 
来館校⼀覧ページを更新しました。

 2⽉に来館された⼩学校、中学校、⾼等学校を掲載しました。
 

2016年3⽉3⽇
 

ギャラリートークのお知らせ（企画展関連イベント）
 学芸員が展⽰の⾒どころや作品にまつわるエピソードを紹介します。

 ⽇時：平成28年3⽉12⽇(⼟) 14:00〜
 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

 
2016年3⽉1⽇

 
3⽉のビデオシアター上映予定

 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を週替わりで上映しています。
 14：00の回では、満鉄記録映画集から「満州におけるリットン調査団」を特別上映

します。

2016年2⽉23⽇
 

3⽉の定期語り部お話し会
 ⽇時：平成28年3⽉20⽇(⽇・祝) 午後2時〜(約60分)

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2016年2⽉16⽇
 

メールマガジン配信のお知らせ
 メールマガジン2⽉16⽇号を配信しました。

 
2016年2⽉12⽇

 
来館校⼀覧ページを更新しました。

 1⽉に来館された⼩学校、中学校、⾼等学校を掲載しました。
 

2016年2⽉11⽇
 

「レポート」のページを更新しました。
 館外イベント「平和祈念展in徳島」のレポートを掲載しました。

 
2016年2⽉5⽇

 
ギャラリートークのお知らせ（企画展関連イベント）

 学芸員が展⽰の⾒どころや作品にまつわるエピソードを紹介します。
 ⽇時：平成28年2⽉13⽇(⼟) 14:00〜

 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー
 

2016年2⽉3⽇
 

春の特別プログラム「観てみよう、聞いてみよう 
戦争のこと」

 期間：第１弾 平成28年2⽉20⽇(⼟) 〜3⽉13⽇
(⽇）の⼟⽇

          第２弾 平成28年3⽉19⽇(⼟) 〜3⽉31⽇
(⽊）の毎⽇(春休み期間）※3⽉28⽇(⽉)は休館

 会場：平和祈念展⽰資料館

2016年2⽉1⽇
 

2⽉のビデオシアター上映予定
 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を週替わりで上映しています。

 14：00の回では、満鉄記録映画集から「満州におけるリットン調査団」を特別上映
します。

2015年度

1 Copyright © 平和祈念展示資料館



2016年1⽉19⽇
 

2⽉の定期語り部お話し会
 ⽇時：平成28年2⽉21⽇(⽇) 午後2時〜(約60分)

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2016年1⽉19⽇
 

「レポート」のページを更新しました。
 企画展「⼩説にみる⼥性たちの引揚げ」のレポートを掲載しました。

 
2016年1⽉12⽇

 
メールマガジン配信のお知らせ

 メールマガジン1⽉12⽇号を配信しました。
 

2016年1⽉9⽇
 

来館校⼀覧ページを更新しました。
 12⽉に来館された⼩学校、中学校、⾼等学校を掲載しました。

 
2016年1⽉8⽇

 
「休館⽇」のページを更新しました。

 平成28年9⽉までの休館⽇を掲載しました。
 

2016年1⽉7⽇
 

ギャラリートークのお知らせ（企画展関連イベント）
 学芸員が展⽰の⾒どころや作品にまつわるエピソードを紹介します。

 ⽇時：平成28年1⽉16⽇(⼟) 14:00〜
 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

 
2015年12⽉27⽇

 
1⽉のビデオシアター上映予定

 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を週替わりで上映しています。
 14：00の回では、⻑野県⽩⾺村に住む戦争体験者たちの証⾔をもとに⽩⾺村の戦争

の記憶を伝えるドキュメンタリー映画「⽩⾺の熱い夏〜もう⼀つの戦時資料〜」を
特別上映します。

2015年12⽉22⽇
 

1⽉の定期語り部お話し会
 ⽇時：平成28年1⽉17⽇(⽇) 14：00〜(約60分)

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年12⽉16⽇
 

年末年始休館のお知らせ
 12⽉28⽇(⽉)〜平成28年1⽉4⽇(⽉)は年末年始のため休館します。

 新年は1⽉5⽇(⽕)から通常通り開館します。皆様のご来館をお待ちしております。

2015年12⽉15⽇
 

メールマガジン配信のお知らせ
 メールマガジン12⽉15⽇号を配信しました。

 
2015年12⽉10⽇

 
平和祈念展 in 徳島

 ⽇時：平成28年1⽉26⽇(⽕) 〜1⽉31⽇(⽇) 9：
30〜17：00

 会場：徳島県⽂化の森総合公園
    徳島県⽴近代美術館 ギャラリー・徳島県⽴21

世紀館 多⽬的活動室

2015年12⽉8⽇
 

来館校⼀覧ページを更新しました。
 11⽉に来館された⼩学校、中学校、⾼等学校を掲載しました。

 
2015年12⽉3⽇

 
ギャラリートークのお知らせ（企画展関連イベント）

 学芸員が展⽰の⾒どころや作品にまつわるエピソードを紹介します。
 ⽇時：平成27年12⽉12⽇(⼟) 14:00〜

 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー
 

2015年12⽉1⽇
 

企画展「"うた"からみる兵⼠・抑留者・引揚者の想
い」

 ⽇時：平成28年1⽉5⽇(⽕) 〜4⽉24⽇(⽇)
 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー
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2015年12⽉1⽇
 

12⽉のビデオシアター上映予定
 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を週替わりで上映しています。

 12⽉は14：00の回に「シベリア抑留体験を語る-漫画家・斎藤邦雄さん-」を特別
上映します。

2015年11⽉18⽇
 

「レポート」のページを更新しました。
 「戦後70年3館合同企画講演会」のレポートを掲載しました。

 
2015年11⽉17⽇

 
12⽉の定期語り部お話し会

 ⽇時：平成27年12⽉20⽇(⽇) 14：00〜(約60分)
 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年11⽉10⽇
 

メールマガジン配信のお知らせ
 メールマガジン11⽉10⽇号を配信しました。

 
2015年11⽉9⽇

 
来館校⼀覧ページを更新しました。

 10⽉に来館された⼩学校、中学校、⾼等学校を掲載しました。
 

2015年11⽉6⽇
 

ギャラリートークのお知らせ（企画展関連イベント）
 学芸員が展⽰の⾒どころや作品にまつわるエピソードを紹介します。

 ⽇時：平成27年11⽉14⽇(⼟) 14:00〜
 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

 
2015年11⽉6⽇

 
メールマガジン バックナンバー掲載のお知らせ

 今年度からのメールマガジンのバックナンバーがご覧いただけるようになりまし
た。

 
2015年11⽉1⽇

 
11⽉のビデオシアター上映予定

 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を週替わりで上映しています。
 11⽉は14：00の回に「満鉄」が記録していた歴史的映像資料「満鉄記録映画集」

を特別上映します。

2015年10⽉30⽇
 

「レポート」のページを更新しました。
 館外イベント「平和祈念展in⻑野」のレポートを掲載しました。

 
2015年10⽉20⽇

 
11⽉の定期語り部お話し会

 ⽇時：平成27年11⽉15⽇(⽇) 14：00〜(約60分)
 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年10⽉19⽇
 

平和祈念展⽰資料館・しょうけい館 合同特別展⽰
 平和祈念展⽰資料館 特別展⽰「シベリア抑留を描く ⽥中武⼀郎絵画展」

 しょうけい館「義肢に⾎が通うまで 戦傷病者の社会復帰と労苦」
 ⽇時：平成27年11⽉4⽇(⽔)〜8⽇(⽇) 9:00〜17：00

 会場：和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼩展⽰室
 

2015年10⽉19⽇
 

戦後70年3館合同企画講演会「伝えたい あの⽇、あの時の記憶」
 和歌⼭会場講演会の参加者を追加募集しています。

 公式ホームページの講演会参加募集フォームからお申込みください。

2015年10⽉10⽇
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来館校⼀覧ページを更新しました。
 9⽉に来館された⼩学校、中学校、⾼等学校を掲載しました。

 
2015年10⽉2⽇

 
「レポート」のページを更新しました。

 企画展「抑留者と家族をつないだ⾔葉ー葉書に託した想いー」のレポートを掲載し
ました。

 
2015年10⽉1⽇

 
10⽉のビデオシアター上映予定

 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を⽇替わりで上映しています。
 10⽉は14：00の回に「満鉄」が記録していた歴史的映像資料「満鉄記録映画集」

を特別上映します。

2015年9⽉29⽇
 

「レポート」のページを更新しました。
 館外イベント「平和祈念展in群⾺」のレポートを掲載しました。

 
2015年9⽉22⽇

 
10⽉の定期語り部お話し会

 ⽇時：平成27年10⽉18⽇(⽇) 14：00〜(約60分)
 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年9⽉14⽇
 

企画展「⼩説にみる⼥性たちの引揚げ」
 ⽇時：平成27年9⽉29⽇(⽕) 〜12⽉27⽇(⽇)

 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2015年9⽉14⽇
 

秋の連休特別プログラム
 ⽇時：

 平成27年9⽉19⽇(⼟)〜9⽉23⽇(⽔・祝)
 平成27年10⽉10⽇(⼟)〜10⽉12⽇(⽉・祝）

 会場：平和祈念展⽰資料館 

2015年9⽉13⽇
 

来館校⼀覧ページを更新しました。
 8⽉に来館された⼩学校、中学校、⾼等学校を掲載しました。

 
2015年9⽉13⽇

 
ギャラリートークのお知らせ（企画展関連イベント）

 学芸員が展⽰の⾒どころや作品にまつわるエピソードを紹介します。
 ⽇時：平成27年10⽉10⽇(⼟) 14:00〜

 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー
 

2015年9⽉13⽇
 

ギャラリートークのお知らせ（企画展関連イベント）
 学芸員が展⽰の⾒どころや作品にまつわるエピソードを紹介します。

 ⽇時：平成27年9⽉26⽇(⼟) 14:00〜
 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

 
2015年9⽉13⽇

 
「レポート」のページを更新しました。

 戦後70年 夏休みイベント「みて、きいて、知る 70年前のこと」のレポートを掲載
しました。

2015年9⽉5⽇
 

平和祈念展 in ⻑野
 ⽇時：平成27年10⽉17⽇(⼟) 〜10⽉27⽇(⽕) 

9：30〜17：30
 会場：ホクト⽂化ホール 2階 ⼩ホール
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2015年9⽉2⽇
 

「休館⽇」のページを更新しました。
 平成28年3⽉までの休館⽇を掲載しました。

 
2015年9⽉1⽇

 
9⽉のビデオシアター上映予定

 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を⽇替わりで上映しています。
 9⽉は14：00の回に「満鉄」が記録していた歴史的映像資料「満鉄記録映画集」を

特別上映します。

2015年8⽉27⽇
 

「レポート」のページを更新しました。
 《スペシャルイベント》戦後70年企画「私たちが伝える体験者の⾔葉」のレポート

を掲載しました。
 

2015年8⽉20⽇
 

休館⽇のお知らせ
 8⽉23⽇(⽇)は新宿住友ビル全館休館⽇のため、休館いたします。

 
2015年8⽉18⽇

 
9⽉の定期語り部お話し会

 ⽇時：平成27年9⽉20⽇(⽇) 午後2時〜(約60分)
 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年8⽉6⽇
 

来館校⼀覧ページを更新しました。
 7⽉に来館された⼩学校、中学校、⾼等学校を掲載しました。

 
2015年8⽉6⽇

 
メディア掲載情報

 8⽉6⽇(⽊)の読売新聞(都内版)の朝刊32⾯にて、「語り部お話し会」が紹介されま
した。

 8⽉6⽇(⽊)の東京新聞(⾸都圏版)の朝刊21⾯にて、当資料館が紹介されました。

2015年8⽉5⽇
 

メディア掲載情報
 8⽉5⽇(⽔)の読売新聞の朝刊21⾯にて、「語り部お話し会」が紹介されました。

 
2015年8⽉1⽇

 
8⽉のビデオシアター上映予定

 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を⽇替わりで上映しています。

2015年7⽉31⽇
 

戦後70年3館合同企画展⽰会・講演会「伝えたい あの⽇、あの時の記憶」
 東京会場講演会の参加者を追加募集しています。

 公式ホームページの講演会参加募集フォームからお申込みください。

2015年7⽉30⽇
 

平和祈念展 in 群⾺
 ⽇時：平成27年9⽉8⽇(⽕) 〜9⽉13⽇(⽇) 午前10

時〜午後5時（最終⽇は午後4時まで）
 会場：群⾺県庁舎 1階 県⺠ホール北側フロア

2015年7⽉21⽇
 

8⽉の定期語り部お話し会
 ⽇時：平成27年8⽉16⽇(⽇) 午後2時〜(約60分)

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年7⽉20⽇
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来館校⼀覧ページを新設しました。
 4⽉、5⽉、6⽉に来館された⼩学校、中学校、⾼等学校を掲載しました。

 
2015年7⽉12⽇

 
ギャラリートークのお知らせ（特別展⽰関連イベント）

 学芸員が展⽰の⾒どころや作品にまつわるエピソードを紹介します。
 ⽇時：平成27年7⽉18⽇(⼟)午後2時〜

 会場：九段⽣涯学習館2階 九段ギャラリー
 

2015年7⽉10⽇
 

夏休み3館めぐりスタンプラリー
 期間：平成27年7⽉18⽇(⼟)〜8⽉30⽇(⽇)

 場所：昭和館・しょうけい館・平和祈念展⽰資料館

2015年7⽉7⽇
 

「⼦ども霞が関⾒学デー」に出展
 ⽇時：平成27年7⽉29⽇(⽔)・30⽇(⽊) 午前10時

〜午後4時
 会場：中央合同庁舎2号館 講堂(地下2階)

 受付：中央合同庁舎2号館   ロビー(1階)

2015年7⽉5⽇
 

ギャラリートークのお知らせ（企画展関連イベント）
 学芸員が企画展の⾒どころや展⽰資料にまつわるエピソードを紹介します。

 ⽇時：平成27年7⽉11⽇(⼟)午後2時〜
 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

 
2015年7⽉1⽇

 
7⽉のビデオシアター上映予定

 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を⽇替わりで上映しています。
 7⽉は午後2時の回に、「満鉄」が記録していた歴史的映像資料「満鉄記録映画集」

を特別上映します。

2015年6⽉26⽇
 

戦後70年 夏休みイベント「みて、きいて、知る 70
年前のこと」

 期間：平成27年7⽉18⽇(⼟)〜8⽉31⽇(⽉)
 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアターほか

2015年6⽉26⽇
 

《スペシャルイベント》戦後70年企画 私たちが伝
える体験者の⾔葉

 ⽇時：平成27年8⽉8⽇（⼟）午後2時〜午後3時40
分(開場は午後1時30分)

 会場：新宿住友ビル47階「新宿住友スカイルーム 
ROOM5-6」

2015年6⽉23⽇
 

ギャラリートークのお知らせ（企画展関連イベント）
 学芸員が企画展の⾒どころや展⽰資料にまつわるエピソードを紹介します。

 ⽇時：平成27年6⽉27⽇(⼟)午後2時〜
 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー
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2015年6⽉23⽇
 

7⽉の定期語り部お話し会
 ⽇時：平成27年7⽉19⽇(⽇) 午後2時〜(約60分)

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年6⽉1⽇
 

6⽉のビデオシアター上映予定
 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を⽇替わりで上映しています。

 6⽉は午後2時の回に、「満鉄」が記録していた歴史的映像資料「満鉄記録映画集」
を特別上映します。

2015年5⽉28⽇
 

企画展「抑留者と家族をつないだ⾔葉ー葉書に託し
た想いー」

 ⽇時：平成27年6⽉23⽇(⽕) 〜9⽉27⽇(⽇)
 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2015年5⽉19⽇
 

6⽉の定期語り部お話し会
 ⽇時：平成27年6⽉21⽇(⽇) 午後2時〜(約60分)

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年5⽉17⽇
 

⼤型絵画展⽰のお知らせ
 5⽉26⽇(⽕)から6⽉21(⽇)まで、企画展⽰コーナーにて抑留体験者である⼩澤耕⼀

郎⽒、⽵⽥⼀夫⽒が描いた油彩画を展⽰します。

2015年5⽉16⽇
 

映画・ドキュメンタリー上映会のお知らせ（特別交流展関連イベント）
 5⽉23⽇(⼟) 映画『紙屋悦⼦の⻘春』

 5⽉24⽇(⽇) ドキュメンタリー『塔は黙して語らず特攻“義烈空挺隊”の真実』
 会場:平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター ●各⽇午後2時〜

2015年5⽉15⽇
 

特別展⽰「シベリア抑留を描く Vol.3 ⼼に刻まれた
姿」

 ⽇時：平成27年7⽉14⽇（⽕）〜7⽉20⽇（⽉・
祝）午前10時〜午後7時

 会場：九段⽣涯学習館 2階 九段ギャラリー

2015年5⽉12⽇
 

ドキュメンタリー上映会のお知らせ（特別交流展関連イベント）
 5⽉16⽇(⼟) ドキュメンタリー『塔は黙して語らず特攻“義烈空挺隊”の真実』

 会場:平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター ●午後2時〜

2015年5⽉3⽇
 

戦後70年特別交流展 知覧特攻平和会館・平和祈念
展⽰資料館合同展⽰  

 「義烈空挺隊と従軍カメラマン・⼩柳次⼀」
 ⽇時：平成27年6⽉4⽇(⽊) 〜7⽉28⽇(⽕) 午前9

時〜午後5時(⼊館は午後4時30分まで)
 会場：ミュージアム知覧 特別展⽰室

2015年5⽉3⽇
 

映画・ドキュメンタリー上映会のお知らせ（特別交流展関連イベント）
 5⽉9⽇(⼟) ドキュメンタリー『塔は黙して語らず特攻“義烈空挺隊”の真実』

 5⽉10⽇(⽇) 映画『紙屋悦⼦の⻘春』
 会場:平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター ●各⽇午後2時〜
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2015年5⽉1⽇
 

5⽉のビデオシアター上映予定
 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を⽇替わりで上映しています。

 5⽉は午後2時の回に、義烈空挺隊の真実を様々な資料から検証したドキュメンタリ
ー作品、 宮崎放送「塔は黙して語らず特攻“義烈空挺隊”の真実」を特別上映しま
す。

2015年4⽉21⽇
 

5⽉の定期語り部お話し会
 ⽇時：平成27年5⽉17⽇(⽇) 午後2時〜(約60分)

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年4⽉20⽇
 

『平和祈念展⽰資料館の紹介』WEB掲載のお知らせ
 当資料館の紹介映像がWEBサイト上でご覧になれるようになりました。

 ライブラリーの資料館紹介映像からご覧ください。
 平和祈念展⽰資料館の紹介(平成26年度制作)を⾒る

2015年4⽉20⽇
 

知覧特攻平和会館語り部 講話会（ゴールデンウィーク特別イベント）
 知覧特攻平和会館の語り部が、特攻の歴史的背景と特攻隊員の遺書･⼿紙等の特⾊に

ついて解説します。
 4⽉29⽇(⽔・祝) ●午後1時〜/●午後3時〜

 4⽉30⽇(⽊)   ●午前10時〜
 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年4⽉18⽇
 

体験者が伝える、平和祈念展⽰資料館の語り部お話し会
 （ゴールデンウィーク特別イベント）

 平和祈念展⽰資料館の語り部の体験談を、学芸員が進⾏役となって伝えます。
 5⽉1⽇(⾦)     ⻄崎信夫さん(元兵⼠）

    2⽇(⼟)     鈴⽊忠典さん(元兵⼠)
      3⽇(⽇・祝)   遠藤尚次さん(抑留体験者）

    4⽇(⽉・祝)   成⽥富男さん(抑留体験者）
    5⽇(⽕・祝)   ⼿塚元彦さん(引揚体験者)

    6⽇(⽔・振休)  ⽥中信⼦さん(引揚体験者)
 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター  ●各⽇午後2時〜

2015年4⽉2⽇
 

GW（ゴールデンウィーク）特別イベント
 ー⼦どもたちに伝えたい、戦争体験者のおはなしー

 期間：平成27年4⽉29⽇(⽔・祝)〜5⽉6⽇(⽔・振
休)

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2015年4⽉2⽇
 

戦後70年特別交流展 「知覧からの⼿紙」〜⿅児島県
知覧特攻平和会館パネル展〜

 ⽇時：平成27年4⽉21⽇(⽕)〜5⽉24⽇(⽇)
 場所：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2015年4⽉1⽇
 

4⽉のビデオシアター上映予定
 当資料館では、戦後の労苦に関する映像作品を⽇替わりで上映しています。

 4⽉は午後2時の回に、義烈空挺隊の真実を様々な資料から検証したドキュメンタリ
ー作品、 宮崎放送「塔は黙して語らず“特攻義烈空挺隊の真実”」を特別上映しま
す。

2015年4⽉1⽇
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ギャラリートークのお知らせ（企画展関連イベント）
 学芸員が企画展の⾒どころや展⽰資料にまつわるエピソードを紹介します。

 ⽇時：平成27年4⽉11⽇(⼟)午後1時〜 会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コ
ーナー

 
2015年4⽉1⽇

 
4⽉定期語り部お話し会

 ⽇時：平成27年4⽉19⽇(⽇) 午後2時〜(約60分)
 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
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