
章 節 名称 所蔵 年号

1 軍隊手帳 新潟県立歴史博物館 昭和

2 徴兵検査通達書 長岡戦災資料館 昭和20年

3 徴兵検査に際し壮丁および父兄の心得 長岡戦災資料館 昭和18年

4 第一補充兵証書 長岡戦災資料館 昭和12年

5 徴兵適齢届綴 長岡市山古志支所 昭和12年

6 徴兵保険案内パンフレット 新潟県立文書館 昭和9年

7 小林清吾 軍歴表 新潟県立歴史博物館 昭和

8 応召兵及現役兵入営出発ニ付御歓送方依頼ノ件 新潟県立文書館 昭和14年

9 名刺　渡邊一雄 新潟県立歴史博物館 昭和17年

10 軍隊の教本 長岡戦災資料館 昭和

11 参考綴　伍長安澤鉄夫 新潟県立文書館 昭和17年

12 週番用綴 伍長安澤鉄夫 新潟県立文書館 昭和17年

13 認識票　名塚節郎 柏崎市立博物館 昭和

14 略綬 新潟県立歴史博物館 昭和

15 軍隊の絵はがき
新潟県立歴史博物館
/笹川コレクション

大正-昭和

16 入営を祝う幟 個人 昭和10年

17 海軍満期除隊記念盃 長岡戦災資料館 大正-昭和

18 海軍除隊記念盃 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和

19 陸軍満期除隊記念盃 長岡戦災資料館 大正-昭和

20 歩兵第十六聯隊除隊記念盆 長岡戦災資料館 昭和

21 独立山砲兵第一連隊除隊記念盆 長岡戦災資料館 昭和

22 善行証書 新潟県立歴史博物館 昭和11年

23 下士官適任証書 新潟県立歴史博物館 昭和11年

24 木銃 柏崎市立博物館 大正-昭和

25 在郷軍人会竹沢村分会旗 個人 昭和

26 在郷軍人手簿 新潟県立歴史博物館 昭和

27 在郷軍人会徽章 新潟県立歴史博物館 昭和

28 海軍志願兵徴募ポスター 新潟県立文書館 昭和18年

29 陸軍少年飛行兵学生志願心得 新潟県立文書館 昭和19年

30 昭和19年度　少年戦車兵学校等志願者心得 新潟県立文書館 昭和18年

31 海軍志願兵適正証　 長岡戦災資料館 昭和19年

32 海軍乙種飛行兵採用通知 長岡戦災資料館 昭和19年

33 陸軍少年飛行兵学校受験・入学関係書類 新潟県立歴史博物館 昭和18年

34 昭和19年度　海軍志願兵の栞 新潟県立文書館 昭和18年

35 予科練制服 長岡戦災資料館 昭和

36 予科練制帽 長岡戦災資料館 昭和

37 応召準備計画表 個人 昭和19年

38 令状入 個人 昭和

39 遺言状 個人 昭和

40 遺留品札 個人 昭和

41 奉公袋 個人 昭和

42 奉公袋と奉公袋に入っていたもの 長岡戦災資料館 昭和

43 臨時召集令状（複製） 個人 昭和

44 日章旗　大手通2丁目　星悌助 個人 昭和18年

45 日章旗　大原誠 新潟県立歴史博物館 昭和13年

46 歓送日誌　古志郡竹沢村 長岡市山古志支所 昭和12年-20年

47 充員召集令状交付時間表 長岡市山古志支所 昭和

48 令状告知書交付順序名簿 長岡市山古志支所 昭和

49 幟　祝出征山岸正春　橋本貫 上越市立歴史博物館 昭和

50 幟　山岸正春君　東京本山洋服店 上越市立歴史博物館 昭和

51 襷　出征兵　山岸正春 上越市立歴史博物館 昭和

52 襷　応召兵　山岸正春 上越市立歴史博物館 昭和

53 日章旗　武運長久 上越市立歴史博物館 昭和

54 千人針 長岡戦災資料館 昭和

新潟県立歴史博物館　令和2年度夏季企画展「戦後75年ー私の戦争体験記―」展示資料一覧
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55 千人針 長岡戦災資料館 昭和

56 襷　大日本国防婦人会保倉村分会 上越市歴史博物館 昭和

57 愛国婦人会の絵はがき
新潟県立歴史博物館
/笹川コレクション

昭和

58 戦陣鏡 個人 昭和

59 出征軍人札 柏崎市立博物館 昭和

60 出征した息子への手紙 新潟県立歴史博物館 昭和12年

61 輝く帰還兵のために 新潟県立文書館 昭和14年

62 従軍手帳 新潟県立歴史博物館 昭和15年

63 傷痍軍人新潟療養所配置図 新潟県立文書館 昭和16年

64 軍人傷痍記章 新潟県立歴史博物館 昭和

65 傷痍軍人の絵はがき
新潟県立歴史博物館
/笹川コレクション

昭和

66 傷痍軍人職業訓練修業証 新潟県立歴史博物館 昭和15年

67 傷痍軍人職業訓練修了証 新潟県立歴史博物館 昭和17年

68 義手 上越市立歴史博物館 昭和

69 予防接種並種痘証明書 新潟県立歴史博物館 昭和22年

70 引揚証明書 新潟県立歴史博物館 昭和22年

71 復員証明書 新潟県立歴史博物館 昭和22年

72 俘虜用郵便葉書　俵山猛 新潟県立歴史博物館 昭和

73 幟　森喜久之亮市民葬 上越市立歴史博物館 昭和13年

74 森喜久之亮　遺留品札 上越市立歴史博物館 昭和12年

75 日章旗　寄書 上越市立歴史博物館 昭和

76 森喜久之亮死亡通知 上越市立歴史博物館 昭和13年

77 辞令　（任歩兵中尉　森喜久之亮） 上越市立歴史博物館 昭和12年

78 賜給証　（森アキ宛　金参千五百円） 上越市立歴史博物館 昭和13年

79 御遺骨凱旋奉迎ニ関スル件 新潟県立文書館 昭和17年

80 遺骨帰還公告 柏崎市立博物館 昭和20年

81 死亡告知書 柏崎市立博物館 昭和21年

82 戦死状況を説明する地図 柏崎市立博物館 昭和22年

83 海軍遺品箱 長岡戦災資料館 昭和

84 軍隊手帳 個人 昭和

85 弔辞 個人 昭和18年

86 弔意を表す名刺 個人 昭和18年

87 戦死の状況を知らせる郵便 個人 昭和18年

88 感状（写）　勇一三○二部隊 個人 昭和18年

89 高橋英介村葬の幟 個人 昭和

90 御供物料目録 個人 昭和19年

91 遺族の誓い 個人 昭和

92 軍人遺族記章 新潟県立歴史博物館 昭和

93 軍人遺族記章授与証書 個人 昭和19年

94 死没者特別賜金下賜証書 個人 昭和19年

95 合同慰霊祭の案内 個人 昭和18年

96 高田市名所図会 個人 大正-昭和

97 絵はがき（高田　野砲第十九連隊）
新潟県立歴史博物館
/笹川コレクション

大正-昭和

98 絵はがき（第13師団）
新潟県立歴史博物館
/笹川コレクション

大正-昭和

99 新発田第十六聯隊之図 三条市歴史民俗産業資料館 明治26年

100 絵はがき（新発田　歩兵第十六連隊）
新潟県立歴史博物館
/笹川コレクション

大正-昭和

101 絵はがき（村松　歩兵第三十連隊）
新潟県立歴史博物館
/笹川コレクション

大正-昭和

102 村松少年通信兵学校　制服 五泉市村松郷土資料館 昭和

103 軍隊手帳　児玉徳益 五泉市村松郷土資料館 昭和

104 村松少年通信兵学校　卒業証書 五泉市村松郷土資料館 昭和19年

105 通信訓練用の受話器 五泉市村松郷土資料館 昭和

106 日章旗 五泉市村松郷土資料館 昭和

107 アサヒグラフ　昭和17年12月2日号 新潟県立歴史博物館 昭和17年
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108 日章旗 新潟県立歴史博物館 昭和20年

109 日章旗 新潟県立歴史博物館 昭和20年

110 海軍志願兵合格通知 新潟県立歴史博物館 昭和19年

111 海軍整備兵採用通知 新潟県立歴史博物館 昭和19年

112 軍靴 柏崎市立博物館 昭和

113 飯盒 柏崎市立博物館 昭和

114 水筒 柏崎市立博物館 昭和

115 ベルト 柏崎市立博物館 昭和

116 勲記・勲章・階級章 柏崎市立博物館 昭和

117 真貝秀広著　ビルマ戦記 柏崎市立博物館 昭和42年

118 真貝秀広著『ビルマ戦記』 柏崎市立博物館 平成14年

119 真貝秀広著『インパール作戦従軍記』 柏崎市立博物館 平成26年

120 水筒 上越市立歴史博物館 昭和

121 飯盒 上越市立歴史博物館 昭和

122 バッグ 上越市立歴史博物館 昭和

123 外とう 上越市立歴史博物館 昭和

124 罹病証明書 上越市立歴史博物館 昭和２１年

125 検疫済証 上越市立歴史博物館 昭和２１年

126 英軍発行　乗船許可証 上越市立歴史博物館 昭和２１年

127 身分証明証 上越市立歴史博物館 昭和20年

128 引揚証明書 上越市立歴史博物館 昭和21年

129 出征幟 上越市立歴史博物館 昭和14年

130 軍事郵便　小柳多美宛小柳胖葉書 新潟日報社 昭和19年

131 軍事郵便　小柳多美宛小柳胖葉書 新潟日報社 昭和19年

132 軍事郵便　小柳多美宛小柳胖書簡 新潟日報社 昭和19年

133 Newsweek　1945年3月18日号 新潟日報社 昭和20年

134 小柳胖小柳誠宛書簡 新潟日報社 昭和20年

135 小柳胖小柳多美宛書簡 新潟日報社 昭和20年

136 小柳胖小柳多美宛書簡 新潟日報社 昭和20年

137 原稿　馬のいばり 新潟日報社 昭和20年

138 スケッチ　ハワイ風景 新潟日報社 昭和

139 伝単　マリアナ時報 新潟県立歴史博物館 昭和20年

140 バイオリン 個人 昭和

141 「ムシ河胖の追悼」 個人 昭和21年

142 表彰状 新潟県立歴史博物館 昭和14年

143 ノート 作曲集 新潟県立歴史博物館 昭和

144 ノート「昭和激動の日本軍」 新潟県立歴史博物館 昭和

145 勲章（勲五等瑞宝章） 新潟県立歴史博物館 昭和20年

146 アルバム 新潟県立歴史博物館 昭和－平成

147 指揮刀 新潟県立歴史博物館 昭和

148 勲章　（瑞宝章・単光旭日章） 新潟県立歴史博物館 昭和

149 位記（布川初夫　叙正八位） 新潟県立歴史博物館 昭和19年

150 将校用行李 新潟県立歴史博物館 昭和

151 軸　水野善吉君　武運長久 新潟市會津八一記念館 昭和19年

152
軸：みやこべを　のがれきたれば　ねもごろに
しほうちよする　ふるさとのはま

新潟市會津八一記念館 昭和20年

153
軸：もろあしに　つちふみしめて　こぞりたて
くによみがへる　けさのあしたを

新潟市會津八一記念館 昭和26年

154 小林正樹宛會津八一葉書
芸游会
/新潟市會津八一記念館寄託

昭和17年

155 會津八一宛小林正樹葉書 新潟市會津八一記念館 昭和20年

156 小林正樹宛會津八一書簡
芸游会
/新潟市會津八一記念館寄託

昭和21年

157 鉄兜 新潟市會津八一記念館 昭和

158 『山光集』 新潟市會津八一記念館 昭和19年

159 『寒燈集』　原稿 新潟市會津八一記念館 昭和

160
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161
書：皇紀二千六百年の光浴ひて
きほひたる　国の御民なりわれは

糸魚川市歴史民俗資料館
（相馬御風記念館）

昭和15年

162
日章旗：必勝　ひたすらに　おほみことのり
かしこみて　さやけきかなや　ますらをの道

糸魚川市歴史民俗資料館
（相馬御風記念館）

昭和19年

163 日章旗　赤誠一丸　武運長久
糸魚川市歴史民俗資料館
（相馬御風記念館）

昭和

164
短冊：敵能艦　志津免天帰る　海わ志能
津は佐を天ら志　大起日はのほる

糸魚川市歴史民俗資料館
（相馬御風記念館）

昭和

165 お守りの布片
糸魚川市歴史民俗資料館
（相馬御風記念館）

昭和

166 防空監視の歌　原稿
糸魚川市歴史民俗資料館
（相馬御風記念館）

昭和

167 征け征け健児　原稿
糸魚川市歴史民俗資料館
（相馬御風記念館）

昭和

168 『野を歩む者』74号「木かげ集」原稿
糸魚川市歴史民俗資料館
（相馬御風記念館）

昭和20年

169 『野を歩む者』74号「美の復興」原稿
糸魚川市歴史民俗資料館
（相馬御風記念館）

昭和20年

170 捲り：国難に殉ぜし人に報いむ道
糸魚川市歴史民俗資料館
（相馬御風記念館）

昭和

171 山本五十六軍服（第二種軍装）
長岡の歴史を伝える会所蔵
/新潟県立歴史博物館寄託

昭和

172 軍帽
長岡の歴史を伝える会所蔵
/新潟県立歴史博物館寄託

昭和

173 色紙　堀英四郎英訳 山本五十六漢詩
長岡の歴史を伝える会所蔵
/新潟県立歴史博物館寄託

昭和17年

174 将棋の駒
長岡の歴史を伝える会所蔵
/新潟県立歴史博物館寄託

昭和

175 ウイスキーポット
長岡の歴史を伝える会所蔵
/新潟県立歴史博物館寄託

昭和

176 撃墜された搭乗機の部品
長岡の歴史を伝える会所蔵
/新潟県立歴史博物館寄託

昭和18年

177 山本五十六葬儀　遺族控室日誌
長岡の歴史を伝える会所蔵
/新潟県立歴史博物館寄託

昭和18年

178 故山本元帥葬儀当日葬場ノ儀参列及参拝者名簿
長岡の歴史を伝える会所蔵
/新潟県立歴史博物館寄託

昭和18年

179 南雲忠一からの弔意状
長岡の歴史を伝える会所蔵
/新潟県立歴史博物館寄託

昭和18年

180 山本元帥の遺品一覧
長岡の歴史を伝える会所蔵
/新潟県立歴史博物館寄託

昭和18年

『噫 山本元帥』 新潟県立歴史博物館 昭和19年

181 アサヒグラフ　昭和18年6月23日号 新潟県立歴史博物館 昭和18年

182 陸軍中佐正衣・正帽・肩章 新潟県立歴史博物館 昭和

183 かばん 新潟県立歴史博物館 昭和

184 辞令（任陸軍中将　峯木十一郎） 新潟県立歴史博物館 昭和20年

185 敬白（明勅ヲ奉ス） 新潟県立歴史博物館 昭和14年

186 アッツ島玉砕記念写真帳 新潟県立歴史博物館 昭和18年

187 お言葉 新潟県立歴史博物館 昭和18年

188 戦死した部下の遺族からの礼状　一括 新潟県立歴史博物館 昭和18年

189 病状申立証明書（歯脱落及折損、心臓異常） 新潟県立歴史博物館 昭和31年

190 受診票（肺石灰化、肋膜癒着） 新潟県立歴史博物館 昭和31年

191 引揚証明書 新潟県立歴史博物館 昭和31年

192 手帳 新潟県立歴史博物館 昭和31年

193 ノート（日記） 新潟県立歴史博物館 昭和32年

194
軸　戦ひを終わりたる身をあそばせて
岩むらがれる谷川を越ゆ

宮柊二記念館 昭和20年

195 軍服 宮柊二記念館 昭和

196 北原白秋位牌 宮柊二記念館 昭和17年

197 日章旗（北原白秋ほか寄書） 宮柊二記念館 昭和14年

198 日章旗（「多磨」寄書） 宮柊二記念館 昭和14年

199 千人針 宮柊二記念館 昭和14年

200 赤襷　出征軍人宮肇君 宮柊二記念館 昭和14年

201 白襷　応召兵　堀之内町 宮柊二記念館 昭和14年

202 出征を祝う幟 宮柊二記念館 昭和14年

203 出征を祝う幟 宮柊二記念館 昭和14年

204 額：距離二歩を 宮柊二記念館 昭和

205 アルバム 宮柊二記念館 昭和14年-18年

206
軍事郵便　滝口英子宛宮柊二葉書
（昭和14年8月8日）

宮柊二記念館 昭和14年

宮柊二
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山本五十六

峯木十一郎

相馬御風
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207
軍事郵便　滝口英子宛宮柊二葉書
（昭和15年6月9日）

宮柊二記念館 昭和15年

208
軍事郵便　滝口英子宛宮柊二書簡
（昭和16年1月5日）

宮柊二記念館 昭和16年

209
軍事郵便　滝口英子宛宮柊二葉書
（昭和16年12月）

宮柊二記念館 昭和16年

210
軍事郵便　滝口英子宛宮柊二葉書
（昭和17年2月19日）

宮柊二記念館 昭和17年

211
軍事郵便　滝口英子宛宮柊二葉書
（昭和17年5月2日）

宮柊二記念館 昭和17年

212
軍事郵便　滝口英子宛宮柊二葉書
（昭和17年5月3日）

宮柊二記念館 昭和17年

213 歌集　山西省 宮柊二記念館 昭和24年

214 宇奈月育児日記 宮柊二記念館 昭和20年

215 教員免許状 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和12年

216 辞令　新潟県公立小学校訓導 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和12年

217 読上乃栞 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和12年

218 軍事郵便（大越キヨ宛池田誠一葉書） 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和

219 アルバム 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和

221 学校防空教育研究会要項 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和19年

222 木薙刀 個人 昭和

223 寄書 新潟県立歴史博物館 昭和18年

224 朱印帖 新潟県立歴史博物館 昭和

225 軍事郵便　一括 新潟県立歴史博物館 昭和18年-19年

226 遺書 個人 昭和20年

227 骨箱覆い 新潟県立歴史博物館 昭和20年

228 金羊社身分証明証 新潟県立歴史博物館 昭和18年

229 定期乗車券 新潟県立歴史博物館 昭和18年

230 レコード付録　流行歌詞集 新潟県立歴史博物館 昭和

231 軍事郵便　俵山喜秋宛俵山稔葉書 新潟県立歴史博物館 昭和19年

232 戦闘帽 新潟県立歴史博物館 昭和

233 骨箱覆い 新潟県立歴史博物館 昭和

234 遺留品袋 新潟県立歴史博物館 昭和19年

235 軍事郵便　青木孝平宛青木昭平葉書 新潟県立歴史博物館 昭和19年

236 軍事郵便　青木孝平宛青木昭平封書 新潟県立歴史博物館 昭和19年

237 軍事郵便　青木孝平宛青木昭平葉書 新潟県立歴史博物館 昭和19年

238 父から昭平に宛てた書簡 新潟県立歴史博物館 昭和19年

239 母から昭平に宛てた書簡 新潟県立歴史博物館 昭和19年

240 夏季帰省間行動計画表 新潟県立歴史博物館 昭和19年

241 陸軍少年飛行兵学校試験問題 新潟県立歴史博物館 昭和19年

242 陸軍航空胸章 新潟県立歴史博物館 昭和

243 階級章（上等兵） 新潟県立歴史博物館 昭和

244 青木昭平宛やの明葉書 新潟県立歴史博物館 昭和20年

245 青木昭平宛小島浩葉書 新潟県立歴史博物館 昭和21年

246 陸軍少年飛行兵募集のポスター 新潟県立歴史博物館 昭和18年

247 襷　祝入営 新潟県立歴史博物館 昭和14年

248 日記 新潟県立歴史博物館 昭和18年

249 日記 新潟県立歴史博物館 昭和19年

250 辞令　朝鮮総督府気象台　新義州測候所勤務 新潟県立歴史博物館 昭和19年

251 帝国在郷軍人会新義州西分会　腕章 新潟県立歴史博物館 昭和

252 母宛戸田恭平封書 新潟県立歴史博物館 昭和19年

253 弔旗　六日町遺族会 新潟県立歴史博物館 昭和

254 昭和六年乃至九年事変従軍記章 新潟県立歴史博物館 昭和11年

255 満州事変功労者盾 新潟県立歴史博物館 昭和11年

256 ブロンズの機関車（満州鉄道在職記念） 新潟県立歴史博物館 昭和

257 アルバム 新潟県立歴史博物館 昭和

258 日章旗（松原国民学校の児童からの寄書） 長岡戦災資料館 昭和20年

259 任命書（保姆　岡地美枝子） 長岡戦災資料館 昭和20年

260 神戸高等商船学校時代のノート 個人 昭和

261 絵はがき　さんとす丸 個人 昭和

宮柊ニ

私
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菊地登

岡地美枝子

石川隆平

大越キヨ

高橋栄之輔

俵山稔

青木昭平

戸田恭平
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262 奉公袋 新潟県立歴史博物館 昭和

263 ショルダーバッグ 新潟県立歴史博物館 昭和

264 軍隊手帳 新潟県立歴史博物館 昭和

265 千人針（大江山村国防婦人会） 新潟県立歴史博物館 昭和14年

266 日章旗（小野鉄工所鋳造所寄書） 新潟県立歴史博物館 昭和14年

267 日章旗（家族からの寄書） 新潟県立歴史博物館 昭和14年

268 勲章（勲八等白色桐葉章） 新潟県立歴史博物館 昭和15年

269 軍事郵便　一括 新潟県立歴史博物館 昭和

270 防毒マスク 新潟県立歴史博物館 昭和

271 防空頭巾 新潟県立歴史博物館 昭和

272 少尉任命証書 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和19年

273 身分証明証 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和20年

274 軍服（外套・軍帽） 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和時代

275 横須賀鎮守府遊泳術講習修了証 個人/新潟県立歴史博物館寄託 大正13年

276 褒状 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和8年

277 艦長賞牌授与証書 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和9年

278 勲章（勲六等瑞宝章） 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和18年

279 勲章（勲七等青色桐葉章） 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和15年

280 銀盃（軍艦比叡射撃幹部員測的競技） 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和8年

281 印　検閲済宇治 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和13年頃

282 名札 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和13年頃

283 海軍満期記念　盃 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和9年

284 第二分隊住所録 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和13年頃

285 初任准士官講習テキスト 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和15年

286 元部下からの手紙 個人/新潟県立歴史博物館寄託 昭和45年頃

287 思出の記 新潟県立歴史博物館 昭和

288 スケッチ（昭和20年8月15日の様子） 新潟県立歴史博物館 昭和58年

289 確認書 新潟県立歴史博物館 昭和24年

290 辞令（新潟県商工技手） 新潟県立歴史博物館 昭和7年

291 辞令（繊維工業試験場図案課長） 新潟県立歴史博物館 昭和37年

292 戦場絵日記 個人 昭和

293 アルバム 個人 昭和

294 学徒出陣雑記 個人 昭和

295 アルバム 個人 昭和

296 丸山家の「宝物」 個人 昭和

297 満州の思い出（アルバム） 個人 昭和

298 イラスト 個人 平成29年

299 「在満生活　引揚の記憶を辿って」 個人 昭和

300 飯盒 新潟県立歴史博物館 昭和

301 『刈羽村文化』第101号 刈羽村郷土研究会提供 平成26年

302 硫黄島の遺留品 個人 昭和

303 宮柊二『純黄』 宮柊二記念館 昭和61年

304
懐紙：敗戦ののちの力を絞りつつ
激しく生きし国の二十年　柊二

宮柊二記念館 昭和40年

大澤正一

※資料の展示の順番と一覧の順番が一致しない場合があります。
※「長岡の歴史を伝える会」の正式名称は、「長岡を創造した人々、その思想と歴史を伝える会」。

丸山三好

小林優伸

終戦

松尾吉信
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宇治金太郎

星野真以

山﨑昇
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