
 （新聞・機関誌類） 

資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

2536  思想春秋           春秋社               １綴 

                   昭和３年１１月 

                   Ａ４用紙１枚 

 

2537  同人誌「児童文学界」２号   童話作家集団            １綴 

                   昭和１５年１０月１日 

                   Ａ４用紙４頁 

 

2538  中国新聞           中国新聞社             １綴 

     昭和２１年８月１日     「当選所感」 峠三吉・筆 

 

2539  中国新聞           中国新聞社             １綴 

     昭和２１年８月２日     「一九六五年のヒロシマ１」 峠三 

                   吉・筆 

 

2540  中国新聞           中国新聞社             １綴 

     昭和２１年８月３日     「一九六五年のヒロシマ２」 峠三 

                   吉・筆 

 

2541  中国新聞           中国新聞社             １綴 

     昭和２１年８月４日     「一九六五年のヒロシマ３」 峠三 

                   吉・筆 

 

2542  中国新聞           中国新聞社             １綴 

     昭和２１年８月５日     「ユートピア広島の建設１」 佐藤 

                   七郎・筆 

 

2543  中国新聞           中国新聞社             １綴 

     昭和２１年８月６日     「ユートピア広島の建設２」 佐藤 

                   七郎・筆 

 

2544  中国新聞           中国新聞社             １綴 

     昭和２１年８月７日     「ユートピア広島の建設３」 佐藤 

                   七郎・筆 

 

2545  中国新聞           中国新聞社             １綴 

     昭和２１年８月８日     「ユートピア広島の建設１」 倉田 

                   舜一・筆 

 

2546  中国新聞           中国新聞社             １綴 

     昭和２１年８月１０日    「ユートピア広島の建設３」 

 

2547  文学新聞           新日本文学会            １綴 

     昭和２１年１１月１日    「工場農村での自発的文化運動…」 

                   なかのしげはる・筆 

 

2548  文学新聞第３号        新日本文学会            １綴 

     昭和２２年２月１日     「工場農村での自発的文化運動…」 

                   なかのしげはる・筆 

 

2549  文学新聞第３号        新日本文学会            １綴 

     昭和２２年３月１日     「職場文芸懇談会から文学サークル協 

                   議会へ…」 壷井繁治・筆 

 



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

2550  文学新聞 No.８        新日本文学会            １綴 

     昭和２２年１２月１５日   「次第に大衆に浸透、地方文化推進 

                   に…」 

 

2551  夕刊ひろしま         夕刊ひろしま新聞社         １綴 

     昭和２３年１月６日     「この低調を打破れ広島文学あすの 

                   課題・・・」 

 

2552  文学新聞 No.１０       新日本文学会            １綴 

     昭和２３年２月１５日    「小林多喜二記念文芸講演会」 

                    

2553  文学新聞 No.１１       新日本文学会            １綴 

     昭和２３年３月１５日    「功業に誓う感激、小林多喜二記念 

                   文芸講演会」 

 

2554  出版文化           日本出版協会            １綴 

     昭和２３年３月２１日    「自由と平和のために建設的な仕事 

                   を…」 

 

2555  青年連合新聞第７２号     広島県青年連合会          １綴 

    昭和２３年３月２７日     「産業復興への青年の歩み…」 

 

2556  文学新聞 No.１２       新日本文学会            １綴 

     昭和２３年４月１日     「林房雄・石川達三・戦犯文筆家の 

                   追放」 

 

2557  文学新聞 No.１３       新日本文学会            １綴 

     昭和２３年４月１５日    「二つの芸術への賞スターリン賞、 

                   日本芸術院賞」 

 

2558  青年文学第４・５号      青年文学会             １綴 

     昭和２３年６月１５日    「ノーベル文学賞に輝く人々」 

 

2559  文学新聞 No.１６       新日本文学会            １綴 

     昭和２３年６月１５日    「文学者の責任において戦争犠牲者 

                   の告発に…」 

 

2560  文学新聞 No.１７       新日本文学会            １綴 

     昭和２３年７月１日     第３回創作コンクール結果発表 

 

2561  文学新聞 No.２０       新日本文学会            １綴 

     昭和２３年９月１５日    「平和擁護の宣言を決議」 

 

2562  文学新聞 No.２２       新日本文学会            １綴 

     昭和２３年１０月１５日   「高松から高知まで」 壷井繁治・筆 

 

2563  文学新聞号外         新日本文学会            １綴 

     昭和２３年１０月２４日   「期待される運動の新展開」 

 

2564  文学新聞 No.２３       新日本文学会            １綴 

     昭和２３年１１月１５日   「新日本文学会第４回大会ひらく」 

 

2565  文学新聞 No.２４       新日本文学会            １綴 

     昭和２３年１２月１５日   「平和と文化を守る政治を！…」 

 



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

2566  私鉄ひろしまNo.２      広島電鉄労働組合教育宣伝部      １綴 

     昭和２３年１２月２５日   「文化・働く者の詩」 いしかわた 

                   くぼく・筆 

 

2566  機関誌「婦人部ニュース２」  広島電鉄労働組合婦人部       １綴 

‐2   昭和２４年９月１日     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙２枚 

   

  2567  文学新聞第２５号       新日本文学会            １綴 

       昭和２３年１月１日     「平和と文化を守る政党へ！…」 

   

  2568  ＹＭＣＡニュース第１７号   日本基督教会青年会同盟 Ａ４判   １綴 

       昭和２４年１月５日     新時代のＹＭＣＡ会館 

 

  2569  文学新聞第２６号       新日本文学会            １綴 

       昭和２４年１月１５日    「平和と文化を守る政党へ！…」 

 

  2570  題字不明           出版社不明             １綴 

       昭和２４年１月１５日    「リズム芸術の運動を起す」 

 

  2571  ESPOTR WEEKLY VOL.2 No.2  エスポワール文化サークル通信部   １綴 

       昭和２４年２月９日     「これからの運営２」 

 

  2572  ＹＭＣＡニュース第１８号   日本基督教青年会同盟 Ａ４判    １綴 

       昭和２４年２月５日     西日本に進む赤三角旗 

 

  2573  文学新聞第２７号       新日本文学会            １綴 

       昭和２４年２月１５日    「文化遺産擁護の闘争展開」 

 

  2574  広島教育時報 No.８      広島県教職員組合          １綴 

       昭和２４年３月１日     「労働戦線の統一へ！」 

 

  2575  ESPOTR WEEKLY VOL.2 No.9  エスポワール文化サークル通信部   １綴 

       昭和２４年３月９日     「フランス文化の一動向と若き世代 

                    の文化学動」 

 

  2576  ＹＭＣＡニュース１９号    日本基督教青年会同盟        １綴 

       昭和２４年３月５日     「健全な精神の復興こそ急務」 

 

  2577  大学新聞創刊号        大学新聞社             １綴 

       昭和２４年３月１５日    「創刊に寄せて」 

 

  2578  文学新聞第２９号       新日本文学会            １綴 

       昭和２３年３月１５日    「文化運動の新局面」 

 

  2579  文学新聞第３０号       新日本文学会            １綴 

       昭和２４年４月１日     「芸術家も源泉課税一本 適正課税 

                    要求」 

 

  2580  文学新聞第３１号       新日本文学会            １綴 

       昭和２４年４月１５日    「労組文化 文学活動の基本問題１」 

 

  2581  文学新聞第３２号       新日本文学会            １綴 

       昭和２４年５月１日     「労組文化 文学活動の基本問題２」 

 

 



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

  2582  ＹＭＣＡニュース２１号    日本基督教青年会同盟         １綴 

       昭和２４年５月１日     「わが希望の基礎」 

 

  2583  文化通信第３０号       広島文化社             １綴 

       昭和２４年５月２０日    「祝平和記念都市建設法」 

 

  2584  文学新聞３４号        新日本文学会            １綴 

       昭和２４年６月１日     「プーシキン生誕百五十年祭」 

 

  2585  文学新聞３６号        新日本文学会            １綴 

       昭和２４年１１月１１日   「三鷹事件公判迫る」 

 

  2586  機関誌「婦人部ニュース２」  広島電鉄労働組合婦人部長      １綴 

       昭和２４年９月１日     「婦人よ真実に手をさし伸べよ！」 

 

  2587  中国四国保育新聞創刊号    中国四国保育新聞社 Ｂ４判（６部） １綴 

       昭和２５年４月２１日    「幼児の教育その本質と使命」 

 

  2588  平和戦線３６号        赤旗出版社             １綴 

       昭和２５年６月９日     峠三吉詩「８月６日」発表 

 

  2589  新自由第３５号        新自由社 Ｂ４判          １綴 

       昭和２５年１２月１日    「文化時評 同人雑誌と平和の追従」 

 

  2590  私鉄ひろしま号外       広島電鉄労働組合 Ｂ５判      １綴 

       昭和２５年１０月２５日   「闘争委員会案を臨時大会に提出…」 

 

  2591  革命戦士No.２７        日本共産党中国地方委員会党報    １綴 

       昭和２５年１２月３日    「文化戦線の統一とサークルの組織」 

 

  2591  社説（複写）         昭和２５年９月           １綴 

  ‐2                 謄写印刷 Ｂ４ザラ紙２枚 

                     北京人民日報社説（全文）の手書複写 

 

  2592  わだつみのこえ        日本戦没学生記念会         １綴 

       昭和２５年１２月８日    「あらゆる場所で平和の討論 原爆は 

                     今も…」 

 

  2593  労働者 No.１２４       全日本金属労働組合         １綴 

       昭和２５年１２月２６日   「各地に平和の叫び、生徒も国連への 

                     協力に反対」 

 

  2594  「労働者」          全日本金属労働組合         １綴 

       昭和２６年１月１日     「全面講和で…」 

 

  2595  文化新聞 No.９        藤野菊治（山口市） Ｂ４判     １綴 

       昭和２６年５月１５日    「世界平和評議会アピールは文化人に 

                     何を提起しているか」 

 

  2596  文化新聞 No.１０       藤野菊治（山口市） Ｂ４判謄写印刷 １綴 

       昭和２６年５月３１日    「平和を守るイワン物語」 

 

  2597  わだつみのこえ        日本戦没学生記念会         １綴 

       昭和２６年６月７日     「わだつみの像故郷へかえる」 

 



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

  2598 International Peace Rrize for 謄写印刷 Ｂ４判           １綴 

     Literature,1950 Supplement 

          to world Student news,Vol.5 

     No.4 1951 

 

  2599  映画詩評３４号       姫路映画サークル協議会        １綴 

       昭和２７年２月１５日   「邦画一位は『麦秋』」 

 

  2600  広島生活新聞１１６号    広島生活新聞社            １綴 

       昭和２７年２月２０日   「幼き神々の声を聞け『原爆の子』 

                    友の会結成…」 

 

  2601  広島生活新聞１１９号    広島生活新聞社            １綴 

       昭和２７年３月２０日   「広島の表情」 

 

  2602  広島生活新聞１２２号    広島生活新聞社            １綴 

       昭和２７年５月１０日   「平和憲法を変えないで」 

 

  2603  婦人民主新聞第２７７号   婦人民主クラブ            １綴 

       昭和２７年３月      「子供を守る会（仮称）準備会でき 

                    る。」 

 

  2604  婦人民主新聞        婦人民主クラブ            １綴 

       昭和２７年４月６日    「『休暇』そのまま解雇、紡績女工 

                    さん…」 

 

  2605  日本読書新聞第６４０号   日本読書新聞             １綴 

       昭和２７年４月１６日   「政治と文学一つの場合」 

 

  2606  日本読書新聞第６４１号   日本読書新聞             １綴 

       昭和２７年４月２３日   「関心集める生活綴方」 

 

  2607  婦人民主新聞第２８１号   婦人民主クラブ            １綴 

       昭和２７年４月２７日   「近づくメーデー 破防法・文化人 

                    も反対」 

 

  2608  日本読書新聞第６４２号   日本読書新聞             １綴 

       昭和２７年４月３０日   「平和憲法の運命 第九条の解釈を 

                    めぐって」 

 

  2609  静岡新聞          静岡新聞社              １綴 

       昭和２７年５月２日    「侮りがたい日共攻撃、独占後の空白 

                    狙う」 

 

  2610  日本読書新聞第６４３号   日本読書新聞             １綴 

       昭和２７年５月７日    「ドイツ人からの訴え、僕らはごめん 

                    だ」 

 

  2611  日本読書新聞第６４４号   日本読書新聞             １綴 

       昭和２７年５月１４日   「現代詩米国へ紹介」 

 

  2612  日本読書新聞第６４５号   日本読書新聞             １綴 

       昭和２７年５月２１日   「雑誌というもの」 
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     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

  2613  婦人民主新聞第２８５号    婦人民主クラブ           １綴 

       昭和２７年５月２５日    「子供を守る会結成させ西ドイツ・ 

                     アメリカ平和のたより」 

 

  2614  図書新聞           図書新聞社             １綴 

       昭和２７年５月２６日    「もう話していゝこと」 

 

  2615  婦人民主新聞第２８６号    婦人民主クラブ           １綴 

       昭和２７年６月１日     「この子たちはどう育つ」 

 

  2616  中国新聞           中国新聞社             １綴 

       昭和２７年６月１０日    「『原爆の詩』一般から募集」 

 

  2617  図書新聞           図書新聞社             １綴 

       昭和２７年６月３０日    「今週のベスト５・売れ行き順位」 

 

  2618  日本読書新聞         日本出版協会            １綴 

       昭和２７年７月２３日    「頑張れ大田洋子さん」 

 

  2619  広島生活新聞１２９号     広島生活新聞社           １綴 

       昭和２７年８月１日     「戦争の危機を前に八月六日・『 

                     八月六日』峠三吉・詩 

 

  2620  姫路タイムス         姫路タイムス社           １綴 

       昭和２７年８月２日     「忘れられぬ八月六日・『原爆詩集 

                     』峠三吉・詩 

 

  2621  婦人民主新聞２９５号     婦人民主クラブ           １綴 

       昭和２７年８月３日     「６日広島９日長崎あの日から七年」 

 

  2622  図書新聞           図書新聞社             １綴 

       昭和２７年８月４日     詩；「序」峠三吉、「無題」サトウ 

                     ハチロー 

 

  2623  せかい平和３９号       平和擁護委員会           １綴 

       昭和２７年８月５日     「原爆詩集」 

 

  2623  日本読書新聞６５６号     日本出版協会            １綴 

  ‐2   昭和２７年８月６日 

 

  2624  中国新聞           中国新聞社             １綴 

       昭和２７年８月９日     映画『原爆の子』 

 

  2625  姫路タイムス         姫路タイムス社           １綴 

       昭和２７年８月１２日    「詩と絵の街頭原爆展・『原爆詩集 

                     』（峠三吉詩）紹介 

 

  2626  日本読書新聞         日本出版協会            １綴 

       昭和２７年８月１３日    「民族の運命と詩人・最近の平和詩 

                     集から 岡本潤筆」 

 

  2627  東京学生新聞         東京大学学生新聞会         １綴 

       昭和２７年８月１４日    「商業映画原爆の子…」 
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  2628  毎日新聞           毎日新聞社（西部）         １綴 

       昭和２７年８月１９日    「世界に訴える『原爆の詩』」 

 

  2629  毎日新聞           毎日新聞社             １綴 

       昭和２７年８月１９日    １・２・５・６頁のみ 

                     峠三吉の写真在り 

 

  2630  中国新聞（夕刊）       中国新聞社             １綴 

       昭和２７年８月２８日    「ピカドン文学総決算 訴える『人 

                     類の記録』」 

 

  2631  中国新聞           中国新聞社             １綴 

       昭和２７年８月３１日    「ヒロシマに咲いた美しい平和の話 

                     二つ」 

 

  2632  婦人新聞           婦人新聞社             １綴 

       昭和２７年９月１日     詩「原爆の非詩」 

 

  2633  アカハタ（号外）       日本共産党中央指導部        １綴 

       昭和２７年９月１３日    「民族解放のための広島県民の反米 

                     愛国統一綱領（草案）」 

 

  2634  婦人民主新聞         婦人民主クラブ           １綴 

       昭和２７年１０月１２日   「左派よ平和を守れ、職場にきくこ 

                     え」 

 

  2635  アカハタ           日本共産党中央指導部        １綴 

       昭和２７年１０月２１日   「米原子学者が原爆反対」 

 

  2636  アカハタ           日本共産党中央指導部        １綴 

       昭和２７年１０月２４日   「日本平和大会」 

 

  2637  朝日新聞           朝日新聞社             １綴 

       昭和２７年１１月３日    「北原白秋十年祭によせて」 

 

  2638  朝日新聞           朝日新聞社             １綴 

       昭和２７年１１月５日    「原爆乙女が平和の叫び・世界連邦 

                     会議第二日目」 

 

  2639  中国新聞           中国新聞社             １綴 

       昭和２７年１１月７日    「世界連邦アジア会議終る・広島よサ 

                     ヨーナラ！世界連邦アジア…」 

 

  2640  ＳＥＫＡＩ ＳＥＩＨＵ    世界政府協会            １綴 

       昭和２７年１１月１１日   映画教室『原爆の子』 

 

  2641  中国新聞（夕刊）       中国新聞社             １綴 

       昭和２７年１１月１８日   「水爆実験に成功…」 

 

  2642  自治労新聞          日本自治体労働組合総連合      １綴 

       昭和２７年１１月２４日   「『原爆の子』輸出禁止に…」 

 

  2643  広島生活新聞         広島生活新聞社           １綴 

       昭和２７年１１月１０日   「世界連邦アジア会議、爆心地に 

                     湧きあがる平和の声」 


