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今年は終戦から 70年の節目の年に当たります。 

昭和 20（1945）年、70年前の日本は、第二次世界大

戦での敗勢が極まり、本土決戦も叫ばれていました。

春頃からは空襲で主だった都市が焦土と化し、国民生

活は極限状態に陥ります。夏に終戦を迎え、灯火管制

が解かれて明るくなった街には、ついこの前まで敵性

語であった英語が飛び交うようになりました。 

そんな激動の時代の中でも、本や雑誌の出版は続い

ていました。当時そこにはどのようなことが書かれて

いたのでしょうか。また時代の渦中にあった人々は、

一体何を書きとめていたのでしょうか。「玉音放送」が

流れた 8月 15日を境に、その内容はどう変わり、また

は変わらなかったのでしょうか。 

今回の展示会では、昭和 20（1945）年に出版された

本や雑誌とともに、当時の政治家や軍人が記した日記

や書簡を展示します。これらを通して、70年前の日本

の命運がかかった年に、様々な思いをはせていただけ

ればと思います。 

平成 27年 10月 

 国立国会図書館

・国立国会図書館東京本館 新館ホール（2 階インフォメーションカウンター付近）と、関西館 大会議

室で開催する展示会の解説です。 
・会期は以下の通りです。 

東京前期：10 月 5 日（月）～10 月 17 日（土） 
東京後期：10 月 19 日（月）～11 月 2 日（月）※東京会場では展示替えを行います。 
関西：11 月 13 日（金）～28 日（土） 

・東京前期は東京前期、東京後期は東京後期、関西館は関西館、それぞれの会期に出展していることを

示します。コラム中の画像はパネルでの紹介のみです。レプリカありますは、展示資料のほかに、レプリ

カコーナーで簡易レプリカを手にとってお読みいただけます。Ⓓは国立国会図書館デジタルコレクシ

ョン搭載済のもので、ご自宅でご覧いただけるもののみ（ネット公開）と付記しました。 
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昭和 20（1945）年、戦局は壊滅的となり、主たる作戦は特攻、あとは本土決戦を

覚悟するのみとなっていた。男性は 60 歳まで、女性は 40 歳まで義勇兵とされ、文

字通り「根こそぎ動員」「一億特攻」が叫ばれていた。 

前年 11 月から始まった激しい空襲により全国各地が焦土と化す（出版社・印刷

所もその多くが被災して出版が厳しい状況となる）。沖縄には米軍が上陸し、多くの民

間人が犠牲になった。 

5 月はじめにはドイツが降伏し、日本だけが世界を相手に戦っていた。 

7 月 26 日、ポツダム宣言が発表されるも日本政府はこれを「黙殺」。8 月 6 日に

広島、9 日に長崎に原爆が投下され、同日にソ連が参戦。戦局は最終局面を迎えた。 

 

第 1 節：戦意昂揚 

雑誌や戦記もの、絵本、時局解説本等、戦意昂揚を担った出版物を紹介する。具体的な戦局について

は、前年 10月から始まった「特攻」を中心とせざるを得ず、特攻隊をみならうべし、精神力で勝つべ

し、もしくは果敢に死ぬことで敵をたじろがせるべし、という論調。戦記や絵本といった過去を題材に

したものは、勝ち戦か、美化された戦死の様子が中心となっている。 

 

1-1 写真週報 356 号  

昭和 20（1945）年 1 月 24 日 情報局【雑 58-6】 東京前期 Ⓓ 

昭和 13（1938）年 2月、写真を多用することで戦意を昂揚し、国家総動員を推

し進めるために創刊された政府広報誌。隣組の回覧誌ともなった。昭和 10

（1935）年前後は、報道写真の誕生や印刷技術の発達により、デザイン史上に残

るグラフ誌が多数出版されたが、本誌もその流れの一つ。 

表紙は「神風特別攻撃隊金剛特攻隊」。昭和 19（1944）年 4月 5日の 315号か

ら従来の倍の A3サイズになり、ポスターとしての使用も期待されていたと思われ

る。しかし、物資の不足により昭和 20（1945）年 4月 11日の 366号から元の A4

サイズに戻った。 

 

1-2 写真週報 374/375 号 レプリカあります 

昭和 20（1945）年 7 月 11 日 情報局【雑 58-6】 東京後期、関西館 Ⓓ 

最終号となった 374/375号の表紙は「ラバウル化された地下陣地内」。敵中に孤

立していたニューギニアのラバウル航空隊が孤軍奮闘の代名詞として使われてい

る。沖縄の激戦を「沖縄の軍官民に続け！」と伝える記事や、本土決戦にそなえ

た丸太や竹やりでの訓練、「食べられる夏の野草」といった記事が並ぶ。この号以

降、空襲で印刷所が焼失したために発行不能となった。 
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2-1 若桜 2 巻 1 号  

昭和 20（1945）年 1 月 大日本雄弁会講談社【Z32-B221】 東京前期 Ⓓ 

昭和 19（1944）年 5月に陸軍省後援により創刊された少年向け雑誌。少年を飛行兵や戦車兵に志願す

るよう仕向ける意図があった。 

内容は少年戦車兵学校の様子を紹介するグラビア記事と、戦意昂揚のための昔話や戦記物等の読み

物。戦車の解説文では「戦車が強いのは、その装甲が厚いからでもなく、その火砲が優れてゐるからで

もない（略）（戦車兵が）熾烈な攻撃精神に燃え立つてゐるからだ」と精神論が強調されている。 

 

2-2 若桜 2 巻 3 号  

昭和 20（1945）年 3 月 大日本雄弁会講談社【Z32-B221】 東京後期 Ⓓ 

特攻を勇ましく描く特集記事や、陸軍志願の手引きの他、「あせる敵の侵攻こそ我にとつて敵撃滅の

神機なのだ。戦ひはまさにこれからである」と読者に呼びかける編集部メッセージが掲載されている。

すでに米軍の長距離爆撃機 B29による市街地への無差別爆撃が本格化していたが、早くもその B29の模

型の広告が掲載されているのが印象的である。 

 

3 青年読売 3 巻 1 号 

昭和 20（1945）年 1 月 読売新聞社【雑 52-56】 東京前期、関西館 Ⓓ 

昭和 18（1943）年 5月、雑誌統廃合（第 3節参照）により新たに創刊された総

合雑誌『月刊読売』の改題誌。 

コラム：昭和 20（1945）年の戦局と大本営発表 

 

「大本営発表」とは、戦時における天皇直属の最高統帥機関である「大本営」が、戦況に関して公

式に発表した情報である。昭和 16（1941）年の太平洋戦争開戦から終戦まで 800本以上が発表さ

れ、新聞やラジオを介して全国に伝えられた。 

勝ち戦を続けていた開戦当初は、おおむね正確に戦況を伝えていたが、日本海軍が虎の子の空母 4

隻を失った昭和 17（1942）年のミッドウェー海戦を境に、戦果を過大に、被害を過小にした内容と

なっていく。 

昭和 20（1945）年に入ると戦局はいよいよ悪化し、陸・海軍は敵の主力艦隊に対する有効な攻撃

手段をほとんど失った状態であった。しかし、1月 7日の発表では、フィリピン方面の戦果として、

航空母艦 3隻、戦艦 1隻を轟沈、航空母艦 3隻、戦艦若しくは巡洋艦 2隻を撃破、とするなど、実態

とは大きく異なる内容であった。 

これらの戦果を通算すると、昭和 20（1945）年だけでも、撃沈：空母 20隻以上、戦艦 10隻以上

に上る。しかしながら、実際には、米戦艦は 1隻も沈んでおらず、空母は小型の護衛空母 2隻が沈ん

だだけであった。 

昭和 20（1945）年 8月 14日付「八月十三日午後鹿島灘（略）航空母艦及巡洋艦各一隻を大破炎上」

とするものが最後の発表となった。 
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表紙に描かれているのは日本上空に姿を現し始めた B29。前年 7月にサイパン島を陥落させた米軍

は、日本本土を戦略的に爆撃する体制を急速に整えつつあった。誌面には、B29の性能、爆撃パターン

の研究の他、「ドイツはどうなるか」「ソ連の態度」等、国際情勢の分析記事が特集されており、欧州

戦線でのドイツの敗勢が日本に与える影響について関心が高まっていたことがうかがえる。 

 

コラム：昭和 19（1944）年の鬼畜米英 

 

アメリカ、イギリスを罵倒する記事は、昭和 19（1944）年の秋までは多く見受けられるが、それ以降

にはほとんど見られない。空襲が始まり、それどころではなくなったからだろうか。 

 

（左）『青年読売』2 巻 10 号 昭和 19（1944）年 10 月（読売新聞社） 

（右）『主婦の友』28 巻 12 号 昭和 19（1944）年 12 月（主婦の友

社） 

 

『主婦の友』昭和 19（1944）年 12月号には「これが敵だ！

野獣民族アメリカ」「米鬼を撃つ『合言葉』懸賞募集」等の記

事が並ぶ。 

作家大佛次郎はこの号について「情報局出版課の指令があっ

たのを編輯者がこう云う形で御用をつとめたのである。粗雑で無神経な反対の効果を与える危険に注意

が行きとどいていない。（中略）我が国第一の売行のいい女の雑誌がこれで羞（はずか）しくないのだ

ろうか。（中略）珍重して後代に保存すべき一冊であろう」と日記（昭和 19（1944）年 11月 18日）に

記している。 

 
 

4 戦ふ朝鮮 写真報道  

朝日新聞社編 昭和 20（1945）年 6 月 朝日新聞社【特 277-384】 東京後期、関西

館 Ⓓ（ネット公開） 

当時日本の植民地であった朝鮮について、「皇国臣民」として忠実かつ有望で

あることを、種々の写真を用いて強調している本。「待望の徴兵制実施」（昭和

19（1944）年 10月から実施）「国語（日本語）の普及」といった写真が並ぶ。

内地では兵力も物資も枯渇しており、朝鮮半島は「戦ふ日本の一翼として」「豊

富な人と多種無尽蔵な物的資源」（朝鮮総督陸軍大将阿部信行の序文より）に期

待が集まっていた。精度の高いグラビア印刷で、当時の朝鮮半島の産業や文化の

様子も残されている。 

 

5 大東亜戦争陸軍作戦記録画集 

昭和 20（1945）年 7 月 陸軍美術協会【210.75-R42 ウ】 東京前期、関西館 Ⓓ 

陸軍美術協会は昭和 14（1939）年 4月に設立。200人超の画家を擁する陸軍の外郭団体で、戦争画の

出版と展覧会で戦意昂揚を担った。 
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本書は終戦半月前の 7月 30日発行。グラビア印刷だが仕上がりは粗雑。左右で紙の色が違うのは、

片面コート紙の両面に印刷したためか。展示箇所は藤田嗣治によるレイテ島薫空挺隊の着陸と吉岡堅二

による高千穂降下部隊レイテ島飛行場攻撃。「大いなる戦果を収めた」「完全に之を占領した」とある

が、作戦が成功したという記録は残っていない。 

 

6 大東亜戦美術 第 2 輯  

朝日新聞社編 昭和 20（1945）年 3 月 美術書院【431-20】 東京後期 Ⓓ 

昭和 18（1943）年 12 月 8日から、大東亜戦争 2周年を記念して、朝日新聞社主催、陸軍省、海軍

省、情報局の後援、日本美術報国会協賛のもとに「第二回大東亜戦争美術展覧会」が東京都美術館ほか

各地で開催された。そこで展示されたものを中心に、戦争画や彫塑作品をまとめた画集。カラーページ

もあり、昭和 20（1945）年とは思えない美しい印刷。特に白黒ページは高級なコロタイプ印刷を使用し

ている。3000部発行。展示箇所は藤田嗣治の「○○（ママ）部隊の死闘―ニューギニヤ戦線―」。 

 

7 見晴台の華 ガダルカナル島血戦記  

森川賢司著 昭和 20（1945）年 4 月 日本報道社【915.9-Mo51 ウ】 東京前期、関西館 Ⓓ 

ガダルカナル島の戦いを描いた従軍報道班員の従軍記。昭和 17（1942）年 8月から翌年 2月にかけ

て、日本軍は南太平洋のガダルカナル島を巡って多くの兵員を投入したが、補給は軽視された。本書で

は、白兵戦や華々しい玉砕のシーンが描かれ、勇壮な戦記物に仕上げられているが、実際は、上陸した

兵士の多くが、戦闘ではなく餓えによって死亡した。その悲惨な実態は、終戦まで明らかにされなかっ

た。 

 

8 をとめの決戦場 

富沢喜一著 昭和 20（1945）年 6 月 実業之日本社【366.35-To59 ウ】 東京後期 Ⓓ 

著者は中島飛行機株式会社○○（ママ）製作所総務部長。男性の労働力不足により女性も多く工場に

徴用された。本書は、その心得を「勤労の浄土」「今こそ決戦婦道を顕現すべき」と説く本。序文に

は、家庭にあった女性が職場進出するのは、民族的信念のためであるから、非難してはならない、とあ

る。戦時中は女性の職場進出がいやおうなく進み、戦後の女性の権利拡張につながるという一面もあっ

た。 

 

9 日本海軍 

竹岡稜一画・文 昭和 20（1945）年 3 月 昭和出版創立事務所【Y1-N08-J286】 東京前期、東京後期、関西

館 Ⓓ  

7～10歳向けの絵本。著者は松下電器製作所の宣伝部所属、のちにナショナル宣伝研究所社長。日露

戦争の東郷平八郎の活躍に始まり、昭和 16（1941）年 12月 8日の真珠湾攻撃と二日後のマレー沖海戦

まで、勝ち戦のみを取り上げている。その後の戦況は描かれず、「ムテキ日本海軍 バンザイ」でしめ

くくられる。カラー絵が美しいが、印刷の版がずれている。 
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コラム：明朗敢闘 

 

「一億特攻火の玉だ」「最後の一人まで戦い抜け」といった思いつめ

たキャッチコピーの中に、突如笑顔とともに現れる「明朗敢闘」。『戦

争一本』（展示資料 10）にも「「明朗敢闘」するラバウル」という一節

がある。 

空襲と空腹で戦闘意欲がなくなり、大本営発表にも疑念を抱く国民が

増えたため、政府は国民に明るい気分を持たせて決戦体制を維持しよう

とした。コメディアン古川ロッパの日記には「何でもいい明朗闊達にや

れという命令があった」（昭和 20（1945）年 3月 29日）とある。「明

朗」を強要しなければならない状況になっていた。 

 

『写真週報』359 号 昭和 20（1945）年 2 月 14 日（情報局） 

 

10 戦争一本 比島戦局と必勝の構へ  

栗原悦蔵著 昭和 20（1945）年 1 月 朝日新聞社【210.75-Ku61 ウ】 東京前期、関西館 Ⓓ 

フィリピン戦線の解説書。著者は戦争中期から終盤にかけて海軍報道畑の要職を歴任した海軍軍人。 

本書では、「闘志闘魂」を強調する精神論の一方で、戦局を決するのは航空戦力であると断じ、戦闘

艦だけでなく輸送船を攻撃することや補給の重要性を説くなど、的を射た状況分析も行っている。強気

な戦況の解説の反面で、欧米諸国に比して日本には「異民族間の戦争のほんたうの姿を知らない」、

「国土を敵の蹂躙にまかすといふ悲惨な結果」の経験がない、と少し引いた記述も垣間見える。 

 

11 B29 超空の要塞の正体 

朝日新聞社編 昭和 20（1945）年 1 月 朝日新聞社【559.5-A82 ウ】 東京後期 Ⓓ（ネット公開） 

B29 の解説書。墜落した機体や、英国航空誌に掲載された記事を引用して B29の性能を分析してい

る。外信を引用する形でその大規模な生産状況も明らかにしているが、「一見アメリカには最近飛行機

が有り余つてきたのではないか」との感じを受けるが、それは「素直すぎる解釈で」「（他の航空機

の）減産を糊塗する謀略」である、と断じている。本書出版後、B29による無差別爆撃が本格化。日本

の主だった都市はことごとく焼き払われた。 

 

第 2 節：教科書 

ここでは、青年学校の修身の教科書と、南方地域（現在のフィリピンやインドネシア等）で日本語普

及のために使われた日本語教科書を紹介する。 

 

12 青年修身公民書 本科 4 年制用 巻 3  

文部省編 昭和 20（1945）年 1 月 文部省【272.5-167】 東京前期、東京後期、関西館 Ⓓ（ネット公開） 
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http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060103/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1461115/1


昭和 10（1935）年に発足した青年学校は、尋常小学校卒業後に中等教育を受けない勤労青年に対し

て、職業や生活に必要な知識や技能を教えるとともに、軍事教練を行うための学校。普通科 2年のあと

本科に進む。昭和 14（1939）年に男子は義務化された。 

本書は修身の教科書である。「皇国青年」の章は「大君の御ため、御国のため、今こそわが身を捧げ

奉る時が来たのである」と始まり、真珠湾攻撃で特攻を行った岩佐中佐らの遺書の画像が掲載されてい

る。 

 

13 初等学校用日本語教本 巻 2 レプリカあります 

昭和 20（1945）年 2 月 日本語教育振興会【810.7-N772 ウ】 東京前期、関西館 Ⓓ（ネット公開） 

南方地域での日本語教育に使われたもの。国民学校（昭和 16年に従来の小学校を改称し、戦時教育

を行った機関）2年生用に相当し、片仮名で書かれている。一般的な内容のほか、オマールさん（コラ

ム「オマールさん」参照）という南方からの留学生が東京の様子を故郷に書き送った手紙や、主人公の

おじが南方からその様子を伝える手紙も掲載されている。展示箇所はセウナン（昭南、日本占領期のシ

ンガポールの名称）に翻る日の丸。南方地域と日本が円満な関係を築いているものとして描かれてい

る。 

 

14 成人用速成日本語教本 下巻 

昭和 20（1945）年〔2 月〕 日本語教育振興会【810.7-N772-2 ウ】 東京後期 Ⓓ（ネ

ット公開） 

南方地域での日本語教育に使われたもの。成人用で、平仮名で書かれている。

南方地域の話題を紹介する章や、「レンくん」が社長の「田中さん」に日本の美

徳を尋ねる章、東京に行きたいと願う章もある。フィリピン紹介の章には、フィ

リピンは言葉がまちまちで不便なので日本語とタガログ語を使う必要があるとの

記述も。展示箇所は「マライ」、昭南（日本占領期のシンガポールの名称）に翻

る日の丸。 

 

コラム：オマールさん 

 

『初等学校用日本語教本』（展示資料 13）には、南方から留学している「オ

マールさん」という少年が登場する。 

年齢設定は異なるが、当時「南方特別留学生」として、南方地域から各地の有

力者・政治家の 17～20歳の子弟を 200名近く国費で招いていた。そのうち「オ

マール」の名前で知られるのはサイド・オマール（マラヤ出身）。広島文理科大

学（広島大学の前身）留学中に被爆し、9月 3日に亡くなった。享年 19歳。京

都の円光寺に墓がある。 

 

『初等学校用日本語教本 巻 2』昭和 20（1945）年 2 月（日本語教育振興会）（展示資料 13） 
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第 3 節：戦時下の出版、言論活動 

昭和 15（1940）年 12 月、内閣情報局の監督下に、統一的な出版団体である日本出版文化協会が設立

された。昭和 16（1941）年 6月の出版用紙配給割当規定により、同協会の査定に合格しなければ紙が配

給されなかったため、出版は言論と物資の両面で制限された。 

雑誌は次々と統廃合され、タイトルも敵性語が禁止されたため『キング』は『富士』に、『オール読

物』は『文芸読物』に改題させられた。 

この時期、作家やジャーナリストは様々な思惑を持ちつつも翼賛団体に参加した。大日本言論報国会

は、昭和 17（1942）年 12 月に内閣情報局の指導の下で設立された団体である。会長は徳富蘇峰。会員

には、評論家、新聞社の論説委員、大学教授らが名を連ねた。 

同じく徳富蘇峰を会長とする日本文学報国会は、従軍作家らの「ペン部隊」を前身とし、本人の了解

を得ず、ほとんどすべての作家が名を連ねさせられた。 

 

15 言論報国 3 巻 4 号（東京前期・、関西館）、3 巻 5 号（東京後期） 

大日本言論報国会〔他〕 昭和 20（1945）年 4 月、昭和 20（1945）年 5 月 大日本言

論報国会【雑 56-72】  Ⓓ 

大日本言論報国会の機関誌。昭和 18（1943）年 10月創刊。すでにある雑誌を

廃刊にしなければ紙が割り当てられなかったため、『登山とスキー』が廃刊の憂

き目にあった。 

創刊当初 70ページ近くあったが、昭和 20（1945）年はわずか 16ページ。4月

号の投稿欄「言論特攻隊」には、「手榴弾を全国民に」「スパイを群衆の前に引

出せ」といった見出しが並ぶ。5月の東京への空襲により事務所と印刷所が焼失

し、6月号以降は刊行されなかった。 

 

第 4 節：生活 

学校の授業は 4月 1日から停止（ただし国民学校初等科を除く）。成人も、工場等に徴用される人が

多かった。空襲や建物疎開（強制取り壊し）で住むところにも苦労し、配給は遅れ、食糧は少なく、栄

養状態は悪化する一方であった。当時の刊行物には食事に関するものが多く見られる。 

 

16 決戦食生活  

呉億編 昭和 20（1945）年 2 月 生活科学社【EF27-H396】 東京前期、関西館 Ⓓ 

戦時下の食生活についての論文集で、劇作家で大政翼賛会前文化部長の岸田国士が「「生活のうるほひ」

は、あくまでも精神の問題」と説くほか、東京女子医学専門学校（現在の東京女子医学大学）長や厚生省

職員らが寄稿。発行所は京城府（現在のソウル）。食糧不足のため、栄養バランスのよい新しい食料資源

やその食べ方を研究している。野菜や果物の皮、サツマイモの蔓（つる）や葉等の利用や、新しい資源と

して雑草、イナゴ、カエル等を食料にすることが挙げられている。紙質が悪く色ムラが激しい。 

 

17 簡単な代用茶の作り方  

昭和 20（1945）年 8 月 帝室林野局北海道林業試験場【Y994-J441】 東京後期、関西館 Ⓓ 

帝室林野局（宮内大臣の管轄下に置かれた部局。業務は現在の林野庁に引き継がれた）による代用茶の
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作り方の紹介。お茶の入手が絶望的であるために作成された。ヤマザクラ、ナナカマド、ハルニレ等の木

の葉を原料とし、木の葉が柔らかいうちに作る必要があるため、1～2 回の試験結果を取り急ぎまとめた

ものだと断っている。カフェインは含まないが、色や風味はほとんどお茶に変わりないと記されている。 

 

18 戦時女性（婦人画報） 492 号 

昭和 20（1945）年 6 月 東京社【Z6-31】 東京前期 

『婦人画報』は昭和 19（1944）年 5月に『戦時女性』と改題（第 3節参

照）。表紙は青一色の印刷。本文も白黒で絵も少なく、「画報」の面影を全

くとどめていない。展示箇所は、空襲から顔と頭を守る防空マスク（右図）

や頭巾の作り方。端切れを再利用し目と耳をふさぐ、とある。ほかに、余熱

を利用する「火なし料理」や「地下の住家」（防空壕を住居にして長期戦に

耐え抜けという趣旨）といった記事が並ぶ。 

 

19 日本婦人 2 巻 12 号 

昭和 20（1945）年 1 月 大日本婦人会【雑 51-54】 東京後期、関西館 Ⓓ 

昭和 17（1942）年創刊の大日本婦人会の機関誌。大日本婦人会は、各階層の婦人団体を統合し、20歳

未満の未婚者を除く全女性を総力戦体制に動員することを目ざした婦人団体。 

「食糧決戦に勝て！」という記事は、「勝ち抜く銃後の弾丸」である米の増産のため不撓（ふとう）不屈

の敢闘を続ける農村の女性に、米の供出を呼びかけている。「お国のものを、お国の為にと作るからこそ

農家も戦士だ、農村も戦場なのだ」「赤誠の愛国米出陣！」と勇ましい言葉が並ぶ。 

 

20 農兵隊操典草案 

農業報国会著 昭和 20（1945）年 1 月 産業図書【中原謹司関係文書 514】 東京前期、東京後期 

昭和 19（1944）年 5月、帝国農会、帝国水産会等 8団体により結成されていた農業報国連盟が改組さ

れて、農業報国会と名称を改めた。そして、戦局の悪化にともなう食糧の国内自給を高めるための一方

策として、食糧増産隊を軍隊に倣う形で組織した。 

本書の内容は「食糧増産隊綱領」と題され、「農兵隊ハ農家ノ後継者タルベキ青少年ヲ以テ編成

ス」、「農具ハ農兵隊ノ兵器ニシテ」等の趣旨のもとに、農具の使用、部隊訓練、開墾作業、用水路の

設営等の実際の作業についての詳細な手引きとなっている。 

 

21 救護実習指導書 後編 

中等学校教科書株式会社 [編] 昭和 20（1945）年 3 月 中等学校教科書【特 252-

82】 東京前期、東京後期、関西館 Ⓓ（ネット公開） 

空襲時の救護方法について当時の中学生に指導するための本。昭和 20

（1945）年の 3月 17 日印刷、21 日発行であり、10日の東京大空襲が出版の契

機になったと思われる。負傷者の背負い方、担架の使い方、ガスの種類による

毒性の解説等、きわめて具体的な記述である。爆弾が落ちた場所が防空壕から

どれだけ離れているか、防空壕が蓋つきか否かによって、「安全」「負傷」

「窒息死」を図解するページもある。 
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第 5 節：米軍投下ビラ 

敵の戦闘意欲をそぐ心理戦の手段のひとつとして、戦地で撒かれたビラを「伝単」と呼ぶ。日本が制

空権を失ってからは米軍は本土にもたびたび撒いた。 

文面は、厭戦気分を強めたり、戦況の不利を周知させるようなもの、あるいは次なる爆撃目標の予告

等である。 

日本軍で作成に携わった人は、後年次のように語っている。「日本の伝単は、どっちかというと気分

醸成の面が強かったですが、あっちのは、かなり合理的な語り口でしたね。前線でまかれたのには、地

図の上に碁盤の目のように線を引いて、「ここの一区画の者は、いつまでに立ち退け」と書いて、ちゃ

んと爆撃したですね。非常に合理的です」（松下井知夫「戦時謀略ビラ作戦」『新編私の昭和史 2 軍靴

とどろく時』1974【GB511-25】） 

日本政府はこれらの内容を「謀略」とし、拾ったら必ず警察署や交番に届けることを義務づけてい

た。 

 

22-1 米軍投下ビラ A レプリカあります 

〔昭和 20（1945）年 8 月〕【憲政資料室収集文書 1235】 東京前期 Ⓓ（ネット公開） 

天皇大権留保を条件にポツダム宣言を受け入れる用意があるとする 8 月 9 日（日本時間 10 日）付日

本政府通告（表）と、あくまで無条件受諾を要求する 8 月 11 日付連合国回答（裏）。「お読みになれ

ば、どうすれば戦争をやめる事が出来るかがお判りになります」とあるが、このビラを憂慮した天皇側

近の内大臣木戸幸一は「敵飛行機は連合国の回答をビラにして撒布しつつあり。此の状況にて日を経る

ときは全国混乱に陥るの虞ありと考へ（中略）、拝謁、右の趣を言上」（8月 14日の日記）、国民に行動

を起こすだけの時間はなかった。 

 

22-2 米軍投下ビラ B レプリカあります 

〔昭和 20（1945）年 7 月、8 月〕【憲政資料室収集文書 1235】 東京前期、関西館 Ⓓ（ネット公開） 

比島（フィリピン）・サイパン・硫黄島・沖縄を踏みつけなが

ら進軍する米軍。もはや九州・四国・本州に上陸するのは時間の

問題だと実感させられる。実際の地形に無頓着な地図だが、硫黄

島には摺鉢山らしきものが描かれている。日本軍が“絶対国防

圏”内としてきたサイパン・硫黄島・沖縄を失うたびに「一つの

島に過ぎない」と言い訳してきたと揶揄し、「本土も亦（また）

今一つの島に過ぎない」と脅している。 

 

22-3 米軍投下ビラ C レプリカあります 

〔昭和 20（1945）年 7 月、8 月〕【憲政資料室収集文書 1235】 東京

後期、関西館 Ⓓ（ネット公開） 

空襲予告のビラ。標的となる各都市名（佐賀・八幡・都城・今

治・鳥取・岩国・高山・浦和・福島・八戸・秋田・小樽）が書か

れている。戦後間もなく空襲の効果を調査分析するために来日し

10 
 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3947482/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3947482/4
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3947482/12


た米国戦略爆撃調査団の最終報告書によれば、空襲予告ビラは 3種類作成され、7月 27日、8月 1日、

8月 4日にそれぞれ撒布された（総計約 200万枚以上）。調査対象者の 59％が、直接・間接に空襲予告

ビラについて認識していたという。また、予告どおりに空襲が行われたことで他のビラの内容も信用さ

れるようになり、人々の戦争継続意志は急速に失われていった。 

 

23 米軍投下ビラ D レプリカあります 

〔昭和 20（1945）年 5 月〕【憲政資料室収集文書 1313】 東京後期、関西館 電子展示会「日本国憲法の誕

生」 

ドイツが降伏した 5月 8日にトルーマン米大統領が発表した対

日声明文は日本語に訳され、トルーマンの写真付きでビラとして

投下された。幕末、日本に開国を促す大統領の国書はペリー率い

る米国東インド艦隊が運んできたが、日本国民に無条件降伏を促

す大統領の声明文ビラは米軍機によって空から撒かれたのであ

る。 

 

 

第 6 節：政治家・軍人の手記 

国立国会図書館の憲政資料室では、主に近現代日本の政治家等の文書を多数所蔵している。その中か

らここでは、昭和 20（1945）年 8月 15日までの重要な局面における当事者の手記を展示する。 

 

高木惣吉（たかぎ そうきち）1893−1979 

海軍少将。昭和 19（1944）年海軍省教育局長となるが、同年中に終戦工作の密

命を遂行するため病気療養を理由に教育局長の職を辞す。戦後は東久邇内閣副書

記官長となり、昭和 21（1946）年公職追放。海軍に関する著書を多数残した。 

『丸』13 巻 5 号 昭和 35（1960）年 5 月（潮書房光人社） 

 

 

 

24  日誌 高木惣吉   

昭和 20（1945）年 5 月 5 日～8 月 17 日【高木惣吉関係文書 10】 東京前期 電子展示会「史料にみる日本の

近代」 

昭和 19（1944）年 8月末、小磯内閣の米内光政海軍大臣のもとで、井上成美海軍次官より終戦工作の

密命を受けた高木惣吉は、海軍省教育局長の職を辞し、重臣・陸海軍人・皇族等の間を頻繁に往復しな

がら情報の収集、調整に奔走した。そうした動きを知らない三戸寿人事局長から軍務局長への就任を打

診された 5月 5日の日記「終戦ノタメ奔走最中、而モピンチニアル現状デ軍務局長ドコロノ騒ギデハナ

イ」には、高木の焦燥が感じられる。 
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大木操（おおき みさお）1891−1981 

官僚。大正 12（1923）年会計検査院から希望して衆議院書記官となり、昭和 13

（1938）年衆議院書記官長（現在の事務総長に当たる）に就任、戦時下及び敗戦直

後の議会運営に尽力。戦後は勅選で貴族院議員となり国会法の制定に貢献した。 

 

 

『貴族院要覧 昭和 21 年 12 月増訂 丙』昭和 22（1947）年 4 月（貴族院事務局） 

 

25 大木手記  

昭和 20（1945）年 5 月 16 日～7 月 14 日【大木操関係文書 204-11】 東京後期 電子展示会「史料にみる日

本の近代」 

東京は、3月 10 日未明の大空襲に続き、5月 25日夜から 26日未明にかけての都心部への空襲（山の

手空襲）で壊滅的な打撃を蒙った。当時の衆議院書記官長大木操の日記には、直前の 24日未明の空襲

で負った火傷の身をおして議事堂の消火に努める様子や、閣僚とその家族等が議事堂に避難してくる模

様が記されている。 

 

島内志剛（しまうち ゆきたか）1893-1957 

陸軍大佐。シベリア出兵に際し大正 8（1919）年から 11（1922）年にかけて露

語通訳将校として満洲従軍。その後、東京外国語学校本科露語科を卒業し、昭和

10（1935）年以降長く満洲等で暗号解読等の対ソ諜報活動に従事した。 

 

【島内志剛関係文書 1054】 

 

26 島内志剛日誌  

昭和 20（1945）年 8 月 6 日～11 月 29 日【島内志剛関係

文書 744】 東京前期、東京後期、関西館 

島内志剛は昭和 20（1945）年 4月から広島師団管区

司令部附勤務となり、そこで広島への原爆投下の日を迎

えた。本日記は、「八月六日（月）午前八時十五分被

爆」で始まり、重症者の病院搬送等、原爆投下後の現地

における対応の様子がうかがえる。8月 10日には、軍

関係者の安否を、◎生存、○軽傷、◑重傷、●死、△不

明、と記号で一覧にしている。終戦後も復員への対応や

倉庫にある物資の扱い、占領軍の進駐への準備等が記録されている。 
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阿南惟幾（あなみ これちか）1887−1945 

陸軍大将。昭和 20（1945）年 4月に鈴木貫太郎内閣の陸軍大臣に就任。終戦にあ

たって徹底抗戦を主張したが、8月 14日の御前会議でポツダム宣言の受諾に合意

し、「終戦の詔書」に署名した。8月 15日未明、「一死以テ大罪ヲ謝シ奉ル」とした

遺書を残し、割腹自決を遂げた。 
 

『大東亜戦争始末記 自決編』田々宮英太郎著 昭和 41（1966）年（経済往来社） 

 

27 阿南惟幾日誌  

昭和 20（1945）年 4 月 7 日～8 月 14 日【阿南惟幾関係文書 17】 東京前期、関西館（表紙、8 月 14 日部分

を展示）、東京後期（表紙を展示し、8 月 14 日部分はパネル） 

28 阿南惟幾メモ帳  

昭和 20（1945）年 4 月～8 月【阿南惟幾関係文書 18】 東京前期、関西館（パネル）、東京後期（実物を展示） 

戦局が刻々と日本に不利な状況となる中、8月 9日には、「ソ連参戦」の一報が阿南陸軍大臣のもと

に寄せられた。阿南の当日のメモ帳には、早朝ソ連が満洲との国境より攻撃を開始し、モスクワではソ

連が「三国宣言」（ポツダム宣言）に加入した旨、佐藤尚武駐ソ大使に通報があったという切迫した情

勢が、赤鉛筆で記載されている。 

一方「日誌」と題された阿南の行動記録は、終戦を決定した 8月 14日の御前会議と引き続き開かれ

た閣議の記載で終わっている。「本土決戦」を唱えてきた阿南は、最終的には「終戦の詔書」に同意

し、8月 15日未明、陸相官邸で自決した。 
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8 月 14 日の御前会議で、最終的にポツダム宣言の受諾が決定された。急きょ録音された玉

音放送は 8 月 15 日の正午に放送された。ここでは、8 月 15 日を軸として、その前後に刊行さ

れたいくつかの資料を紹介する。 

 

 

29 峠 

齋田喬脚本 伊藤文乙美術 昭和 20（1945）年 7 月 興亜画劇【YKG1-H195】 東京前期 

Ⓓ 

疎開先でなじめない心優しい繁少年が、次第に成長していく紙芝居。戦後に墨塗り

や修正が施され、「憎い米軍」等の文言は削除されている。父親が南方で戦っている

という設定が、シベリアから帰ってこないという設定に、先生が名誉の応召をしたと

いう設定が、外国に研究に行く設定に変更されている。展示箇所は最後の画面とそれに相当するセリフ

部分で、「少国民」を「子供」、「大日本帝国」を「日本の国」と修正している。 

 

30 陸軍 小説 

火野葦平著 昭和 20（1945）年 8 月 朝日新聞社【KH135-E2】 東京後期 Ⓓ 

著者は昭和 13（1938）年から 14（1939）年にかけて『麦と兵隊』『土と兵隊』

『花と兵隊』の三部作で一世を風靡した作家。本書は岩田豊雄の『海軍』に続い

て朝日新聞に連載されたが、3万部ができたところで終戦が近いことが判り、8月

20日発売予定を急きょ変更し、10日頃から急いで売りさばいた。そのため、化粧

裁ち（製本後に本の三方を綺麗に切り落としてそろえること）がなされていな

い。奥付は 20日発行。 

 

31 不燃都市 防空都市建設の世界的動向と我国の進路 

田辺平学著 昭和 20（1945）年 8 月 河出書房【524.95-Ta83 ウ】  東京後期 Ⓓ（ネット公開） 

自身のフィールドワークに基づき、世界の防火建築及び災害に強い都市を紹介するとともに、日本に

おける理想の都市計画を具体的に提案している。空襲により製本所で第 1刷が全焼、改めて限定 3000

部を 8月 15日に発行。著者は戦後においても防災建築の分野で活躍した。 

 

32-1 少年倶樂部 32 巻 5 号 

昭和 20（1945）年 7 月 大日本雄弁会講談社【Z32-387】 東京前期 Ⓓ 

「一億総鉢巻」と題した表紙は松野一夫。裏表紙は山川惣治の絵で、手りゅう弾の仕組み。「沖縄の

戦線では、諸君と同じ年ごろの少年が、手に手にこの手りゆう弾をにぎつて敵中に突撃した。われらも

今から訓練をして、本土決戦にそなへよう」と解説する。 

 

32-2 少年倶樂部 32 巻 6 号 

昭和 20（1945）年 8/9 月 大日本雄弁会講談社【Z32-387】 東京前期 Ⓓ 
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終戦直後の号の表紙は「仰げ日の丸 新日本の門出だ」。巻頭は「終戦の詔書」と皇居前でお辞儀す

る人々の写真。島田啓三による漫画「冒険ダン吉」シリーズの「荒鷲ダンちやん」と、棟田博による、

中国で暮らす少年が主人公の小説「太陽の家」は打ち切りとなったが、大佛次郎の「楠木正成」は継続

している。 

 

33-1 主婦の友  29 巻 6～7 号 

昭和 20（1945）年 6～7 月 主婦の友社【VG1-1690】 東京前期 

6月号は「本土決戦 勝利の防衛生活」、7月号は「勝利の特攻生活」をテーマとして掲げ、いずれも

「日本の勝利は母と妻に俟（ま）つ！！」「敵の本土上陸と婦人の覚悟」といった記事で女性の心構えを

説く。「焦土菜園の手引き」「急病の手当と看護」等の実用記事も。7月号は東京の印刷所が空襲で焼け

たため、静岡新聞社で印刷を行ったが、東海道線が寸断されており、途中徒歩で原稿を運んだという。 

 

33-2 主婦の友  29 巻 8～9 号  

昭和 20（1945）年 8～9/10 月 主婦の友社【VG1-1690】 東京前期 

8月号の表紙は戦時中と同じ雰囲気。巻頭見開きは「終戦の詔書」。航空機生産のための募金「家庭

愛国機献納資金」は中止とのこと。編集後記には「太平をひらくのは実に家庭の主婦である。日本の主

婦は誇りをもつて、この大試練に臨まねばならぬ」とあり、国のために女性の努力を期待する点は変わ

っていない。 

9/10月号は、発行が遅れたために合併号となったが、ページ数は 32ページから 68ページと倍以上と

なり、表紙もカラーで植物を描いている。 

 

34-1 週刊少国民 4 巻 30 号(通号 166)  

昭和 20（1945）年 7 月 29 日 朝日新聞社【Z32-188】 東京後期、関西館 Ⓓ 

昭和 17（1942）年創刊。表紙は「敵機発見に敢闘の少年監視哨員」。本文中

の少年監視哨員のインタビューでは、B29を見つけて報告し、それが撃墜された

ときには「憎いビー公（B29 のこと）を基地へ帰さず太平洋の波の中へたたき落

したんだと思ふと、その晩はひと晩ぢゆう眠れませんでした」とある。 

 

34-2 週刊少国民 4 巻 35/36 号(通号 171/172)  

昭和 20（1945）年 9 月 2/9 日 朝日新聞社【Z32-188】 東京後期、関西館 Ⓓ 

戦後第 1号。表紙には「食糧増産に流す汗」と題して野菜を抱えた少年の笑

顔。巻頭見開きには皇居の写真と「国体護持」に関する文章、「終戦の詔書」が

掲載されている。「お知らせ」欄には、8月 19日、26日号を休刊とした旨とと

もに、「十五日以前と以後とでは、すべてがすつかり変つてしまひました」と書

かれている。原子爆弾の恐ろしさを伝えるページのすぐ後に、原子力で月旅行を

する記事も掲載。 
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34-3 週刊少国民 4 巻 41/42 号(通号 177/178)  

昭和 20（1945）年 10 月 14/21 日 朝日新聞社【Z32-188】 東京後期、関西館 Ⓓ 

表紙はアメリカ兵と話す少年で、米軍から支給された写真。本文も進駐軍の部隊ごとのマーク一覧や

マッカーサーの紹介等。わずか 2か月余りでアメリカに対する態度が 180度異なっている。昭和 21

（1946）年秋に『こども朝日』に改題。 

 

35-1 婦人倶楽部 26 巻 4 号 

昭和 20（1945）年 7 月 大日本雄弁会講談社【VG1-227】 東京後期、関西館 

7月号の表紙は、武将木村重成の妻。烈女として知られる。同号の「戦時緊急版の発行について」に

よると、空襲により 4、5月号は印刷進行中に焼失、6月号は原稿を焼失したとのこと。「聖戦完遂の大

目的のためには」「一枚の紙、一滴のインクの存する限り、全身全霊をさゝげて、小誌の発行を継続す

る覚悟」とある。 

 

35-2 婦人倶楽部 26 巻 5～7 号 

昭和 20（1945）年 8/9～11/12 月 大日本雄弁会講談社【VG1-227】 東京後期、関西館 

終戦直後の 8/9月号の表紙は、皇居に向かってお辞儀をしている女性像。天皇に対する意識は 8月 15

日の前後で変わらないことがわかる。小説以外はすべて食糧に関する記事。家庭菜園や乾燥野菜、主食

としての大豆、とうもろこし、どんぐりの活用が推奨されている。 

10月号からはカラー表紙がつく。11/12月号は女性科学者が表紙を飾り、当

時「科学」（第 3章コラム「科学」参照）が求められる風潮となっていたこと

がわかる。 
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空襲がなくなり、ひとまず安心と自由が訪れた。しかし、これまでの制度が崩壊した

ことにより食糧難はさらに悪化、引揚者や復員兵等が街にあふれ、餓死者が多くなる

ことが予想された。 

9 月 2 日にはミズーリ号で降伏文書の調印式が行われ、以後、連合国が日本政

府を通じて間接統治することになった。実質的にはアメリカの単独占領で、それを実

行したのが連合国最高司令官総司令部（GHQ/SCAP、以下「GHQ」）である。 

沖縄では米軍の軍事基地として土地の接収が進み、満洲で武装解除された日本

兵等がシベリアに抑留されるなど、問題が山積みの中、日本本土では、GHQ の指令

に翻弄されつつ、希望、自由、反省、そして民主主義等の新しい動きが渦巻いていた。 

 

第 1 節：終戦の解放感 

8月 20日に灯火管制が解除、信書の検閲が停止となり、敵に情報を与えてしまうという理由で禁止さ

れていた天気予報も 22日に東京で復活。新しい日本のあるべき姿を主張する小冊子が続々と出版され

た。ここでは、その頃書かれた書簡と、昭和 20（1945）年中に出された解放感にあふれた小冊子の中か

ら、著名人の著作を紹介する。 

 

吉田茂（よしだ しげる）1878−1967  

政治家、外交官。昭和 3（1928）年外務次官、昭和 11（1936）年特命全権大

使・英国駐在。戦時中和平工作を進め、昭和 20（1945）年 4月憲兵隊に逮捕・

拘置された。戦後は、東久邇内閣・幣原内閣で外務大臣、昭和 21（1946）年戦

後第 1回総選挙後首相に就任。公職追放となった鳩山一郎の代わりに日本自由

党総裁となる。以後昭和 29（1954）年まで、5度に渡って政権を担当した。 

『歴代首相等写真』（電子展示会「近代日本人の肖像」） 

 

36 吉田茂書簡 来栖三郎宛  

昭和 20（1945）年 8 月 27 日【原田熊雄関係文書 54-14】 東京前期、関西館（1 枚目表、4 枚目裏を展示） 

電子展示会「史料にみる日本の近代」 

外務省の後輩である来栖三郎に宛てた書簡で、友人の原田熊雄宛書簡に同封されたもの。絵葉書 4枚

にわたって書かれている。“If the Devil has a son, surely he is Tojo.” （悪魔に息子がいると

すればそれは東条にちがいない）の英文一行には、軍部の圧力に耐えた外交官吉田と来栖のふたりだか

らこそ分かちあえる解放感と喜びの気分が横溢している。 

 

36 吉田茂書簡 来栖三郎宛  

昭和 20（1945）年 8 月 27 日【原田熊雄関係文書 54-14】 東京後期（2 枚目裏、3 枚目表を展示） 電子展示

会「史料にみる日本の近代」 

「今ハザマを見ろと些か溜飲を下け居候。此間の味は老兄の如き娑婆にて楽をせし人にはわからす」

と戦時中終戦工作の活動のために、逮捕・拘置された吉田の軍部・憲兵に対する積年の恨みがあらわに

なっている。また一時期、吉田とともに終戦工作に関係した鳩山一郎に対する辛辣な皮肉も垣間見え
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る。 

  

37 敗戦より復興へ 敗戦は何を祖国に齎らしたか 

小川一平著 昭和 20（1945）年 12 月 立憲青年党出版部【特 240-912】 東京前期、関西館 Ⓓ（ネット公開） 

著者は、立憲政友会の実力者として鉄道大臣、司法大臣等を歴任した小川平吉の長男。三菱銀行退職

後、戦時生活相談所常任理事等に就き、昭和 21（1946）年衆議院議員に当選。 

本書では、日本の敗戦原因を分析し、「君主制デモクラシー」の実現を説く。また軍備なき国家のあ

り方を積極的に肯定している。表紙裏の目次に続いて「紙のないときですからこれを読んだ方は棄てな

いで他の方へ読ましてください」との記述があり、物資不足の時代を感じさせる。 

 

38 敗戦日本の青年に訴ふ  

荒畑寒村 〔著〕  昭和 20（1945）年 12 月 人民社【A11-Z-G385】 東京後期 Ⓓ 

著者は戦前からの社会主義運動家。昭和 12（1937）年人民戦線事件で検挙され、終戦まで投獄され

た。戦後は日本社会党の結成に参画し、衆議院議員を 2期務めた。本書では敗戦の痛手を受けている青

年層に対して、戦時中軍国主義を鼓吹した勢力の復活への警戒を緩めず、民主主義革命の担い手となる

よう期待感を込めて訴えている。 

 

第 2 節：戦争責任と軍の解体 

9月 5日、第 88回帝国議会（臨時会）において、東久邇首相が施政方針演説で「一億総懺悔」論を展

開した。衆議院議員の芦田均は、議会で戦争責任の追及を試みた。第 89回帝国議会（臨時会）では、

議員の政治責任を追及する決議や、陸・海軍大臣に対する追及も行われたが、議員に辞職を促す決議は

否決され、無難な形で終わった。陸・海軍省が解体され、第一復員省、第二復員省となるのは 12月 1

日である。 

 

芦田均（あしだ ひとし）1887−1959 

政治家、外交官。満洲事変を機に外務省を辞職。昭和 7（1932）年衆議院議員

当選後、外交通として軍部には批判的態度をとり、大政翼賛会結成にも不参加。

戦後、鳩山一郎らと日本自由党結成に加わり、幣原内閣で厚生大臣。昭和 21

（1946）年民主党結成に参加、総裁となり、片山内閣で外務大臣。昭和 23

（1948）年 3月首相となるが、10月昭和電工事件で総辞職した。 

『歴代首相等写真』（電子展示会「近代日本人の肖像」） 

 

39 大東亜戦争ヲ不利ナル終結ニ導キタル原因並ニ其責任ノ所在ヲ明カニスルタメ政府ノ執ルベキ措置ニ

関スル質問  

昭和 20（1945）年 9 月 4 日【芦田均関係文書 書類の部 160】 東京前期、東京後期 電子展示会「史料にみ

る日本の近代」 

敗戦後初めての議会である、第 88回帝国議会（臨時会）（9月 4・5日開催）に芦田均が提出した質

問主意書の原稿。日本の敗戦の原因を、日本が世界から孤立するに至った経緯、開戦準備や戦争指導、

戦争遂行体制確立の不充分さ等の観点から指摘し、敗戦責任の所在を明らかにするための政府の措置に
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ついて、鋭く追及している。当時、議会は大日本政治会に統制されたままであったため、議場での質問

は封じられ、書面による提出にとどめられた。 

 

下村定（しもむら さだむ）1887−1968 

陸軍大将。戦後は東久邇内閣、幣原内閣の陸軍大臣を務めて敗戦処理に当たり、

昭和 20（1945）年 11 月 30 日依願免官。戦犯容疑で逮捕、巣鴨拘置所に勾留さ

れた（不起訴）。公職追放を経て、参議院議員（昭和 34（1959）～40（1965）年）。 

 

 

【下村定関係文書その 2 85-1】 

 

40 下村定日記  

昭和 20（1945）～22（1947）年【下村定関係文書（その 1） 書類の部 17】 東京前期、関西館（11 月 28 日部

分を展示） 

最後の陸軍大臣下村定は、11月 28日衆議院本会議で国政を誤らせた陸軍の責任を問う斎藤隆夫の質

問に対し、「軍の不當なる政治干与」を率直に認める一方、「純忠なる軍人の功績を抹殺し去らないこ

と、殊に幾多戦没の英霊に対して深き御同情を賜はらんことを」と答弁した。短い答弁ながら議事録に

は（拍手）の記載が 5回あり、下村の日記に「意外（？）ノ同情ヲ喚起シ」とあるとおり、議場の雰囲

気は必ずしも冷淡ではなかった。 

 

40 下村定日記   

昭和 20（1945）～22（1947）年【下村定関係文書（その 1） 書類の部 17】 東京後期（11 月 30 日部分を展

示） 

下村定は、陸軍省が解体廃止される前日の 11月 30日、宮中に参内し最後の上奏を行った。涙を流し

ながら労いの言葉をかける天皇を前に、下村もまた嗚咽をこらえきれなかったという。二年後同日の日

記には専ら畑仕事のことを記している。 

 

41 官報 号外 第八十九回帝国議会衆議院議事速記録 第五号  

昭和 20（1945）年 12 月 2 日【作田高太郎関係文書 164】 東京前期、東京後期、関西館 

12月 1日衆議院本会議に議員の戦争責任に言及する二つの決議案が上程された。翼賛議会が自らの戦

争責任を議場で問うたのである。両案とも第一の責任は軍閥・官僚にあるとしたが、議会指導者の責任

は重いとする日本自由党提出の案は否決され、自らの潔白を確信したなら「毅然トシテ新日本建設ノ大

業ニ挺身奉公スベキデアル」（作田高太郎の提案理由説明）とする日本進歩党提出の案が可決された。

採決に続いて、敗戦責任等を理由とする 11名の議員辞職願が許可され、18日に衆議院は解散。本資料

は作田自身が保管していたもの。 
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第 3 節：アメリカへの関心 

8月 28日、日本占領の先遣部隊が厚木飛行場に到着。二日後には連合国最高司令官マッカーサー元帥

が降り立った。戦時中「鬼畜米英」と憎んだアメリカは、一転して興味の対象となった。そこには、恐

怖、畏敬、物珍しさ、憧れ、過度の順応、それらに対する侮蔑、と様々な反応があった。 

 

42 マッカーサー元帥 

山崎一芳編著 昭和 20（1945）年 12 月 丹頂書房【GK464-H2】 東京前期、東京後

期、関西館 Ⓓ 

連合国最高司令官マッカーサーを称える本で、終戦から 4か月目の出版。「彼

こそナポレオン一世や、ウエリントン将軍と同列に置かるべき偉大なる戦略家で

ある」等のマッカーサー礼賛が続き、「（マッカーサーは）聖なる平和への使者

なのである」との言葉で結ばれている。なお、本書の著者は、戦時中「われらは

…暴戻（ぼうれい）米英討つべしの攘夷の大号令に応え奉らねばならないのであ

る」とする大部の書（『米英敗るる日』昭和 18（1943）年）を著している。 

 

43 英語会話の手引 カナ付 

桃井鶴夫著 昭和 20（1945）年 11 月 産業図書【837.8-Mo25 ウ】 東京後期 Ⓓ 

『日米会話手帖』（昭和 20（1945）年 9月、誠文堂新光社刊。当館未所蔵）のベストセラーを皮切り

に、英語関連の手引書が相次いで発行された。その中の一冊。「挨拶」「料理店にて」「旅行」といっ

た場面ごとに、そこで使用する表現を紹介。巻末には「進駐軍兵士を迎えて」という項目も設けられて

いる。 

 

44 ローマ字・日本語会話 

高橋盛雄著 昭和 20（1945）年 10 月 産業図書【特 277-633】 東京後期 Ⓓ（ネット公開） 

占領軍のアメリカ兵向けの手引書。体裁からすると、『英語会話の手引 カナ付』（展示資料 43）と

対で発行されたと思われる。共通して、全体的に「です・ます」調の丁寧な表現。また、所々に歌舞伎

や浮世絵等の日本文化や、観光名所の写真が挿入されている。 

 

45 英和会話辞彙  

長沼直兄著 昭和 20（1945）年 12 月 三省堂出版【特 265-940】 東京前期、関西館 Ⓓ 

占領軍のアメリカ兵向けの手引書。「辞彙」（じい）は辞書を意味する。手のひらサイズで、携帯を

想定していたと思われる。著者の長沼直兄（なおえ）は、戦前・戦後を通じて日本語教育の発展に寄与

した。代表的な著書である『標準日本語読本』シリーズは、「ナガヌマ・リーダー」と称され国内外で

使用された。戦中は日本語教育振興会で活動（展示資料 13、14参照）。 
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46 アメリカ人の礼儀作法  レプリカあります 

菅儀一著 昭和 20（1945）年 12 月 太平公社出版部【Y994-L1161】 東京前期、関

西館 

アメリカ人の気質を、朗らか、ユーモアがある、能率的、婦人を尊重する、進

取的と紹介する。個人的話題・宗教的話題・政治的話題を避けよ、名刺よりも握

手、手土産よりも誕生日プレゼントが良い、と具体的な接し方を伝授した本。著

者は、東京 YMCA の 5代目総主事。豊富な海外経験と、国際ホテル学校開校・運営

で培った経験が活かされている。  

 

47 Guide to Japan（CINCPAC-CINCPOA Bulletin No.209-45)   

昭和 20（1945）年 9 月【GB641-B42】 東京前期、東京後期、関西館 Ⓓ 

米軍の「太平洋地域統合情報局」(JICPOA)が作成した、太平洋地域における軍

事情報誌の中の一冊。 

日本の地理、歴史、経済等の他、日本人の行動様式等が詳述されており、「暗

黒政治」と題した章の末尾には、日本がこれまで辿ってきた道は、少数の抜け目

のない、硬直した考えを持って実務を牛耳った冷酷な支配階級に導かれていたこ

とを理解しなければならない、とある。また巻末には、昭和 20（1945）年 9月 2

日に米海軍の戦艦ミズーリ号の船上で行われた日本降伏文書調印式での、ニミッツ太平洋艦隊司令長官

の演説が掲載されている。 

 

48 日本ノコドモ 9 巻 7 号 

昭和 20（1945）年 11 月 国民図書刊行会【Z32-268】 東京前期、東京後期、関西館 Ⓓ 

昭和 12（1937）年創刊の絵雑誌『コドモノヒカリ』が改題され、雑誌統廃合（第 1 章 3 節参照）によ

り他誌を合併した雑誌。昭和 24（1949）年に『チャイルドブック』に改題する。展示箇所は「ハロー」と

題し、ジープにのったアメリカ兵と子どもが挨拶している風景（大澤昌助画）（東京前期、関西館）、

「ダァレモ ヰナイ」と題して様々なものを「ワン」「ツー」と英語でカウントされている詩（百田宗治

詩、吉澤廉三郎画）（東京後期）。 

 

第 4 節：民主主義の萌芽 

GHQ は、9月 22日の「初期対日方針」、10月 4日の「自由の指令」、10月 11日の「五大改革指令」

等により、急速に日本の民主化を推し進めた。なお婦人参政権と労働組合法は、GHQの指令に先がけて

閣議決定され、婦人参政権を認めた改正衆議院議員選挙法は 12月 17日に、労働組合法は 12月 22日に

公布された。 

ここでは、こうした民主化に類するトピックや、政党の復活について取り上げる。昭和 21（1946）年

11月 3日の憲法公布は一つの到達点であるが、憲法や民主主義といったテーマの出版物は、昭和 20

（1945）年ではまだ多くはない。 
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49 新日本自由党結成準備記録  

昭和 20（1945）年 8 月 15 日～10 月 5 日【安藤正純関係文書 12】 東

京前期 電子展示会「史料にみる日本の近代」 

敗戦にともない、翼賛政治体制確立の過程で解散・統合した政党

を再結成する動きが始まった。戦前の立憲政友会につながり、戦時

中は院内に反東条系の同交会を形成していた安藤正純、芦田均らは

8月 15日午後 1時に早くも会合を持ち、新党準備に走り出した。こ

れに、鳩山一郎も加わり 11月 9日に日本自由党が結成された。 

 

50 宣言（日本社会党結党）  

昭和 20（1945）年 11 月 2 日【浅沼稲次郎関係文書 419】 東京後期 電子展示会「史料にみる日本の近代」 

9月 22日、戦前の無産政党各派による懇談会が開かれ、社会主義政党の結成に向けての調整が進めら

れた。その結果、11 月 2日に西尾末広、平野力三、水谷長三郎らにより日本社会党が結成され、書記長

に片山哲が選出された。本資料は結党関係の書類が綴られており、当時組織部長でのちに委員長を務め

た浅沼稲次郎が残したもの。 

 

51 赤旗 第 1 号  

昭和 20（1945）年 10 月 20 日【憲政資料室収集文書 1340-1】 東京前期、東京後

期、関西館 電子展示会「史料にみる日本の近代」 

10月 4日の GHQによる「自由の指令」（思想・言論の自由を制限していた法

令の廃止、政治犯の即時釈放、特高の廃止等）により、同 10日徳田球一ら指導

者が獄中より解放された日本共産党は、同 20日には『赤旗』を再刊した。頒価

2円 50銭。なお、当時の山手線 1区間と封書郵便料金はいずれも 10銭だった。

表紙には、徳田球一のローマ字サインがある。 

 

52 婦人参政権問題 

鹿島守之助著 昭和 20（1945）年 12 月 戦後問題研究会【Y181-G177】 東京前期、東京後期、関西館 Ⓓ 

著者は外交官出身の実業家で、昭和 28（1953）年からは参議院議員を務める一方、鹿島平和研究所を

設立するなど文化活動でも知られる。第一章では、議会が女性を受け入れることで代表的な民主的機関

となることが強調され、第二章では、多年の欧米経験に基づき、当地での婦人参政権運動の発展とその

実績についての知見を披露している。 
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53 憲法草案要綱 憲法研究会案 

昭和 20（1945）年 12 月 26 日【佐藤達夫関係文書 26】 東京前期、関西館 

54 憲法草案要綱 憲法研究会案 

昭和 20（1945）年 12 月 26 日【佐藤達夫関係文書 27】 東京後期 

憲法研究会は、大原社会問題研究所長高野岩三郎の提

案により、民間での憲法制定の準備・研究を目的として

結成された。憲法史研究者の鈴木安蔵の他、室伏高信、

杉森孝次郎、森戸辰男、岩淵辰雄らが参加した。研究会

内での討議をもとに、主に鈴木が取りまとめた憲法改正

案は、12月 26日に発表された。天皇の統治権を否定し

て、国民主権の原則を採用、また具体的な社会権、生存

権が規定されている。GHQはこの要綱に強い関心を示

し、後の GHQ草案への影響も指摘されている。 

レプリカあります※同内容の別の資料（電子展示会「日本国憲法

の誕生」掲載）から作成しました。 

 

55 新生日本と民主主義 憲法改正論 

植原悦二郎著 昭和 20（1945）年 11 月 二葉書店【310.4-U36 ウ】 東京前期、関西館 Ⓓ（ネット公開） 

著者は英米で学び、明治 44（1911）年に帰国後は大学に籍を置きつつ言論活動に従事し、国民主権論

を主張した。大正 6（1917）年の総選挙で当選し以後 13回当選、衆議院副議長も務めた。戦時中は翼賛

政治に抵抗し、昭和 17（1942）年の翼賛選挙で落選。戦後は日本自由党の結成に参加し、第 1次吉田内

閣の国務大臣に就任。 

本書では旧体制を一掃する必要性とともに、政治機構の民主化とデモクラシー

の本来の意義が説かれており、植原の自由主義者としての一貫性がうかがえる。 

 

56 何故戦争を起したか何故負けたか  

植原悦二郎著 昭和 20（1945）年 12 月 二葉書店【210.75-U36 ウ】 東京後期 Ⓓ 

本書では、結果的に戦争への道を回避できなかった外交的要因や議会政治の無

力さを分析し、勝ち目のない戦争へと突き進んだ日本の体質を批判している。 

 

57 労働組合運動と勤労管理者  

三宅正一述 昭和 20（1945）年 11 月 国民工業学院【Y181-G21】 東京前期 Ⓓ 

著者は、戦前の無産農民運動の活動家。大正 15（1926）年労働農民党結成に参加したのち、昭和 11

（1936）年社会大衆党から衆議院議員に当選。戦後は日本社会党結成に参加し、衆議院副議長も務め

た。本書では政治的デモクラシーを確立するためには、労働組合の使命が重要であることを説き、破壊

的な運動に陥らず健全な発展を遂げるには各労働者層の協力が不可欠であると述べている。 
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58 労働組合の知識  

紺野英一著 文苑社 昭和 20（1945）年 12 月【特 240-908】 東京後期、関西館 Ⓓ（ネット公開） 

戦前の労働運動が分裂を繰り返して弱体化した歴史を反芻し、戦後の運動について、政党支持に拘わ

らず一企業一組合の原則にたち、産業別労組に結集すべきと力説する。労働条件改善の課題として賃金

引上げ、労働時間の短縮等を掲げる一方、労働者の世界的連帯が必要であることを説く。戦前ともに共

産主義運動の活動家だった紺野与次郎（後に衆議院議員）と岩田英一の共著と思われる。 

 

コラム：科学 

「科学」という言葉が当時の記事や雑誌タイトルによく見受けられる。 

『少年倶楽部』32巻 6号（展示資料 32-2）の「少国民発明展」中止のお知らせには「このたびの戦

争で、日本の科学の力が、まだまだ不十分であつたといふことが、よくわかりました」とある。原爆の

ショックがこうした実感に追い打ちをかけたことは想像に難くない。 

ジャーナリストで首相も務めた石橋湛山は、8月 25日号の『東洋経済新報』に「更生日本の針路」と

題した社論を掲載し、「竹槍こそ最も善き武器なりとする非科学的精神が瀰漫（びまん）した。（略）

単に物質的の意味でない科学精神に徹底せよ」と説いている。これまでの軍国主義体制への盲信的な態

度を改め、理性的に新しい国家を築こうという意志が「科学」という言葉に込められている。 

昭和 21（1946）年には、雑誌『思想の科学』、『輿論科学』、『民主主義科学』が創刊された。 
『婦人倶楽部』25巻 7号（展示資料 35-2）は女性科学者が表紙を飾っている。 

 

第 5 節：世相とジャーナリズム 

GHQ が、新聞・出版その他言論の制限に関する法令をすべて廃止するよう指令を発したことによっ

て、自由な出版が可能となり、雑誌の復刊、創刊、出版社の創設が相次いだ。また、戦時中に隠蔽され

ていた事実を明らかにする趣旨の出版物も生まれた。知的飢餓感を満たす出版物が一気に生まれて活気

づく一方で、配給制度の破たんと悪天候により、食糧難はさらに悪化した。 

 

59 婦人倶楽部 26 巻 7 号  

昭和 20（1945）年 11/12 月 大日本雄弁会講談社【VG1-227】 東京前期 

表紙の裏ページに明治天皇の和歌が掲載され、「悪性インフレの防止と婦人の役目」や、赤ちゃんのた

めの「代用乳の作り方」等の記事がある。米がないため、主食のイモを使った弁当の作り方の記事には、

「甘藷（かんしょ＝サツマイモ）コロッケ」や「五もく薯（いも）」のほかに「おはぎ」（左ページ 4段目）

がある。配給の片栗粉を水でこねて茹（ゆ）でたおはぎに、サツマイモの餡（あん）をまぶしたもので、

本来の「おはぎ」とはほど遠い。 

 

60 主婦の友 29 巻 10 号  

昭和 20（1945）年 11 月 主婦の友社【VG1-1690】 東京後期 

本号のテーマは「平和と家庭建設」。「平和日本の建設と婦人の力」や「婦人参政権」の記事があるほか、

家庭教育や家庭菜園など実用的な記事もある。配給のサツマイモを中心にした食事についての記事には、

栄養不足による餓死が増えている、食料不足のときこそ満腹感のある食事より栄養バランスの良い食事

を作る工夫と努力が必要である、と説明している。 
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コラム：ＧＨＱの検閲 

GHQ はそれまで抑圧されていた言論を解放した一方で、9月 10日「言論及び新聞の自由に関する覚

書」では「真実に符合せず若（もしく）は公安を害するニュース」を禁止し、19日にはプレスコードと

よばれる「日本の新聞準則に関する覚書」、22日にはラジオコードとよばれる「日本の放送準則に関す

る覚書」を出した。10月 8日からは新聞の事前検閲を開始。その後、演劇、映画、書籍等も対象となっ

た。 

旧体制からは自由になったが、GHQに新たに統制されることになったのである。 

GHQ で戦史編纂を担当していた歴史学者ゴードン・W・プランゲによる、検閲済の雑誌・新聞・書籍の

コレクションが「プランゲ文庫」としてアメリカのメリーランド大学に所蔵されており、当館では雑

誌・新聞・児童書のマイクロフィルムを所蔵、国立国会図書館デジタルコレクションでも館内限定で児

童書及び一般図書の一部が閲覧可能である。 

 

61 旋風二十年 解禁昭和裏面史 上 

森正蔵著 昭和 20（1945）年 12 月 鱒書房【210.7-M786s-(s)】東京前期、関西館、【312.1-M786s】東京後

期 Ⓓ 

戦時中、国民に対して公にされることがなかった昭和前期日本の裏面史が、終

戦からわずか 4か月後に刊行され当時のベストセラーとなった。張作霖爆殺事件

に始まり、満洲事変、日中戦争、日米開戦、終戦へと至る過程とともに、5.15 事

件、天皇機関説事件、2.26事件等の真相が、当時の取材記録や裁判資料等をもと

に明らかにされている。 

著者の森正蔵は戦前、毎日新聞の中国、ソ連特派員等を経て、終戦後に東京本

社社会部長に就任。本書は当時の同僚と分担して執筆されたものである。 

 

コラム：真相はかうだ 

12月 9日に開始された 30 分の NHKラジオドキュメンタリー『真相はかうだ』は、日本軍部の実態を

暴露するもので、翌年 2月まで毎週日曜日の夜 8時から 30分間放送された。ベートーベンの「運命」

で始まり、多数の効果音を用いて、少年の疑問に文筆家が答える形式。GHQが企画し、脚本演出に至る

まで指導をしたが、そのことは最終回近くまで伏せられていた。アメリカ式の大げさな演出と、信じが

たい内容は、多くの人々の反感を買いつつも、衝撃をもって迎えられた。 

『旋風二十年』（展示資料 61）がベストセラーとなっ

ていたことからもわかるように、戦時中の真実を知りたい

というニーズが強くあり、「暴露本」「真相もの」と呼ば

れる本や雑誌が多数出版された。『真相』『真相週報』等

がそれである。 

その後、『真相はかうだ』は、ソフトな演出の『真相

箱』、『質問箱』へと変遷し、GHQの民主化政策の中で、

民主主義を学ぶ番組として位置づけられた。 

 

 

『真相』2 号 昭和

21（1946）年 4 月（人

民社）。戦時中の実態

のほか、当時の労働

問題やスキャンダル

も暴露する内容。 
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62 新生 1 巻 1 号  

昭和 20（1945）年 11 月 新生社【VG1-470】東京前期、関西館、【Z051.3-Si16】東京

後期 

戦後最も早く創刊された雑誌の一つで、10月 18日に発売された総合雑誌。岡

山出身で、商業出版には素人であった文学青年青山虎之助が発行。創刊号は 36万

部を即日完売したとも、書店に並ぶや 1時間で売り切れたとも言われており、活

字に飢えていた当時の世相がうかがえる。創刊号には室伏高信、尾崎行雄、賀川

豊彦、小林一三、正宗白鳥らが名を連ねている。また新生社は、室伏や鈴木安蔵

らが設立した憲法研究会の母体ともなった（展示資料 53、54参照）。（※本展示

会のために補修を行った） 

 

63 太平 1 巻 1 号 

昭和 20（1945）年 12 月 時事通信社【VG1-477】 東京前期、東京後期 

前身は『大東亜報』。表紙は川端龍子。巻頭には石川達三の小説「一家創立」が掲載されている。

「食糧はどれだけ不足か」「科学を生活する」（コラム「科学」参照）等のほか、東京ローズの手記も

掲載。編集後記には「別に世間の雑誌刊行の流行に追随するためではなく」「万民のフオラムとして公

開するつもりである。結果として「太平」の性格は極めて自由奔放であるだらう」とある。 

 

64 日本週報 1 号 

昭和 20（1945）年 12 月 9 日 日本週報社【VG1-479】 東京前期 

戦時中の情報統制により明るみに出なかった事実を暴露する雑誌の一つ。「民論の公僕」を謳い、新

聞記者等の座談会や軍人の手記等を掲載することにより、昭和戦前期の秘史を公開した。 

本誌の主要な執筆者の一人である岩淵辰雄は、政治記者出身の評論家として活動していたが、戦時中

に近衛文麿や吉田茂らと終戦工作を試み逮捕された経歴を持つ。戦後は民間の憲法研究会に参加し、天

皇の象徴化と国民主権を唱える民主的な草案の作成に尽力した（展示資料 53、54）。 

 

65 新生活 1 号  

昭和 20（1945）年 11 月 新生活社【VG1-473】 東京後期 

表紙は、重い荷物を持ったおばあさんをアメリカ兵が助けるイラスト。裏表紙はアメリカの流行歌の

楽譜。巻頭は弁士・俳優・作家である徳川夢声のエッセイ。映画、野球の話題等、のちの出版社系週刊

誌を思わせる娯楽的総合雑誌である。演劇評論の一部が空白になっているが、歌舞伎に関する記載が削

除されたため（11月から GHQによる演劇・映画への検閲が行われ、封建的な題材が禁止された）。 

 

66 人民会議 1 巻 1 号 

昭和 20（1945）年 12 月 人民会議社【Z23-192】 東京前期、関西館 

大阪で発行。戦前、瀧川事件で京都帝国大学を追われた刑法学者瀧川幸辰による「民主主義と遵法精

神」や小説、論説のほか、英会話にちなんだ小噺も掲載。「会議」の形で発刊の意図を話し合うコーナ

ーでは、五箇条の御誓文「広く会議を興し万機公論に決すべし」に言及し、「人民の声をここに結集し
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ようといふわけであります」「共産党とも、社会党とも拘りなく広く民主主義革命達成といふことに寄

与せん」とある。表紙は松井米三が街の人々を描いたもの。 

 

67 光 1 巻 1 号  

昭和 20（1945）年 10 月 光文社【VG1-467】東京後期、【Z051.3-H15】関西館 

前身は、陸軍報道部の要請により大日本雄弁会講談社が設立した日本報道社から発行されていた『征

旗』。社名も 10月 1日に光文社と改称した。論説、文芸作品が掲載された総合雑誌。表紙は石井鶴三

（つるぞう）。巻頭言「光の中を歩まう」には「昨日までは全く暗き日本であった。だが、これからは

光と自由との清新な日本に再生しようとしてゐる」とある。座談会「アメリカに何を学ぶか」等。裏表

紙はアメリカのグラフ誌『LIFE』の模倣。 

 

 

作家の終戦前後の日記 

・高見順『敗戦日記』（中公文庫）中央公論新社, 2005.7【KH576-H4】 

・内田百閒『東京焼盡』（中公文庫）中央公論新社, 2004.3【KH677-H91】 

・海野十三『海野十三敗戦日記』青空文庫 

・山田風太郎『新装版 戦中派不戦日記』（講談社文庫）講談社, 2002.12【KH694-H25】 

・永井荷風『罹災日録』扶桑書房,昭和 22【915.6-N14ウ】 Ⓓ（ネット公開） 

・藤原てい『流れる星は生きている』日比谷出版社, 1949【a913-811】 

・堀田善衞 著, 紅野謙介 編『堀田善衞上海日記 滬上天下一九四五』集英社 , 2008.11【KH147-J2】 

・中野重治一「中野重治一九四五年夏」『中央公論』昭和 57（1972）年 12月号【Z23-9】 

・渡辺一夫 [著] ; 串田孫一, 二宮敬 編『渡辺一夫敗戦日記』博聞館新社, 1995.11【KH692-G83】 

 
 
  

27 
 

http://www.aozora.gr.jp/cards/000160/files/1255_6571.html
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1130827


参考文献 

 

全体 

・藤原彰[ほか]編『昭和 20年/1945年 : 最新資料をもとに徹底検証する』小学館, 1995.6【GB531-

E282】 

・『1945 年』（毎日ムック. シリーズ 20世紀の記憶）毎日新聞社, 1999.2【GA82-G50】 

・国立国会図書館電子展示会「史料にみる日本の近代」、「日本国憲法の誕生」 

・国立国会図書館常設展示第 135 回「戦時下の出版」、第 60回「焼跡から生まれた雑誌—昭和 20～24

年にかけて創刊・復刊された雑誌」（PDF） 

 

第 1章 

1 写真週報 

・玉井清 編『戦時日本の国民意識』慶應義塾大学出版会, 2008.1【GB531-J22】 

コラム：昭和 20（1945）年の戦局と大本営発表 

・富永謙吾『大本営発表の真相史』自由国民社,1970【GB541-7】 

・辻泰明, NHK取材班『幻の大戦果・大本営発表の真相』日本放送出版協会,2002.11【GB541-H3】 

2 若桜 

・五島慶一「講談社刊行、陸軍雑誌『若桜』 : 解題及び内容総覧（総目次）」（『三田國文』

(45) 2007. 9【Z13-2654】 

3 月刊読売 

・石川巧『「月刊読売」解題・ 詳細総目次・執筆者索引』三人社, 2014.1【UM84-L15】  

4 戦う朝鮮 

・宮田浩人 編集・解説『戰ふ朝鮮.  復刻』新幹社, 2007.6【GE129-H21】 

第 3節 戦時下の出版、言論活動 

・『言論統制文献資料集成』日本図書センター, 1992.2【AZ-225-E45】 

・高崎隆治『戦時下の雑誌』風媒社, 1976.12【UM84-16】 

5 大東亜戦争陸軍作戦記録画集、６大東亜戦美術 

・河田明久「戦争美術とその時代」（神坂次郎, 福富太郎, 河田明久, 丹尾安典『画家たちの「戦

争」』新潮社, 2010.7）【KC211-J9】 

7 見晴台の華 ガダルカナル島血戦記 

・文化奉公會 編『大東亞戰爭陸軍報道班員手記 : ガダルカナルの血戰』大日本雄辯會講談

社,1943.7【GB554-G756】 

・齋藤勝美『ルンガ河 : ガダルカナル島血戰記』鱒書房,1943.9【GB554-G799】 

・柏木啓一『ガダルカナル敢闘記』畝傍書房,昭和 19【393.2-Ka77ウ】 

・西野源『死の島ガダルカナル』鱒書房,1956【915.9-N821s】 

・高崎伝『最悪の戦場に奇蹟はなかった』光人社,1974【GB554-268】 

・岩川隆『孤島の土となるとも : BC 級戦犯裁判』講談社,1995.6【A191-E53】 

12 青年修身公民書 

・八本木浄『戦争末期の青年学校』日本図書センター, 1996.2【FC34-G1】 

28 
 

http://www.ndl.go.jp/modern/index.html
http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html
http://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/entry/jousetsu135.php
http://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/tmp/60.pdf
http://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/tmp/60.pdf


コラム：オマールさん 

・中山士朗『天の羊』三交社, 1982.5【EG74-101】  

15 言論報国 

・大日本言論報国会 [編]『言論報国.  復刻版』不二出版, 1998【Z79-B50】 

・吉野孝雄『文学報国会の時代』河出書房新社, 2008.2【KG322-J6】 

20 農兵隊操典草案 

・百瀬孝『事典昭和戦前期の日本 : 制度と実態』吉川弘文館,1990.2【A2-E8】  

・『翼賛国民運動史』翼賛運動史刊行会,1954【312.1-Y751y】 

第 5節 米軍投下ビラ 

・一ノ瀬俊也『宣伝謀略ビラで読む、日中・太平洋戦争 : 空を舞う紙の爆弾「伝単」図録』柏書

房, 2008.8【GB531-J33】 

・一ノ瀬俊也『戦場に舞ったビラ : 伝単で読み直す太平洋戦争』講談社, 2007.3【GB531-H318】 

・東京 12チャンネル社会教養部 編『新編私の昭和史 2 軍靴とどろく時』学芸書院, 1974【GB511-

25】 

・The Effects of Strategic Bombing on Japanese Morale, Final Reports of 

the United States Strategic Bombing Survey, 1945-1947, Report No. 14 /【YD-208】 

25 大木手記 

・大木操『激動の衆議院秘話 : 舞台裏の生き証人は語る』第一法規出版, 1980.10【GB511-74】 

第 3章 

41 議員の戦争責任に関する会議録 

・衆議院, 参議院 編『議会制度七十年史 第 10 帝国議会史 下巻』1962【314.2-Sy996g】 

42 マッカーサー元帥 

・山崎一芳, 三沢弘次『米英敗るる日』東海出版社,1943【GB531-9】 

43 英語会話の手引：カナ付 

・井上ひさし『ベストセラーの戦後史.1』文芸春秋,1995.9【UE57-E63】 

・塩沢実信『昭和ベストセラー世相史』第三文明社,1988.10【UE17-E6】 

44 ローマ字・日本語會話 

・井上ひさし『ベストセラーの戦後史.1』文芸春秋,1995.9【UE57-E63】 

・塩沢実信『昭和ベストセラー世相史』第三文明社,1988.10【UE17-E6】 

45 英和会話辞彙 

・言語文化研究所 編『長沼直兄と日本語教育』開拓社,1981.11【KF31-29】 

・東京日本語学校開校 60周年記念誌編集委員会 編『東京日本語学校開校 60周年記念誌』言語文化

研究所附属東京日本語学校,2009.3【KF14-J4】 

・ドナルド・キーン, 河路由佳『ドナルド・キーンわたしの日本語修行』白水社,2014.9【GK542-

L18】 

・長沼言語文化研究所 編『日本語教育研究』（24）1990.10【Z12-254】 

・長沼言語文化研究所 編『日本語教育研究』（25）1991.12【Z12-254】 

・長沼言語文化研究所 編『日本語教育研究』（58）2012.10【Z12-254】 

・山本冴里『戦後の国家と日本語教育』くろしお出版,2014.5【KF31-L49】 

29 
 



47 Guide to Japan  

・Military Intelligence in the Pacific 1942-46: Bulletins of the Intelligence Center, Pacific 

Ocean Area, Joint Intelligence Center, Pacific Ocean Area, and the Commander-in-Chief, 

Pacific and Pacific Ocean Area【YE-56】 

48 日本ノコドモ 

・松山鮎子「幼年絵雑誌の「地域性」に関する歴史的考察 : 月刊絵雑誌『チャイルドブック』を事

例として」（早稲田大学教育・総合科学学術院『学術研究. 人文科学・社会科学編』(61)2012）【Z22-

427】 

52 婦人参政権問題 

・太田健一 [ほか]著『次田大三郎日記』山陽新聞社,1991.7【GB566-E22】 

61 旋風二十年 解禁昭和裏面史 上 

・森正蔵 著 ; 有山輝雄 編『あるジャーナリストの敗戦日記 : 1945～1946』ゆまに書房,2005.8【GK86-

H24】 

62 新生 

・『回想の新生』「新生」復刻編集委員会, 1973【UM84-11】 

・国立国会図書館編『出版のあゆみ展 : 百万塔陀羅尼から CD-ROMまで 展示会目録』国立国会図書

館, 1988.11【UE17-E7】 

64 日本週報 

・福島 啓之「日米の平和の回復と日本の言論人 : 岩淵辰雄の終戦工作と民間憲法草案」（東京大学大

学院総合文化研究科附属アメリカ太平洋地域研究センター『アメリカ太平洋研究』(12)2012.3）【Z71-

F985】 

コラム：真相はかうだ 等 

・南博, 社会心理研究所『昭和文化 続（1945～1989) 』勁草書房, 1990.10【GB581-10】 

 

 

30 
 


