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G-1 婦人雑誌の表紙
机上　　実物展示
『婦人倶楽部』1940年1月号『主婦之友』1940年1月号
『主婦之友』1945年4月号  『主婦之友』1945年6月号
『主婦之友』1943年4月号  『主婦之友』1944年3月号
『婦人倶楽部』1944年8月号
『處女』1939年8月号      『處女』1940年6月号
パネル 決戦下の髪型七種 『婦人倶楽部』1944年8月号

壁面
パネル　解説［戦時下の女性の役割］
パネル 国策を説く
 『銃後の婦人』1939年6月号より
パネル 婦人雑誌の影響力
 『主婦之友』1945年4月号
パネル 「特攻の言葉が表れました。」
「ページ数が減少し、
 カラーからモノクロになりました。」
 『主婦之友』1945年4月号 『主婦之友』1941年11月号
 『主婦之友』1945年6月号
パネル 表紙の変化
 『處女』1939年8月1日号  『處女』1940年5月10日号
パネル 母子像について
 『主婦之友』1941年11月号『主婦之友』1943年3月号

G-2 戦時下の衣生活
壁面
パネル　解説［戦時下の衣生活］
パネル 衣生活-婦人雑誌より
 『家の光』1938年5月号
 『主婦之友』1941年11月号

H 戦時下の衣生活
机上　　実物展示
『婦人倶楽部』1944年5月号
『婦人倶楽部』1945年1月号
『婦人倶楽部』1945年2月号
『家の光』1935年9月号
『家の光』1938年5月号
『家の光』1941年2月号
『家の光』1944年4月号
『主婦之友』1941年11月号

壁面
パネル 衣生活-婦人雑誌より
 『家の光』1943年11月号
 『婦人倶楽部』1944年6月号
 『婦人倶楽部』1945年2月号

C 戦時下の食生活・常会・隣組　雑誌『写真週報』
机上　　実物展示
『写真週報』214号（1942年4月1日号）「みんなで育てた鯉はこんなに」
『写真週報』203号（1942年1月14日号）「食糧確保　桑園も麦畑へ」
『写真週報』232号（1942年8月5日号）「ザリガニ殲滅(せんめつ)戦」
『写真週報』270号（1943年5月5日号）「米価引上げの朗報を現地に打診」
『写真週報』275号（1943年6月9日号）「万一に備へ女学生の乾燥野菜つくり」
『写真週報』322号（1944年5月24日号）「大いに藷（いも）を植ゑませう」
『写真週報』336号（1944年8月30日号）「秋葉原駅の戦時農園」
『写真週報』324号（1944年6月7日号）「戦ふ食生活は協力炊事で」

壁面
パネル　解説［食生活］
ポスター　実物展示
 「噛（かみ）しめよ時局の苦みを混食で」
 「急告」ラムネ・ソーダ水等値上げ通知
 「外米は国難突破の丸薬だ」
 「先づ（まず）健康」
 「体力増強」
大型パネル『写真週報』表紙集
パネル　解説『写真週報』
複製展示『写真週報』表紙集
パネル　解説［隣組］

D 戦時下の食生活・結婚　雑誌『写真週報』
机上　　実物展示（一部はコピーです）
『名古屋市付附近に自生する食用野草』（1941年9月15日発行）
『食べられる野草』陸軍獣医学校研究部著
（初版1943年、再版44年。毎日新聞社）
『写真週報』248号（1942年11月25日号）「粥をすゝつても自家保有米供出」
『写真週報』288号（1943年9月8日号）「こんなに助かる隣組共同炊事」
『写真週報』218号（1942年4月29日号）「これからの結婚はこのやうに－附、結婚十訓」
『写真週報』283号（1943年8月4日号）「改定　時局防空必携写真解説」
『写真週報』352号（1944年12月20日号）「決戦下の合同結婚式」コピー

壁面
パネル 横山隆一のマンガ「決戦兄弟」より
 『写真週報』320号（1944年5月10日号）
パネル 「野草を食べる会」
 『写真週報』336号（1944年8月30日号）
複製展示「燃料の経済な使ひ方一覧」（表）「戦時の食生活秘訣便覧」（裏）
 『婦人倶楽部』1944年8月号　食生活図解
パネル マンガ「国策」

E いろはカルタ・敵性語
壁面
大型パネル「いろはカルタ」の今昔―愛国「いろはカルタ」・平和を願う「いろはカルタ」
 『少国民文化』1943年10月号
大型パネル　敵性語の排斥―敵国の言葉は使わない―
 『写真週報』257号1943年2月3日号

F 1945年の中部日本新聞より
壁面　　実物展示 『中部日本新聞』
①決戦食
　1945年2月24日� 1945年3月5日
　1945年1月31日� 1945年2月5日
②学童も動員
　1945年1月18日� 1945年6月10日
③悪事
　1945年1月23日� 1945年3月3日
　1945年1月6日�1945年3月25日
④空地利用
　1945年1月26日� 1945年3月4日
1945年4月11日� 1945年4月24日
⑤労務者優先
　1945年4月1日�1945年2月1日
⑥ぜいたくは敵
　1945年2月2日�1945年4月22日

パネル　1945年の新聞より
『中部日本新聞』1945年1月1日
『中部日本新聞』1945年1月3日
『中部日本新聞』1945年3月5日

パネル　解説［本展示は1945（昭和20）年

元旦から8月15日までの期間を対象に中部

日本新聞の記事から抜粋しました。］

I 新聞ファイル閲覧コーナー
1945年の中部日本新聞より
新聞の記事（展示されているものが中心です）
のコピーを読んでいただけます

机上
①決戦食
　1945年2月24日� 1945年2月5日
　1945年3月5日�1945年1月31日
②学童も動員
　1945年3月19日� 1945年6月10日
　1945年1月18日� 1945年3月2日
③悪事
　1945年1月23日� 1945年3月3日
　1945年1月9日�1945年3月25日
　1945年1月6日
④空地利用
　1945年1月26日� 1945年4月24日
　1945年4月11日� 1945年3月4日
⑤労務者優先
　1945年2月1日�1945年4月1日
⑥ぜいたくは敵
　1945年2月2日�1945年4月22日

B-2 国債・貯蓄の広告
机上　　実物展示
「パネル 婦人雑誌の広告」の雑誌の実物です。
『婦人倶楽部』1942年7月号� 『婦人倶楽部』1943年12月号
『婦人倶楽部』1942年5月号� 『婦人倶楽部』1943年9月号
『婦人倶楽部』1942年9月号� 『日本婦人』1944年2月号
『婦人倶楽部』1943年11月号� 『婦人倶楽部』1944年3月号
『婦人倶楽部』1943年5月号� 『婦人倶楽部』1944年5月号

壁面
パネル　解説［国債購入の広告－
婦人雑誌の裏表紙］
パネル 婦人雑誌の広告
 『婦人倶楽部』1942年7月号
 『婦人倶楽部』1943年12月号
 『婦人倶楽部』1943年5月号
 『婦人倶楽部』1943年11月号
 『婦人倶楽部』1943年9月号
 『婦人倶楽部』1944年3月号
 『婦人倶楽部』1944年5月号
 『日本婦人』1944年2月号
 『婦人倶楽部』1942年5月号
 『婦人倶楽部』1942年9月号

パネル 貯蓄の広告 「写真週報」より－１
 『写真週報』205号（1942年1月28日号）
 『写真週報』208号（1942年2月28日号）
 『写真週報』211号（1942年3月11日号）
 『写真週報』222号（1942年5月27日号）
パネル 貯蓄の広告 「写真週報」より－２
 『写真週報』232号（1942年8月5日号）
 『写真週報』248号（1942年11月25日号）
 『写真週報』249号（1942年12月2日号）
 『写真週報』255号（1943年1月20日号）
パネル 貯蓄の広告 「写真週報」より－３
 『写真週報』258号（1943年2月10日号）
 『写真週報』283号（1943年8月4日号）
 『写真週報』286号（1943年8月25日号）
 『写真週報』283号（1943年9月8日号）
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A 戦時下のアメリカの雑誌
　週刊誌『LIFE』
（協力：東邦大学地域創造研究所）
机上　　実物展示『LIFE』

(入れ替えて展示しています)
『LIFE』1937年1月11日号� 『LIFE』1941年4月7日号
『LIFE』1940年1月29日号� 『LIFE』1945年4月30日号
『LIFE』1941年1月20日号

壁面
パネル　解説［戦時下のアメリカの代表的週刊誌『LIFE』は］
複製展示『LIFE』表紙　入れ替えて展示しています。
　机上に展示されているものの表紙です。
複製展示『LIFE』1937年1月11日号　
・表紙　・爆弾三勇士（Three Human Bombs）に関する記事
複製展示『広告・ビラ・風刺漫画でまなぶ日本近現代史』
（渡辺 賢二編　地歴社　2007年12月発行）
・表紙　・爆弾三勇士の説明のページ

B-1 週刊誌
机上　　実物展示
『週刊朝日』1941年12月28日号
『週刊朝日』1943年8月29日号
『週刊朝日』1945年4月8日号
『サンデー毎日』1941年9月21日号
『週刊毎日』1943年4月4日号
『週刊毎日』1944年7月9日号
『週刊毎日』1944年7月23日号

壁面
複製展示『家の光』1944年2月1日号
「時局漫画解説」
パネル　解説［大東亜戦争とは？］
複製展示『週刊朝日』1941年12月28号
「大東亜戦争宣言」
パネル　解説［沖縄決戦］
複製展示『週刊朝日』1945年4月8日号
「断じて殲滅せん敵艦隊」
パネル　解説［週刊誌の表紙］
複製展示『週刊朝日』1941年12月8日号
マンガ「明るい一家」
複製展示『週刊朝日』1941年12月8日号
マンガ「勝ち抜く隣組」

ピースあいち '１０所蔵品展
─雑誌などにみる戦時の世相

-1-

-2- -3-

-4-
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A:戦時下のアメリカの雑誌
　週刊誌『LIFE』
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B-1:週刊誌

B-2:国債・貯蓄の広告
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C:戦時下の食生活・常会・隣組
　雑誌『写真週報』

D:戦時下の食生活・結婚
　雑誌『写真週報』

E:いろはカルタ・敵性語

-4-
F:1945年の中部日本新聞より

G-1:婦人雑誌の表紙

G-2・H:戦時下の衣生活

I:新聞ファイル閲覧コーナー
　1945年の中部日本新聞より

目　次展示場図
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1931年＝昭和 6年
1932年＝昭和 7年
1933年＝昭和 8年
1934年＝昭和 9年
1935年＝昭和10年
1936年＝昭和11年
1937年＝昭和12年
1938年＝昭和13年
1939年＝昭和14年
1940年＝昭和15年
1941年＝昭和16年
1942年＝昭和17年
1943年＝昭和18年
1944年＝昭和19年
1945年＝昭和20年





第２回 ピースあいち寄贈品展

予科練 15歳の志願兵・壁２
  兵籍簿コピー

予科練 15歳の志願兵・机
  手紙
  父親の日記
  松山海軍航空隊愛知一中出身者関係名簿
  写真 6点
  出水陸攻隊　出水基地での思い出
  陸攻隊　出撃 搭乗割

回覧板
  7398　7399 防護分団・回覧板

軍隊生活・壁 (左ページより続く)
 7556 艦船喪失一覧図
 7605 外套
 7606 防寒用帽子
 7302 国民服
 7607 防寒用上着
 7608 ズボン
 7597 詔書（掛け軸）
 7536 軍服
 7609 半ズボン
 7464 軍服　上
 7465 軍服　下
 7542 寄せ書き　日章旗
 7695 日章旗
 7694 旭日旗
 7611 軍帽
 7667 コート

軍隊生活・机１ 
 7600 かばん （肩かけ）
 7688 第一期種痘済証
 7601 帯革（ベルト）
 7602 帯革（ベルト）
 7467 新聞ファイル
 7579 千人針
 7370 千人針
 7693 千人針　　　　　　
 7317 鉄帽　ヘルメット
 7316 鉄帽　ヘルメット　2個
 7401 記章　4点
 7594 帽子
 7533 軍靴　　陸軍
 7296 腕章
 7582 陶器製手榴弾
 7619 陸軍上等兵肩章
 7604 Ｂ２９の部品

国民生活・壁
 7285 掛け軸
 2075-2615 新聞
 7338 引札
 7396 卒業証書
 7294 参加証　手榴弾投擲競技会
 7645 陶製ボタン
 7639 男児用「羽織」（綿入）
 7638 男児用「デンチ」（綿入）
 7668 関東大震災号
 7443 国防防寒着
 7473 南京袋で作ったリュック
 7307 もんぺ　上着
 7308 もんぺ　下
 7670 北海道地方行幸 陸軍大演習
 7671 頻ニ無事ヲ殺傷シ アサヒグラフ
 7353-7355 中国の紙幣

軍隊生活・机２
 7669 満州事変写真集
 7676 満州事変記念大写真帳
 7499 海軍作戦写真記録　Ⅰ
 7524 修養日誌　、はがき
 7621 絵葉書
 7495 履歴書
 7461 特別輸送乗車船証明書
 7456 はがき　軍事郵便
 7426 歩兵第六聯隊史
 7445 徽章
 7448 支那事変写真
 7509 軍事郵便葉書
 7293 絵はがき　アルバム
 7622 靖国之絵巻
 7692 冊子　　終戦時の表情
 7476 引揚の状況申立書

軍隊生活・机３
 7523 新聞切り抜きコピー
 7521 風船爆弾の実物紙片
 7522 写真集のコピー
 7515 薬莢
 7593 機関砲 砲弾 弾頭 ２個
 7592 爆弾の破片
 7472 満州事変の布告の写真
 7334 ペンダント
 7626 軍事郵便
 7675 遺書
 7475 引揚証明書
 7466 軍隊手牒
 7397 履歴表

国民生活・机２
 7304 受傷（罹患）証明書
 7318 市民読本　全5巻　箱入り
 7287 はがき　軍事郵便
 7519 写真
 7403 郵便
 7325 書類
 7449 定本　愛国百人一首解説
 7309 卒業アルバム　2冊
 7367 つはもの軍歌集
 7290 海兵役履歴表
 7311 はがき　軍事郵便
 7400 週刊朝日　臨時増刊　1970年
 7420 冊子「西大門刑務所歴史館」
 7513 教科書（中華民国）
 7291 スクラップブック　3冊
 7603 教科書
 7691 終戦時の新聞記事
 7590 初等科音楽　三　教師用
 7634 初等科音楽　四　教師用
 7324 防空壕の模型

展示品のつぶやき 

さて、私どもは、多くの善意の方々から寄贈された貴重な品々
で、日ごろは館の人たちによって大切に保管されています。そ
して展示会などで、皆様にお目にかかりたいといつも心待ちに
しています。
今回の寄贈品展は、私どもにとって晴れの舞台です。私ども

には寄贈者一人ひとりの思いがこめられています。辛かったこ
と、うれしかったことなどいろいろの思いが一杯つまっていま
す。どうぞ一つ一つをゆっくりご覧くださり、その思いを汲み
取っていただければ、私どもにとってこの上ない喜びでありま
す。
戦争中の遺品ということで、どうしても暗いものが多いと思

います。しかし、ご覧になられた皆様が、次の世代を担う人た
ちに将来二度と私どもと会わせないようお誓いいただくことが、
私どもの願いです。

国民生活・机１
 7322 おしどりの香炉
 7411 竹筒ランプ
 7663 男児用ズック靴　１足
 7560 湯たんぽ
 7661 木製つっかけ１足
 7640 パン焼器
 7625 扇子
 7643 筆筒（墨と石筆数本）
 7646 手廻し粉ひき器
 7390 通信訓練必携
 7422 学童疎開記念かるた
 7471 爆弾の破片が貫通した本
 7289 ビデオテープ「13歳の遺言」
 7596 愛国百人一首かるた
 7656 含糖ペプシン ビン入り ２個
 7655 安痰丸
 7650 歯痛液
 7657 ハリバ軟膏
 7666 アンプル（薬品入り）
 7337 カセットテープ「鎭魂」
 7566 陶製電器ソケット
 7539 ボタン
 7312 布　2枚
 7288 レコード「青い目の人形」
 7431 国民学校名札用布

国民生活・新聞
      製本された新聞ファイル

国民生活・机３
 7326 答辞原稿コピー
 7389 備忘録
 7514 写真
 7458 終了証明書
 7434 伝単（ビラ）
 7617 米軍機から撒布されたビラ
 7372 遺書
 7618 軍需工場からの挨拶状
 7688 第一期種痘済証
 7557 妊産婦手帳
 7462 写真パネル　縮小版
 7286 写真
 7500 焼けた硬貨　９６枚
 7551 配給切符
 7358 従軍証明書
 7341 債券　6枚
 7295 証明書　○災特配票
 7501 戦時貯蓄債権
 7321 個人金融通帳

予科練・15歳の志願兵
回覧板

国民生活

受付正面(吹き抜け)

屋外展示

国民生活

2011年12月8日～2012年2月18日

軍隊生活
軍隊生活・壁
 7558 名古屋市戦災焼失区域図
 7301 国民服
 7555 賞状
 7565 地図
 7569 色紙　特攻兵遺詠
 7392 日の丸
 7432 日の丸　寄せ書き
　(右ページ上へ続く)

予科練 15歳の志願兵・壁１
 7685 帽子
 7679 予科練服 (複製)
 7684 予科練服 (複製)
 7681 予科練服 (複製)
 7680 予科練服 (複製)
 7683 予科練服 (複製)

←国民生活のコーナー

予科練・15歳の志願兵
・回覧板のコーナー

壁1
壁2

机1

机2

机3

回覧板

新聞

軍隊生活の
コーナー

机1
机2

机3

 7405 のぼり

 7690 かめ(用水)



軍隊生活・壁 (左ページより続く)
 7606 防寒用帽子
 7302 国民服
 7607 防寒用上着
 7608 ズボン
 7597 詔書（掛け軸）
 7536 軍服
 7609 半ズボン
 7464 軍服　上
 7465 軍服　下
 7542 寄せ書き　日章旗
 7695 日章旗
 7694 旭日旗
 7611 軍帽
 7667 コート

軍隊生活・机１ 
 7600 かばん （肩かけ）
 7686 飯ごう
 7688 第一期種痘済証
 7601 帯革（ベルト）
 7602 帯革（ベルト）
 7467 新聞ファイル
 7517 日本陸軍　ウェストバッグ
 7579 千人針　2点
 7370 千人針
 7693 千人針　
 7317 鉄帽　ヘルメット
 7316 鉄帽　ヘルメット　2個
 7401 記章　4点
 7594 帽子
 7533 軍靴　　陸軍
 7296 腕章
 7582 陶器製手榴弾
 7619 陸軍上等兵肩章
 7604 Ｂ２９の部品

軍隊生活・机２
 7669 満州事変写真集
 7676 満州事変記念大写真帳
 7499 海軍作戦写真記録　Ⅰ
 7524 修養日誌　、はがき
 7621 絵葉書
 7495 履歴書
 7461 特別輸送乗車船証明書
 7456 はがき　軍事郵便
 7426 歩兵第六聯隊史
 7445 徽章
 7448 支那事変写真
 7509 軍事郵便葉書
 7293 絵はがき　アルバム
 7622 靖国之絵巻
 7692 冊子　　終戦時の表情
 7476 引揚の状況申立書

軍隊生活・机３
 7523 新聞切り抜きコピー
 7521 風船爆弾の実物紙片
 7522 写真集のコピー
 7515 薬莢
 7593 機関砲 砲弾 弾頭 ２個
 7592 爆弾の破片
 7472 満州事変の布告の写真
 7334 ペンダント
 7626 軍事郵便
 7675 遺書
 7475 引揚証明書
 7466 軍隊手牒
 7397 履歴表

国民生活・机２
 7304 受傷（罹患）証明書
 7318 市民読本　全5巻　箱入り
 7287 はがき　軍事郵便
 7519 写真
 7403 郵便
 7325 書類
 7449 定本　愛国百人一首解説
 7309 卒業アルバム　2冊
 7367 つはもの軍歌集
 7290 海兵役履歴表
 7311 はがき　軍事郵便
 7400 週刊朝日　臨時増刊　1970年
 7420 冊子「西大門刑務所歴史館」
 7513 教科書（中華民国）
 7291 スクラップブック　3冊
 7603 教科書
 7691 終戦時の新聞記事
 7590 初等科音楽　三　教師用
 7634 初等科音楽　四　教師用
 7324 防空壕の模型

国民生活・机３
 7326 答辞原稿コピー
 7389 備忘録
 7514 写真
 7458 終了証明書
 7434 伝単（ビラ）
 7617 米軍機から撒布されたビラ
 7372 遺書
 7618 軍需工場からの挨拶状
 7688 第一期種痘済証
 7557 妊産婦手帳
 7462 写真パネル　縮小版
 7286 写真
 7500 焼けた硬貨　９６枚
 7551 配給切符
 7358 従軍証明書
 7341 債券　6枚
 7295 証明書　○災特配票
 7501 戦時貯蓄債権
 7321 個人金融通帳

国民生活

軍隊生活
軍隊生活・壁
 7558 名古屋市戦災焼失区域図
 7301 国民服
 7555 賞状
 7565 地図
 7569 色紙　特攻兵遺詠
 7392 日の丸
 7432 日の丸　寄せ書き
 7556 艦船喪失一覧図
 7605 外套　　　(右ページ上へ続く)

軍隊生活の
コーナー

机1
机2

机3

展示室入口

第２回 ピースあいち寄贈品展

予科練 15歳の志願兵・壁２
  兵籍簿コピー

予科練 15歳の志願兵・机
  手紙
  父親の日記
  松山海軍航空隊愛知一中出身者関係名簿
  写真 6点
  出水陸攻隊　出水基地での思い出
  陸攻隊　出撃 搭乗割

回覧板
  7398　7399 防護分団・回覧板

国民生活・壁
 7285 掛け軸
 2075-2615 新聞
 7338 引札
 7396 卒業証書
 7294 参加証　手榴弾投擲競技会
 7645 陶製ボタン
 7639 男児用「羽織」（綿入）
 7638 男児用「デンチ」（綿入）
 7668 関東大震災号
 7443 国防防寒着
 7473 南京袋で作ったリュック
 7307 もんぺ　上着
 7308 もんぺ　下
 7670 北海道地方行幸 陸軍大演習
 7671 頻ニ無事ヲ殺傷シ アサヒグラフ
 7353-7355 中国の紙幣

展示品のつぶやき 

さて、私どもは、多くの善意の方々から寄贈された貴重な品々
で、日ごろは館の人たちによって大切に保管されています。そ
して展示会などで、皆様にお目にかかりたいといつも心待ちに
しています。
今回の寄贈品展は、私どもにとって晴れの舞台です。私ども

には寄贈者一人ひとりの思いがこめられています。辛かったこ
と、うれしかったことなどいろいろの思いが一杯つまっていま
す。どうぞ一つ一つをゆっくりご覧くださり、その思いを汲み
取っていただければ、私どもにとってこの上ない喜びでありま
す。
戦争中の遺品ということで、どうしても暗いものが多いと思

います。しかし、ご覧になられた皆様が、次の世代を担う人た
ちに将来二度と私どもと会わせないようお誓いいただくことが、
私どもの願いです。

国民生活・机１
 7541 ラジオ
 7322 おしどりの香炉
 7411 竹筒ランプ
 7663 男児用ズック靴　１足
 7560 湯たんぽ
 7661 木製つっかけ１足
 7640 パン焼器
 7625 扇子
 7643 筆筒（墨と石筆数本）
 7540 やかん
 7646 手廻し粉ひき器
 7390 通信訓練必携
 7422 学童疎開記念かるた
 7471 爆弾の破片が貫通した本
 7289 ビデオテープ「13歳の遺言」
 7596 愛国百人一首かるた
 7656 含糖ペプシン ビン入り ２個
 7655 安痰丸
 7650 歯痛液
 7657 ハリバ軟膏
 7666 アンプル（薬品入り）
 7337 カセットテープ「鎭魂」
 7566 陶製電器ソケット
 7539 ボタン
 7312 布　2枚
 7288 レコード「青い目の人形」
 7431 国民学校名札用布

国民生活・新聞
      製本された新聞ファイル

予科練・15歳の志願兵
回覧板

国民生活

受付正面(吹き抜け)

屋外展示

2011年12月8日～2012年2月18日

予科練 15歳の志願兵・壁１
 7685 帽子
 7679 予科練服 (複製)
 7684 予科練服 (複製)
 7681 予科練服 (複製)
 7680 予科練服 (複製)
 7683 予科練服 (複製)

←国民生活のコーナー

予科練・15歳の志願兵
・回覧板のコーナー

壁1
壁2

回覧板

 7405 のぼり

 7690 かめ(用水)

展示室入口

新聞 机2

机3
机1
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