
 （われらの詩の会 詩原稿） 

資料 
番号 
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     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

  2742  「弟の日記」         四国五郎 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙１５枚 

 

  2743  「女に生れて」        杉生直子 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙３枚 

 

  2744  「画家Ｎさんのこと」     豊田清史 筆            １綴 

                     Ｂ５私製原稿用紙７枚 

 

  2745  「原爆に殺された恵子よ！」  島秋雄 筆             １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙１１枚 

 

  2746  「子供の詩と現実」      青木修一 筆            １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙４枚 

 

  2747  「職場の若い方の為に」    川本政子 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙３枚 

 

  2748  「未知のあなたへの手紙」   のざわきくお 筆          １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙５枚 

 

  2749  「古い家について」      杉生直子 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙６枚 

 

  2750  「ひろめることとたかめること」且原純夫 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４私製原稿用紙１４枚 

 

  2751  「宮本百合子の死を悼む」   作者不詳              １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙４枚 

 

  2752  「その日はいつか」のことなど 多喜和夫 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙５枚 

 

  2753  「秋のピエロと私」      作者不詳              １綴 

      「祐ちゃんの夢」 他３点   ペン書 Ａ４中国繊維原稿用紙３枚 

 

  2754  「平和のうたを」       大場義人 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

  2755  「エンジンのうなり」     のざわきくお 筆          １綴 峠三吉の朱筆校正あり 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙４枚 

 

  2756  「もだえて」         畠中蓑之介 筆           １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

  2757  「竿」            甲田郁 筆             １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙３枚 

 

  2758  「かえり来ぬ母のためにも」  作者不詳              １綴 

      「よせる波よ」        三住淳 筆 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙５枚 
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  2759  「蛇の眼」          山田朔人 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

  2760  「私の顔」          丸山鶴松 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

  2761  「光に泪あれ」        作者不詳 昭和２５年５月１１日   １綴 

      「療養所について（その１）」 鉛筆書 Ｂ５原稿用紙４枚 

 

  2761  集計表（メモ）        昭和２５年             １枚 

  ‐2                 ペン書 原稿用紙１枚 

 

  2762  「だんまりっこ」       影山陶吉 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ５原稿用紙３枚両面 

 

  2763  「台風の夜に         むらなかよしほ 筆         １綴 

         －午前三時の幻想－」  ペン書 Ｂ４私製原稿用紙３枚 

 

  2764  「希ひ」           佐藤嵐 筆             １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙１枚 

                     応募「ヒロシマ詩集」用 

 

  2765  「乙女に贈る詩」       畠中蓑之介 筆 昭和２５年     １綴 

                     ペン書 Ａ５原稿用紙２枚 

 

  2766  「河にて」          岡本健吉 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

  2767  「純毛と木綿」        （姓不詳）清 筆 昭和２６年１月  １綴 

                     ９日 鉛筆書 

                     Ｂ５岡山都市労働組合用箋２枚 

 

  2768  詩草稿            作者不詳              １綴 

                     ペン書 Ｂ５山陽図書原稿用紙４枚 

                     「悲しみの…」  

 

  2769  「火の夜」          楠哲和 筆             １綴 Ｎｏ．1.2.欠落 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

  2770  「約束」           毛利和恵 筆            １綴 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙１枚 

 

  2771  「あなたは虚偽だと      毛利和恵 筆            １綴 

        仰言るでせうか」     ペン書 Ｂ５原稿用紙３枚 

 

  2772  「貞明皇后に捧げる歌」    島村順一郎 筆           １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙５枚 

 

  2773  「古い家」          杉生直子 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ５原稿用紙２枚 

 

  2774  「小さな駅で」        まきふみし 筆           １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

ｍ 
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  2775  血ヲウル話          みとおちお 筆           １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙３枚 

 

  2776  「夏休み」          泉秀子 筆             １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙４枚 

 

  2777  「無題」           山上春彦 筆            １綴 峠三吉の評あり 

                     ペン書 Ｂ５原稿用紙３枚 

 

  2778  「輝やき」          作者不詳 昭和２６年１０月２４日  １綴 

                     ペン書 Ｂ５ノート７枚 

 

  2779  「白きものの」        谷本ゆり 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

  2780  「孤児」           高橋美鈴 筆            １綴 

                     ペン書 Ｂ５便箋１枚 

 

  2781  詩草稿            作者不詳              １綴 

                     ペン書 Ｂ５便箋２枚 

 

  2782  「冬の月に寄せて」      山岡和範 筆            １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

  2783  「新しい年」         東流水 筆             １綴 峠三吉の評あり 

                     ペン書 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

  2784  「夏」            泉秀子 筆             １綴 

                     ペン書 ３００字詰め原稿用紙１枚 

 

  2785  「大きくなれ Ｓよ」     泉秀子 筆             １綴 

                     ペン書 ３００字詰め原稿用紙４枚 

 

  2786  「病院にて」         野川まさみ 筆           １綴 

                     赤ペン書 ザラ紙（17×22cm）２枚 

 

  2787  「九時の時報に想う」     三住淳 筆             １綴 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙３枚 

 

  2788  「お別れ」          影山陶吉 筆            １綴 

                     ペン書 原稿用紙（15×21cm）２枚 

 

  2789  「詩人」「にぶい神経」    山岡和範 筆            １綴 

      「わたしはまだ若いのだろう」 ペン書 原稿用紙（21×15cm）裏面２ 

      「悲しいもの」        枚 

 

  2790  題不詳            作者不詳              １綴 No.1.欠落 

                     ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

                     「あなたの骨を…」 

   

2791  「戦後孤児」         島秋雄 筆             １綴 

                   ペン・鉛筆書 Ｂ６ザラ紙３枚 

 

2792  「目覚め」          高橋美すず 筆           １綴 

    「爆心地にて」        ペン書 Ｂ５便箋５枚   



資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

2793  詩草稿            作者不詳              １綴 

                   ペン書 Ｂ５便箋裏６枚 

                   「千秋、貴様は…」 

 

2794  「平和の祈」         丘暮翡翠 筆            １綴 

    「夕刊売りの少年」      ペン書 原稿用紙２枚 

 

2795  「あなたは見上げている」   大場義人 筆            １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

2796  短歌「孤児・他３首」     岩佐昇 筆             １綴 

                   ペン書 原稿用紙１枚 

 

2797  「顔－デッサン－」      楠哲和 筆             １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

2798  「焦燥」           土手智津子 筆           １綴 

                   ペン書 Ｂ４私製原稿用紙１枚 

 

2799  「避雷針」          望月寅之助 筆           １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

2800  「夜の寂想」         破瀬河秋水 筆           １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

2801  「写生」           山岡和範 筆            １綴 

                   ペン書 原稿用紙３枚 

 

2802  「映演を守る会の歌」     山田三郎兵衛 筆          １綴 

                   鉛筆書 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

2803  「元旦」           戒寺治 筆             １綴 

                   ペン書 Ｂ４原稿用紙２枚 

 

2804  「二人」           ごろしこく（四国五郎） 筆     １綴 

                   ペン書 Ｂ５私製原稿用紙４枚 

 

2805    「女」            泉秀子 筆             １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

2806  「文君・金君・柳君の許に」  佐竹弘道 筆            １綴 

                   赤・青ペン書 Ａ４原稿用紙３枚 

 

2807  「帰り路」          梶野秋信 筆            １綴 

                   ペン書 Ｂ５原稿用紙３枚 

 

2808  「道草」           破瀬河秋水 筆           １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙１枚 

 

2809  「無處置患者」        清水誠 筆             １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

2810  「生命」           野川正己 筆            １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙３枚 
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2811  「口笛」           北浜みち 筆            １綴 

                   ペン書 Ｂ４原稿用紙３枚 

 

2812  「泣き虫」          むらなかよしほ 筆         １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

2813  「希望はもろ手で掴むのだ」  増岡敏和 筆            １綴 

                   ペン書 Ａ４私製佐原用原稿用紙１枚 

 

2814  「ある話のつけたし」     増岡敏和 筆            １綴 

                   ペン書 Ｂ５ザラ紙３枚 

 

2815  「初秋の夜」         松村松風 筆            １綴 

                   ペン書 Ａ５ひろしま原稿用紙２枚 

 

2816  「詩と私－詩－」       浅倉照義 筆            １綴 

                   ペン書 Ａ５ひろしま原稿用紙２枚 

 

2817  「三人の女性に」       こむらひろし 筆          １綴 

                   ペン書 Ａ５ひろしま原稿用紙３枚 

 

2818  「政男よ」          野川正己 筆            １綴 峠三吉の批評（赤）あり 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

2819  「亡くなった療友へ」     小貫美津子 筆           １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙２枚 

 

2820  「歌」            奈田千秋 筆            １綴 

                   鉛筆書 ザラ紙１枚 

 

2821  「入江」           京極賢治 筆            １綴 

                   ペン書 Ｂ４原稿用紙１枚 

 

2822  「参代綺」          大達正太郎 筆           １綴 

                   ペン書 Ｂ４原稿用紙３枚 

 

2823  「基地のまちで」       夛喜和夫（且原純夫） 筆      １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙３枚 

 

2824  「柿無縁」          松田正美 筆            １綴 

                   ペン書 Ａ４原稿用紙３枚 

 

2825  「葉子さんに」        作者不詳              １綴 

                   Ｂ４ザラ紙半切２枚 

 

 

 

（感想文） 

 

2826  「労働者を描いた映画」    芥川寿夫 筆            １綴 

                   ペン書き Ｂ５中国新聞社出版部原稿用紙 

                   ７枚 

 

 

 


