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  2644  ソヴェト・ニュース６９号   ソヴェト資料通信社         １綴 

       昭和２７年１２月５日    「いつわりの自由送還、国際協定に 

                     反する…」 

 

  2645  広島生活新聞         広島生活新聞社           １綴 

       昭和２７年１２月１０日   「原爆治療費に雀の涙、浜井市長の 

                     良心…」 

 

  2646  広島生活新聞第１４５号    広島生活新聞社           １綴 

       昭和２８年１月２０日    「悪い環境から子供を守ろう。平和 

                     憲法擁護…」 

 

  2647  婦人民主クラブニュースNo.45号 婦人民主クラブ           １綴 

       昭和２８年２月１３日    「教研大会の成果を子供を守る運動 

                     の中へ…」 

 

  2648  自治労新聞２３１号      日本自治団体労働組合総連合会    １綴 

       昭和２８年２月１６日    「２８年度地方財政計画案決まる。 

                     文化も統一行動」 

 

  2649  私鉄広島No.８９１号      広島電鉄労働組合          １綴 

       昭和２８年３月１日     「賃上げ労働協新で激闘必至」 

 

 

 

 

（新聞類・没後） 

 

  2650  毎日新聞           毎日新聞社             １綴 

       昭和２８年３月１２日    「平和か戦争激化か朝鮮」 

 

  2651  月刊前進座再刊第３９号    前進座               １綴 

       昭和２８年３月１５日    「深い悲しみの底から…スターリン 

                     首相を悼む」 

 

  2652  日本読書新聞         日本読書新聞社           １綴 

       昭和２８年３月２３日    「世界にセンセイション与える…」 

 

  2653  婦人民主新聞第３２７号    婦人民主クラブ（２部）       １綴 

       昭和２８年３月２３日    「バカヤロー政治忘れられた国民生活 

                     峠三吉氏死去『原爆詩集』の作者」 

 

  2654  朝日新聞           朝日新聞東京本社          １綴 

       昭和２８年３月２３日    「両院選挙あすから届けで」 

 

  2655  婦人民主新聞第３２８号    婦人民主クラブ（２部）       １綴 

       昭和２８年３月３０日    「平和と国を救う子の一票…」 

 

  2656  中国新聞（夕刊）       中国新聞社             １綴 

       昭和２８年３月２６日    「峠さんとその死」 

 

  2657  月刊前進座再刊４０号     前身座               １綴 

       昭和２８年４月１日     「花に湧きたつ吉祥寺公演」 
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  2658  朝日新聞           朝日新聞西部本社          １綴 

       昭和２８年４月１６日    「参院選挙終盤戦の形勢」 

 

  2659  月刊前進座          前進座               １綴 

       昭和２８年５月１日     「中ソはじめ、各国で盛大な屈原祭 

                     を計画」 

 

  2660  国際新聞           国際新聞社             １綴 

       昭和２８年５月２日     「日本代表も出席、北京メーデー金 

                     子・小沢ら四氏…」 

 

  2661  婦人民主新聞         婦人民主クラブ           １綴 

       昭和２８年５月３日     「おめでとう！第２４回メーデー」 

 

  2662  東京大学学生新聞第１５４号  東京大学学生新聞会         １綴 

       昭和２８年５月１４日    「退屈な大学でいいのか」 

 

  2663  婦人民主新聞         婦人民主クラブ           １綴 

       昭和２８年５月２４日    「日本婦人の報告、世界婦人大会へ 

                     よせる」 

 

  2664  友和第１８号         友和会               １綴 

       昭和２８年６月１日     「協会に対する主張と訴え」 グラ 

                     ディス・ウォルカー 

 

  2665  月刊前進座          前進座               １綴 

       昭和２８年６月１日     「廿三周年を迎えた前進座」 

 

  2666  朝日新聞           朝日新聞西部本社             １綴 

       昭和２８年６月１日     「朝鮮問題を緊急討議」 

 

  2667  朝日新聞           朝日新聞社             １綴 

       昭和２８年６月２２日    「『原子雲の下より』米誌に連載 

                     亡き詩人峠氏の念願かなう…」 

 

  2668  広島生活新聞         広島生活新聞社           １綴 

       昭和２８年８月１日     「八月は反戦年の月」 

 

  2669  私鉄中国No.４４号       私鉄中国地方労働組合機関誌     １綴 

       昭和２８年８月１日     「原爆投下の日平和国民大会に結集 

                     しよう」 

 

  2670  広島生活新聞         広島生活新聞社           １綴 

       昭和２８年８月１０日    「今も進む原爆禍・ひろしまの母の 

                     悲しみ」 

 

  2671  民主主義を守る会会報     岡田安芸次（坂町駅前）       １綴 

       昭和２８年８月１５日    「原爆の詩」峠三吉・著 

 

  2672  私鉄広島           私鉄中国地方労働組合広島電鉄支部  １綴 

       昭和２８年９月１１日    「合理化の嵐・粉砕はストライキで」 

                     ！」 

 

  2673  アカハタ           日本共産党中央指導部        １綴 

       昭和２８年９月１８日    「世界平和評議会執行局の決議」 
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  2674  婦人民主新聞         婦人民主クラブ           １綴 

       昭和２８年９月２０日    「米また値上げ、一升で約七円も」 

 

  2675  婦人民主新聞         婦人民主クラブ           １綴 

       昭和２９年２月２８日    「みなさまただいま、平和の旅おえ 

                     て」 

 

  2676  東京大学学生新聞第１８６号  東京大学学生新聞会         １綴 

       昭和２９年３月１日     「入学試験受験者諸君」 

 

  2677  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和２９年３月４日     「全国に統一行動進む、三一闘争」 

 

  2678  朝日新聞           朝日新聞西部本社          １綴 

       昭和２９年３月９日     「日米ＭＳＡ四協定に調印」 

 

  2679  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和２９年３月１３日    「ＭＳＡ協定調印にさいし全国民の 

                     団結をうったえる」 

 

  2680  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和２９年４月５日     「ビキニ事件で追及、川上代議士世 

                     界労働メーデーアピール」 

 

  2681  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和２９年４月６日     「ジュネーブ会議の成功へ」 

 

  2682  婦人民主新聞         婦人民主クラブ           １綴 

       昭和２９年５月１６日    「長期欠席の少年、全国で約５０万。 

                     原子力の平和的利用」 

 

  2683  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和２９年６月２４日    「朝鮮休戦ぶちこわしへ、アメリカ 

                     の新しい陰謀」 

 

  2684  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和２９年７月２０日    「８月６日を原水爆反対国際デーに 

                     ジュネーブ会議決定的段階へ」 

 

  2685  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和２９年７月２２日    「インドシナ休戦協定成立、平和勢 

                     力の大きな勝利」 

 

  2686  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和２９年７月２３日    「各国外相話し合いの成果を強調、 

                     最終日のジュネーブ会議」 

 

  2687  平和新聞第２１３号      平和擁護日本委員会         １綴 

       昭和３０年５月１日     「原子力の平和的利用について」 

 

  2688  平和新聞第２１７号      平和擁護日本委員会         １綴 

       昭和３０年６月６日     「原子戦反対運動さらに強めん」 
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  2689  私鉄新聞（大阪版）第１７号  在阪労組共同編集委員会       １綴 

       昭和３０年７月２０日    「もう戦争は嫌いだ！食堂で働く峠 

                     未亡人」 

 

  2690  大阪社会タイムス第２６号   大阪社会タイムス社         １綴 

       昭和３０年７月２７日    「悲惨な原爆生存者！食堂で働く原 

                     爆詩人の未亡人」 

 

  2691  原水爆禁止世界大会広島ニュー 原水爆禁止世界大会広島準備会事務  １綴 

      ス第３号           局 

       昭和３０年８月１日     Ｂ４活版印刷（２部） 

 

  2692  京都新聞（夕刊）       京都新聞社             １綴 

       昭和３０年８月４日     「戦犯釈放は講和後に」 

 

  2693  私鉄新聞３２６号       日本私鉄労働組合総連合会      １綴 

       昭和３０年８月６日     「人類の全てが原子兵器の怖しさを知 

                     れ、峠和子さんの願い」 

 

  2694  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和３０年８月８日     「世界平和行動の日、各国代表平和 

                     の…」 

 

  2695  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和３０年８月９日     「原水爆禁止世界大会第２日」 

 

  2696  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和３０年８月１０日    「原水爆禁止世界大会おわる」 

 

  2697  朝日新聞           朝日新聞大阪本社          １綴 

       昭和３０年８月１０日    「原子雲を越えて④ 死の灰で二度 

                     犠牲…」 

 

  2698  私鉄新聞           日本私鉄労働組合総連合会      １綴 

       昭和３０年８月１３日    「世界の怒り広島に」 

 

  2699  広島機関紙クラブ共同デスク  国鉄広島地方本部・広島県教組・   １綴 

      第３号            ほか 

       昭和３０年８月１８日    「原子戦争絶滅へ」 

 

  2700  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和３０年９月２０日    「国民の声、原爆被害者の救済を…」 

 

  2701  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和３０年９月２１日    「原水爆禁止日本協議会生る」 

 

  2702  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和３１年９月３日     「日本共産党、日ソ国交回復促進演 

                     説会」 

 

  2703  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和３２年１月１２日    「沖縄問題を国連へ政府へ強く要求」 

 

  2704  アカハタ           日本共産党中央機関誌        １綴 

       昭和３２年９月３０日    「日本共産党章（草案）」 


