
 （峠三吉没後の資料） 

資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

 2448  肖像画            四国五郎 画            １綴 

                    昭和２８年３月 

                    パステル・セピア色 全紙 

                    峠三吉の告別式に使用 

 

 2448  絵              丸木位里・俊 画          １綴 

  ‐2                 昭和２８年３月９日 

                    鉛筆書デッサン Ｂ５画用紙１枚 

                    峠三吉のマスク 

 

 2449  色紙             浜本武一 署            １綴 

                    昭和２８年３月 

                    峠三吉追悼の書 

                    「氷雨の…」 

  

2450  色紙             浜本武一 署            １綴 

                    昭和２８年３月 

                    峠三吉追悼の書 

                    「髪にそよぐ…」 

 

 2451  色紙             小野十三郎 署           １綴 

                    昭和２８年３月 

                    峠三吉追悼の書 

                    「木も草も…」 

 

 2452  色紙             小野十三郎 署           １綴 

                    昭和２８年３月 

                    峠三吉追悼の書 

                    「涙・地の…」 

 

 2453  色紙             小野十三郎 署           １綴 

                    昭和２８年３月 

                    峠三吉追悼の書 

                    「淡紫の…」 

 

 2454  短冊「追悼の句」       松覚 署              １綴 

                    毛筆 昭和２８年３月 

 

 2455  封書（電報）         今井千栄子宛            １綴 

                    昭和２８年３月１０日 

 

 2456  封書（電報）         今井千栄子宛            １綴 

                    昭和２８年３月１１日 

 

 2457  弔辞             広島療養所文学研究会 述      １綴 

                    昭和２８年３月１１日 

                    ペン書 原稿用紙３枚 

 

 2458  弔辞「告別のことば」     国立岩国病院詩人グループ 述    １綴 

                    昭和２８年３月１１日 

                    ペン書 便箋１枚 
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 2459  弔辞「峠さんの霊前に」    河本一郎（広島ＹＭＣＡ奉仕グルー  １綴 

                    プ）述 

                    昭和２８年３月１１日 

                    ペン書 便箋２枚 

 

 2460  弔辞             広島大学我らのうたの会 述     １綴 

                    昭和２８年３月１５日 

                    毛筆 半紙巻紙 

 

 2461  弔辞「峠三吉君の前に」    新日本文学会常任中央委員会 述   １綴 

                    昭和２８年３月１４日 

                    ペン書 原稿用紙５枚 

 

 2462  弔辞             日本共産党国立広島療養所 述    １綴 

                    昭和２８年３月１４日 

                    ペン書 便箋３枚 

 

 2463  弔辞             新日本文学会広島支部 述         １綴 

                    昭和２８年３月１５日 

                    毛筆 和紙巻紙 

 

 2464  弔辞             人民文学友の会・深川宗俊 述    １綴 

                    昭和２８年３月１１日 

                    毛筆 和紙 

 

 2465  弔辞             われらの詩の会 述         １綴 

                    昭和２８年３月１５日 

                    ペン書 

 

 2466  詩「追悼祭へ」        中村温 作             １綴 

                    昭和２８年３月１５日 

                    ペン書 原稿用紙４枚 

 

 2467  弔辞             平野智幸 述            １綴 

                    年月日不明 

 

 2468  弔辞「哀悼文」        述者不詳              １綴 

                    年月日不明 

                    ペン書 便箋２枚 

 

 2469  追悼文            新日本文学会広島支部 筆      １綴 

                    昭和２８年３月３０日 

                    ペン書 原稿用紙３枚 

 

 2470  追悼文            樫の木会 筆            １綴 

                    昭和２８年３月１５日 

                    ペン書 便箋１枚 

 

 2471  哀悼の手紙          井上成英（千代田合唱団） 筆    １綴 

                    年月日不明 

                    ペン書 便箋２枚 

 

 2472  哀悼の手紙          小堀泰子（千代田合唱団） 筆    １綴 

                    年月日不明 
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 2473  峠三吉告別式参列者名簿    昭和２８年３月１５日        １綴 

                    ペン書 Ｂ４ザラ紙５枚 

 

 2474  封書「告別式御礼状」     峠和子・峠一夫・新日本文学会広島  １綴 

                    支部・われらの詩の会 筆 

                    昭和２８年３月１５日 

                    謄写印刷１枚（８部） 

                    宛名記入７通、空封筒３枚、ほか 

 

 2475  原稿「告別式御礼」      峠和子・峠一夫・峠治・新日本文学会 １綴 

                    広島支部・われらの詩の会 筆 

                    昭和２８年３月１５日 

                    鉛筆 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

 2476  領収書            昭和２８年３月１０日        １綴 

                    ペン書 ザラ紙１枚 

 

 2476  領収書            昭和２８年３月１０日        １綴 

  ‐2                 ザラ紙２枚 

                    峠三吉告別式用 

 

 2477  メモ             年月日不明             １綴 

                    ペン書 半紙２枚 

                    峠三吉看護費その他・明細 

 

 2478  メモ             文学研究会 筆           １綴 

                    年月日不明 

                    ペン書 Ｂ４ザラ紙１枚 

                    救援カンパ控え 

 

 2479  メモ             昭和２８年３月           １綴 

                    毛筆 半紙二折り 

                    峠家「弔問控帖」 

 

 2480  葉書             峠和子・短歌 丸木俊子・絵と文   １綴 

                    年月日不明 

                    謄写印刷 

 

 2481  メモ             昭和２８年３月           １綴 

                    ペン書・鉛筆 Ｂ５大学ノート１枚 

                    峠三吉告別式収支明細 

 

 2482  メモ             峠和子 筆             １綴 

                    昭和２８年３月 

                    香典袋裏面 

 

 2483  領収書            昭和２８年３月１１日        ２綴 

～2484                 ペン書・謄写印刷 ザラ紙裏面 

 

 2485  デッサン「峠三吉顔」     浜本武一 画            １綴 

                    昭和２８年３月１０日 

                    鉛筆 Ｂ４画用紙 

 

 2486  帳簿             昭和２８年３月１０日        ２綴 

～2488                 毛筆・ペン書 和紙綴 


