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     備              考 

 

  1921  「戦争と文学」（自筆原稿）  昭和２７年             １綴 

                     ペン書 原稿用紙裏面２枚 

 

  1922  草稿「すべての人々に（新日本 昭和２７年             １綴 

      文学）の支持を訴える」    ペン書 原稿用紙２枚 

 

  1923  メッセージ（草稿）      昭和２７年１１月４日        １綴 

                     鉛筆書 Ｂ４ザラ紙３枚 

                     「世界連邦アジア会議に…」 

 

  1924  メッセージ（複写）      昭和２７年１１月４日        １綴 

                     罫紙３枚（カーボン複写） 

 

  1925  「共通の問題点」（自筆原稿） 昭和２８年１月           １綴 

                     ペン書 原稿用紙７枚 

 

  1926  「呼びかけ」（自筆原稿）   昭和２８年２月１０日        １綴 

                     ペン書 Ｂ５青木書店原稿用紙４枚 

 

  1927  「われらの詩の会とりきめ」  昭和２８年２月１０日        １綴 

      （自筆原稿）         ペン書 Ｂ５青木書店原稿用紙５枚 

                     付：入会申込書 

 

  1928  記録「政治と文学についての討 （年不明）７月２２日        １綴 

      論」             鉛筆書 原稿用紙６枚 

                     討論会まとめ 

 

 

 

  （詩・短歌・俳句類） 

 

  1929  作文「梅林」         大正１４年             １綴 

                     鉛筆書 原稿用紙１枚 

 

  1930  「初春」（自筆原稿）     昭和４年              １綴 

                     鉛筆書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

  1931  「厳島（自筆原稿）」     昭和７年              １綴 

                     ペン書 原稿用紙１枚 

 

  1932  「峠三吉短歌抄」（自筆原稿） 昭和１１年～昭和１９年       １綴 

                     ペン書 便箋４枚 

 

  1933  「峠三吉俳句集」（自筆原稿） 昭和１２年～昭和１９年       １綴 

                     青ペン書 便箋４枚 

 

  1934  詩「裸木」（自筆原稿）    年月日不明             １綴 峠三吉署名入り 

                     鉛筆書 Ａ５ザラ紙１枚 

 

  1935  詩「そよ風」（自筆原稿）   年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ａ５ザラ紙１枚 

 

  1935  短歌１０（自筆原稿）     昭和１５年頃            １綴 

   -2                 原稿用紙半切１枚 
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  1936  「桜へ寄する随筆」（自筆原稿）昭和１７年３月３日         １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

  1937  詩「懸命に立っている」    年月日不明             １綴 

      （自筆原稿）         ペン書 薬包紙１枚 

                     裏面「生まれて…」 

 

  1938  詩草稿            昭和１８年１１月２７日       １綴 

                     鉛筆書 便箋１枚両面 

                     「あゝ学舎もこの業も…」 

 

  1939  詩草稿            昭和１９年             １綴 

                     ペン書 ザラ紙１枚 

                     「南の風が湿りを…」 

 

  1940  メモ「義兄危篤にて長崎へ急ぎ 昭和２０年１２月１１日       １綴 

      つつ」            鉛筆書 電報用紙裏 

 

  1941  メモ「絶望」         年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ４ノート用紙１枚 

 

  1942  詩草稿            年月日不明             １綴 

                     Ａ５箋１枚 

                     「春は漲る…」 

 

  1943  草稿             昭和２０年             １綴 

                     ザラ紙１枚 

                     「昂ぶりし後の湛えの…」 

 

  1944  「小さき花」（自筆原稿）   昭和２０年             １綴 

                     ペン書 Ｂ５便箋１枚両面 

 

  1945  「猫」（自筆原稿）      昭和２０年             １綴 

                     ペン書 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

  1946  「良夜」（自筆原稿）     昭和２１年１月           １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙２枚 

 

  1947  詩草稿「抱擁」        昭和２１年３月２３日        １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

 

  1948  草稿「自分との別れ」「春はの 年月日不明             １綴 

      どかだと思い」「何を書こうか」鉛筆書 Ｂ５ザラ紙１枚両面 

 

  1949  詩草稿            昭和２１年             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

                     「白い天井と…」 

 

  1950  詩草稿「思ひ出」       昭和２１年             １綴 

                     ペン書 Ｂ５ザラ紙半切1枚両面 

 

  1951    詩草稿「蘇へる春」    昭和２１年             １綴 峠みつぼし署名入り      

                     ペン書 ノート用紙１枚 
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  1952  詩「初玄」          昭和２３年             １綴 

                     青ペン書・赤鉛筆書 箋１枚 

 

  1953  自筆メモ           年月日不明             １綴 

                     ペン書 ザラ紙１枚 

 

  1954  「風の中に」（自筆原稿）   年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ５便箋１枚 

 

  1955  草稿「却初の朝」       昭和２２年４月１３日        １綴 朱校入り 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙１枚裏面 

 

  1956  「却初の朝」（自筆原稿）   昭和２２年４月１３日        １綴 

                     ペン書 陸軍用箋３枚 

 

  1957  詩「回帰」（自筆原稿）    昭和２２年６月３０日        １綴 

                     赤鉛筆書 陸軍用紙３枚 

 

  1958  詩「離脱」（自筆原稿）    昭和２２年４月１８日        １綴 

                     ペン書 日英豪交観音楽会会員券裏面 

 

  1959  詩草稿            年月日不明             １綴 

                     ペン書 旅費領収書裏面 

 

  1960  詩草稿「それは…」      年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５原稿用紙１枚 

 

  1961  「あひ寄る魂は」（自筆原稿） 年月日不明             １綴 

                     ペン書 陸軍便箋１枚 

 

  1962  詩「めざめ」         昭和２２年             １綴 峠三吉の署名入り 

                     ペン書 円形色付き紙 

 

  1963  詩「めざめ」         昭和２２年             １綴 

                     ペン書 Ｂ５瀬戸内海文庫用紙１枚 

 

  1964  詩「夜の波止場」       年月日不明             １綴 

                     Ｂ５画用紙裏面１枚 

 

  1965  詩「小さき星」        昭和２２年４月２０日        １綴 

                     ペン書 音楽会会員券の裏 

 

  1966  詩草稿            昭和２２年１２月２２日       １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     「わらい」「弾」ほか 

 

  1967  詩「会話」          昭和２３年５月１１日        １綴 

                     ペン書 Ｂ５レポート用紙４枚 

 

  1968  作品「会話」         昭和２３年５月１１日        １綴 

                     ペン書 Ｂ５箋２枚 

 

  1969  詩草稿「夏祭り」       昭和２３年７月２０日        １綴 

                     ペン書 ビラ裏面 

                     「月は豪も変るなき…」 
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  1970  詩草稿「夏祭り」       昭和２３年             １綴 

                     ペン書 原稿用紙２枚 

                     「月は豪も変わるなき…」 

 

  1971  詩草稿「夏祭り」       昭和２３年             １綴 

                     ペン書 原稿用紙２枚 

                     「月は不変の姿を…」 

 

  1972  詩草稿「祭」         昭和２３年             １綴 峠三吉の署名入り 

                     ペン書 原稿用紙２枚           （夏祭りの完成） 

                     「月は馴染みの姿を…」 

 

  1973  「営み」（自筆原稿）     昭和２３年８月７日         １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙１枚 

 

  1974  「背中・ボタン」（自筆原稿） 昭和２３年９月           １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙１枚 

 

  1975  詩「花に思ふ」（自筆原稿）  昭和２３年１０月２６日       １綴 Ｍ.ＴＯＧＥ署名入り 

                     ペン書 原稿用紙２枚 

 

  1976  「星はみどりに」       昭和２３年１２月１６日       １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙１枚（裏面に詩あり） 

                     峠三吉・作 水戸嘉子・作曲 

 

  1977  「朝」（自筆原稿）      昭和２２年             １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙１枚 

 

  1978  詩草稿            年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙１枚両面 

                     「真理の狩猟…」 

 

  1979  歌詩草稿「平和の歌」１～３  年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙２枚 

 

  1980  歌詩草稿「広島復興の歌」   年月日不明             １綴 

      １～３            ペン書 Ｂ５便箋１枚 

 

  1981  歌詩草稿「原子爆弾」（１番の 年月日不明             １綴 

      み）             ペン書 原稿用紙１枚 

 

  1982  歌詩草稿「歌詩」       年月日不明             １綴 

                     ペン書 便箋１枚（虫食い穴あり） 

 

  1983  草稿             年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５原稿用紙１枚裏 

                     「飛行機が広島の…」 

 

  1984  「愛についてのメモ」（自筆） 昭和２２年頃            １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙１枚 

 

  1985  「雨」についての批評メモ（自 年月日不明             １綴 

      筆）             封筒の１部に書き込み 
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  1986  自筆メモ「東京から帰広車中」 昭和２３年４月１３日        １綴 

                     ペン書 東京駅日食ハム料理の表記 

                     あり 

 

  1987  自筆メモ「溢れる想ひ」    昭和２３年１月２３日        １綴 

                     ペン書 Ａ４ザラ紙１枚両面 

 

  1988  詩「カズ子の歌」       昭和２２年１０月２０日       １綴 

                     鉛筆書 便箋１枚 

 

  1989  草稿「熊まつり」       年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５裏紙半切１枚 

 

  1990  詩草稿            年月日不明             １綴 

                     ペン書 原稿用紙半切 

                     「汚い服の人達は…」 

 

  1991  詩「愛の風景」（自筆原稿）  年月日不明             １綴 

                     ペン書 ザラ紙４枚 

 

  1992  草稿「詩人としての社会観」  年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

  1993  草稿「愛（トルストイ）」   年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５印刷物裏面 

 

  1994  詩草稿            年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ４印刷物（売上調査表）裏面 

                     「あゝ氷山か南に流れ…」 

 

  1995  詩草稿            年月日不明             １綴 

                     ペン書 山陽図書用紙１枚 

                     「あゝ私にこんな幸福が…」 

 

  1996  短歌草稿           昭和２２年７月３０日        １綴 ＭＩＴＳＵの署名入り 

                     青ペン書 Ｂ５箋半切１枚 

 

  1997  草稿「春日」         年月日不明             １綴 

                     青ペン書 Ｂ５箋半切１枚裏面 

 

  1998  自筆メモ           年月日不明             １綴 

                     児童文化会館オープンセレモニーのメモ 

 

  1999  自筆メモ           昭和２２年             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ４原稿用紙１枚両面 

 

  2000  自筆メモ           年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ４ザラ紙裏面３枚 

 

  2001  創作草稿「別れていったもの」 年月日不明             １綴 

                     Ｂ５箋半切１枚 

 

  2002  小説草稿           年月日不明             １綴 

                     Ｂ５ザラ紙半切１枚両面 

                     「二八は結婚…」 
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  2003  自筆メモ           昭和２３年             １綴 

                     保育新聞社名入原稿用紙１枚 

 

  2004  詩作家協議会総会メモ（自筆） 昭和２３年１月１１日        １綴 

                     鉛筆書 Ａ４ザラ紙４枚 

 

  2005  草稿             年月日不明             １綴 

                     Ｂ５便箋１枚裏面 

                     作品のプロット 

 

  2006  草稿「復活祭に寄せて」    昭和１９年頃            １綴 

                     Ｂ５罫紙１枚両面 

                     裏面に「お嬢さん」あり 

 

  2007  自筆メモ           年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 原稿用紙半切１枚 

                     峠三吉が宗大仙に宛た書簡の草稿メモ 

 

  2008  草稿             年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     「日本という言葉が…」 

 

  2009  草稿             年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 ノート用紙半切１枚 

                     「賞て鏡が…」 

 

  2010  草稿「碧空」「並木のみどりは」年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５便箋裏面１枚 

 

  2011  自筆メモ           昭和２５年             １綴 

                     赤ペン書 Ｂ５ザラ紙 1／3切 １枚 

 

  2011  自筆メモ           昭和２５年４月１５日                1綴 

   -2                 Ａ５ノート紙１枚 色刷り 

 

  2012  自筆メモ           年月日不明             １綴 

                     青ペン書 ザラ紙１枚 病気見舞品一覧 

 

  2013  自筆メモ           年月日不明             １綴 

                     青ペン書 ザラ紙１枚（6.5×13.5㎝） 

                     入院時の「日課表」 

 

  2014  草稿「和さんという女のひと  年月日不明             １綴 

      に」             ペン書・鉛筆書 Ｂ５箋半切２枚 

 

  2015  自筆メモ           昭和１９年６月２１日        １綴 

                     謄写印刷１枚 

                     松江内科医院の発行計算表 

 

  2016  自筆メモ           年月日不明             １綴 

                     われらの詩の会 地核メモ 

                     編集原稿と執筆者名 
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  2017  ちらし            年月日不明             １綴 

                     Ｂ５判１枚 謄写印刷 

                     裏面に野川正己の詩あり 

 

  2018  プログラム「演劇の夕べ」   昭和２６年２月９日         １綴 

                     Ｂ４判１枚 謄写印刷 

                     峠三吉のメモあり 

 

  2019  「国立広島療養所文化部機関  国立広島療養所文化部        １綴 

      誌」             昭和２３年１１月２０日発行 

                     Ｂ４ザラ紙２枚両面 謄写印刷 

 

  2020  機関誌「配膳車」２５号    国立広島療養所内患者会       １綴 

                     昭和２５年１２月５日発行 

                     Ｂ４ザラ紙１枚両面 謄写印刷 

 

  2021  資料・療養所概況－国立広島  昭和２４年２月９日発行       １綴 

      療養所開所１０周年記念号－  箋４枚（13×19cm）両面（２部） 

 

  2022  要望集            昭和２８年２月           １綴 

                     Ｂ５箋７枚両面 

                     国立広島療養所内守衛に関しての患者 

                     側からの要望書 

 

  2023  自筆メモ           昭和２５年頃            １綴 

                     原稿用紙使用の出納簿 

 

  2023  自筆メモ           昭和２５年５月           １綴 

   -2                   鉛筆書 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

                     峠嘉一（三吉の父）死去の際のメモ 

 

  2023  自筆メモ           昭和２５年５月           １綴 

   -3                 ペン書・鉛筆書 箋（11×20cm）１枚 

                     峠嘉一（三吉の父）死去の際の明細書 

 

  2024  プログラム「ピアノ発表会」  昭和２７年６月２２日        １綴 

                     謄写印刷 Ａ４ザラ紙８枚 

                     三戸嘉子（三吉の姉）指導による 

 

  2025  プログラム「ピアノ発表会」  昭和２７年６月２２日        １綴 

      （草稿）           鉛筆書 Ｂ４ザラ紙１枚 

                     三戸嘉子（三吉の姉）指導による 

 

  2026  自筆メモ           昭和２４年             １綴 

                     鉛筆書 原稿用紙１枚 

 

  2027  自筆メモ           年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 便箋１枚 

                     三吉の経歴メモ 

 

  2028  自筆メモ           年月日不明             ６綴 

 ～2033                 鉛筆書 薬包紙 

 

  2034  草稿「墓穴掘り」       年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ５旅費請求及び領収書裏面 
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  2035  詩草稿            年月日不明            １綴 

                     ペン書 Ａ５勝山商会用箋１枚両面 

                     「煙りの咽む遠い…」 

 

  2036  詩草稿            年月日不明            １綴 

                     ペン書 ＹＭＣＡメモ用紙裏面１枚 

                     「戦争なんてばかなことを…」 

 

  2037  詩草稿            年月日不明            １綴 

                     ペン書 便箋１枚 

                     「この一書の中には…」 

 

  2038  詩「サーカス」（自筆原稿）  年月日不明            １綴 

                     ペン書 Ｂ５陸軍用箋１枚 

 

  2039  詩草稿「寂しき歌」      年月日不明            １綴 

                     ペン書 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

 

  2040  詩草稿「三郎君の見た夢」   年月日不明            １綴 

                     鉛筆書き 便箋裏面１枚 

 

  2041  詩草稿            年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 Ａ３ノート３枚両面 

                     「さわさわと桜若木に…」 

 

  2042  詩草稿「混迷」        年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 原稿用紙裏面３枚 

                     「いぎたない男たちの話題…」 

 

  2043  詩草稿「混迷」        年月日不明            １綴 

                     青ペン書 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     「幼い花は…」 

 

  2044  詩草稿「こゝろの村」     年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 山陽図書用紙１枚 

 

  2045  詩草稿            年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 便箋１枚 

 

  2046  自筆覚書き          年月日不明            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

                     ラジオ劇「ざくろ」プロット 

 

  2047  自筆覚書き          年月日不明            １綴 

                     ペン書 Ｂ５便箋裏１枚 

                     童話プロット「雅彦様」プロット 

 

  2048  詩草稿「灯」「海に臨む街の夏 年月日不明            １綴 

      の夜」            ペン書 Ｂ５箋半切１枚 

 

  2049  詩草稿「風媒の花」      年月日不明            １綴 

                     ペン書 定形外ザラ紙１枚 

 

  2050  詩草稿「肉体の上に」     （年不明）１月３日        １綴 

                     ペン書 Ｂ５ザラ紙２枚 



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

  2051  詩草稿「野火」        年月日不明             １綴 峠みつよし署名入り 

                     ペン書 原稿用紙２枚 

 

  2052  詩草稿「８. ３ サーカスにて」年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙２枚 

 

  2053  詩草稿「花咲く広島サロン」  昭和２２年１０月１４日付中国新聞  １綴 

                     夕刊２面に発表 

                     鉛筆書 原稿用紙裏２枚 

 

  2054  詩草稿「僕達の力は根を張って 昭和２３年             １綴 詩集「地核」に発表 

      ゆく」            ペン書 Ｂ４原稿用紙裏 

                     印刷指定の赤字記入あり 

 

  2055  詩草稿「共闘の誓ひ」     昭和２４年６月１６日        １綴 

                     ペン書 原稿用紙２枚 

 

  2056  詩「怒りのうた」       昭和２４年             １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５箋半切１枚 

 

  2057  詩草稿            年月日不明             １綴 

                     ペン書・鉛筆書 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

                     「春がくるというのに…」 

 

  2058  詩草稿「同志山本均に贈る詩」 年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

  2059  小説草稿「えいちゃん」    昭和２７年             １綴 野田二郎（峠三吉のペンネ 

                     ペン書 原稿用紙４枚            ―ム）署名入り 

 

  2060  「民話について」       昭和２２年頃            １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙半切（No.1欠落） 

                     こより・中綴じ 

 

  2061  童話「万三郎の笛」      昭和２５年１月１４日        １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙２枚 印刷指定あり 

 

  2062  短歌２首（自筆）       年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙半切１枚両面 

 

  2063  詩草稿「黎明」        年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙１枚 

 

  2064  詩草稿「列車暮唱」      年月日不明             １綴 

                     ペン書 便箋１枚 

 

  2065  詩草稿            昭和２８年頃            １綴 

                     ペン書 ザラ紙（9×15cm）１枚 

                     「もはや詩に戯れる事を…」 

 

  2066  詩草稿            年月日不明             １綴 

                     ペン書 ザラ紙（20×15cm）１枚 

                     「わが想ひ咲きゆくなべに…」 
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     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

  2067  自筆メモ           昭和２５年１１月９日から      １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５原稿用紙裏面３枚 

                     病床記録（「日課11月9日 11月11日」） 

 

  2068  詩「子供に関するノート」   昭和２５年１２月３１日       １綴 

                     ペン書 ノート１枚 

 

  2069  自筆メモ「院内描写」     昭和２５年１２月          １綴 

                     ペン書 原稿用紙１枚 

 

  2070  詩草稿「白衣」        年月日不明             １綴 峠三吉署名入り 

                     ペン書 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

  2071  詩草稿「秋」         年月日不明             １綴 

                     ペン書 原稿用紙３枚 

 

  2072  詩草稿「プークに捧ぐる詩」  昭和２５年             １綴 朱校あり 

                     ペン書 Ｂ４箋１枚 

 

  2073  詩草稿            年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙半切裏 

                     表に「白衣あり」 

 

  2074  詩草稿「歌」         昭和２４年             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     「焚火は消された…」 

 

  2075  詩草稿「歌」         昭和２４年１１月２０日発表     １綴 「われらの詩１号」に発表 

                     ペン書 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     「焚火は消され…」 

 

  2076  詩草稿「苦しみは」      年月日不明             １綴 峠みつよし署名入り 

                     ペン書 原稿用紙１枚 

 

  2077  詩草稿「クリスマス」     年月日不明             １綴 

                     ペン書 便箋１枚 

 

  2078  詩草稿「呉の街にて」     年月日不明             １綴 

                     赤ペン書 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

 

  2079  詩草稿「呉の街にて」     昭和２６年作            １綴 

                     ペン書 今本用Ａ４原稿用紙１枚 

 

  2080  草稿「巷にて」        年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ４箋１枚 

 

  2081  詩草稿「黄金の魚」      昭和２３年             １綴 峠三吉署名入り 

                     ペン書 原稿用紙３枚 

 

  2082  自筆メモ「失はれた腕に」   （年不明）３月１５日        １綴 

                     ペン書 横封筒展開紙に記入 

 

  2083  歌詩・曲「希い」       峠三吉・作詞 白井威彦・曲     １綴 

                     昭和２４年２月３日 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙半切１枚 
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     備              考 

 

  2084  詩草稿「大橋の夕べ」     年月日不明            １綴 

                     鉛筆 Ｂ５実民会用箋２枚 

 

  2085  草稿「無題」         年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 Ａ５ザラ紙１枚 

                     「沖縄生まれ…」 

 

  2086  詩草稿「駅にて」       年月日不明            １綴 

                     青ペン書 Ｂ４原稿用紙２枚 

 

  2087  詩草稿「顔」         年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５便箋１枚 

 

  2088  草稿「由美子と火事」     昭和２２年６月２６日       １綴 峠みつぼしの署名入り 

                     ペン書 原稿用紙５枚 

 

  2089  草稿             昭和２５年            １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５半紙３枚 

                     峠嘉一の病床の描写 

 

  2090  自筆メモ           昭和２５年            １綴 

                     青ペン書 税務署箋３枚 

 

  2091  自筆メモ「趣意書」      年月日不明            １綴 

                     ペン書 原稿用紙１枚 

                     「暗い混沌の中から苦しみ多かりし…」 

 

  2092  自筆メモ           年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 Ｂ４ザラ紙１枚 

                     作品分析「所外の対立抗争…」 

 

  2093  詩草稿            昭和１６年            １綴 

                     ペン書 原稿用紙３枚（No.1欠落） 

                     「大土堤のかげの…」 

 

  2094  自筆メモ           年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 便箋１枚 

                     寸劇の場割り・人物設定 

 

  2095  詩草稿            年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙２枚 

                     「咳きあげるとどろどろと凝りかけ 

                     た…」 

 

  2096  詩草稿「操車場にて」     年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙２枚 

 

  2097  草稿「大会雑記」       年月日不明            １綴 

                     鉛筆書 Ａ５保育新聞社の原稿用紙 

 

  2098  書簡草稿「田頭先生」     （年不明）２月２１日       １綴 

                     鉛筆書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

  2099  詩草稿「つばめ」       年月日不明            １綴 

                     青ペン書 Ｂ５原稿用紙１枚 
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  2100  詩草稿            年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

                     「手をにぎらうよ」 

 

  2101  草稿「潰れゆく人間」     年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

  2102  小品草稿「セメント像と自分」 年月日不明             １綴 

                     ペン書 陸軍罫紙二段書 

 

  2103  詩草稿「封殺の季節」     昭和２５年６月１２日        １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙裏１枚 

 

  2104  草稿「峠家家系図」      年月日不明             １綴 

                     ペン書 ノート半切１枚 

 

  2105  詩草稿「復員列車」      昭和２４年７月２日         １綴 ＭＥＭＯ・Ｍｉｔｓｕｙｏ 

                     青ペン・鉛筆書 ザラ紙印刷物裏３枚    ｓｈｉ署名入り 

 

  2106  ルポ「電鉄の二十四時間」   年月日不明             １綴 入江三平（峠三吉のペンネ 

      （自筆原稿）         Ｂ４ 原稿用紙２４枚           ―ム）署名入り 

 

  2107  草稿「狐と狸」（おとぎばなし）昭和２５年９月１２日        １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

  2108  詩草稿「就学旅行」      昭和２４年             １綴 

                     青ペン書 Ｂ４ザラ紙印刷物裏３枚 

 

  2109  詩草稿「就学旅行の夜に」   昭和２４年             １綴 

                     赤ペン書 Ｂ５たけや原稿用紙２枚 

 

  2110  草稿「爆弾とシャボン玉とユリ 昭和１８年７月発表         １綴 

      の心」            鉛筆書 Ｂ５箋２２枚 

 

  2111  自筆メモ           昭和２７年３月           １綴 

                     黒ペン・鉛筆書 Ａ４ザラ紙半切１枚 

 

  2112  自筆メモ           昭和２７年             １綴 

                     Ｂ５ザラ紙１枚 

 

  2113  領収書            昭和２８年２月分          １綴 

                     ガス料金領収書１枚（峠三吉のアパート） 

 

  2114  台本（自筆）         昭和２４年             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙半切５枚 

                     日鋼闘争に関して 

 

  2115  表紙「革命の前夜」      昭和２５年８月１５日集会用     １綴 峠三吉署名入り 

                     Ｂ４ザラ紙印刷物裏使用１枚 

 

  2116  草稿「被爆地広島の未来像につ 年月日不明             １綴 

      いて」            鉛筆書 Ｂ４ザラ紙３枚表裏 

 

  2117  小説草稿「鏡占ひ」      昭和２２年             １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙・便箋５４頁 


