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                                                尾津訓三氏寄贈資料 
 

  資料 
 番号 

 
     資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 
           1  「詩集  にんげんをかえせ」    増岡  敏和  編  初版第１０刷        １冊  新日本文庫１１１ 

                                            新日本出版社  昭和６３年刊 

       
           2  「原爆詩集」                  峠  三吉  著  復刻版                １冊 

                                            昭和５８年刊 

       
           3  雑誌「反戦詩歌集」第２集      復刻版                              １冊 

                                            反戦詩歌人集団発行 

       
           4  雑誌「われらの詩」            復刻版                              １冊 

                    昭和２５年８月号        われらの詩の会発行 

       
           5  「原爆詩集」                  峠  三吉  著  復刻版                １冊  峠三吉没後３５年記念 

                                            昭和６３年刊                              袋入り 

                                            作品「目」・「八月六日」コピー・ 

                                            「没後３５年によせて」同封 

       
           6  台本「河」                    「河」上演実行委員会                １冊  峠三吉没後３５年・土屋清追  
                                          昭和６３年刊                              悼 

       
           7  雑誌「暮しの手帖」１５        暮しの手帖社  昭和６３年８月        １冊  「特集  行李の中から出てき  
                                                                                    た原爆の詩」 

       
           8  機関誌「文団連ニュース」      広島県文化団体連絡会議              １部  「河」公演、峠三吉遺品展、  
                                №５４    昭和５８年８月  手書き印刷                ほか 

       
           9  機関誌「文団連ニュース」      広島県文化団体連絡会議              １部  峠三吉碑前祭記事掲載 

                                  №５２    昭和５８年４月 

       
          10  「峠三吉没後３０年報」№１    昭和５８年３月５日                  １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                            峠三吉没後３０年記念事業委員会 

       
          11  ちらし                        昭和５８年３月                      １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５ザラ紙 

                                            峠三吉没後３０年碑前祭に関するビ 

                                            ラ 

       
          12  呼びかけ                      昭和５８年１月                      １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ４用紙 

                                            峠三吉没後３０年記念事業委員会 

                                            広島県文化団体連絡会議 

                                            「峠三吉没後３０年のとりくみを成 

                                            功させよう」 

       
          13  パンフレット                  昭和５８年３月６日  Ａ４用紙        １枚 

                                            峠三吉没後３０年記念事業委員会 

                                            広島県文化団体連絡会議 

       
          14  会報                          昭和５８年３月１５日  Ａ３二つ折    １部 

                                            峠三吉記念事業委員会 
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    15  ビラ                          昭和５８年３月１５日  三つ折り      １枚 

                                      峠三吉没後３０年記念事業委員会 

                                      「原爆詩集」復刻宣伝 

 

    16  許可書                        昭和５８年３月２３日  Ｂ４用紙      １枚 

                                      広島平和記念館 

                                      「峠三吉遺品展」開催に関する特設 

                                      展示場の使用許可書 

 

    17  機関誌「文団連ニュース」      広島県文化団体連絡会議              １部  「峠三吉没後３０年」行事の        
                        №５３      昭和５８年６月                            記事掲載 

 

    18  進行表                        昭和５８年６月２１日  Ｂ５用紙      １枚 

                                      峠三吉遺品展進行表 

 

    19  ビラ                          昭和５８年６月  Ｂ５用紙            ２枚 

                                      峠三吉没後３０年記念事業委員会 

                                      峠三吉遺品展（６月２１日～３０日） 

 

    20  願書                          昭和５８年６月２７日付              １綴  「風のように炎のように」 

                                      Ｂ４用紙２枚（コピー）                    （広島テレビ）放映関係 

                                      広島テレビから遺品展関係者への借 

                                      用願 

 

    21  ビラ                          昭和５８年８月  Ｂ５用紙            １枚 

                                      峠三吉没後３０年記念事業委員会 

                                      劇「河」（８月２日～４日公演）の 

                                      前夜祭用 

 

    22  入場整理券                    昭和５８年８月   7.5×21㎝          ４枚 

                                      峠三吉没後３０年記念事業委員会 

                                      劇「河」（８月２日～４日公演） 

                                      の入場整理券 

 

    23  ちらし                        昭和６２年２月                      ２枚 

                                      謄写印刷  Ｂ４用紙 

                                      峠三吉没後３０年記念事業委員会 

                                      峠三吉碑前祭の案内 

 

    24  進行表                        昭和６２年３月                      １枚 

                                      謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                      峠三吉碑前祭進行と任務割り表 

 

    25  プログラム                    昭和６２年３月８日                  １枚 

                                      謄写印刷  Ｂ４二つ折 

                                      峠三吉没後３４年碑前祭式次第 

 

    26  機関誌「文団連ニュース」      広島県文化団体連絡会議              １部  「峠三吉碑前祭・資料保存に        
                        №６６      昭和６２年５月                            ついて」 

 

    27  プログラム                    昭和６２年８月５日  Ｂ５用紙        １部 

                                      「第８回ノーモア・ヒロシマコンサ 

                                      ート」  人間をかえせ  峠和子の死 

                                      発表 
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          28  資料                          昭和６３年３月  Ｂ４コピー紙３枚    １綴 

                                            峠三吉没後３５年碑前祭司会プロッ 

                                            ト 

       
          29  ちらし                        昭和６３年２月                      １枚 

                                            謄写印刷  Ａ４用紙 

                                            峠三吉没後３０年記念事業委員会 

                                            「あつまろう三吉忌・碑前祭」 

       
          30  資料                          昭和６３年２月１２日                １枚 

                                            Ｂ５コピー紙 

                                            三吉忌・碑前祭手話詩 

                                            進行プロット  手話構成 

       
          31  パンフレット                  昭和６３年３月６日                  １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                            三吉忌・碑前祭プログラム 

       
          32  進行表                        昭和６３年３月６日  Ｂ５コピー紙    １枚 

                                            峠三吉没後３５年碑前祭進行表 

       
          33  カンパ用紙                    昭和６３年１月  Ｂ５用紙            ２枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                            峠三吉記念事業委員会 

                                            峠三吉没後３５周年記念事業用 

       
          34  呼びかけ文                    昭和６３年２月                      １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ４用紙 

                                            峠三吉記念事業委員会 

                                            峠三吉没後３５周年記念事業用 

       
          35  ちらし                        昭和６３年５月１１日                １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                            峠三吉記念事業委員会 

                                            ビデオ鑑賞・「河」けいこを観る会 

                                            案内 

       
          36  ビラ                          昭和６３年４月１９日                １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                            「河」上演委員会 

                                            広島市民劇場学習会案内ビラ 

       
          37  ちらし                        昭和６３年５月                      １枚 

                                            手書印刷  Ｂ４用紙 

                                            「河」上演委員会 

                                            劇「河」出演者募集 

       
          38  ちらし                        昭和６３年６月  Ｂ５用紙            １枚 

                                            「峠三吉文学資料展－愛と平和のバ 

                                            ラード」用 

       
          39  計画表                        昭和６３年７月２９日                １枚 

                                            Ｂ５用紙（ワープロ） 

                                            「峠三吉文学資料展」会場朗読予定 

                                            表 
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    40  ビラ                          昭和６３年４月  Ｂ５用紙            ３枚 

                                      「河」上演委員会 

                                      劇「河」宣伝ビラ 

 

    41  ビラ                          昭和６３年３月                      ２枚 

                                      謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                      「河」上演委員会 

                                      劇「河」用宣伝ビラ 

 

    42  パンフレット                  昭和６３年４月  Ｂ５用紙            １部 

                                      「河」上演委員会 

                                      劇「河」入場者配布用 

 

    43  感想集                        昭和６３年９月２６日                １部 

                                      手書印刷  Ｂ５版 

                                      劇「河」公演に関する感想文集 

 

    44  封書                          川村幸子より尾津訓三宛              １通 

                                      昭和６３年３月１０日付 

 

    45  封書                          門倉・より尾津訓三宛                １通 

                                      昭和６３年５月２６日付 

 

    46  封書                          今井千栄子より尾津訓三宛            １通 

                                      昭和６３年６月４日付 

 

    47  葉書                          門倉・より尾津訓三宛                １葉 

                                      昭和６３年６月１４日付 

 

    48  葉書                          井上光晴より尾津訓三宛              １葉 

                                      昭和６３年６月１４日付 

 

    49  封書                          鈴木一子より尾津訓三宛              １通 

                                      昭和６３年７月４日付 

 

    50  葉書                          門倉・より尾津訓三宛                １葉 

                                      昭和６３年７月１７日付 

 

    51  封書                          今井千栄子より尾津訓三宛            １通 

                                      昭和６３年７月１８日付 

 

    52  封書                          門倉・より尾津訓三宛                １通 

                                      昭和６３年７月２０日付 

 

    53  葉書                          今堀誠二より尾津訓三宛              １葉 

                                      昭和６３年７月２９日付 

 

    54  封書                          山岡和範より尾津訓三宛              １通 

                                      昭和６３年８月１８日付 

 

    55  封書                          今井千栄子より尾津訓三宛            １通  封筒なし 

                                      昭和６３年８月  日付不明 

 

    56  封書                          今井千栄子より尾津訓三宛            １通 

                                      昭和６３年１０月９日付 
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          57  葉書                          今井千栄子より尾津訓三・池田正彦    １葉 

                                            宛 

                                            昭和６３年１２月２１日付 

       
          58  葉書                          今井千栄子より尾津訓三宛            １葉 

                                            昭和６３年８月２８日付 

       
          59  封書                          今井千栄子より尾津訓三宛            １通 

                                            平成元年９月２１日付 

       
          60  葉書                          広島女子大学図書館より尾津訓三宛    １葉 

                                            昭和６３年８月３１日付 

       
          61  写真                          昭和５８年３月６日                  ９枚 

        ～69                                峠三吉没後３０年碑前祭にて 

       
          70  写真                          昭和５８年６月３０日                ２枚 

        ～71                                峠三吉詩碑、平和記念館にて 

       
          72  写真                          昭和５８年８月５日                  ２枚 

        ～73                                統一原水爆禁止世界大会にて 

       
          74  写真                          昭和６０年                          １枚 

                                            第１回「広島市民平和の集い」にて 

       
          75  写真                          昭和６１年８月６日                  ４枚 

        ～78                                統一原水爆禁止世界大会、峠三吉詩 

                                            碑にて 

       
          79  写真                          昭和６２年８月１４日                ２枚 

        ～80                                峠三吉詩碑にて 

       
          81  写真                          昭和６２年８月２０日                ２枚 

        ～82                                三戸頼雄氏留守宅（広島市南区）に 

                                            て 

       
          83  写真                          昭和６３年３月５日～６日          １５枚 

        ～97                                没後３５周年峠三吉碑前祭関係 

       
          98  写真                          昭和６３年４月１６日                １枚 

                                            広島大学にて 

       
          99  写真                          昭和６３年６月～８月              １５枚 

        ～113                               峠三吉文学資料展関係 

       
         114  写真                          昭和６３年８月２７日                ２枚 

        ～115                               広島文学資料保全の会 

       
         116  写真                          昭和６３年８月１８日                ４枚 

        ～119                               三戸頼雄氏宅（広島市南区）にて 

       
         120  写真                          平成元年９月８日                    ５枚 

        ～124                               今井千栄子氏宅（茨城県水戸市）にて 
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   125  写真                          平成元年９月１５日                  ２枚 

  ～126                               三戸頼雄氏留守宅（広島市南区）にて 

 

   127  写真                          平成元年１１月１７日                ２枚 

  ～128                               広島市立中央図書館にて 


