
（原爆関係） 
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  2246  「負傷者収容所」（草稿）   昭和２５年             １綴 「原爆詩集」掲載 

                     ペン書 原稿用紙７枚 

 

  2247  詩「繪本」（自筆原稿）    昭和２５年             １綴 

                     ペン書 Ｂ４西洋紙１枚 

 

  2248  詩「絵本」（自筆原稿）    昭和２５年             １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙１枚 

 

  2249  詩「友」（草稿）       年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

  2250  詩「墓標」（草稿）      昭和２５年             １綴 

                     ペン書 Ｂ４ザラ紙１枚両面 

 

  2251  詩「原爆詩抄」（草稿）    昭和２６年             １綴 

                     青ペン・鉛筆書 Ｂ４西洋紙１枚 

 

  2252  詩案プロット         昭和２６年             １綴 

                     Ｂ４ザラ紙（「けやき」の裏面）１枚 

 

  2253  詩草稿・無題         不明                １綴 

                     ペン書 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     裏面に鉛筆メモあり 

                     「さらに数年…」 

 

  2254  「丸木位里・赤松俊子原爆の図 不明                １綴 

      に寄せて」（草稿）      ペン書・鉛筆 Ｂ４原稿用紙１枚 

 

  2255  「靴」（草稿）        昭和２８年１月１８日        １綴 

                     ペン書 Ｂ５便箋１枚 

 

  2256  合唱劇・草稿         不明                １綴 

                     青ペン書 Ｂ５青木書店原稿用紙１枚・ 

                     メモ紙１枚 

 

  2257  詩草稿            不明                １綴 

                     青ペン書 Ｂ５ザラ紙半切２枚 

                     「国内のわたしたちが…」 

 

  2258  草稿             不明                １綴 

                     青ペン書 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     「小林さんの話」として聞き書き 

 

  2259  詩「第３次世界大戦おこるかも 不明                １綴 

      しれない」（草稿）      ペン書 Ｂ５原稿用紙１枚裏面 

 

  2260  詩「ある婦人え」（草稿）   不明                １綴 

                     ペン書 Ｂ４用紙２枚 

 

  2261  詩「或る婦人へ」（自筆原稿） 不明                １綴 

                     鉛筆書 Ｂ４ザラ紙１枚 
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  2262  詩「夜」（草稿）       不明                １綴 

                     ペン書 Ｂ４ザラ紙２枚 

 

  2263  草稿「原爆の図展によせて」  昭和２５年             １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

  2264  詩「希い」（草稿）      不明                １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５原稿用紙１枚両面 

 

  2265  詩草稿            不明                １綴 

                     ペン書 Ｂ５ザラ紙１枚両面 

                     「その少女をどうしよう…」 

 

  2266  「生 理 母と娘」      不明                １綴 

                     鉛筆書 原稿用紙裏面１枚 

 

  2267  詩「河のある風景」（草稿）  昭和２５年１０月          １綴 

                     ペン書 Ｂ４用紙１枚 

 

  2268  詩「河のある風景」（草稿）  昭和２５年１２月５日発表      １綴 

                     ペン書 原稿用紙２枚 

                     印刷指定書き込みあり 

 

  2269  詩草稿            昭和２６年８月１４日発表      １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙１枚（No.2,3欠落） 

                     山口県平和擁護委員会結成大会の記録 

 

  2270  詩草稿「一九五〇・八・六」  昭和２４年             １綴 

                     鉛筆書 ＹＭＣＡメモ用紙１枚 

 

  2271  詩草稿            昭和２４年             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙１枚両面 

                     「見なければならない…」 

 

  2272  詩草稿            不明                １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５原稿用紙１枚 

                     「７丁目のトーフや父がとびこんで 

                     …」 

 

  2273  詩草稿            不明                １綴 

                     鉛筆書 ＹＭＣＡメモ用紙１枚 

                     「電車通りを渡ったそれは音ではない 

                     …」 

 

  2274  詩「晴れた日に」（草稿）   不明                １綴 

                     ペン書Ｂ４上質紙１枚 

 

  2275  詩草稿            昭和２５年             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ４ザラ紙１枚 

                     「君はそこにいたのだろう…」 

 

  2276  詩「序曲（曲ったペン）」   昭和２６年７月１５日        １綴 

      （自筆原稿）         青ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 
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  2277  詩「八月六日」        昭和２５年             １綴 峠三吉署名あり 

                     ペン書 Ｂ５ザラ紙２枚 

 

  2278  詩草稿「一九五一年のヒロシマ 昭和２６年７月２０日        １綴 

      （その１）」         ペン書 原稿用紙２枚 

 

  2279  詩「生」（草稿）       不明                １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     「会社へと食物あさりにと…」 

 

  2280  詩「生」（草稿）       不明                １綴 

                     ペン書 Ｂ４西洋紙１枚 

                     「勤めへと食物あさりにと…」 

 

  2281  詩「こどもえ」        不明                １綴 

                     ペン書 Ｂ４西洋紙３枚 

 

  2282  メモ             不明                １綴 

                     ペン書 原稿用紙１枚 

                     詩集の構成・プラン 

 

  2283  「Ａ.構図」          不明                １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙裏２枚 

 

  2284  詩「死－全ての理想と勇気を失 不明                １綴 

      った夜に－」         鉛筆書 ザラ紙３枚 

 

  2285  詩「Ｂ.死」          不明                １綴 

                     ペン書 ザラ紙１枚 

 

  2286  詩「２.死」          不明                １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙５枚 

 

  2287  詩「負傷者収容所」（草稿）  不明                １綴 

                     ペン書 Ｂ４ザラ紙２枚 

 

  2288  詩「歴史」（草稿）      不明                １綴 峠三吉署名あり 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙７枚 

 

  2289  詩草稿            不明                １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙裏面１枚 

                     「梁の下 埃煙の…」 

 

  2290  自筆メモ           不明                １綴 

                     鉛筆書 Ａ４ザラ紙半切５枚 

                     正田篠枝の生い立ち・被爆・体験記他 

 

  2291  葉書             久保隅哲彦宛            １綴 

                     昭和２７年９月１７日付 

                     「原爆詩集」出版案内 

 

  2292  メモ             昭和２７年９月２１日        １綴 

                     青ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

                     「原爆詩集」出版記念会の準備メモ 
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  2293  メモ             昭和２７年９月２１日        １綴 

                     Ｂ４ザラ紙３枚両面 

                     「原爆詩集」出版記念会の準備メモ 

 

  2294  メモ             昭和２７年９月２１日        １綴 

                     「原爆詩集」出版記念会当日のメモ 

 

  2295  領収書            昭和２７年９月２１日        １綴 

                     集会の会場メモ 

 

  2296  「平和宣言」（草稿）     昭和２７年８月６日         １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙 

 

  2297  「宣言」（自筆原稿）     昭和２７年８月６日         １綴 

                     ペン書 原稿用紙１枚 

                     平和大会の宣言文案 

 

  2298  「一九五〇年の八月六日」（自 昭和２５年             １綴 

      筆原稿）           ペン書 変形原稿用紙６枚 

 

  2299  「平和宣言」         広島県学生自治連盟発行       １綴 

                     昭和２４年８月５日 

                     謄写印刷 Ｂ４判１枚 

 

  2300  自筆メモ           年月日不明             １綴 

                     青ペン書 帳簿の裏面 

 

  2301  プログラム「原爆の子の集い母 広島市教育委員会原爆の子友の会   １綴 

      と子の会」          昭和２７年 

                     謄写印刷 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

 

  2302  自筆メモ           昭和２７年２月１７日        １綴 

                     鉛筆書 Ａ４ザラ紙半切１枚 

                     原爆の子友の会結成会に出席して 

 

  2303  自筆メモ           昭和２７年１月           １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５ザラ紙裏面１枚 

                     年賀展準備メモ 

 

  2304  案内状            昭和２７年３月５日         １綴 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

                     平和文化展への「呼びかけ」 

 

  2305  案内状            昭和２７年８月６日         １綴 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

                     原爆被害者の会からの発会式案内 

 

  2306  会則「原爆被害者の会会則」  昭和２７年８月１０日        １綴 

                     謄写印刷 ザラ紙２枚 

 

  2307  ちらし            昭和２７年１０月２５日       １綴 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚（３部） 

                     「ウィーン平和大会への原爆被害者の 

                     代表をおくろう！…」 
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  2308  ちらし            昭和２５年             １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     原爆の図展覧会の案内ビラ 

 

  2309  ちらし 原爆の図出版宣伝依頼 昭和２７年             １綴 

                     謄写印刷 Ａ５ザラ紙１枚 

 

  2310  作品             昭和２８年１０月          １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     原爆の図と詩（英訳文） 

 

  2311  要望書            広島県教組委員長大原亨より「原爆  １綴 

                     の子」映画化について 

                     昭和２７年７月１３日 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

  2312  声明文「原爆の子」映画化に関 広島県教職員組合より        １綴 

      する経過報告と同志の協力要請 昭和２７年７月２３日 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

  2313  声明文 映画「原爆の子」に対 原爆の子友の会           １綴 

      する非協力見解        昭和２７年７月２３日 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

  2314  声明文 映画「原爆の子」に対 長田新 筆             １綴 

      する見解           昭和２７年７月 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

  2315  趣意書「発会準備会案内趣意書」森滝市郎（広島子供を守る会代表）筆 １綴 

                     昭和２８年２月１５日 

                     謄写印刷 Ｂ４西洋紙２枚 

 

  2316  案内状「財政賛助会募集趣意  原爆被害者の会           １綴 

      書」             昭和２８年３月１日 

                     謄写印刷 Ｂ４西洋紙１枚 

 

  2317  自筆メモ           不明                １綴 

                     Ｂ５ザラ紙半切（詩人協会会則裏面） 

 

  2318  ちらし「民主的な出版の危機に 日本民主主義擁護同盟        １綴 

      さいして」          昭和２７年７月７日 

                     謄写印刷 ザラ紙１枚 

 

  2319  招待券            昭和２７年１２月２４日       １枚 

                     「白毛女」試写会用 

 

  2320  「原爆詩集」表紙原画     丸木俊 画             １枚 

                     年月日不明 画用紙 

 

  2321  「原爆詩集」カバー原画    丸木俊 画             １枚 

                     昭和２７年 画用紙 

 

  2322  「原爆詩集」表紙原画     四国五郎 画            ２枚 

 ～2323                 年月日不明 

                     Ｂ４画用紙半切 


