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  1590  雑誌「葦」第３集       葦の会（埼玉県浦和市）       １冊 謄写印刷 

                     昭和２４年５月 

 

  1591  雑誌「革新」第１３号     革新社               １冊 

                     昭和２２年１０月 

 

  1592  雑誌「希望」１巻７・８号   エスポワール社           １冊 

                     昭和２７年８月 

 

  1593  雑誌「近代文學」８巻５号   近代文学社             １冊 「傷痕」掲載 

                     昭和２８年５月              「峠和子」署名入り 

 

  1594  雑誌「群生」８巻１号     蛍草会出版部            １冊 

                     昭和２８年１月 

 

  1595  雑誌「現代詩」２巻１号    詩と詩人社             １冊 

                     昭和２２年1月 

 

  1596  日本共産党新綱領「国民の要求」日本共産党出版局          １冊 

                     昭和２７年６月 

 

  1597  雑誌「詩學」１１・１２月号  岩谷書店              １冊 

                     昭和２２年１２月 

 

  1598  雑誌「詩學」６月号      岩谷書店              １冊 

                     昭和２３年６月 

 

  1599  雑誌「詩學」１０月号     岩谷書店              １冊 

                     昭和２３年１０月 

 

  1600  雑誌「詩人会議」vol.１ No.８ 詩人会議グループ          １冊 増岡敏和 著「怒りの質の変 

                     昭和３８年８月              ・峠三吉の詩」,村田正夫 

                                          著「原民喜と峠三吉」掲載 

 

  1601  雑誌「児童文化」１１・１２号 児童文化研究所           １冊 

                     昭和２１年１２月 

 

  1602  雑誌「自由詩人」４巻８号   自由詩人社             １冊 

                     昭和２４年８月 

 

  1603  雑誌「少国民の友」２４巻５号 小学館               １冊 

                     昭和２２年８月 

 

  1604  雑誌「少年戦旗」５月号    戦旗社               １冊 「峠蔵書」印あり 

                     昭和４年５月 

 

  1605  雑誌「少年戦旗」７月号    戦旗社               １冊 「峠蔵書」印あり 

                     昭和４年７月 

 

  1606  雑誌「労働芸術家」１巻４号  全国労働芸術家連盟         １冊 「峠蔵書」印あり 

                     昭和３年９月 

 

  1607  雑誌「抒情詩」第１５号    抒情詩社              １冊 

                     昭和２４年３月 
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  1608  雑誌「抒情詩」第１７号    抒情詩社              １冊 

                     昭和２４年９月 

 

  1609  雑誌「抒情詩」第１９号    抒情詩社              １冊 

                     昭和２５年３月 

 

  1610  雑誌「抒情詩」第２０号    抒情詩社              ２冊 

                     昭和２５年６月 

 

  1611  雑誌「抒情詩」第２１号    抒情詩社              １冊 

                     昭和２５年１０月 

 

  1612  雑誌「書報」１巻５号     極東書店              １冊 「ちちをかえせ」掲載 

                     昭和２３年８月 

 

  1613  雑誌「新日本歌人」１０巻８号 新日本歌人協会           １冊 深川宗俊 著「広島の裸像」掲 

                     昭和３０年８月              載 

 

  1614  雑誌「新日本歌人」１０巻９号 新日本歌人協会           １冊 深川宗俊 著「広島の裸像」（つ 

                     昭和３０年９月              づき）掲載 

 

  1615  雑誌「新日本詩人」１巻２号  新日本詩人刊行会          １冊 

                     昭和２４年１２月 

 

  1616  雑誌「新日本詩人」２巻１号  新日本詩人刊行会          １冊 「広島通信」掲載 

                     昭和２５年３月 

 

  1617  雑誌「新日本詩人」２巻３号  新日本詩人刊行会          １冊 「八月六日」掲載 

                     昭和２５年９月 

 

  1618  雑誌「新文学」５巻６号    全国書房              １冊 

                     昭和２３年６月 

 

  1619  雑誌「新文学」５巻７号    全国書房              １冊 

                     昭和２３年７月 

 

  1620  雑誌「青年文化時報」７月号  青年文化振興会           １冊 

                     昭和２１年７月 

 

  1621  「世代」VOL.３No１      世代文学サークル          ２冊 

                     昭和２６年９月 

 

  1622  雑誌「戦旗」１巻５号     全日本無産者藝術聯盟        １冊 「峠蔵書」あり 

                     昭和３年８月 

 

  1623  雑誌「短歌」１巻３号     角川書店              １冊 

                     昭和２９年３月 

 

  1624  雑誌「哲学研究」３１巻８冊  弘文堂書房             １冊 

                     昭和２２年１２月 

 

  1625  「トルストイ論」       レーニン 著             １冊 会員研究資料 

                     ソヴェト研究者協会 昭和２５年刊 
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  1626  雑誌「光」３巻１１号     光文社               １冊 近藤芳美 著 歌「秋に入る」 

                     昭和２２年１１月             掲載 

 

  1627  雑誌「Ｂｏｏｋｓ」No.５７   Ｂｏｏｋｓの会           １冊 

                     昭和３０年１月 

 

  1628  雑誌「文學」１６巻１２号   岩波書店              １冊 

                     昭和２３年２月 

 

  1629  雑誌「文學會議」３      日本文芸家協会           １冊 裏表紙欠落 一部破損 

                     昭和２２年１２月             原民喜 著「氷花」、若杉慧 

                                          著「六週間現役」 

 

  1630  雑誌「文藝公論」２巻４号   文芸公論社             １冊 裏表紙欠落 一部破損 

                     昭和３年４月 

 

  1631  雑誌「文藝首都」１６巻３号  新太陽社              １冊 

                     昭和２３年３月 

 

  1632  雑誌「平和」第８号      青木書店              １冊 「峠三吉」署名入り 

                     昭和２８年１月 

 

  1633  雑誌「平和」第１４号     青木書店              １冊 

                     昭和２８年６月 

 

  1634  「平和と子供たちのためにこ  新時代社              １冊 

      そ」第３版          昭和２８年刊 

 

  1635  雑誌「ヨーロッパ２巻１号」  鎌倉文庫              １冊 

                     昭和２３年１月 

 

  1636  雑誌「勞働者」９月号     全日本産業別労働組合會議      １冊 

                     昭和２４年９月 

 

  1637  雑誌「勞働者」１０月号    全日本産業別労働組合會議      １冊 

                     昭和２４年１０月 

 

  1638  雑誌「アサヒグラフ」     朝日新聞社             １冊 

           ５月２１日号    昭和２７年５月       

 

  1639  雑誌「醫學評論」No.２     医学評論社             １冊 

                     昭和２５年１０月 

 

  1640  雑誌「改造」９月号      改造社               １冊 

                     昭和２３年９月 

 

  1641  雑誌「開拓者」第４７２号   日本基督教青年会同盟        １冊 

                     昭和２４年４月 

 

  1642  雑誌「群像」３巻５号     大日本雄弁会講談社         １冊 

                     昭和２３年５月 

 

  1643  雑誌「新女苑」７月号     実業之日本社            １冊 

                     昭和２３年７月 
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  1644  雑誌「新女性」創刊号     新女性社              １冊 峠加代子（和子）著「原子雲 

                     昭和２５年１０月             から」掲載 

                                          峠三吉署名入り 

 

  1645  雑誌「新世界」第２号     新世界書房             ２冊 

                     昭和２７年１０月 

 

  1646  雑誌「新日本文学」１巻６号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２２年５月 

 

  1647  雑誌「新日本文学」１巻７号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２２年６月 

 

  1648  雑誌「新日本文学」１巻８号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２２年７月 

 

  1649  雑誌「新日本文学」１巻１０号 新日本文学会            １冊 

                     昭和２２年１０月 

 

  1650  雑誌「新日本文学」２巻１号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２３年１月 

 

  1651  雑誌「新日本文学」２巻２号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２３年２月 

 

  1652  雑誌「新日本文学」２巻３号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２３年３月 

 

  1653  雑誌「新日本文学」２巻４号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２３年４月 

 

  1654  雑誌「新日本文学」２巻５号  新日本文学会            １冊 大田洋子 著「牢獄の詩」掲載 

                     昭和２３年５月 

 

  1655  雑誌「新日本文学」２巻６号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２３年６月 

 

  1656  雑誌「新日本文学」２巻７号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２３年７月 

 

  1657  雑誌「新日本文学」２巻８号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２３年８月 

 

  1658  雑誌「新日本文学」４巻１号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２４年１月 

 

  1659  雑誌「新日本文学」４巻４号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２４年４月 

 

  1660  雑誌「新日本文学」４巻６号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２４年６月 

 

  1661  雑誌「新日本文学」４巻９号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２４年９月 
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  1662  雑誌「新日本文学」４巻１０号 新日本文学会            １冊 

                     昭和２４年１０月 

 

  1663  雑誌「新日本文学」４巻１１号 新日本文学会            １冊 

                     昭和２４年１１月 

 

  1664  雑誌「新日本文学」４巻１２号 新日本文学会            １冊 

                     昭和２４年１２月 

 

  1665  雑誌「新日本文学」５巻１号  新日本文学会            １冊 大田洋子 著「今日的」掲載 

                     昭和２５年１月 

 

  1666  雑誌「新日本文学」５巻２号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２５年２月 

 

  1667  雑誌「新日本文学」５巻６号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２５年６月 

 

  1668  雑誌「新日本文学」５巻７号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２５年７月 

 

  1669  雑誌「新日本文学」５巻８号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２５年８月 

 

  1670  雑誌「新日本文学」５巻９号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２５年９月 

 

  1671  雑誌「新日本文学」５巻１２号 新日本文学会            １冊 

                     昭和２５年１２月 

 

  1672  雑誌「新日本文学」６巻１号  新日本文学会            １冊 大田洋子 著「絵と小説」掲載 

                     昭和２６年１月 

 

  1673  雑誌「新日本文学」６巻４号  新日本文学会            ２冊 

                     昭和２６年４月 

 

  1674  雑誌「新日本文学」６巻６号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２６年６月 

 

  1675  雑誌「新日本文学」６巻７号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２６年７月 

 

  1676  雑誌「新日本文学」６巻８号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２６年８月 

 

  1677  雑誌「新日本文学」７巻１号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２７年１月 

 

  1678  雑誌「新日本文学」７巻４号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２７年４月 

 

  1679  雑誌「新日本文学」７巻５号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２７年５月 
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  1680  雑誌「新日本文学」７巻７号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２７年７月 

 

  1681  雑誌「新日本文学」８巻２号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２８年２月 

 

  1682  雑誌「新日本文学」８巻４号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２８年４月 

 

  1683  雑誌「新日本文学」８巻１１号 新日本文学会            １冊 

                     昭和２８年１１月 

 

  1684  雑誌「新日本文学」１０巻２号 新日本文学会            １冊 

                     昭和３０年２月 

 

  1685  雑誌「青年評論」 ２巻１０号 青年評論社             １冊 

                     昭和２２年９月 

 

  1686  雑誌「青年文化」 １巻２号  創生社               １冊 

                     昭和２１年６月 

 

  1687  雑誌「青年文化」 ３巻２号  新日本文学会            １冊 

                     昭和２３年３月 

 

  1688  雑誌「知識人」 １１月号   小山書店              １冊 

                     昭和２３年１１月 

 

  1689  雑誌「展望」 ２月号     筑摩書房              １冊 

                     昭和２４年２月 

 

  1690  雑誌「図書」 第１１６号   岩波書店              １冊 

                     昭和３４年５月 

 

  1691  雑誌「二十世代」 １巻２３号 二十世代詩人社           １冊 

                     昭和２４年２月 

 

  1692  雑誌「人間」 ３巻９号    鎌倉文庫              １冊 

                     昭和２３年９月 

 

  1693  雑誌「人間」 ５巻１１号   目黒書店              １冊 

                     昭和２５年１１月 

 

  1694  雑誌「人間」 ６巻１号    目黒書店              １冊 

                     昭和２６年１月 

 

  1695  雑誌「働く婦人」 再刊２６号 日本出版              １冊 

                     昭和２４年９月 

 

  1696  雑誌「ＰＥＮペン」 創刊号  学苑社               １冊 

                     昭和２７年７月 

 

  1697  雑誌「民主文化」 １巻１号  中外出版              １冊 

                     昭和２１年１月 

 

 


