
 

≪資料提供≫「米国国立公文書館」（National Archive） 
≪映像撮影≫太平洋陸軍総司令部通信部、連合国軍最高司令官総司令部民間通信局、太平洋艦隊司令部、 

第６軍司令部通信隊、第８軍司令部通信隊、第１０軍司令部通信隊、第５航空軍司令部、戦略爆撃調査団 

≪撮影期間≫終戦直後 1945（昭和２０）年８月～1955（昭和３０）年８月 
 

 

    

   

 

  

カラー＆モノクロ、一部音声有、≦総収録時間約１２０時間≧、≦巻平均収録時間約６０分≧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総発売元丸善株式会社       企画・制作・著作・発行/©エムティ出版 

 

＋コンテンツリスト（手引書） 

解説・解題・索引・年表 

 

占領期研究と占領期における「“歴史教育”」の資質向上と充実 

マッカーサー元帥に随行して厚木に進駐したホイットニー准将、サザーランド中将や米太平洋軍総司令部高級幕僚達。 



【映像ポイント】と【編集の特徴】 
 

 １  本映像は、「米国国立公文書館」（National Archive）所蔵の膨大な映像ライブラリーの 1945（昭和20 

年～1955（昭和 30）年の 10年間に、米国陸海空軍、総司令部（GHQ）通信隊が撮影した日本占領下

の映像記録で、パブリック・ドメイン（Public Domain）となっているものを１９９７（平成９）年に、日本で初

めて抽出した「占領下㊙映像録」。 

２  マスターテープ作成に当たっては、１６mm、３５mmフィルムの映像記録を最良の状態で再現・変換する 

ために細心の注意を払い、当時最高技術の SONY-D２（ソニー・デジタル・コンテンツ）に変換。 

３  コンテンツリストを編集するに当たり、その道に精通している専門家が、１２０時間の映像記録を網羅的 

編集で詳細に分析、映像記録で最も重要な事柄である影映年月日撮影場所、人・物、開始場所、音 

声の有無、収録時間、画質（カラー＆モノクロ）なども特定。解題・解説・索引・年表、資料も充実。 

４  ランダム（不規則）に収録してあった映像総数９５１件を、６１０件に纏め、その映像を２５テーマに分類、

10シリーズに纏めた。頭出し機能も充実。 

 ５  ６２１件の映像ごとに説明を設け、その映像の要所にキャプション1,800余を挿入、撮影年月日も特定し 

て表示、理解・判断の一助とした。 
        

◇全巻揃価格 1,216,000 円＋税◇ ●上映権付 120巻特別揃価格：1,320,000 円＋税 
◎上映権付シリーズ別売の 120 巻揃価格合計：1,610,000円＋税           

                  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◇主な「占領史」関係資料集一覧◇ 
１ GHQ指令 SCAPIN総集成 全 15巻 ※品切れ         ２ GHQ指令 SCAPIN-A総集成 全 18巻 ※残部僅少 

３ GHQへの日本政府対応文書総集成 全 24巻 ※残部僅少   ４ PDF/DVD-R版 GHQ指令目次総集成 全２巻 ※新刊 

 

●お断り：このＤＶＤ並びパッケージに関するすべての権利は、著作権者・株式会社エムティ出版に留保され、家庭内鑑賞を目的とした販売に限って許可されてい 

ます。それ以外の使用や無料・有料を問わず、無断で複製・上映・放映・改変等することは法律で禁じられています。 ©2015エムティ出版 

 

※ご了承ください。カタログに収載している写真は、編集の都合上、VHSに変換したものから収載した写真ですので、解像度が 50％以上劣っております。 

 

 

 

 

 

 

≪資料提供≫「米国国立公文書館」（National Archive） 
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お陰様で創業 40 年を迎えました 

 

ＭＴ／株式会社エムティ出版 
本店：〒１７０－０００４ 東京都豊島区北大塚 2-24-5 

 

 

ISBN978-4-89614-810-7 C381 ¥1216000E 

 

 

 

 

 

ご注文、お問い合わせは、  総発売元 

 

丸善株式会社 
 

 

 

 

 

 『終戦直後と日本占領期下の記録』 
全１２０巻＋コンテンツリスト（手引書）１冊 

 

⦿シリーズ別価格一覧表⦿ 
１、 ポツダム宣言受託と日本降伏 全 8 巻 価格 80,000円＋税 

２、 連合国軍、日本占領 全 20 巻 価格 200,000 円＋税 

３、 爆撃による日本各地の被害状況 全 14巻 価格 140,000 円＋税 

４、 戦犯裁判の記録 全 17 巻 価格 170,000円＋税 

５、 マッカーサーの在日記録 全 4 巻 価格 48,000 円＋税 

６、 朝鮮戦争勃発 全 13 巻 価格 130,000 円＋税 

７、 日本復興 全 18 巻 価格 180,000 円＋税 

８、 日本を巡る国際関係 全 10 巻 価格 100,000 円＋税 

９、 日本紹介の米国映画 全 12巻 価格 120,000 円＋税 

１０、 海外のニュース映画 全 4 巻 価格 48,000 円＋税 
 

○撮影：米国陸海空軍、総司令部（GHQ）通信隊（通称） 

○資料提供：「米国国立公文書館」（National Archive） 

○企画。制作・著作・発行：MT/株式会社エムティ出版 
○編集委員：代表・藤井非三四（戦史研究家・作家）,菊池征男（軍事研究家、作家） 

○編集協力：岩尾克治（日本写真家協会員）、官野 貴（写真家協会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

【終戦 70 周年】記念出版 

◎体裁：DVD片面 1層、2枚組ケース入り 
 



軍事 

空爆被害 

原爆の惨状 

被爆者 

占領軍（連合国軍） 

進駐 

戦犯 

建物の接収 

引き揚げ 

復員 

武装解除 

武器破壊 

◎監修（５０音順・敬称略） 
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熊本県立大学理事長、神戸大学名誉教授、復興推進委員会委員長。 

（元）：防衛省防衛大学校校長、東日本大震災復興構想会議議長、 

日本政治学会理事長、神戸大学大学院教授、広島大学助教授。 
 

 

川野辺
か わ の べ

 敏
さとし

 

国立教育政策研究所名誉所員（元国立教育政策研究所生涯学習研究部長）、 

星槎大学特任教授（元副学長）、全国教育研究所連盟副委員長、日本教材学会会長。 

(元）：日本比較教育学会会長、日本学習社会学会会長、常葉学園大学大学院教授。 

 
 

 象徴天皇制

 財閥解体 

 産業解体  

 平和主義（戦争放棄） 

 労働運動 

 農地改革 

 教育・学制改革 

 日本語ローマ字化計画 

英語公用語化計画

 言論統制 

 世論対策 

 宗教の自由 

 戦時占領下の国々 

あらゆる分野にわたって体系的に撮影記録。 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

長崎市、原爆投下の瞬間 

長崎市街地の惨状 

広島の帷幕者 

日本降伏大使、マニラ到着 

皇居内の被害状況 

皇居広場の観閲式、白煙に包まれる皇居 



 米国から見た敗戦国、日本の姿 【各巻の主な収録内容】 

天皇陛下の「玉音放送」と日本無条件降伏 
●シリーズ１ 『ポツダム宣言受諾と日本降伏』 全８巻 
≪テーマ１≫ 総収録時間：６時間３１分５３秒 撮影期間 1945年８月 19日～46年６月 

                 

≪テーマ１≫ ポツダム宣言受託と日本降伏 全８巻  
降伏文書に署名：降伏大使、伊江島到着。カイロ宣言、ポツダム宣言受託。降伏調印式：戦艦ミズリー号艦上。各地での降伏

と武装解除。連合国軍捕虜の解放。武装解除された日本。終戦時の各基地の状況。非武装化の諸政策。どの様にして日本

が無条件降伏に至り、占領軍を迎える準備をしたのかを国内外での降伏状況・武器解除の実相を撮影記録。日本の降伏軍

使がマニラに飛ぶ。連合軍捕虜の解放。各戦線における降伏と日本人捕虜、伊江島、沖縄、宮古島、上海、中国、フィリピン、

インドネシアなど。 
 

マッカーサーと共に進駐する連合国軍 
●シリーズ２ 『連合国軍、日本占領』 全２０巻 
≪テーマ２・３・4≫ 総収録時間：19時間 4分 40秒 ＊内カラー１７分５１秒 

 

 
         

 

 

≪テーマ２≫ 関東地方に進駐する連合国軍-空から海から日本制圧-６巻 
収録時間：５時間２２分 23秒  撮影期間 1945年８月 25日～８月 31日 
日本本土への空輸：８月 30日の厚木。マッカーサー元帥到着。横浜、横須賀へ。関東全域の上空を制圧。艦艇群、東京湾

へ進入。各地に上陸、入京。日本の受け入れ支援体制も進行。空から海から厚木、横浜、東京へと続々と連合軍が集結。マ

ニラ・バターン→相模湾・東京湾→横浜・横須賀→千葉県四街道→東京、沖縄→東京湾→厚木など。 
 

≪テーマ３≫ 日本各地に進駐する連合国軍-占領軍を支援する日本人の姿-２巻 
収録時間：１時間５１分 09秒  撮影期間 1945年９月５日～11月９日  ＊内カラー17分 4秒 
東日本への進駐。西日本への進駐。日本全域の制圧に向け、北から南へ連合国軍が進駐を開始、それを支援する日本人

の姿など、その各地の進駐の様子を撮影記録。青森、仙台、新潟、館山、名古屋、大阪、関西地区、和歌山、神戸、佐世保、

大分など。 

≪テーマ４≫ 占領軍の記録－日本無力化政策－占領政策の進展－占領政策の転換－１２巻 
収録時間：11時間 51分 08秒  撮影期間 1946年３月９日～52年 12月 29日   

＊内カラー47秒  ※一部音声有 

1945年。1946年。1947年。1948年。1949年。1950年。1951年に亘る 7年間を撮影記録：円滑 

に無血占領を果たした占領軍の職務行動・生活行動など、日本における勝戦国としての連合国軍

将兵の行動を詳しく撮影記録。皇居前の大軍事パレード。米軍各部隊の活動のいろいろ、北海道、

東京、羽田、横浜、横須賀、厚木、長野、松代名古屋、京都、大阪、福岡。占領政治の一部。米軍

内の行事。芸能人の慰問：ダニーケイ、ボブホープ、ベティハットン、淀川長治など。ＧＩ達の休日。婦

人部隊の活動。陸海軍の軍事演習。災害と米軍・米軍捕虜の解放：サイパン、ハノイ、中国、東京、

横浜など。 

原爆に匹敵する東京大空爆、焼夷弾の威力 
●シリーズ３ 『爆撃による日本各地の被害状況』 全１４巻 
≪テーマ５・６≫ 総収録時間 11時間 30分 37秒 ＊内カラー５時間２７分４９秒 
 

 

 

 

≪テーマ５≫ 通常爆撃による戦災–焼け野原となった東京全域-１０巻 
収録時間：８時間 20分 36秒 撮影期間 1945年８月 31日～46年 10月 14日 ＊内カラー3時間 28分 51秒 

じゅうたん爆撃による無差別空爆の惨劇：東京地域の被害状況。関東地域の被害状況。中京地域の被害状況。阪神地域の

被害状況。中国・四国地域の被害状況。九州地域の被害状況。皇居・東京駅・国会議事堂・銀座・首都中心部など。東京地

区、京浜地区、関東地区、中京地区、阪神地区、中国・四国・九州地区など。 

 

 

 

 

 

▲裕仁天皇陛下の降伏文書 

三浦半島に上陸した占領軍▲ 

青森市内に進駐した占領軍▲ 

銀座 4丁目、服部時計店▲ 

▲東京駅の被害状況 

▲ギブミーチョコレート 

群がる子供たち 



≪テーマ６≫ 原爆による広島・長崎の被害状況－悲惨な無差別殺人－４巻 
収録時間：３時間 10分 01秒   撮影期間 1945年８月７日～46年９月９日  ＊内カラー1時間 58分 58秒 

広島の被爆状況。長崎の被爆状況。世界で初めて被爆国となった日本、被爆直後の広島・長崎の惨状と徹底的な破壊の状

況、被爆者の治療状況や人的影響など、録画放映された広島と長崎の原爆被害状況とそれを解説した「ニュース映画」の全

容も紹介。 

 

A,B,C級、戦犯への厳しい判決 
●シリーズ４ 『戦犯裁判の記録』 全１７巻 
≪テーマ７・８≫ 総収録時間 18時間 53分 17秒  

 
 

≪テーマ７≫ 極東国際軍事裁判－開廷、法廷の様子から判決－１６巻 
収録時間：18時間 11分 54秒 撮影期間 1945年９月 12日～50年 11月 21日 ※音声有 

1945（昭和 20）年５月３日～６日までの法廷。１945年５月 13日の法廷。1946（昭和 21）年５月 13

日～８月２日までの法廷。1946（昭和 21）年９月 17日～24日までの法廷。1947（昭和 22）年１月

27日～10月 14日までの法廷」。「1947（昭和 22）年 11月 12日～48（昭和 23）１月８日までの

法廷。1947（昭和 22）年２月 13日～24日までの法廷。1948（昭和 23）年 8年２月 25日～11月

11日までの法廷。判決、1948（昭和 23）年 11月４日～５日。判決、1948（昭和 23）年 11月８日～

12日。市ヶ谷、法廷の玄関、建物の外、建物、巣鴨プリズン、1947（昭和 22）年～48（昭和 23）年

11月 12日の判決までをリアルにありのままの姿で撮影記録。判決を聞く国民の表情も生々しい。

大川周明が発狂。自殺を図った東条英機が入院した横浜の病院。1950年（昭和25）７月11月21

日、重光葵仮釈放までを克明に撮影記録。 
     

≪テーマ８≫ Ｂ,Ｃ級戦犯裁判－山下裁判など－１巻 
収録時間：４１分２３秒  ※一部音声有  撮影期間 1945年 10月６日～50年６月３日 
Ｂ、Ｃ級戦犯と忠誠義務。フィリピンで処刑された、マレーの虎と言われていた山下泰文の山下裁

判。上海の法廷の撮影記録。戦犯の移送などを撮影記録。マレーシア、シンガポ－ル、上海、東

京、横浜など。 

 

国民からマッカーサー賛美、神格化した存在 
●シリーズ５ 『マッカーサーの在日記録』 全４巻 
≪テーマ９≫ 総収録時間：3時間 22分 05秒 
 

 

 

≪テーマ９≫ マッカーサー入京から解任、帰国 ４巻          
収録時間：３時間２２分０５秒  撮影期間 1945年８月 29日～51年５月３日 

マッカーサー入京。1946（昭和 21）年５月４日、極東委員会での演説。東京での生活、解任、帰

国。日本の最高峰に君臨したダグラス・マッカーサ―元帥・GHQ 最高司令官、その家族も含め、

在日中の行動の一部始終を撮影記録している貴重な映像。職務を解任され帰国までの様子を

詳細に撮影記録している。嘉手納、厚木、横浜、東京、羽田、ウェーキ島、平塚、ワシントン。帰

国後の 1951（昭和 26）年 5月 3日、アメリカ上院議員公聴会においてマッカーサーの証言で日

本弁護とも取れる供述をしている。マッカーサー元帥：「この度、日本が起こした戦争は国家安

全保障上やむをえない戦争であること・・」、と証言、日本の正当性を強調。                                             
 

 

  

 

 

 

 

極東軍事裁判、ウェップ裁判長 

入廷前よりおかしい大川周明被告▲ 

大川周明に頭を叩かれ苦笑する東条▲ 

米軍野戦病院で治療を受け 

一命を取り留めた東条英機 

 

マッカーサー入京、米国大使館 

解任後、マッカーサー、ワシン

トン空港到着 

 



朝鮮特需に沸いた経済、朝鮮戦争と日本の役割  
●シリーズ６ 『朝鮮戦争の勃発』 全１３巻 
≪テーマ１０・１１・１２≫ 総収録時間:13時間 58分 36秒 
 

 

≪テーマ１０≫ 朝鮮半島の分断と独立－動乱前史－１巻 
収録時間：１時間０１分３１秒  撮影期間 1945年 10月 22日～5０年７月２９日        

朝鮮半島の分断と独立、朝鮮人との関係を地域別に記録、韓国、ソウル、金浦、釜山、東京、

羽田、品川、台東区、福岡、佐世保、針尾島。                
 

≪テーマ１１≫ 朝鮮の戦火 

－仁川上陸作戦・ソウル奪還－中国の介入・ソウル再放棄－陣地戦に－休戦－８巻 
収録時間：７時間４４分５５秒  撮影期間 1950年７月 10日～54年３月４日 
朝鮮戦争Ⅰ：李承晩大統領来日。在日部隊朝鮮戦線へ。横田基地から B29朝鮮爆撃へ。 

朝鮮戦争Ⅱ：GHQ通信部長エイキン少将、朝鮮戦争を視察して羽田帰着。岩国基地から 

B２６爆撃機出撃。朝鮮戦争Ⅲ：仁川に向かうマッカーサー元帥と米海兵隊。ソウル奪還。 

空挺作戦の準備など。朝鮮戦争Ⅳ：中国軍介入、ソウルから南下する避難民。平壌陥落、戦

線の空撮など。朝鮮戦争Ⅴ：広報映画『朝鮮戦争』、米軍ニュース映画『戦う国連軍』。  

朝鮮戦争Ⅵ：朝鮮戦線のフランス軍。冬の朝鮮戦線、釜山、巨済島など。朝鮮戦争Ⅶ： 大邱

に所在する米軍司令部。３８度線から国連軍の反撃、サンダーボルト作戦開始など。朝鮮戦争

Ⅷ：戦功のあった将兵の叙勲式。ソウル近郊の米軍駐屯地。陣地戦となった朝鮮戦線。朝鮮戦争休戦会談など。 
 

≪テーマ１２≫ 兵站基地としての日本－米国への後方支援、その状況－４巻 
収録時間：５時間１２分１０秒  撮影期間 1947年５月 20日～50年３月 20日  ※一部音声有 
前方展開拠点：京浜地域で最終的な仁川上陸作戦のための予行演習ほか。傷病兵、帰還捕虜の受け入れ。血液から砲弾

まで。本格化する日本の兵站機能：兵站基地としての日本の役割と地域の様相までも撮影記録、横田基地、東京、立川、府

中、横浜、磯子、横須賀、追浜、座間、福岡など。 

 

「軍国主義」から急激な民主化と経済成長へ 
●シリーズ７ 『日本の復興』 全１８巻 
≪テーマ１３・１４・１５・１６・１７≫ 総収録時間 18時間 46分 02秒＊内カラー２時間２５分１０秒 
 

 

 

 

≪テーマ１３≫ 復員と引き揚げ－希望と不安の中での帰国－２巻 
収録時間：２時間２５分４８秒 撮影期間 1945年 10月 18日～50年 1月 23日＊内カラー22分 19秒 

民族の大移動。シベリア抑留者の帰国。敗戦国日本の戦後処理で最も重要な位置を示した海外からの復員、引き揚げ 640

万人にもおよんだ。その実情 と中国や共産圏ソ連からの引き揚げの実態、東京、 

品川、舞鶴、名古屋など。 
 

≪テーマ１４≫ 開かれた皇室－神から人間宣言―１巻 
収録時間：１時間０４分５７秒   撮影期間 1945年９月４日～52年５月３日 
開かれた皇室。神格天皇から人間宣言した裕仁天皇の終戦直後からの道のり、 

急激な民主主義へ変革によって大きな改革の波、政治、司法・立法・行政などに 

関係ある出来事を加えて撮影記録。      
                         
 

≪テーマ１５≫ 日本民主化への道のり－政治・教育・労働争議・選挙－６巻 
収録時間：５時間１７分５０秒  撮影期間 1946 年１月２日～52 年５月１日 ＊内カラー1分 27 秒 
新しい選挙制度。司法制度の改革。第 19回メーデー。学制改革。第 24 回総選挙。血のメーデーと憲法記念日。ヤミ市摘発。

日本語ローマ字化計画。英語公用語化推進計画。メーデーや総選挙の様子。経済大国の転機とも言える朝鮮戦争での後

方支援の様子。兵站地としての日本。サンフランシスコ講和条約。戦後初皇居前メーデー。吉田内閣反対デモ行進。池上の

東芝製作所争議。血のメーデーの様子など。 

 

 

 

 

仁川上陸作戦、指揮するマッ

カーサー元帥、上陸した米軍 

東宝映画の労働争議、戦車も出動 

▲日本橋三越の新聞展、 

皇后両陛下、初めて笑顔も 



≪テーマ１６≫ 日本の農村－農地改革の推進－近代農業への変革－1巻 

収録時間：１時間３４分２２秒  撮影期間 1947年代 
農村の変革。埼玉県比企郡唐小村のドキュメント：農作業の姿、田植え、中学校の英語、人肥、リヤカー、未墾地を早く解放

しよう、会合、風呂、祭り、足踏み、脱穀、水利、郵便、選挙風景、ある一家の神社詣でなど、詳細に撮影記録。横浜市大分

県、京都、三重、東京都など。 
 

≪テーマ１７≫ 復興への道程 

－焼け跡の中から－再起の力－厳しい道のり－８巻 
収録時間：８時間 23分０５秒  

撮影期間 1945年 9月 1日～53年 1月 31日＊内カラー2時間 1分 24秒  

復興への足跡。1945（昭和）20年[Ⅰ]。1945（昭和 20）年[Ⅱ]。1946（昭和 21）年[Ⅰ]。1946

（昭和 21）年[Ⅱ]。1946（昭和 21）年[Ⅲ]。1947（昭和 22（年～1948（昭和 23）年。1948（昭

和 23）年～。占領直後の東京都心の表情や日本が再出発するために、瓦礫の中で力強く 

生きる人々や最初の年末とお正月の様子、戦災を免れた京都の様子も撮影記録。宝塚歌

劇団、京都の工芸品、古典芸能。占領下の銀座・上野・浅草界隈。日本の農村の様子など、

産業の再興を人々の表情と共に撮影記録されている。終戦から 2年目の庶民の生活の様

子や各地の表情。戦後厳しい中で起こった福井大地震の空撮や被害状況、経済大国へ

の出発の息吹も感じられその様子も鮮明に撮影記録。 

 

 

ＧＨＱから意識されるパートナーとしての日本 
●シリーズ８ 『日本を巡る国際関係』 全１０巻 
≪テーマ１８・１９・２０≫ 総収録時間：9時間 56分 44秒  

撮影期間 1946年 10月 16日～53年８月８日 

  
 

≪テーマ１８≫ 日米の交流と交歓－占領後の日米関係－２巻 
収録時間：２時間５９分２１秒 
交流から交歓へ：敗者と勝者との交流が始まった。米国憲兵と日本警察、ＧＨＱ高官と皇

族との交流、宮中の雅楽演奏会、日本国会議員団の米国・カナダ訪問、皇居広場での 

野外ミサ、日米合同の犯罪捜査などパートナーとしての日本が意識されてきた。 
 

≪テーマ１９≫ ＶＩＰの往来 

－軍人・政治家・文化人等の来日と目的、その様子－７巻 
収録時間：８時間 11分 23秒  撮影期間 1945年９月 14日～53年８月 15日 
1946（昭和 21）年～48（昭和 23）年。1949年（昭和 24）～53（昭和 28）年８月。 

1945年（昭和 20）年８月～1952（昭和 27）年の間には、占領政策の視察のためにアイゼン

ハワーやダレスなど多くの政治家・軍人・要人が来日、しかしあくまでGHQとの関係で来日・

招待、帰国したもので日本政府とは関係のない往来であった。 

29名余人を撮影記録。 
 

≪テーマ２０≫ 対外関係の記録－第２次世界大戦後の情勢－１巻 

収録時間：４６分０９秒 
独立までの道程、占領下日本とフィリピンとの間の通商条約調印、講和条約、安保条約発効、Ｇ

ＨＱ廃止、天皇陛下・吉田茂・ダレス、日米相互防衛援助協定調印・岡崎大使など。 

 

 

 

 

 

 

▲引き揚げ者 

▲復員兵、広島大竹港 

隊列もしっかりしたソ連からの復員兵 

日米親善野球、後楽園球場で開催 

▲ヘレン・ケラー来日、米憲兵が護送 

アイゼンハワー観閲 

（後の米国大統領） 



米国がプロパガンダに利用 
●シリーズ９ 『日本紹介の米国映画』 全１２巻 
≪テーマ２１・２２・２３・2４≫ 総収録時間：１１時間２２分２５秒  

撮影期間 1938年代～52年２月 18日 ＊内カラー４時間５７分 4０秒 ※一部音声有 

映画撮影：GHQ通信部（ＳＳ）、ＧＨＱ広報部（ＰＲＳ）、ＧＨＱ天然資源局（ＮＲＳ）、 

民間情報教育局（ＣＩＥ）。 
軍国化への道。戦時下の日本の姿。日本の農業・鉱業の歴史。日本の資源について。 

戦前の日本教育について。戦前・戦中の日本の習慣と行事について。日本に関して。 

1945（昭和 20）年代～51（昭和 26）年代に米国で放映したニュース映画。資料：桜木町事件、不

思議な東京ローズ（東京・サンフランシスコ）・詔勅など。 
    

                                    
            

≪テーマ２１≫ カラー映像で日本紹介 ５巻 
日本の習慣・風俗。カラー点描：東京の生活、地方巡業の大相撲など。 

宝塚歌劇団。あこがれの京都：京都点描。鎌倉の祭りなど。 

昭和 26年の日本：力強い日本人の生活力。戦争の傷跡など。 
 

≪テーマ２２≫ 日本の現状 ２巻 
「保養地域」：観光案内も兼ね戦災を被らなかった都市など。「日本点描」：伊勢神宮。 

日本の沿岸漁業の紹介。日本の電力事情。盲学校の教育。日本の食生活など。 
 

≪テーマ２３≫ ＧＨＱ制作の広報映画 ３巻 
広報映画[Ⅰ]：日本の地理、日本の資源Ⅰ・Ⅱ・Ⅲなど。 

広報映画[Ⅱ]：戦前の日本の教育システムの紹介など。 

広報映画[Ⅲ]：米陸軍のＰＲ映画、戦勝パレード。日本の民主化など。 
 

≪テーマ２４≫ 日本を取り上げたニュース映画 ２巻 
週刊ニュース[Ⅰ]：日本の戦時中のニュース、終戦内閣など。 

週刊ユース[Ⅱ]：日本からのニュース。 

南海道大地震の被害状況。 

福井大地震の被害状況など。  

連合国極東委員会の会議、東京で開催など。 

 

 
戦後処理を急ぐ戦勝国 

●シリーズ１０ 『海外のニュース映画』 全４巻 
≪テーマ２５≫ 総収録時間：４時間 14分 52秒   

撮影期間 1945年８月１日～53年代 
 

 

≪テーマ２５≫ 終戦処理から冷戦へ  

－第二次世界大戦後の情勢－東西冷戦への道程－４巻 

ヨーロッパ戦線の集結。ニュールンベルク裁判。欧州戦線の終戦・プラハ。冷戦の始まり[Ⅰ]。

冷戦の始まり[Ⅱ]。フランス・ロード将軍 。イタリア・アイゼンハワーのイタリア訪問。イギリス・英・米兵パレード受賞セレモニー。

チェコスロバキア・勲章を受ける兵士。ドイツ・ニュールンベルク裁判、ヘスゲーリング、リッペンドロップ判決。戦犯の処刑：絞

首刑、銃殺。オランダ・配給風景・学校の授業風景。アメリカ大統領・トルーマン書類にサイン、占領下のドイツ。ドイツ人引き

揚げ。新型ジェット爆撃機Ｂ４７。インドシネシア独立宣言。インドシナ戦争。戦場のフランス兵。ブリュセル・絞首刑。フィリピン

情勢。イタリア北部駐留米軍。リッジウェー陸軍参謀総長の声など。 
 

 

 

 

 

▲宝塚歌劇団、乙羽信子 

▲貧困にあえぐ庶民生活  

 
 

▲困窮するバラックの生活 

▲子供の鉄屑拾い（京都） 

▲大相撲巡業、京都場所 

▲焼け跡を整理する男性 

▲戦犯の処刑（ベルギー・ブリュセル） 
 


