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  2324  表紙原画（峠三吉詩集用）   四国五郎 画            ２枚 

 ～2325                 昭和２６年 

                     Ｂ４画用紙半切 

 

  2326  「ひろしま詩集」表紙原画   四国五郎 画            ２枚 

 ～2327                 昭和２７年 

                     Ｂ５画用紙 

 

  2328  「ヒロシマ詩集」表紙原画   四国五郎 画            ３枚 

 ～2330                 昭和２７年 

                     Ｂ５画用紙 

 

  2331  メモ             昭和２５年頃            １綴 

                     Ｂ５ザラ紙半切１枚 

                     破防法反対対策準備会についてのメモ 

 

 

 

 

 （「原爆の詩」「原子雲の下より」関係） 

 

  2332  草稿「お願い」（自筆）    昭和２７年６月           １綴 

                     赤ペン書 

                     募集の「おねがい」 

 

  2333  挨拶文            昭和２７年５月３１日        １綴 峠三吉署名入り 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙１枚両面 

                     「原爆の詩」募集に関する挨拶文 

 

  2333  詩              昭和２７年             １綴 

  ‐2                 ペン・鉛筆書 原稿用紙１枚 

                     「原爆の詩」応募作品 

 

  2334  依頼文            昭和２７年６月１日付        １綴 

                     謄写印刷 Ｂ４判１枚 

                     「原爆の詩」募集の「おねがい」 

 

  2335  資料             昭和２７年６月１日付        １綴 

                     謄写印刷 Ｂ４・Ｂ５・Ａ５判４枚 

                     「原爆の詩」原稿募集に関する資料 

 

  2336  草「感想・批判・募集」稿   昭和２７年８月           １綴 

                     青ペン書 青木書店原稿用紙３枚 

 

  2337  原稿（印刷用）        昭和２７年８月           １綴 

                     Ａ４原稿用紙２枚 

 

  2338  メモ             昭和２７年６月           １綴 

                     青ペン書 Ｂ４ザラ紙１枚 

                     「原爆の詩」発行に関するメモ 

 

  2339  報告文            昭和２７年６月９日付        １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚（２部） 
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  2340  メモ             昭和２７年             １綴 

                     青ペン書 Ａ５原稿用紙裏面 

                     「原爆の詩」募集に関して 

 

  2341  メモ             昭和２７年６月６日         １綴 

                     青ペン書 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

                     「原爆の詩」募集に関して（山代報告） 

 

  2342  メモ             昭和２７年６月７日         １綴 

                     青ペン書 Ｂ５原稿用紙裏面１枚 

                     「原爆の詩」募集に関して（山代報告） 

                     「高校文芸部会合…」 

 

  2343  メモ             昭和２７年６月１３日        １綴 

                     ４枚 

                     「原爆の詩」原稿募集の作業・内容メモ 

 

  2344  メモ             昭和２７年６月           １綴 

                     青ペン書 Ｂ５ザラ紙半切２枚 

                     「原爆の詩」原稿募集活動について・ 

                     峠三吉の行動メモ 

 

  2345  名簿             昭和２７年６月           １綴 

                     青ペン書 Ｂ４ザラ紙２枚 

                     「原爆の詩」原稿募集対象学校の名簿 

 

  2346  メモ             昭和２７年６月           １綴 

                     青ペン書 Ｂ５ザラ紙半切４枚 

                     「原爆の詩」収集メモ 

 

  2347  草稿「おねがい」       峠三吉 起草            １綴 

                     昭和２７年６月１日付 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚（４部） 

                     「原爆の詩」原稿募集の訴え 

 

  2348  メモ             昭和２７年６月２日～        １綴 

                     Ｂ５左綴じノート１５頁 

                     「原爆の詩」原稿収集に関するメモ 

 

  2349  メモ             昭和２７年６月２日～        １綴 

                     Ｂ５ノート３頁 

                     「原爆の詩」原稿収集に関するメモ簿 

 

  2350  原爆の詩編纂委員会記・原稿依 昭和２７年６月１日～        １綴 

      頼団体名簿          Ｂ５ザラ紙 

 

  2351  メモ             昭和２７年             １綴 

                     青ペン・赤鉛筆書 原稿用紙裏面 

                     「原爆の詩」作品に対するメモ 

 

  2352  メモ             昭和２７年６月１０日        １綴 

                     Ｂ４原稿用紙１枚 

                     「原子雲の下」原稿依頼に関するメモ 
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  2353  メモ             昭和２７年６月           ３綴 

  ～55                 原稿送付メモ 

 

  2356  メモ             昭和２７年８月           １綴 

                     Ｂ５青木書店原稿用紙裏面１枚 

 

  2357  メモ             昭和２７年８月           ２綴 

  ～58                 鉛筆・青ペン書 Ａ５ザラ紙・Ｂ５原 

                     稿用紙 

                     「原爆の詩」応募作品に対する感想ほか 

 

  2359  草稿「原爆の詩」序文（自筆） 昭和２７年８月           １綴 

                     青ペン書 Ｂ５ザラ紙２枚 

 

  2360  メモ（統計表）        昭和２７年             ３綴 

  ～62                 Ｂ４判２４枚 

                     「原爆の詩」応募作品の統計 

 

  2363  挨拶文            昭和２７年７月１６日付       １綴 

                     謄写印刷 Ｂ４判１枚 

                     「原爆の詩」応募に対するお礼 

 

  2364  メモ             昭和２７年９月           １綴 

                     Ｂ５原稿用紙１枚 

                     「原爆の詩」に関するメモ・出版記念 

                     会用メモ 

 

  2365  自筆メモ           昭和２７年９月           １綴 

                     Ｂ４原稿用紙２枚 

                     「原子雲の下」出版記念会メモ 

 

  2366  メモ             昭和２７年８月           １綴 

                     青ペン書 Ｂ４原稿用紙１枚 

                     「原子雲の下」出版記念会メモ 

 

  2367  案内状            昭和２７年１０月２日付       １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５判１枚 

                     「原子雲の下」出版記念会「お知らせ」 

 

  2368  自筆メモ           昭和２６年１０月２１日       １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５原稿用紙１枚裏面 

                     「原爆の詩」編纂委員会メモ 

 

  2369  草稿「原子雲の下より・あとが 昭和２７年９月４日         １綴 

      き」             ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

  2370  メモ             昭和２７年             １綴 

                     Ｂ４原稿用紙裏面３枚 

                     「原子雲の下より」企画メモ 

 

  2371  自筆メモ           昭和２７年５月２８日        １綴 

                     原稿用紙裏１枚 

                     「原爆の詩」原稿募集に関するメモ 
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  2372  メモ             昭和２７年             １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙４枚 

                     原爆に関する詩集編纂についての 

                     メモ 

 

  2373  草稿「原子雲の下より・序文」 年月日不明             １綴 

      （自筆）           ペン書 原稿用紙１枚 

                     「此の詩集を読まれたあなたに…」 

 

  2374  「子供の詩は教える」（自筆  年月日不明             １綴 

      原稿）            青・赤ペン書 原稿用紙１４枚 

 

  2375  草稿「序文」（自筆）     年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ｂ５原稿用紙２０枚 

                     「原子雲の下より」の序文 

                     「一九四五年八月六日」、午前八時一 

                     五分、…」 

 

  2376  草稿「傷」          昭和２７年             １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙２枚 

 

  2377  詩草稿「傷痕」        昭和２７年             １綴 

                     赤ペン書 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

  2378  草稿「傷」          昭和２７年             １綴 

                     赤ペン書 Ｂ４ザラ紙２枚 

 

  2379  草稿「序文」         昭和２７年８月６日         １綴 

                     ペン書 原稿用紙１９枚 

                     「原子雲の下より」の青木文庫用序文 

                     「１９４５年…」 

 

  2380  封筒             昭和２７年６月          ２１綴 

～2400                 「原爆の詩」原稿送付用 

 

  2401  プログラム「平和大講演会」  昭和２７年７月９日         １綴 

                     謄写印刷 

 

  2402  葉書             山本美恵子より「原子雲の下より」出 １葉 

                     版記念会宛 

                     昭和２７年１０月２日付 

 

  2403  自筆メモ           昭和２７年６月           １綴 

                     青ペン書 Ａ４ザラ紙半切１枚 

                     「原爆の詩」に関するメモ 

 

  2404  自筆メモ           昭和２７年６月           ２綴 

 ～2405                 ペン書 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

                     「原爆の詩」に関するメモ 

 

  2406  自筆メモ           昭和２７年７月           １綴 

                     鉛筆書 青木書店原稿用紙裏面１枚 

                     「原子雲の下に」序文メモ 

 

 


