
資料名 年代 所蔵先

1 日清戦争図絵馬 明治29年(1896) 篠塚稲荷神社（小山市大本）
2 日露戦役金蘭簿 明治39年(1906) 当館
3 慰問用絵はがき － 当館
4 征露記念盃 明治末 当館
5 煙草「朝日」包紙 大正期 当館
6 徴兵適齢御届 明治40年1月(1907) 当館
7 国民兵召集令伝達書 明治41年(1908) 当館
8 徴兵慰労義会規約書 明治20年(1887) 個人蔵（日向野家文書）
9 尋常小学校教科書 明治43年（1910) 個人蔵（青木家文書）

10 陸軍特別大演習地図 明治40年(1907) 当館
11 青い目の人形「ルース」 昭和2年(1927) 佐野市立佐野小学校

12 宣戰詔勅 昭和16年(1941) 当館
13 出征兵士用タスキ 昭和10年代(1935) 当館
14 鞍 － 当館

寄せ書き入り日章旗 － 栃木県立博物館
入営時の幟 昭和17年(1942) 当館
軍隊手帳 昭和11～16年(1936～当館
従軍手帳 昭和15年(1940) 当館

17 ゲートル － 栃木県立博物館
18 背のう － 栃木県立博物館
19 出征兵士の遺髪と遺書 昭和18年(1943) 当館
20 お守り － 当館
21 千人針 － 当館
22 太平山神社祈祷大麻 － 個人蔵（田上家文書）
23 慰問袋 昭和10年代(1935) 当館
24 大谷南小学校文集『よろこび』 － 当館
25 機関紙『ふるさと便り』 昭和15～16年(1940～個人蔵
26 軍事郵便 昭和15年(1940) 当館
27 内閣印刷局発行　『週報』 昭和17～20年 当館

レコード「父よあなたは強かった」 昭和14年（1939) 栃木県立博物館
レコード歌謡愛唱曲集 昭和14年（1939) 当館

29 小山帝国座　映画鑑賞割引券 － 当館
30 日の丸手旗 － 当館
31 モンペ － 当館
32 雑誌　『下野国婦』 昭和15年(1940) 当館
33 必勝国民貯蓄組合ポスター － 当館
34 防空演習訓練のお知らせ 昭和12～13年(1937～個人蔵（日向野家文書）
35 防空頭巾 － 栃木県立博物館
36 鉄兜 － 当館
37 防毒マスク 昭和18年(1943) 当館
38 六角焼夷弾 昭和20年 栃木県立博物館
39 ハンドサイレン － 当館
40 廃品回収の回覧板 － 当館
41 十銭貨幣・紙幣 昭和19年(1944) 当館
42 支那事変国債券ポスター － 栃木県立博物館

特別報国債券 昭和17年(1942) 当館
戦時報国債券 昭和17～19年(1942～当館
衣料切符 昭和17～18年(1942～当館
育児用乳製品購入票 昭和18年(1943) 当館

45 戦死者町葬通知 昭和13～20年(1938～当館
46 間々田町遺族会旗 昭和10年代 当館
47 愛国百人一首 昭和18年 当館
48 紙芝居 昭和16～18年 当館
49 絵本『海陸大進軍』 － 当館
50 子どもの絵日記 昭和18～19年（1943～当館
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51 腕時計 － 笠岡トクエ氏寄贈　広島平和記念資料館
52 弁当箱 － 六岡シカヨ氏寄贈　広島平和記念資料館

学生服 － 村上進氏寄贈　広島平和記念資料館
学生ズボン － 村上進氏寄贈　広島平和記念資料館

54 防空頭巾 － 舛田耀夫氏寄贈　広島平和記念資料館
55 破片が固着した小鉢 － 広島平和記念資料館
56 瓦礫が付着した鉢 － 本田俊夫氏寄贈　広島平和記念資料館
57 変形した一升瓶 － 川本正史氏寄贈　広島平和記念資料館

熱線を浴びた瓦 － 広島平和記念資料館
溶けた瓦の塊 － 広島平和記念資料館

59 ガラスが付着した湯のみ － 広島平和記念資料館
60 溶けた釘の塊 － 広島平和記念資料館

石の融解塊 － 濱井徳三氏寄贈　広島平和記念資料館
古銭の融解塊 － 萩原正氏寄贈　広島平和記念資料館

62 さかずき － 木村太矩次氏寄贈　広島平和記念資料館
63 茶碗 － 中嶋鐵雄氏寄贈　広島平和記念資料館
64 銚子 － 上田夏子氏寄贈　広島平和記念資料館
65 茶碗 － 遠田米作氏寄贈　広島平和記念資料館

湯のみ － 吉田芳郎氏寄贈　広島平和記念資料館
一輪挿し － 空川徳造氏寄贈　広島平和記念資料館

67 昭和20年8月16日付　朝日新聞 昭和20年8月16日 当館
68 墨塗り教科書 昭和17年 当館
69 家庭用品購入通帳 昭和23年 栃木県立博物館
70 憲法普及会編　『新しい憲法明るい生活』 昭和22年5月3日 個人蔵（田上家文書）
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Ⅲ. 戦争の終焉
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