
⼈権平和センター 平和教材リスト
令和３年(2021) 6⽉現在

NO 品名1 品名2 貸出希望
1 週刊少国⺠ 第1巻 第22号
2 週刊少国⺠ 第1巻 第29号
3 週刊少国⺠ 第2巻 第9号
4 週刊少国⺠ 第2巻 第20号
5 週刊少国⺠ 第2巻 第21号
6 週刊少国⺠ 第2巻 第30号
7 週刊少国⺠ 第2巻 第31号
8 週刊少国⺠ 第2巻 第32号
9 週刊少国⺠ 第2巻 第33号
10 週刊少国⺠ 第2巻 第35号
11 週刊少国⺠ 第2巻 第37号
12 週刊少国⺠ 第2巻 第38号
13 週刊少国⺠ 第2巻 第41号
14 週刊少国⺠ 第2巻 第42号
15 週刊少国⺠ 第2巻 第44号
16 週刊少国⺠ 第2巻 第45号
17 アサヒグラフ 第30巻 第9号
18 アサヒグラフ 第38巻 第6号
19 アサヒグラフ 第39巻 第5号
20 アサヒグラフ 第39巻 第7号
21 アサヒグラフ 第39巻 第9号
22 アサヒグラフ 第39巻 第10号
23 アサヒグラフ 第39巻 第11号
24 アサヒグラフ 第39巻 第13号
25 アサヒグラフ 第39巻 第16号
26 アサヒグラフ 第40巻 第1号
27 ⽀那事変画法 第16号

28 ⽀那事変画法
アサヒグラフ臨時増刊
第17号

29 ⼤東亜戦争 書報 第6年 第5号
30 ⼤東亜戦争 書報 第6年 第8号
31 ⼤東亜戦争 書報 第6年 第13号
32 絵葉書 愛国百⼈⼀⾸絵葉書1〜6号

校園名:
貸出希望⽇: 年 ⽉ ⽇( ) 〜 返却予定⽇ 年 ⽉ ⽇( )
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33 絵葉書 愛国百⼈⼀⾸絵葉書7〜13号

34 絵葉書 皇軍慰問絵葉書
35 絵葉書 少⼥更⽣服絵葉書
36 絵葉書 将軍絵葉書
37 絵葉書 科学⽇本少年
38 絵葉書 橅順
39 絵葉書 北⽀事変ニュース
40 絵葉書 旅情の印象
41 絵葉書 愛国絵はがき
42 絵葉書 満州国⺠衆⾵俗
43 絵葉書 以島陸軍検疫所
44 絵葉書 広島⼤本営絵葉書
45 絵葉書 無敵軍国少年
46 絵葉書 陸軍⼤⾂官房発表
47 絵葉書 北⽀事変 ⽀那事変
48 絵葉書 少年倶楽部えはがき
49 絵葉書 ⽀那事変（S12年）
50 絵葉書 われ等の⼤艦隊

51 軍事はがき
中豊島⼩5年⽣作
6枚セット（パウチあり）

52 軍事はがき
中豊島⼩5年⽣作
11枚セット（パウチなし）

53 配給切符
6.7⽉分家庭⽤必需⾷品購⼊
表（堺市⻑）

54 配給切符 家庭⽤もち⽶購⼊表
55 スケッチ集 TAKADA.Mと記名
56 ⼤阪毎⽇新聞 縮⼩版
57 写真資料 図説 豊中空襲
58 写真資料 戦時中の暮らし10枚

59 冊⼦
孝道⽇本
こども教育読物出版協会版

60 冊⼦
⽀那共産軍について
陸軍省新聞班

61 新聞記事
昭和１４年の新聞記事切り
抜き ６枚

62 ⼤福笑い 袋と中⾝
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63
歩哨教育
計画表

２種

64 国⺠服 上下+帽⼦ 箱⼊り
65 国⺠服 上下
66 国⺠服 上下
67 国⺠服 上下
68 国⺠服 上着のみ
69 国⺠服 上着のみ
70 国⺠服 上着のみ
71 国⺠服 シャツ
72 国⺠服 ズボン
73 防空頭⼱ 厚⼿ 茶柄
74 防空頭⼱ 厚⼿ 茶チェック
75 防空頭⼱ 厚⼿ 緑チェック
76 防空頭⼱ 厚⼿ ⿊
77 防空頭⼱
78 防空頭⼱
79 防空頭⼱
80 防空頭⼱
81 防空頭⼱ 中厚⼿ ⿊
82 防空頭⼱ 薄⼿ ⿊細縞
83 防空頭⼱ 薄⼿ 濃灰縞
84 防空頭⼱ 茶 薄⼿
85 防空頭⼱ 薄⼿ ⿊帽⼦なし
86 防空頭⼱ 厚⼿ 緑帽⼦なし
87 ゲートル 茶 ⾰製
88 地下⾜袋 ⿊
89 ゲートル 布製
90 ゲートル 布製

91
はんてん
もんぺ

紺×灰 縞

92
はんてん
もんぺ

紺 柄

93 はんてん オレンジ
94 もんぺ 紺×⻩ 縞
95 もんぺ 紺 細縞
96 もんぺ 紫×緑 縞
97 ⼦ども服 緑

厚⼿ 紫⽮⽻柄(2つ)

厚⼿ 茶柄(2つ)
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98 軍帽 兵隊⽤
99 帽⼦ 緑
100 ベルト
101 儀礼章 箱⼊り
102 階級章 中尉 箱⼊り
103 戦勝杯 箱⼊り
104 戦勝鏡 箱⼊り
105 ⼋紘鏡 箱⼊り
106 盃（すず製） ⽊箱⼊り ３つセット
107 弁当箱（楕円） 梅⼲しによる⽳あき
108 弁当箱（四⾓）
109 愉快寝爐
110 硬貨 ⼗銭（⼤正11年）

111 硬貨
五銭（昭和15.17.18年）
（17年は2枚）

112 硬貨 ⼗銭（昭和20年）
113 硬貨 ⼗銭（昭和16.18年）

114 硬貨
五⼗銭（どちらも昭和22
年）

115 硬貨 五⼗銭（⼤正12年）
116 硬貨 ⼀銭（昭和16.17.18年）
117 硬貨 ⼗銭（どちらも昭和19年）
118 硬貨 ⼀銭（昭和14年）
119 硬貨 五厘（⼤正6年）
120 硬貨 ⼀銭（どちらも昭和19年）
121 ひのし
122 こて
123 薬莢えんぴつ 箱⼊り
124 国⺠精神鉛筆 ３本セット
125 ものさし 1尺
126 電灯カバー

127
引っ越し
荷物札

128 薬セット アドース錠（箱あり）
129 薬セット MURAI（箱の⼀部）
130 薬セット 油紙
131 薬セット ハンカチ
132 薬セット ノーベル

貸出希望に印を⼊れ
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133 薬セット 包帯
134 薬セット 鉛筆
135 かばん 茶 ⾰製 中⾝⼊り
136 かばん 茶 ⾰製
137 かばん 紫 持ち⼿が⽊
138 かばん ハンカチケース付き 布製
139 奉公袋 緑
140 貴重品袋 ⽩
141 慰問袋 ⽩
142 慰問袋 ⽩（1枚の布状）
143 きんちゃく 格⼦柄 ２枚
144 袋
145 ⼿帳ケース ⽔⾊
146 飯ごう 森⽥ 記載あり
147 飯ごう
148 飯ごう フタなし
149 飯ごう（丸）
150 布 紫 花柄
151 布 緑 ２枚合わせてある
152 布 住所記載あり
153 さらし
154 はちまき ⾚ ⻩
155 前掛け 紺 縞

156 チョッキ？
厄除けの⾔葉が書かれてい
る

157 写真
皇軍慰問
焼付プロマイド ３枚

158 ⽀那事変写真 第1号
159 ⽀那事変写真 第2号
160 ⽀那事変写真 第6号
161 ⽀那事変写真 第8号
162 写真 満州国境事件
163 ⼿帳 ⾚ 花柄
164 はがき 国旗付き
165 はがき S13.9.29
166 はがき ⽇の丸便り
167 ポスター ⽀那事変 国債
168 戦友寄せ書き

写真
貸出希望に印を⼊れ
てください
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169 徴兵に関する ⼼得
170 スタンプ帳
171 戦陣訓 S16.3.22 中⽊常豊さん
172 戦陣訓
173 戦陣訓 帝国在郷軍⼈会⻄須磨分会
174 軍歌
175 軍隊⼿帳 ⽮野市之助さん
176 棒給⽀拂證票
177 豊中の史跡 たずね歩き 福⻄茂著
178 主婦の友 S18年12⽉号

179
郷⼟からの
慰問帖

S18.10.10

180 写真パネル ⽇韓併合 ３枚
181 写真パネル ⽇中戦争 ７枚
182 戦争と平和 の実物資料 箱⼊り １６枚
183 写真パネル 沖縄戦 箱⼊り 25枚
184 勅語 附戦時学⽣⾃戒五條
185 千⼈針
186 千⼈針
187 千⼈針
188 千⼈針⽤布
189 千⼈針⽤布 ２枚⼊り
190 防毒マスク タンク？付き
191 防毒マスク 顔保護のみ
192 爆弾破⽚ 箱⼊り
193 戦闘機破⽚ ボルト状 

194 国旗
寄せ書き⼊り １０枚セッ
ト

195 敷物 厚⼿
196
197
198
199
200
201
202

7個鉄兜
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