
                                            峠        三        吉 

       

                                                池田正彦氏寄贈資料 
 

  資料 
 番号 

 
     資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 
           1  機関誌「でるた」７９号        広島詩人会議                        １冊  峠三吉没後２０年記念特集号  
                                          昭和４８年８月 

       
           2  機関誌「詩民」１０            広島詩人会議                        １冊  峠三吉没後３０年特集号 

                                            昭和５８年２月 

       
           3  入場整理券                    昭和５５年７月２１日                １枚 

                                             6.5×18㎝  青地 

                                            「平和のための朗読と講演のつどい」 

                                            実行委員会開催 

       
           4  ちらし                        昭和５５年７月２１日                １枚 

                                            謄写印刷  12×36㎝ 

                                            「平和のための朗読と講演の 

                                                        つどい」実行委員会 

       
           5  プログラム                    昭和５５年７月２１日                １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ４二つ折り 

                                            「平和のための朗読と講演の 

                                                        つどい」実行委員会 

       
           6  ビラ                          昭和５８年３月                      １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                            「河」上演実行委員会 

                                            劇「河」出演者募集のビラ 

       
           7  ちらし                        昭和５８年３月                      ２枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                            「講演と朗読のつどい  峠三吉と広島 

                                            の青春」（４月３０日）開催の予告 

       
           8  ちらし                        昭和５８年３月                      ２枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                            「河」上演実行委員会 

                                            「河と峠三吉をむすぶ会」の知らせ 

       
           9  「峠三吉没後３０年報」№２    昭和５８年３月１５日                ２枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                            没後３０年碑前祭の報告、ほか 

       
          10  ビラ                          Ａ４二つ折り                        ２枚 

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

                                            劇「河」の紹介・案内ビラ 

       
          11  お願い文                      昭和５８年４月                      １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

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

                                            「原爆詩集」復刻版刊行に際しての 

                                            お願い 



  

 資料 
 番号 
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     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 
    12  ビラ                          謄写印刷  Ｂ５用紙                  １枚 

                                      「河」上演実行委員会 

                                      活動状況報告、ほか 

 

    13  「劇〈河〉上演実行委員会      謄写印刷  Ｂ５用紙                  ２枚 

        にゅうす」№２                「河」上演実行委員会 

                                      キャスト、スタッフの募集など 

 

    14  ちらし                        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」公演用宣伝ちらし 

 

    15  パンフレット                  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」公演入場者用 

 

    16  プログラム                    昭和６０年３月１０日                １枚 

                                      謄写印刷  Ｂ４二つ折 

                                      峠三吉記念事業委員会 

                                      被爆４０年峠三吉没後３２年三吉忌式次第 

 

    17  ちらし                        昭和６１年２月                      １枚 

                                      謄写印刷  Ｂ４用紙 

                                      峠三吉記念事業委員会 

                                      昭和６１年三吉忌・碑前祭案内 

 

    18  プログラム                    昭和６１年３月９日                  １枚 

                                      謄写印刷  Ｂ４二つ折 

                                      峠三吉記念事業委員会 

                                      国際平和年峠三吉没後３３年三吉忌式次第 

 

    19  朝日新聞コピー                朝日新聞社                          １綴 

          昭和６１年３月１０日        「三吉忌碑前祭」の記事，「傷みひど 

                                      い峠三吉遺稿」 

 

    20  会議資料                      昭和６２年１０月                    １枚 

                                      謄写印刷  Ｂ５ザラ紙 

                                      広島の文学資料保全をすすめる会 

                                      発起人賛同呼びかけ人会議資料 

 

    21  ちらし                        昭和６２年１２月                    １綴 

                                      謄写印刷  Ｂ４・Ｂ５各１枚 

                                      峠三吉記念事業委員会 

                                      「ヒロシマ文学資料館を！」，「来年 

                                      は峠三吉没後３５年」 

 

    22  中国新聞コピー                中国新聞社                          １綴 

          昭和６２年１２月１７日      「峠三吉詩碑来春建立、広島で二基目」 

 

    23  「１９８８平和のための        昭和６３年７月                      １冊  特別展示：峠三吉遺品資料 

              大阪の戦争展」展示目録  会期：昭和６３年７月２３日～３１日 

                                      会場：大阪市通天閣 



  

  資料 
 番号 
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     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 
          24  送付書（郵便小包用）          今井千栄子より池田正彦宛            １枚 

                                            昭和６３年６月 

                                            峠三吉関係の遺品・資料の送付 

       
          25  機関誌                        劇団月曜会                          １部 

                                            昭和６３年６月１日 

       
          26  チケット                      昭和６３年６月  ３枚組              １綴 

                                            「河」上演委員会 

                                            「河」公演用協力券 

       
          27  ビラ                          昭和６３年６月                      １枚 

                                            謄写印刷  Ｂ５用紙 

                                            昭和２５年８月６日に非合法でまか 

                                            れたビラの復刻ビラ 

       
          28  毎日新聞                      毎日新聞社                          １綴 

                昭和５８年２月４日          「２８回青少年読書感想文」 

       
          29  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

                昭和５８年２月２８日        没後３０年碑前祭について 

       
          30  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

                昭和５８年３月１日          没後３０年峠三吉碑前祭について 

       
          31  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

                昭和５８年３月２日          没後３０年峠三吉碑前祭について 

       
          32  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

                昭和５８年３月３日          峠三吉碑前祭について 

       
          33  朝日新聞コピー                朝日新聞社                          １綴 

                昭和５８年３月４日          峠三吉未発表原稿、深川宗俊、発表 

                                            談話 

       
          34  広島民報                      広島民報社                          １綴 

                昭和５８年３月              没後３０年峠三吉碑前祭について 

       
          35  中国新聞コピー                中国新聞社                          １綴 

                昭和５８年３月６日          「没後３０年に思う」  好村冨士彦筆 

       
          36  毎日新聞                      毎日新聞社                          １綴 

                昭和５８年３月４日          没後３０年峠三吉碑前祭について 

       
          37  毎日新聞                      毎日新聞社                          １綴 

                昭和５８年３月６・７日      没後３０年碑前祭について 

                                            「きょう公演と朗読のつどい」，碑前 

                                            祭開催の記事 

       
          38  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

                昭和５８年３月７日          「碑前祭に２５０人」 

       
          39  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

                昭和５８年３月７日          碑前祭の記事「峠三吉いま何を考える…」 
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 番号 
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     備              考 

 
    40  広島民報                      広島民報社                          １綴 

          昭和５８年３月              広島詩人会議刊「詩民」１０号の 

                                      没後３０年特集号紹介 

 

    41  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和５８年３月１０日        「郷土ふぁいる」に広島詩人会議刊 

                                      「詩民」１０号紹介 

 

    42  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

          昭和５８年３月７日          峠三吉をしのぶ集い 

 

    43  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

          昭和５８年３月７日          没後３０年峠三吉碑前祭について 

 

    44  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和５８年３月１５日        「投書欄・峠三吉文学を正しく継承を」 

 

    45  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和５８年４月１７日        没後３０年記念講演、朗読のつどいに 

                                      ついて 

 

    46  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

          昭和５８年４月２０日        「峠三吉しのび多彩な事業」 

 

    47  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和５８年４月２０日        「峠三吉の代表作を復刻」 

 

    48  毎日新聞                      毎日新聞社                          １綴 

          昭和５８年４月２０日        「峠三吉の原爆詩集復刻版を発行」 

 

    49  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和５８年４月２４日        「話題の人  四国五郎さん」 

                                      原爆詩集の復刻版づくりについて 

 

    50  広島民報                      広島民報社                          １綴 

          昭和５８年４月２４日        「峠三吉と広島の青春」 

                                      ３０日に広島でつどい 

 

    51  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

          昭和５８年４月２５日        「原爆詩集復刻版を発行」 

 

    52  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

          昭和５８年６月７日          「峠三吉の遺品展」 

 

    53  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和５８年６月８日          「遺品を提供する、三戸頼雄氏」 

 

    54  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

          昭和５８年６月７日          「峠三吉遺品展」 

 

    55  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和５８年６月７日          「２１日から峠三吉展、日記など遺品 

                                      １３９点」 
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     出版事項 
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     備              考 

 
          56  毎日新聞                      毎日新聞社                          １綴 

                昭和５８年６月９日          「復刻峠三吉の心再び  ２１日から 

                                            遺品展」 

       
          57  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

                昭和５８年６月１６日        峠三吉の遺品展について 

       
          58  広島民報                      広島民報社                          １綴 

                昭和５８年６月１９日        「熱い心伝える日記  ２１日から広 

                                            島で」 

       
          59  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

                昭和５８年６月２１日        「病床の日々深い安堵  峠三吉遺品 

                                            展」 

       
          60  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

                昭和５８年６月２２日        「検証ずみの道選ぶ    四国五郎」 

       
          61  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

                昭和５８年６月２７日        「峠三吉の遺品展好評」 

       
          62  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

                昭和５８年７月２日          「峠三吉遺品展に１５００人  好評 

                                            のうちに終了」 

       
          63  広島民報                      広島民報社                          １綴 

                昭和５８年７月１７日        「河公演に情熱」 

       
          64  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

                昭和５８年７月２１日        「峠三吉の生き方描く〈河〉を上演」 

       
          65  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

                昭和５８年７月２９日        「１０年ぶり〈河〉上演へ」 

       
          66  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

                昭和５８年７月３０日        「〈河〉の作者  土屋清さん」 

       
          67  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

                昭和５８年８月１日          「反原爆一筋  あすから〈河〉を熱 

                                            演」 

       
          68  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

                昭和５８年８月３日          「８・６へ高まる願い  感動呼ぶ峠 

                                            三吉の生き方」 

       
          69  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

                昭和５８年８月６日          「峠三吉を演じた  松浦信介」， 

                                            「『にんげんをかえせ』に曲」 

       
          70  広島民報                      広島民報社                          １綴 

                昭和５８年８月７日          「感動を呼ぶ〈河〉の舞台」 

       
          71  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

                昭和５８年８月９日          出版レーダー「峠三吉の『原爆詩集』 

                                            復刻」 



  

 資料 
 番号 

 
     資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 
    72  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

          昭和５８年８月１４日        「復刻された『原爆詩集』没後３０ 

                                      年を記念して」 

 

    73  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

          昭和６２年３月９日          「詩人峠三吉しのび碑前祭」 

 

    74  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６２年３月９日          「反原爆への誓い新た『峠三吉忌・ 

                                      碑前祭』」 

 

    75  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

          昭和６２年３月９日          「詩に託した『核廃絶』遠く実験再 

                                      開に怒り新た」 

 

    76  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

          昭和６２年３月９日          「詩仲間らが碑に献酒  反核への誓 

                                      い新た」 

 

    77  毎日新聞                      毎日新聞社                          １綴 

          昭和６２年３月９日          「盛大に『三吉忌の碑前祭』友人や 

                                      市民が参加」 

 

    78  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６２年３月２７日        「広島に文学資料館を  被爆記録世 

                                      界の財産」 

 

    79  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６２年８月２４日        中国論壇  家田裕子「核時代と広島」 

 

    80  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６２年９月２７日        「ほしい開放の場」 

 

    81  毎日新聞                      毎日新聞社                          １綴 

          昭和６２年９月２９日        「被爆詩人峠三吉の資料発見」 

 

    82  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

          昭和６２年９月２９日        「峠三吉の未発表作発見」 

 

    83  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６２年９月２９日        「大量の草稿類とともに」 

 

    84  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

          昭和６２年９月２９日        「原型詩見つかる」 

 

    85  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６２年１０月５日        田原幻吉「原爆詩集序誕生まで」 

 

    86  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

          昭和６２年１０月７日        こんにちは「ヒロシマ文学資料守ろ 

                                      う」 

 

    87  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６２年１０月６日        「被爆詩人の素顔  峠三吉の新資料 

                                      から  上」 
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 点  数

 
     備              考 

 
          88  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

                昭和６２年１０月７日        「被爆詩人の素顔  峠三吉の新資料 

                                            から  中」 

       
          89  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

                昭和６２年１０月８日        「被爆詩人の素顔  峠三吉の新資料 

                                            から  下」 

       
          90  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

                昭和６３年２月１８日        「次代へ伝える平和の尊さ復刻され 

                                            た峠三吉『原爆詩集』」 

       
          91  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

                昭和６３年２月１９日        「独自に三吉碑計画  平和アパート 

                                            の記念碑」 

       
          92  毎日新聞コピー                毎日新聞社                          １綴 

                昭和６３年２月２０日        「原爆詩集復刻出版」 

       
          93  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

                昭和６３年２月２２日        「忘れまい峠三吉の叫び  没後３５ 

                                            周年で記念事業」 

       
          94  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

                昭和６３年３月７日          「反核平和の願い誓う」 

       
          95  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

                昭和６３年３月７日          「反核へ新たな誓い峠三吉没後３５ 

                                            年碑前祭」 

       
          96  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

                昭和６３年３月７日          「涙誘うその日はいつか  峠三吉碑 

                                            前祭」 

       
          97  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

                昭和６３年３月１０日        「野にありて  今堀誠二交遊抄  幼 

                                            なじみ峠三吉の詩批判」 

       
          98  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

                昭和６３年６月１１日        「峠三吉の生原稿や手紙  散在した 

                                            資料集め目録作り」 

       
          99  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

                昭和６３年６月１２日        「５年ぶり創作劇〈河〉描かれた原 

                                            爆詩人峠三吉没後３５年」 

       
         100  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

                昭和６３年６月１５日        「劇団月曜会が〈河〉公演  峠三吉 

                                            没後３５年・土屋清追悼」 

       
         101  毎日新聞                      毎日新聞社                          １綴 

                昭和６３年６月１６日        「原爆告発劇〈河〉を上演  月曜会 

                                            ２２日から峠三吉没後３５周年と土 

                                            屋清追悼」 



  

 資料 
 番号 

 
     資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 
   102  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

          昭和６３年６月１８日        「平和の『河』伝えたい  峠三吉と 

                                      土屋清さん追悼」 

 

   103  山陽新聞コピー                山陽新聞社                          １綴 

          昭和６３年６月２１日        「瀬戸内海新文化考  昨今演劇事情 

                                      広島平和運動の財産」 

 

   104  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

          昭和６３年７月７日          「『希い』に苦心の推敲  朱入った 

                                      詩原稿」 

 

   105  毎日新聞                      毎日新聞社                          １綴 

          昭和６３年７月７日          「三吉の詩『絵本』草稿を初公開   
                                      通天閣で原爆投下直後の作品」 

 

   106  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６３年７月１４日        「２９日から峠三吉文学資料展  原 

                                      稿写真など２００点」 

 

   107  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

          昭和６３年７月２０日        「創作劇〈河〉反響呼び再演」 

 

   108  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

          昭和６３年７月２６日        「原爆にくむ子ら４１９人の詩発見 

                                      詩人峠三吉の遺品から」 

 

   109  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６３年７月２８日        尾津訓三「面影つづる峠三吉展」 

 

   110  読売新聞                      読売新聞社                          １綴 

          昭和６３年７月３０日        「峠三吉の未公開詩など２００点   
                                      文学資料展始まる」 

 

   111  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６３年７月３０日        「同窓生集まり故人しのぶ  峠三吉 

                                      資料展始まる」 

 

   112  赤旗新聞                      日本共産党                          １綴 

          昭和６３年７月３１日        「地元劇団が〈河〉上演  ヒロシマ 

                                      の心を舞台に」 

 

   113  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

          昭和６３年８月１日          「原爆詩人峠三吉展  ３６歳の全生 

                                      涯に光」 

 

   114  中国新聞                      中国新聞社                          １綴 

          昭和６３年８月１日          「２７年に６年生が書いた原爆詩 

                                      昨年見つかり恩師とクラス会」 

 

   115  朝日新聞                      朝日新聞社                          １綴 

          昭和６３年８月７日          「あの日刻んだ小さな目『原爆の詩 

                                      』の子４３年目の夏」 



 

 


