～今、戦争と平和を考える～

県民の戦争体験目録
期間：平成１５年７月１日（火）～８月２４日（日）

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

県立図書館は、日頃から県内の郷土関係資料の重点的な収集に努めていますが、
その中には、県民個人の目線で見た戦争体験資料を多数所蔵しております。
今回の展示では、終戦記念日を前に、戦争と平和について考える一端として、
これらの中から１７５点をご紹介します。

（個人の体験記）
＋１ 兄弟三人を国に捧げたあの戦争 新井長十郎／著 青山ハルナ事務所／編 渋川 新井長十郎 ２０００
＋２ あゝ我が青春 苦斗六年間の回顧 深沢富四郎／著 大間々町（山田郡）深沢富四郎 １９８９
＋３ 私の戦争体験 平成三年一月記 新井晋／〔著〕〔安中〕〔新井晋〕 １９９５
＋４ 凍土 青木俊明／著〔前橋〕〔青木俊明〕１９８８
５ 戦陣の夢 安藤文夫／著 高崎 安藤文夫 １９７７
＋６ 鉄路の朝 北支方面軍山東省戦記 深沢武／著 高崎 あさを社〔製作〕１９８７
＋７ あの戦争を、ふりかえり 戦争体験を語り継ぐ会のために 平成１０年３月記 新井晋 ／著 安中 新井晋 １
９９８
＋８ いくさのにはの人通り 福田貂太郎／著 東京 〔福田貂太郎〕１９７９
９ 銃と画筆と 福田貂太郎／著 東京 有光社 １９４３
＋10 望郷限りなく 布施七郎／著 前橋 上毛警友編集部 １９５４
＋11 禍中から俺元気 沖縄よりの便り 萩原信之／編 東村（佐波郡） 萩原信之 １９９７
＋12 雪と黄塵 私の兵隊物語 羽生田進／著 前橋 〔羽生田進〕 １９８０
＋13 ある学童疎開の記 橋本幸雄／著 東京 橋本幸雄 １９８７
＋14 試練に耐えて 長谷川義男／著 〔長野原町（吾妻郡）〕〔長谷川義男〕２０００
＋15 ひまわり 原田恒弘／著 前橋 原田恒弘 １９９５
＋16 南十字星とわが青春 飯島誠／著 前橋 飯島誠 １９８５
＋17 衝撃の体験記十二月三十一日は俺の命日だった。 星野満彦／著 東京 Ｍ．Ｓ．Ｅ．出版 １９７５
18 彦っぺ物語 続・十二月三十一日は俺の命日だった 前・後編 星野満彦／著 渋川 星野満彦 １９８７
19 日俘第一九二三八号の生還ルポ 二八収容所から病院船摂津丸 村田謙二／著 高崎 あさを社 １９９６
＋20 大東亜戦争従軍記 野あざみの花 樋口秀次郎／著 東京 群馬県出版センター ２０００
＋21 湘桂作戦に従軍した一軍医の回想 堀江祐司／著 太田 堀江病院 １９８８
22 ハルマヘラ島の印象 一兵卒として 五十嵐源太郎／著 ［高崎］五十嵐源太郎［出版年不明］
23 十日間の空白 被爆地広島救援の記録 飯島薫／著 前橋 飯島薫 １９９５
＋24 謎は何処に シベリア抑留記 飯野信義／著 高崎 飯野マチ ２００２
＋25 最果ての南に青春は尽きぬ 飯塚六郎／著 高山村（吾妻郡）飯塚六郎 ２００２
＋26 回顧 激動の山河 飯塚八郎／著 田中政雄／編 東村（吾妻郡） 飯塚八郎 １９９７
27 戎衣回想 井上琢司／著 境町（佐波郡） 井上琢司 １９７９
28 太平洋戦争開戦時マレー半島東海岸コタバルの敵前上陸の思い出 昭和十六年十二月八日 市原源治／著
〔市原源治〕〔１９９－〕
29 ラバウルと兵隊 石曽根音治／著 東京 現代書房新社 １９７７
＋30 私の戦時生活 南方勤務 神田坤六／著 〔前橋〕〔神田坤六〕１９８２
31 生と死と別れ 入沢輝一／〔著〕〔渋川〕〔入沢輝一〕１９８６
32 帰らざるノモンハン 日満ソ蒙国境確定交渉秘話 石田喜与司／著 東京 芙蓉書房 １９８５
＋33 私の戦記 宮前守敏／著 高崎 あさを社 １９８８
＋34 新しき国生み ビルマ戦線従軍記 石川忠良／著 高崎 あさを社 １９８０
35 地獄の戦場追悼記 ニューギニア島の玉砕戦を生きて 岩田亀作／著 〔前橋〕岩田亀作 １９８９
36 屍は叫ぶ 戦争体験記 岩崎桂民／著 〔沼田〕利根沼田平和を語る集い実行委員会 １９８５
＋37 元近騎戦車兵の記録 神戸真一／著 横浜 カンベプロ １９９５
38 はるかなる草原 満州開拓同行の記 金子宇め／著 長野原町（吾妻郡） 金子宇め １９７２
＋39 太平洋戦争に従軍した一軍属の回想記 桐淵紀生／編著 富岡 桐淵紀生 １９９５
＋40 吠える老犬 蟹沢元／著 中之条町（吾妻郡） 池田幸江 １９９３
41 回想記セレベス四年の哀歓 在留邦人心の遍歴 金子英史／著 太田 金子英史 １９７２
42 ある軍属の物語 草津の墓碑名 河東三郎／著 東京 思想の科学社 １９８９
＋43 戦渦に生きた子どもたち 現場教師の記録 小林ふく／著 東京 鳩の森書房 １９７３
＋44 望郷の日日 松井弘次，松井雪子／著 〔桐生〕松井尚樹 １９８９
＋45 きのこ雲の下で 小板橋文夫／著 松井田町（碓氷郡）小板橋文夫 １９９０
46 忘れな草 小林章三／著 大泉町（佐波郡）小林章三 １９９３
47 竜門曼陀羅 小池秋洋／著 東京 井草出版 １９８１
＋48 沖縄一兵卒の足跡 新 小板橋平三／著 前橋 小板橋平三 １９８７

＋49 中島飛行機小泉製作所日誌 松本秀夫／著 東京 健友館 １９９８
50 生きる 終戦の記録 御供徳雄／著 〔前橋〕〔御供徳雄〕１９８２
＋51 南溟の孤島に生きる 太平洋戦争体験記 松本芳雄／著 東京 文芸社 ２００１
＋52 地獄の戦場 インパール物語第二部 反町鉄夫／著 高崎 土田商店〔１９８３〕
＋53 戦争の爪あと 平田耕三／著 伊勢崎 平田耕三 １９８４
54 南太平洋の海蛍 空母甲板の特殊体験を語る 中島高三／著 東京 中島高三 １９９６
＋55 戦艦武蔵最期の日 野村盛雄／著 中之条町（吾妻郡）野村盛雄〔２００２〕
56 激闘する本島第三二軍球四八三二部隊戦歿者ノ声 森田泰一／著 桐生〔森田泰一〕〔１９８７〕
57 回想東部ニューギニア戦従軍記 近藤義雄／著〔前橋〕〔群馬文化の会〕〔１９９７〕 『群馬文化』第２５０号（平
成９年刊）抜刷
＋58 銀河 学徒勤労動員の記 増田茂／〔著〕〔吾妻町（吾妻郡）〕〔増田茂〕 ２０００
＋59 柳の綿のとぶ満州と私 私にとっての戦争 野村妙子／著 群馬町（群馬郡） 〔野村妙子〕 ２００１
＋60 巡洋艦「大淀」１６歳の海戦 小淵守男／著 東京 光人社 ２００２
61 いくさ 岡庭善之助，岡庭ひで／共著 ［前橋］ 岡庭善之助 １９９４
62 コルチン平原を血に染めて 少年が目撃した葛根廟事件 大嶋宏生／著 宗像 福岡 全国興安会通信社
葦書房（発売） ２０００
63 鳴呼！！フィリッピン 大塚広一／著 高崎 あさを社（製作）１９８５
＋64 戦時救護 白衣の青春 看護の途６０年をふり返って 大手カネ／著 東京町 海流社 ２００２
65 砕の島への道 東部ニューギニア 運命 大塚楠雄／著 高崎 あさを社 １９８７
＋66 一等兵が語る追憶の譜 大塚茂／著 東京 国書刊行会 １９９１
67 もみじのうた 貞永美沙子／著 防府 貞永美沙子 １９９５
＋68 シベリア抑留体験記 異境の凍土に眠る戦友に捧げる 斉藤四郎／編 高崎 斉藤四郎 １９９１
＋69 実録海の戦場 太平洋戦争従軍記 斎藤国弘／著 高崎 あさを社 １９７９
＋70 私の大東亜戦争 佐藤成夫／著 前橋 上毛新聞社出版局（制作） １９８５
＋71 遠い汽笛 泰緬鉄道建設の記録 清水寥人／編 高崎 清水寥人 １９７８
＋72 遙かなる戦野 農業技術者の戦争体験 関塚清蔵／著 東京 日本経済評論社 １９８４
＋73 青春の追憶 学徒勤労動員の記 昭和１８年度群馬師範学校予科入学生／編 東京 井田益雄 １９８３
＋74 遙かなる“学童疎開” 青春喪失時代の軌跡 関口克巳／著 前橋 上毛新聞社 １９８７
＋75 太平洋戦争従軍記 霜田貴／著〔尾島町（新田郡）〕〔霜田貴〕〔１９８５〕
76 雁はゆく シベリア抑留の記録 塩原真資／著 前橋 塩原真資 １９９７
＋77 しょっぺえなし 北満の果てに 須田シマ／著 伊勢崎〔須田シマ〕１９７７
＋78 戦塵の賦 住谷完爾／著 前橋 住谷完爾 １９８２
＋79 軍服の青春 遙かなり南の島々 須藤邦雄／著 伊勢崎〔須藤邦雄〕１９７８
＋80 戦塵回想 田島桂太郎／著 〔境町（佐波郡）〕〔田島桂太郎〕１９８８
＋81 太平洋戦争従軍記 田貝頼正／編 南牧村（甘楽郡） 田貝頼正 １９９０
＋82 雑兵物語 高瀬良一／著 東村（勢多郡）高瀬良一 １９８７
＋83 国破れて山河あり ああ、前橋は劫火の中に 竹渕和道／著 前橋 上毛新聞社 １９９９
＋84 曠野 青春の記 武井左京／著 伊勢崎 武井左京 １９８８
＋85 南十字星の見える海 田村銀治／〔著〕〔新治村（利根郡）〕田村銀治〔１９９０〕
86 聖戦のもとに 田中義明／著 田中政雄／編 吾妻町（吾妻郡）田中義明 １９９４
＋87 中国の子供たち 田波長次郎／著 伊勢崎 田波長次郎 １９７８
＋88 「絵はがき」仕立ての初年兵日記 辻八郎／著 渋川 辻八郎 １９９４
89 わすれな草 フィリピン戦線従軍記 東城まき／著 高崎 あさお社 １９７８
＋90 曠野の真珠 登丸寿子／著 宮城村（勢多郡） 登丸寿子 １９８３
91 第二の開拓生活に挑んで 続・広野の真珠 登丸寿子／著 宮城村（勢多郡）登丸寿子 ２００１
＋92 戦争と不良少年 価値の崩壊心の葛藤 富所元雄／著 東京 文芸社 ２００１
＋93 察哈爾の落日 富沢高次／編 高崎 あさを社 １９８７
＋94 第二次世界大戦従軍の思い出 土屋友一／著 万場町（多野郡） 土屋友一 ２００２
95 魔境ニューギニア最前線 津布久寅治／著 東京 叢文社 １９８２
＋96 密林の飢餓街道 ビルマ戦線敗北記 土屋勉／著〔嬬恋村〕（吾妻郡）土屋勉 １９８４
97 檻の狼 謎の豪州－秘められた日本兵 津布久寅治／著 東京 叢文社 １９８２
＋98 鳴呼スマランの灯は消えて 都筑理／著 前橋 広報社 １９８８
99 生還 ダンビール海峡，そしてカウラー 塚田梅太郎／〔著〕 安中 塚田梅太郎 〔１９８９〕
＋100 不甲斐ない軍暦 私の軍隊物語 上原富太郎／著 ［藤岡］上原富太郎［出版年不明］
101 死のサラワケット山越え 東部ニューギニア，ジャングルの撤退 浦部弘／著〔藤岡〕 浦部弘 １９８９
＋102 私の戦争回顧 渡辺牧二／著 館林 渡辺牧二 １９８６
103 魂の願ひも深く 渡辺牧二／著 館林 渡辺牧二 １９８７
104 未だ還らざる戦友を憶う 渡辺牧二／著 館林 渡辺牧二 １９９０
105 泥濘を征く 渡辺祐助／著 桐生 泥濘を征く出版後援会 １９４０
106 元一兵士の記録 渡邊牧二／著 館林 渡邊牧二 １９９３
＋107 英霊部隊 第百二十九野戦飛行場設定隊 矢田竹造／〔著〕 桐生 矢田竹造 １９９０
108 マレー・ビルマ戦記 勝利と果しなき撤退 山田五郎／著 東京 現代書房新社 １９８１
109 明日なき彷徨 異郷に眠る戦友に捧げる鎮魂の譜 山口一茂／著 吾妻町（吾妻郡） 山口一茂 １９９４
＋110 虜囚 その生と死のはざまで 山口一茂／著 田中政雄／編 吾妻町（吾妻郡）山口一茂 １９９６
＋111 ニューギニアの空の下で 一兵士の地獄の敗走二千キロ 山野井喜一／著 松永守男／編 館林 平和の

ための館林の戦争資料展各界絡会議 １９８８
112 戦争もすでに遠く 横川国雄／著 前橋 横川国雄 １９８８
＋113 北に南に 山崎一／著 高崎 山崎一 １９７７
114 南京突入 日支事変従軍記 横山勝之助／著 高崎 横山房太郎 １９９９
115 海満洲事変従軍記 自昭和七年二月至昭和八年一月 山崎朝雄／著 下仁田町（甘楽郡） 山崎朝雄 １９
８０
116 陣中雑感誌 矢島五三郎／著 高崎 上毛ビルマ戦友会 １９８１
117 敗戦前後 安原修次／著 船橋 安原修次 １９８０
118 漂流の記 ダンピール海峡 横坂末吉／著 片品村（利根郡）横坂末吉１９８７
＋119 シベリア物語 吉野五郎／著 高崎 国光 １９６２
120 海軍二等水平の一八六日 赤紙召集から復員まで 横尾正二／著 横尾正二 ２００３
＋121 私の太平洋戦争従軍記 善如寺敏夫／著 高崎 善如寺テイ子 ２００２
122 生きているビルマの堅琴 武者一雄／著 東京 妙義出版社 １９５６
123 ビルマの耳飾り 悲劇の戦線 武者一雄／著 東京 文憲堂七星社 １９７１
(団体文集)
＋124 うねめ 戦争中のはなし 釆女小学校教養委員会／編 境町（佐波郡）釆女小学校教養委員会 １９８６
＋125 パガン島守備隊記 吉田利夫／〔ほか〕編 東京 全パガン島戦友会 １９８７
126 歩兵第十五聯隊第十二中隊誌 松本栄吾／著 第十二中隊会／編 箕郷町（群馬郡） 第十二中隊会 １９
７５
127 三二震洋特別攻撃隊 大沢芳夫／著 東京 三二震洋会 １９８５
128 砲兵第二十連隊の軌跡 ［パラオ砲兵隊慰霊奉賛会／編］ 伊勢崎 パラオ砲兵隊慰霊奉賛会 １９９４
＋129 独立警備歩兵第一三七大隊第二中隊独立警備歩兵第四十二大隊第一中隊戦記 ［野口隊 編さん委員会
／編］ 前橋 柳田栄一 1975
130 斗七星 満州第四六部隊昭和１７年召集兵の歩み 岩下三郎／編 沼田 昭和１７年召集兵記念誌発刊世
人会 １９８２
131 阿城 回想録 回想録『阿城』刊行委員会／編 国立市（東京都） 関東軍砲兵予備士官学校第１２期生会回
想録『阿城』刊行委員会 1999
＋132 第三十三師団第二野戦病院従軍記 森田丈夫／〔ほか〕編〔東京〕第三十三師団第二野戦病院戦友会 １９
８７
＋133 紺碧のかなたに 群馬県出身陸軍少年飛行兵戦没者の記録 群馬県少飛会／編 前橋 ［群馬県少飛会］
１９９５
＋134 平和への願いをこめて 語りつぐ戦争体験 第２集 日本中国友好協会伊勢崎支部文化部／編 伊勢崎
日本中国友好協会伊勢崎支部文化部 １９８３
＋135 神洞 正・続・続２・完結編 旧満州第五七三七部隊戦友会神洞会／編 藤岡 神洞会 １９９１
136 新・戦記 前橋陸軍予備士官学校 上下巻 相馬原会，新・戦記編纂委員会／編集 東京 相馬原会 １９９
１
＋137 曠野に消えた青春 満蒙開拓青少年義勇軍群馬根岸中隊 大利根同志会／編 前橋 上毛新聞社 １９９５
＋138 戦争の中の少年たち 語りつぐ戦争の記録 群馬県立高崎工業学校工業化学科第４期生 ／編 ２０００
＋139 赤い屋根 伊女・戦争体験記録文集 玉燿会／編 伊勢崎 群馬県立伊勢崎女子高等学校玉燿会 ２０００
140 学徒の思い出 平方実業女学校第三回卒業生／編 ［前橋］ 平方実業女学校第三回卒業生 １９９２
＋141 語りつぐために 戦後５０周年記念 第１，２集 平和のための館林の戦争展各界連絡会／編 館林 平和
のための館林の戦争展各界連絡会 １９８５
142 兵隊の足跡 飯島栄一郎／編 館林 館林市多々良軍恩会 １９９９
143 ああ学徒動員青春の思い出 ［学徒動員終戦五十年の会／編］ 太田 学徒動員終戦五十年の会 １９９５
＋144 桜星のあしあと 続 群馬県軍恩連盟太田市休泊支部／〔編〕 太田 群馬県軍恩連盟休泊支部 １９９６
＋145 戦争を知らない子供達へ 〔小曽根町長春会／編〕 桐生 小曽根町長春会 １９８７
＋146 終戦前後私の体験記 戦った辛かった生きて来た 広報「こざかしだより」編集委員会 ／編 前橋 小坂子
町自治会 １９９５
147 傷痕 従軍体験記 柳田勝一〔ほか〕編 大間々町（山田郡） 大間々傷痍軍人東亜会 １９８９
＋148 平和を願って 邑楽町戦後五十周年記念誌 邑楽町教育委員会／編 邑楽町（邑楽郡） 邑楽町教育委員
会 １９９６
149 私の八月十五日 戦争体験手記 第１～４集 私の八月十五日編集委員会／編 ［邑楽町長柄公民館／編］
邑楽町（邑楽郡）邑楽町長柄公民館
＋150 私の戦争体験記 戦後５０年記念 ［東部老人クラブ連合会／編］ 太田 東部老人クラブ連合会 １９９６
＋151 平和への伝言 戦後五十年記念 子持村／編 子持村（北群馬郡）子持村 １９９６
＋152 色の刻 戦後五十周年記念誌 榛東村企画広報課／編 榛東村（北群馬郡）榛東村 １９９５
153 戦後五十年記念誌 道遙 平和の尊さ今新たに ［戦後五十年記念誌編集委員会／編］ 北橘村（勢多郡）
北橘村 １９９５
＋154 戦禍を越えて 戦中戦後体験記録 中之条町老人クラブ連合会／編 中之条町（吾妻郡） 中之条町老人ク
ラブ連合会 １９９８
＋155 あゆみ 戦争体験を語る 榛名町長寿会連合会編集部会／編 榛名町（群馬郡） 榛名町長寿会連合会 ２
０００
＋156 戦争体験記 戦後五十年を振り返って 神流地区戦後５０周年記念企画実行委員会／編 藤岡 神流地区

戦後５０周年記念企画実行委員会 １９９５
157 平和への願い 第二次世界大戦当時の思い出 高崎市京ヶ島公民館／［編］ 高崎 高崎市京ヶ島公民館
１９９２
158 １９５２年夏 原爆展の記録 〔高崎〕 高崎学生懇談会 １９５２
159 富岡・甘楽次代に残すメッセージ 戦後５０年記念誌 富岡女性懇談会戦後５０年記念 誌編集委員会／編
集 富岡 富岡公民館 １９９５
160 戦中を語る 〔安中〕 磯部公民館 １９９７
＋161 街角の証言 市民が語る前橋空襲 第１、２集〔前橋空襲を記録する会／編〕 前橋 前橋空襲を記録する会
１９８８
＋162 永遠の平和を願って 前橋市政戦後五十周年記念文集 戦後五十周年記念文集編集委員 会／編 前橋
前橋市 １９９６
163 直撃弾を逃れて ８・５前橋空襲の記録 創価学会青年部反戦出版委員会／編 東京 第三文明社
＋164 道遙か 町民文集 戦後五十年記念 生涯学習部／編 前橋 前橋市城東町一丁目 １９９６
＋165 戦後五十年私のあゆみ 松島幸三郎／［ほか］編 前橋 第１６回芳賀地区ふれあい文化祭実施委員会 １
９９５
166 明日なき日々 主婦の戦争体験 未明会戦争体験記録編集委員会／編 前橋 未明会 １９７４
＋167 私の戦争体験 風化しないために 第１，２集 〔前橋市〕東公民館館報編集委員会／編 前橋 前橋市東公
民館 １９８８
＋168 村民のつづる戦争中のくらし〔富士見村教育委員会／編〕 富士見村（勢多郡） 富士見村教育委員会 １９
８６
＋169 戦火を生きて 村民のつづる戦争体験記〔富士見村教育委員会／編〕 富士見村（勢多郡） 富士見村教育
委員会 １９８７
＋170 炎の詩 第1～4集 群馬県原爆被災者の会／編 前橋 群馬県原爆被災者の会 １９７５
171 平和の尊さ わたし達の体験を通して 「平和の尊さ」編集委員会／編 前橋 群馬県傷痍軍人会 １９８９
＋172 戦そうの中の青春 ［全日本年金者組合群馬県本部／編］ 前橋 全日本年金者組合群馬県本部 １９９５
＋173 ふだん着の証言 戦後５０年、そして２１世紀へ 文集「ふだん着の証言」編集委員会 ／編 前橋 群馬県
労働者生活協同組合 1996
＋174 征きし人永久に還らず 女教師達の戦争体験記 群馬県退職婦人教職員連絡協議会／編 1984
＋175 群馬県戦後５０周年記念文集 戦後の声５７８ 群馬県県民生活部社会福祉課／編 前橋 群馬県 １９９６
＊展示資料は、群馬県立図書館の蔵書から、本県出身者・在住者の著作、本県関係団体の文集で、
特に戦争体験を主題にしたものをとりあげました。
＊展示中の資料は、普段は郷土資料として２階調査相談室に配架してあり、閲覧できます。
また、「＋」印の資料は１階中央読書室に貸出用がある資料です。展示期間中でもご利用いただけます。
カウンター職員にお尋ねください。

