
 （その他） 

資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

2858  目次草稿           われらの詩目次           １綴 

                   便箋２枚裏 

 

2859  配布表            われらの詩６号           １綴 

                   黒・青ペン書 Ｂ４ザラ紙半切２枚 

 

2860  お願い            コスモス社             １綴 峠三吉「ほんとうのこと」掲 

                   「コスモスの読者倍加のお願い」      載 

                   謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

2861  部内研究資料         戸手高校文芸部           １綴 

                   昭和２５年１２月１日 

                   謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚両面 

 

2862  招請状            われらの詩の会会員招請状      １綴 

                   昭和２６年１月 

                   謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚（１１部） 

 

2862  書簡             佐々木春雄よりわれらの詩の会宛   １綴 

‐2                 昭和２６年 

 

2863  ビラ             われらの詩の会事務局        １綴 

                   昭和２６年３月５日 

                   謄写印刷 ザラ紙（20×13.5cm）１枚 

 

2864  領収書            比治山印刷領収書          １綴 

                   昭和２６年 

                   ザラ紙（12×17cm）９枚 

 

2865  趣意書            京都大学原爆体験記編集委員会    １綴 

                   昭和２６年８月６日 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚両面（３部） 

 

2866  規約草稿           われらの詩の会とりきめ       １綴 

                   昭和２６年１０月 

                   ペン書 Ｂ４ザラ紙３枚 

 

2867  案内状草稿          平和文化展発起人一同        １綴 

                   昭和２７年３月５日 

                   謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

2868  書簡             峠和子より柘植宛          １綴 

                   昭和２７年 

                   封筒なし 便箋１枚 

 

2869  お願い「静岡日赤入院カンパの われらの詩の会           １綴 

    依頼書」           昭和２７年４月８日 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

2870  会報「われらの詩の会」No.２  広大教養部内われらの詩の会     １綴 

                   昭和２７年４月２２日 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚両面 

 

 



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

2871  ちらし「見本送付について」  新文化社              １綴 

                   昭和２７年６月 

                   謄写印刷 ザラ紙（9×18cm）１枚 

 

2872  ちらし「広島拘置所から    広島自由労組            １綴 

    ８．６平和大会の皆さんへ」  昭和２７年８月６日 

                   謄写印刷   Ｂ５ザラ紙１枚 

 

2873  ちらし「あなたの夫や息子を  在日朝鮮人教育者同盟広島県支部   １綴 

    戦場に行かせることに反対し  昭和２７年８月６日 

    ましょう」          謄写印刷   Ｂ５ザラ紙１枚 

 

2874  お願い            伊藤信吉 壷井繁治 創元社     １綴 

                   昭和２７年１０月 

                   謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚（２部） 

 

2875  ちらし「原爆７周年記念日に  日本共産党広島県委員会       １綴 

    当たり広島の労働者、市民諸  昭和２７年 

    に訴える」          謄写印刷 Ｂ５ザラ紙半切１枚両面 

 

2876  アンケート「広島市民によせる 広島生活新聞社編集部        １綴 

    年賀のことば他アンケート依頼」昭和２７年１２月２０日 

                   謄写印刷 Ｂ５西洋紙半切１枚 

 

2877  カンパ用紙          峠三吉日赤静岡病院入院に際しての  １綴 

                   カンパ用紙 

                   昭和２７年 

                   青ペン書 Ｂ４罫紙１枚 

 

2878  婦人民主クラブニュース    婦人民主クラブ           １綴 

    No.45             昭和２８年２月１３日 

                   謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚両面 

 

2879  覚書き草稿          われらの詩の会事務局        １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙３枚 

                   「再建覚え書」 

 

2880  歌集「おんちコーラス」No.1  私鉄広島電鉄（おんちコーラス）   １綴 

                   謄写印刷 ザラ紙（9×13cm）８枚 

 

2881  金銭出納メモ         金銭出納帳             １綴 

                   ペン書 ８ページ 

 

2882  メモ             「われらの詩の会」未収誌代     １綴 

                   １月２０日現在 赤ペン書 

 

2883  案内状「柳瀬へ皆で行きましょ 平和サークル連絡協議会       １綴 

    う！！」           昭和２５年 

                   謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

2884  記録メモ「受贈誌紙紹介」   われらの詩の会編集部        １綴 

                   昭和２７年 

                   ペン書 原稿用紙３枚 

 

 



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

2885  第５回広島アヴァンギャルド  広島アヴァンギャルド絵画研究所   １綴 

    美術展出品目録        昭和２７年 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

2886  メモ             京都大学              １綴 

                   原爆孤児救済のための総合原爆展 

                   の内容紹介 

                   昭和２８年７月１４日 

                   謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚両面 

 

2887  挨拶状            あしかい              １綴 

                   昭和２７年９月８日 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

2888  ちらし「朝鮮人の教育問題に  在日朝鮮人教育者同盟広島県支部   １綴 

    ついて日本の皆さんに訴う」  昭和２７年８月６日 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙半切１枚（２部） 

 

2889  資料             調査団体不明            １綴 

                   「米軍並びに国連軍の施設や使用区域 

                   の影響を受けている学校環境の調査結 

                   果の大要」 

                   謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

2890  声明書            日本友和会第一回全国大会      １綴 

                   昭和２６年 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

 

2891  ちらし「広島平和祭文芸作品  広島平和祭祭典委員会        １綴 

    コンクールの呼びかけ」    昭和２５年 

                   謄写印刷 Ｂ５西洋紙半切１枚 

 

2892  名簿             われらの詩の会会員名簿       １綴 

                   複写 罫紙１１枚 

 

2893  ちらし「われらの詩の会結成  昭和２４年             １綴 

    のために」          Ｂ５ザラ紙１枚 

 

2894  草稿「ことば」        昭和２４年             １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

2895  ちらし・よびかけ       われらの詩の会への入会呼びかけ   ２綴 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚（８部） 

                   同よびかけ文印刷用割り付けメモ 

                   ペン書 Ｂ５青木書店原稿用紙（裏） 

                   １枚 

 

2896  ちらし            われらの詩の会 ことば・とりきめ  １綴 

                   昭和２５年５月２５日 

                   謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

2897  ちらし「みなさんに、おすす  人民文学広島友の会         １綴 

    めしたい雑誌『人民文学』」  謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

 



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

2898  メモ（自筆）         作品批評              １綴 

                   ペン書 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

2899  「自由労組の人々に捧げる詩」 新日本文学会広島支部人民文学    １綴 

                   広島友の会 

                   鉛筆書 Ｂ５ザラ紙５枚 

 

2900  挨拶文            丸木位里・俊子           １枚 

                   昭和２７年４月１０日 

                   「原爆の図」出版の礼状 

 

2901  メモ・総会次第        われらの詩第３回総会用       １綴 

                   昭和２７年 

                   青ペン書 ザラ紙（5.8×72cm）二 

                   つ折り 

 

2901  メモ             われらの詩第１６号印刷用割付メモ  １綴 

‐2                 昭和２７年 

                   原稿用紙切張１枚 

 

2902  紹介状            峠三吉と野村英二を山岡和範か吉岡憲 １綴 

                   郎に紹介したもの 

                   Ｂ５ザラ紙半切１枚 

 

2903  メモ             集会メモ              １綴 

                   昭和２７年 

                   鉛筆書 原稿用紙裏面１枚 

 

2904  メモ             われらの詩１７号の奥付メモ     １綴 

                   昭和２８年 

                   ペン書 Ｂ５原稿用紙半切１枚 

 

2905  メモ             われらの詩１７号の一般感想     １綴 

                   昭和２８年 

                   ペン書 レポート用紙両面 

 

2906  草稿「あとがき」       われらの詩のあとがき        １綴 

                   昭和２７年９月４日 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

2907  メモ             われらの詩第３回総会用メモ     １綴 

                   昭和２８年 

                   ペン書 広島電鉄労働組合罫箋 

 

2908  メモ（自筆）         峠三吉 筆             １綴 

                   われらの詩第８号発行用メモ 

                   昭和２５年 

                   Ｂ５ザラ紙半切２枚 

 

2909  書簡             われらの詩会員より和子夫人宛    １綴 

                   昭和２８年３月１０日以降 

                   ペン書 便箋１枚 

 

 

 



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

2910  ちらし「峠三吉追悼号につい  広島青年文化協会準備会       １綴 

    て」「ヒロシマ青年文化通信」 昭和２８年５月２４日発行（準備号 

                   第１号） 

                   孔版印刷 Ｂ５ザラ紙（２部） 

 

2911  ちらし「追悼号五万円基金カ  峠三吉追悼号編集委員会       １綴 

    ンパ協力要請」        昭和２８年 

                   孔版印刷 Ｂ５ザラ紙（５部） 

 

2912  ちらし「原稿・カンパ依頼」  峠三吉追悼号編集委員会       １綴 

                   昭和２８年５月８日 

                   孔版印刷 Ｂ５ザラ紙（４部） 

 

2913  ちらし「原稿・カンパ依頼」  峠三吉追悼号出版委員会       １綴 

                   昭和２８年６月６日 

                   孔版印刷 Ｂ５ザラ紙（４部） 

 

2913  書簡             且原純夫よりわれらの詩事務局宛   １通 

‐2                 昭和２８年３月以降 

                   Ａ４のし紙裏１枚 

   

  2914  名簿「第６回解放運動犠牲者追 昭和２８年３月１８日        １綴 

      悼会会葬者名簿」       謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚両面 

 

  2914  封書             井崎均よりわれらの詩（山村良介）宛 １通 

  ‐2                 昭和２８年６月２１日 

                     東京大学学生新聞用原稿用紙２枚 

 

  2915  招待状            解放運動犠牲者合葬追悼会世話人会よ １通 

                     りわれらの詩の会宛 

                     昭和２９年３月１２日 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

  2916  招待状・ちらし・他      第７回解放運動犠牲者合葬追悼会世話 １綴 

                     人会 招待状（Ｂ４ザラ紙１枚） 

                     追悼式次第（Ｂ５、Ｂ４ザラ紙各１枚） 

                     名簿１枚両面 昭和２９年３月１２日 

                     孔版印刷 Ｂ５ザラ紙（４部） 

 

  2917  ちらし「日本プロレタリア文学 三一書房              １綴 

      大系の普及についてのお願い」 昭和２９年１０月 

                     謄写印刷 Ｂ５ 

 

  2918  プログラム「ノーモアひろしま 昭和２８年１２月１９日       １枚 

      の集い」           Ｂ４半切１枚 

 

  2919  依頼文            角川書店より峠三吉・和子宛     １通 

                     昭和２９年８月２７日 

                     「昭和詩集」の原稿依頼 

 

  2920  プログラム「８月例会人間をか 東京労音創立１０周年記念例会    １枚 

      えせ」            謄写印刷 

 

  2921  封書             金達寿より且原純夫宛        １通 

                     昭和２８年６月４日 



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

  2922  書簡             且原純夫よりわれらの詩の会宛    １通 

                     昭和２８年４月１８日付 

                     青ペン書 原稿用紙１枚両面 

 

  2923  書簡             且原純夫よりわれらの詩の会（佐   １通 

                     々木君へ）宛 

                     昭和２８年４月１６日付 

                     原稿用紙１枚（No.1のみ） 

 

  2924  書簡             小田芳雄よりわれらの詩の会宛    １通 

                     昭和２８年３月２９日 

                     便箋２枚 

 

  2925  書簡             杉川信守よりわれらの詩の会（且原  １通 

                     純夫）宛 

                     （年不明）７月１２日 

                     便箋１枚 

 

 2926  書簡                          高木幸子よりわれらの詩の会宛        １通 

                                        （年不明）１月２０日 

                                        青ペン書  Ｂ５箋４枚（一部両面） 

 

  2927   書簡                          金てつよりわれらの詩の会宛          １通 

                                        不明  ペン書  Ｂ４原稿用紙１枚 

 

  2928   書簡                          松下海蔵よりわれらの詩の会宛        １通 

                                       （年不明）６月１１日 

                                        ペン書  原稿用紙半切１枚 

 

  2929   書簡                          差出人不明                          １通 

                                        昭和２８年（月日不明） 

                                        ペン書  ザラ紙３枚両面 

 

  2930   書簡                          且原純夫よりわれらの詩の会（佐  々   １通 

                                        木健朗）宛 

                                        ペン書  Ｂ５ザラ紙２枚両面 

 

  2931   書簡（自筆）                  山岡惇よりわれらの詩の会（且原純    １通 

                                        夫）宛 

                                        昭和２８年３月１５日 

                                        ペン書  便箋１枚 

 

  2932  書簡                          光井昭二より峠三吉追悼祭葬儀委員会  １通 

                                        宛 

                                        昭和２８年３月１６日 

                                        ペン書・肉筆  便箋 

 

  2933   書簡・申込書                  佐久間澄より峠三吉追悼号出版委員会  １通 

                                        宛 

                                        昭和２８年８月１３日 

                                        ザラ紙１枚両面 

  

  2934   メモ３点                      峠三吉追悼号出版に関するもの        １通 

                                        昭和２８年 

                                        ペン書  ザラ紙１枚                                 


