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  1251  会誌「青い花」No.５      青い花（愛知県豊橋市）       １冊 M-001 （マイクロフィルム 

                     昭和２６年１１月             番号,以下同じ） 

 

  1252  会誌「青い花」No.６      青い花（愛知県豊橋市）       １冊 M-002 

                     昭和２６年１２月 

 

  1253  会誌「青葉詩集」第２号    青葉会               １冊 謄写印刷 M-013 

                     昭和２８年９月 

 

  1254  詩誌「鴉群」１３       鴉群社（栃木県足利市）       １冊 M-003 

                     昭和２４年９月 

 

  1255  歌集「朝心抄」（山本康夫   山本康夫 著            １冊 M-004 

      第六歌集）          真樹社 昭和２３年刊 

 

  1256  会誌「あけぼの」第２号    呉文学友の会（広島県呉市）     １冊 M-005 

                     昭和２７年２月 

 

  1257  詩集「葦のいのち」（久古   久古 尚 著            １冊 謄写印刷 M-006 

      尚第一詩集）         デルタ詩社 昭和２８年刊 

 

  1258  機関誌「アジン」２号     子供会“アジン”同人（広島県賀茂  １冊 謄写印刷 M-007 

                     群）昭和２６年２月 

 

  1259  会誌「蟻」No.１        備南地方文芸友の会（広島県芦品群）  １冊 謄写印刷 M-008 

                     昭和２６年１月 

 

  1260  会誌「蟻」No.２        備南地方文芸友の会（広島県芦品群）  ２冊 謄写印刷 M-009,010 

                     昭和２６年３月 

 

  1261  会誌「蟻」No.３        備南地方文芸友の会（広島県芦品群）  ２冊 謄写印刷 M-011,012 

                     昭和２６年７月 

 

  1262  会誌「ＡＢＳＵＲＤＥ」１   コズモクラブ（広島県広島市）    １冊 M-014 

                     昭和２５年６月 

 

  1263  会誌「ＡＢＳＵＲＤＥ」２   コズモクラブ（広島県広島市）    １冊 M-015 

                     昭和２５年９月 

 

  1264  会誌「ＡＢＳＵＲＤＥ」    DEAD.PAN.CLUB（広島県賀茂群）    ２冊 M-016 

      １０１号           昭和２７年６月 

 

   1265  「葦」１巻          中配文学サークル          １冊 書き込みあり M-017 

                     昭和２４年１１月 

 

  1266  「葦」２巻          中配文学サークル          １冊 「詩評断想」掲載 M-018 

                     昭和２５年２月 

 

  1267  会誌「戦争」（ＩＯＭ同盟   ＩＯＭ同盟（大阪府大阪市）     １冊 謄写印刷 M-020 

      詩集）            昭和２６年１月 

 

  1268  会誌「ＩＯＭ」３０集     ＩＯＭ同盟（大阪府大阪市）     １冊 謄写印刷 M-021 

                     昭和２６年６月 
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  1269  会誌「ＩＯＭ」３７集     ＩＯＭ同盟（兵庫県姫路市）     １冊 謄写印刷 M-022 

                     昭和２７年８月 

 

  1270  会誌「ＩＯＭ」３８集     ＩＯＭ同盟（兵庫県姫路市）     １冊 謄写印刷 M-023 

                     昭和２７年１２月 

  

  1271  会誌「意思」１７号      意思短詩型文学研究会（広島県御調  １冊      M-024 

                     群）昭和２７年８月 

 

  1272  会誌「伊吹」創刊号      伊吹（愛知県名古屋市）       １冊      M-025 

                     昭和２５年３月 

 

  1273  機関誌「いしずえ」創刊号   いしずえ会（東京都）        １冊      M-026 

                     昭和３２年１月 

 

  1274  会誌「うずしを」創刊号    うずしを文学サークル（広島県安芸  １冊 謄写印刷 M-027 

                     群） 昭和２６年１月 

 

  1275  会誌「うずしを」第二号    うずしを文学サークル（広島県安芸  １冊 謄写印刷 M-028 

                     群） 昭和２６年８月 

 

  1276  会誌「うたごえ」No.４     水従南部地区「詩のサークル」    １冊 謄写印刷 M-029 

                     昭和２７年８月 

 

  1277  会誌「うんなん」第二号    うんなん詩の会（島根県大原群）   １冊 謄写印刷 M-030 

                     昭和２６年５月 

 

  1278  会誌「うんなん」第五号    うんなん詩の会（島根県大原群）   １冊 謄写印刷 M-031 

                     昭和２６年１０月 

 

  1279  会誌「うんなん」第六号    うんなん詩の会（島根県大原群）   １冊 M-032 

                     昭和２６年１２月 

 

  1280  会誌「エイドス」１巻１号   エイドス社（広島県尾道市）     １冊 M-033 

                     昭和２６年９月 

 

  1281  会誌「エコール・ド・ヒロシ  エコール・ド・ヒロシマ（広島県広  １冊 M-034 

      マ」創刊号          島市） 昭和２７年６月 

 

  1282  会誌「Ｅｓｐｏｉｒ」３    エスポワール（広島県広島市）    １冊 M-035 

                     出版年月不明 

 

  1283  会誌「Ｅｓｐｏｉｒ」夏季号  エスポワール（広島県広島市）    １冊 M-036 

                     昭和２７年７月 

 

  1284  会誌「火山群」第７号     岩陽文芸協会（山口県岩国市）    １冊 M-037 

                     昭和２７年１月 

 

  1285  会誌「ＫＡＺＩＫＡ」７    かじか発行所（広島県広島市）    １冊 M-038 

                     昭和２６年１１月 

 

  1286  会誌「ＫＡＺＩＫＡ」９    かじか発行所（広島県広島市）    １冊 M-039 

                     昭和２７年３月 
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  1287  会誌「彼方」第六号      彼方会（広島県）          １冊 謄写印刷 M-040 

                     昭和２３年 

 

  1288  歌集「帰ってきた兵隊」    赤木健介 著            １冊 人民短歌叢書第１５編 

                     手をつなぐ会 昭和２８年刊        M-041 

 

  1289  詩集「学園詩集」       高崎高校文芸部（群馬県）      １冊 謄写印刷 M-042 

                     昭和２７年１０月 

 

  1290  詩集「風の子物語」 （増岡  増岡敏和 著            ２冊 謄写印刷 M-043 

      敏和生活詩集）        人民文学広島友の会他 昭和２７年刊 

 

  1291  会誌「壁」７         壁詩話会（島根県松江市）      １冊 謄写印刷 M-044 

                     昭和２６年６月 

 

  1292  会誌「壁」８         壁詩話会（島根県松江市）      １冊 謄写印刷 M-045 

                     昭和２６年８月 

 

  1293  会誌「かんぴょう」２巻１号  栃木社（東京都）          １冊 M-046 

                     昭和２５年１月 

 

  1294  会誌「かんぴょう」２巻２号  栃木社（東京都）          １冊 M-047 

                     昭和２５年２月 

 

  1295  会誌「かんぴょう」２巻３号  栃木社（東京都）          １冊 M-048 

                     昭和２５年３月 

 

  1296  雑誌「ＪＡＰ」２５号     ＪＡＰの会（千葉県市川市）     ３冊 峠三吉追悼特集号 M-049 

                     昭和２８年８月 

 

  1297  追悼集「風のように炎のよう  峠三吉追悼集出版委員会       ５冊 峠三吉追悼集 M-050 

      に」             昭和２９年刊 

 

  1298  会誌「金字塔」３巻５号    せせらぎ文芸興論社（広島県御領）  １冊 M-051 

                     昭和２５年５月 

 

  1299  会誌「近代詩」１       文学地帯社（京都府）        １冊 M-052 

                     昭和２２年５月 

 

  1300  機関誌「銀笛」一号      広高等学校文芸クラブ（広島県呉市） １冊 謄写印刷 M-053 

                     昭和２５年９月 

 

  1301  詩誌「くるまざ」１      くるまざ（岡山県岡山市）      １冊 M-054 

                     昭和２５年９月 

 

  1302  詩誌「くるまざ」３      くるまざ（岡山県岡山市）      １冊 謄写印刷 M-055 

                     昭和２８年１月 

 

  1303  会誌「ＫｕＲｏＢａ」２号   ペン同盟（広島県広島市）      １冊 謄写印刷 M-056 

                     昭和２７年１月 

 

  1304  会誌「ＫｕＲｏＢａ」７号   ペン同盟（広島県広島市）      １冊 謄写印刷 M-057 

                     昭和２７年４月 
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  1305  会誌「ＫｕＲｏＢａ」８号   ペン同盟（広島県広島市）      １冊 謄写印刷 M-058 

                     昭和２７年５月 

 

  1306  会誌「ＫｕＲｏＢａ」紋章集  ペン同盟（広島県広島市）      １冊 謄写印刷 M-059 

      （春季増刊号）         昭和２７年６月 

 

  1307  会誌「ＫｕＲｏＢａ」９号   ペン同盟（広島県広島市）      １冊 謄写印刷 M-060 

                     昭和２７年６月 

 

  1308  会誌「群灯」創刊号      群灯詩話会（東京都府中市）     １冊 謄写印刷 M-061 

                     昭和２７年１月 

 

  1309  会誌「群灯」第２号      群灯詩話会（東京都府中市）     １冊 謄写印刷 M-062 

                     出版年不明１２月 

 

  1310  会誌「群灯」第１３号     群灯詩話会（東京都府中市）     １冊 謄写印刷 M-063 

                     昭和２９年５月 

 

  1311  会誌「群灯」第１９号     群灯詩話会（東京都府中市）     １冊 謄写印刷 M-064 

                     昭和３０年９月 

 

  1312  会誌「群灯」第２０号     群灯詩話会（東京都府中市）     １冊 謄写印刷 M-065 

                     昭和３０年７月 

 

  1313  詩歌集「群列」 （深川宗俊  深川宗俊 著            １冊 謄写印刷 M-066 

      作品集）           新日本歌人協会広島支部人民文学広 

                     島友の会 昭和２７年刊 

 

  1314  雑誌「月刊中国」       中国新聞社             １冊 自由詩『たまもの』掲載 

                     昭和２３年３月              M-067 

 

  1315  会誌「現代」No.２       詩の広場現代の会（山梨県甲府市）  １冊 M-069 

                     昭和２７年１２月 

 

  1316  会誌「現代」No.３       詩の広場現代の会（山梨県甲府市）  １冊 M-070 

                     昭和２８年１月 

 

  1317  「現代詩同好会作品集」５    広島大学現代詩同好会        １冊 謄写印刷 M-068 

                      昭和２６年刊 

 

  1318  会誌「藝南詩人」２巻４号    藝南詩人社             １冊 M-071 

                      昭和２５年４月 

 

  1319  会誌「藝南詩人」２巻５号    藝南詩人社             １冊 M-072 

                      昭和２５年６月 

 

  1320  会誌「藝南詩人」２巻６号    藝南詩人社             １冊 M-073 

                      昭和２５年８月 

 

  1321  会誌「藝南詩人」３巻９号   藝南詩人社              １冊 M-074 

                     昭和２６年１２月 

 

  1322  「原子爆弾症の病理」    出版社不明              １冊 雑誌「医学評論」３巻４号の 

                    昭和２７年１０月              別刷 署名入り M-075 
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  1323  詩誌「源地」第３号      東芝鶴見現代詩研究会（神奈川県横  １冊 謄写印刷 M-076 

                     浜市） 昭和２７年１０月 

 

  1324  「原爆で親をうばわれた広島  広島子供を守る会 編        １冊 「第５回原水爆禁止世界大会 

      の少年少女は訴える」     広島子供を守る会 昭和３４年刊      参加の皆さんへ」掲載 M-077 

      （原爆孤児作文集） 

 

  1325  「原爆展感想文集」      田無平和と生活を守る会 編     １冊 謄写印刷 M-078 

                     婦人民主クラブ田無保谷支部 

                     昭和２７年刊 

 

  1326  「映画制作パンフレット」   近代映画協会 劇団民芸       １冊 署名あり M-079 

                     昭和２７年刊               映画「原爆の子」 

 

  1327  シナリオ「原爆の子」     映画タイムス社           １冊 署名あり M-080 

                     昭和２７年刊 

 

  1328  構成詩「原爆のうた」     新演劇研究所 編          １冊 謄写印刷 M-081 

                     新演劇研究所 出版年不明 

 

  1329  会誌「己斐」第２号      山陽本線己斐駅「こい」編集部    １冊 謄写印刷 M-082 

                     （広島県広島市） 昭和２６年２月 

 

  1330  会誌「己斐」第３号      山陽本線己斐駅「こい」編集部    １冊 謄写印刷 M-083 

                     （広島県広島市） 昭和２６年３月 

 

  1331  会誌「ＫＯＩ」第４号     山陽本線己斐駅「こい」編集部    １冊 謄写印刷 M-084 

                     （広島県広島市） 昭和２６年４月 

 

  1332  会誌「ＫＯＩ」第５号     山陽本線己斐駅「こい」編集部    １冊 謄写印刷 M-085 

                     （広島県広島市） 昭和２６年５月 

 

  1333  会誌「ＫＯＩ」第６号     山陽本線己斐駅「こい」編集部    １冊 謄写印刷 M-086 

                     （広島県広島市） 昭和２６年 

 

  1334  会誌「ＫＯＩ」第７号     山陽本線己斐駅「こい」編集部    １冊 謄写印刷 M-087 

                     （広島県広島市） 昭和２６年８月 

 

  1335  会誌「ＫＯＩ」第８号     山陽本線己斐駅「こい」編集部    １冊 謄写印刷 M-088 

                     （広島県広島市） 昭和２６年       表紙カバーのみ 

 

  1336  会誌「高原」No.３８      高原短歌会（長野県長野市）     １冊 謄写印刷 M-089 

                     昭和２７年４月 

 

  1337  同人誌「高原」１号      国立広島療養所詩のグループ（広島  １冊 謄写印刷 M-090 

                     県賀茂郡） 昭和２６年７月 

 

  1338  同人誌「高原」４号      国立広島療養所詩の会（広島県賀茂  １冊 謄写印刷 M-091 

                     郡） 昭和２６年１０月 

 

  1339  同人誌「高原」５号      国立広島療養所詩の会（広島県賀茂  １冊 謄写印刷 M-092 

                     郡） 昭和２６年１１月 

 

  1340  同人誌「高原」６号      国立広島療養所高原詩の会（広島県  １冊 謄写印刷 M-093 

                     賀茂郡） 昭和２６年１２月 
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  1341  同人誌「高原」２巻１号    国立広島療養所高原詩の会（広島県  １冊 謄写印刷 M-094 

                     賀茂郡） 昭和２７年１月 

 

  1342  同人誌「高原」８号      国立広島療養所高原詩の会（広島県  １冊 謄写印刷 M-095 

                     賀茂郡） 昭和２７年２月 

 

  1343  同人誌「高原」９号      国立広島療養所高原詩の会（広島県  １冊 謄写印刷 M-096 

                     賀茂郡） 昭和２７年４月 

 

  1344  同人誌「高原」１０号     国立広島療養所高原詩の会（広島県  １冊 謄写印刷 M-097 

                     賀茂郡） 昭和２７年６月 

 

  1345  同人誌「高原」１１号     国立広島療養所高原詩の会（広島県  １冊 謄写印刷 M-098 

                     賀茂郡） 昭和２７年７月 

 

  1346  同人誌「高原」１２号     国立広島療養所高原詩の会（広島県  １冊 謄写印刷 M-099 

                     賀茂郡） 昭和２７年９月 

 

  1347  同人誌「高原」１３号     国立広島療養所高原詩の会（広島県  １冊 謄写印刷 M-100 

                     賀茂郡） 昭和２７年９月 

 

  1348  同人誌「高原」１４号     国立広島療養所高原詩の会（広島県  １冊 謄写印刷 M-101 

                     賀茂郡） 昭和２７年１０月 

 

  1349  雑誌「国語通信」       広島教育図書刊行会         １冊 M-102 

          ３１・３２号     昭和２５年２月 

 

  1350  機関誌「ココパ」１巻２号   興国人絹パルプ労働組合（東京都）  １冊 謄写印刷 M-103 

                     昭和２１年１１月 

 

  1351  詩誌「こだま」第１号     こだま詩友会            １冊 謄写印刷 M-104 

                     昭和２５年６月 

 

  1352  詩誌「こだま」第２号     こだま詩友会            １冊 謄写印刷 M-105 

                     昭和２５年７月 

 

  1353  詩誌「こだま」第３号     こだま詩友会            １冊 謄写印刷 M-106 

                     昭和２５年１０月 

 

  1354  詩誌「こだま」第４号     こだま詩友会            ２冊 謄写印刷 M-107 

                     出版年月不明 

 

  1355  詩誌「こだま」第５号     こだま詩友会            ２冊 謄写印刷 M-108 

                     出版年月不明 

 

  1356  詩誌「こだま」第１０号    こだま詩友会            ２冊 謄写印刷 M-109 

                     出版年月不明 

 

  1357  会誌「昆虫林」No.９      伊那詩話会（長野県下伊那郡）    １冊 謄写印刷 M-110 

                     昭和２５年８月 

 

  1358  会誌「昆虫林」No.１０     伊那詩話会（長野県下伊那郡）    １冊 謄写印刷 M-111 

                     昭和２６年１月 
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  1359  会誌「昆虫林」No.１１     伊那詩話会（長野県下伊那郡）    １冊 謄写印刷 M-112 

                     昭和２６年５月 

 

  1360  会誌「坂路」創刊号      三良坂文化協会（広島県双三郎）   １冊 謄写印刷 M-113 

                     昭和２５年４月 

 

  1361  会誌「錆」３巻４号      錆同盟者（兵庫県神戸市）      １冊 謄写印刷 M-114 

                     昭和２７年１２月 

 

  1362  機関誌「さんいん歌人」２   新日本歌人協会島根支部（島根県松  １冊 謄写印刷 M-115 

                     江市） 昭和２７年７月 

 

  1363  機関誌「さんいん歌人」    新日本歌人協会島根支部（島根県松  １冊 謄写印刷 M-116 

              平和特集号  江市） 昭和２７年８月 

 

  1364  会誌「山河」第２号      山河社（大阪府吹田市）       １冊 M-117 

                     昭和２３年６月 

 

  1365  会誌「山河」第５号      山河社（大阪府吹田市）       １冊 M-118 

                     昭和２３年１１月 

 

  1366  パンフレット「党新聞について」〔日本共産党〕           １部 謄写印刷 M-119 

                     昭和２４年刊 

 

  1367  短歌雑誌「山峡」２巻１号   山峡（広島県神石群）        １冊 謄写印刷 M-120 

                     昭和２６年１月 

 

  1368  短歌雑誌「山峡」２巻３号   山峡（広島県神石群）        １冊 謄写印刷 M-121 

                     昭和２６年３月 

 

  1369  短歌雑誌「山峡」２巻４号   山峡（広島県神石群）        １冊 謄写印刷 M-122 

                     昭和２６年４月 

 

  1370  短歌雑誌「山峡」２巻５号   山峡（広島県神石群）        １冊 謄写印刷 M-123 

                     昭和２６年５月 

 

  1371  短歌雑誌「山峡」２巻７号   山峡（広島県神石群）        １冊 謄写印刷 M-124 

                     昭和２６年８月 

 

  1372  短歌雑誌「山峡」２巻８号   山峡（広島県神石群）        １冊 謄写印刷 M-125 

                     昭和２６年９月 

 

  1373  短歌雑誌「山峡」２巻９号   山峡（広島県神石群）        １冊 謄写印刷 M-126 

                     昭和２６年１２月 

 

  1374  同人誌「沙漠」Vol.３     沙漠社（福岡県小倉市）       １冊 M-127 

                     昭和２７年１２月 

 

  1375  同人誌「沙漠」Vol.４     沙漠社（福岡県小倉市）       １冊 M-128 

                     昭和２８年２月 

 

  1376  同人誌「沙漠」第５号     沙漠同人会（福岡県小倉市）     １冊 謄写印刷 M-129 

                     昭和２９年１１月 
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  1377  同人誌「沙漠」第１４号    沙漠会（福岡県小倉市）       １冊 謄写印刷 M-130 

                     昭和３２年５月 

 

  1378  個人誌「死」         生田 均 著            １冊 謄写印刷 M-131 

                     八年社書房 昭和２７年刊 

 

  1379  会誌「詩」第６号       “詩”同人社（福岡県小倉市）    １冊 M-132 

                     昭和２２年１２月 

 

  1380  会誌「詩」第１０号      “詩”同人社（福岡県小倉市）    １冊 謄写印刷 M-133 

                     昭和２３年５月 

 

  1381  会誌「詩」第１１号      “詩”同人社（福岡県小倉市）    １冊 M-134 

                     昭和２３年９月 

 

  1382  会誌「詩」６         広大現代詩同好会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-135 

                     昭和２６年９月              三吉感想メモあり 

 

  1383  会誌「詩火」No.１５      詩火社（静岡県浜松市）       １冊 M-136 

                     昭和２４年７月 

 

  1384  会誌「詩火」No.１６      詩火社（静岡県浜松市）       １冊 M-137 

                     昭和２４年８月 

 

  1385  会誌「詩火」No.１９      詩火社（静岡県浜松市）       １冊 M-138 

                     昭和２５年３月 

 

  1386  詩誌「直筆誌集」       飯塚書店 昭和３１年刊       １冊 M-139 

 

  1387  機関誌「詩集・うたごえ」   出版社不明             １冊 謄写印刷 M-140 

                     昭和３６年１０月 

 

  1388  会誌「失踪」一号       野葡萄社（広島県安芸郡）      ２冊 謄写印刷 M-141 

                     昭和２３年５月 

 

  1389  会誌「静岡の詩」第三号    静岡詩の会（静岡県静岡市）     １冊 M-142 

                     昭和３８年７月 

 

  1390  雑誌「児童文学」１巻７号   昭和出版（大阪府大阪市）      １冊 M-143 

                     昭和２１年９月 

 

  1391  詩誌「詩と詩人」第６３号   詩と詩人社（新潟県北魚沼郡）    １冊 M-144 

                     昭和２１年１０月 

 

  1392  詩誌「詩と詩人」第７３号   詩と詩人社（新潟県北魚沼郡）    １冊 M-145 

                     昭和２３年６月 

 

  1393  個人詩誌「少年」       木下幸夫 著            １冊 M-146 

                     木下幸夫 昭和２９年刊 

 

  1394  機関誌「職場文芸集」第３号  宇都宮車両労働組合青年婦人部（栃  １冊 謄写印刷 M-147 

                     木県宇都宮市） 昭和２７年１０月 
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  1395  会誌「詩神」第９号      詩神発行所（静岡県庵原郡）     １冊 M-146 

                     昭和２６年１１月 

 

  1396  会誌「詩神」第１２号     詩神発行所（静岡県庵原郡）     １冊 M-147 

                     昭和２７年１０月 

 

  1397  会誌「詩神」第１３号     詩神発行所（静岡県庵原群郡）     １冊 M-148 

                     昭和２８年１月 

 

  1398  同人誌「新年祝賀誌話会作品  広遞詩人クラブ 昭和２４年刊    １冊 M-149 

      集」 

 

  1399  雑誌「純粋詩」１２月     岩谷書店（東京都港区）       １冊 M-150 

                     昭和２７年１２月 

 

  1400  会誌「新詩人」１巻１２号   新詩人社（長野県長野市）      １冊 M-151 

                     昭和２１年１２月 

 

  1401  会誌「新詩人」６巻１２号   新詩人社（長野県長野市）      １冊 「八月六日」掲載 M-152 

                     昭和２６年１２月 

 

  1402  雑誌「新世代」１０号     新世代発行所（広島県広島市）    ３冊 「呉の街にて」掲載 M-153 

                     昭和２７年１月 

 

  1403  会誌「新地帯」第３号     新地帯社（佐賀県三養基郡）     １冊 M-154 

                     昭和２４年５月 

 

  1404  会誌「新地帯」第４号     新地帯社（佐賀県三養基郡）     １冊 M-157 

                     昭和２５年２月 

 

  1405  会誌「詩領土」No.４     詩領土社（福島県白河市）       １冊 「景観」掲載 M-158 

                    昭和２７年１２月              謄写印刷 

 

  1406  雑誌「人物広島史」      芸備地方史研究会 編         １冊 M-159 

                    三国書院 昭和３１年刊 

 

1407  雑誌「真間」第６号         不二菱（千葉県市川市）          １冊 M-160 

                    昭和２３年６月 

 

  1408  写真集「人類に対する挑戦」  田辺 貞夫 編            １冊 丸木位里・俊画 ヒロシマ・ナ 

      （原水爆被害写真集）     駿台社 昭和２９年刊            ガサキの絵掲載 M-161 

 

  1409  同人誌「スフィンクス」１   国立広島療養所スフィンクス編集室   ２冊 「鏡占ひ」掲載 謄写印刷 

                    （広島県賀茂郡） 昭和２６年２月      （筆名：山下三夫） M-162 

 

  1410  同人誌「スフィンクス」２   国立広島療養所スフィンクス編集室   ２冊 「鏡占ひ」掲載 謄写印刷 

                    （広島県賀茂郡） 昭和２６年５月      （筆名：山下三夫） M-163 

 

  1411  同人誌「スフィンクス」３   国立広島療養所スフィンクス編集室   ２冊 「鏡占ひ」掲載 謄写印刷 

                    （広島県賀茂郡） 昭和２６年６月      （筆名：山下三夫） M-164 

 

  1412  短歌雑誌「尖塔」No.７８   中国新歌人連合（広島県広島市）    １冊 M-165 

                    昭和２４年１０月 
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  1413  短歌雑誌「尖塔」No.７９   中国新歌人連合（広島県広島市）    １冊 M-166 

                    昭和２４年１１月 

 

  1414  短歌雑誌「尖塔」No.８３   中国新歌人連合（広島県広島市）    １冊 M-167 

                    昭和２５年４月 

 

  1415  短歌雑誌「尖塔」No.８４   中国新歌人連合（広島県広島市）    ３冊 峠三吉,増岡敏和,深川宗俊 

                    昭和２５年６月               による作品の合評を掲載 

                                          M-168 

 

  1416  短歌雑誌「青史」１巻２号   青史発行所（広島県広島市）       １冊 深川宗俊,峠三吉短歌紹介 

                    昭和３０年５月               M-169 

 

  1417  会誌「生誕」第２４号     和歌山童謡詩人会（和歌山県和歌山   １冊 M-170 

                    市） 昭和１４年９月 

 

  1418  パンフレット 「青年団はど  文部省青少年団体委員会 編      １部 M-171 

      うあるべきか」        社会教育連合会印刷局 昭和２２年 

                    刊 

 

  1419  「青年に訴う」        青共文庫               １冊 M-172 

                    日本青年共産同盟宣伝部 昭和２１ 

                    年刊 

 

  1420  雑誌「青年の国」第６号    青年の国社（福岡県小倉市）      １冊 M-173 

                    昭和２３年１月 

 

  1421  雑誌「青年評論」創刊号    青年評論社（北海道札幌市）      １冊 M-174 

                    昭和２１年７月 

 

  1422  会誌「世代」第９号      世代文学サークル（広島県広島市）   １冊 M-175 

                    昭和２６年９月 

 

  1423  会誌「前進」第二号      国立広島療養所社会問題研究会     １冊 謄写印刷 M-176 

                    （広島県賀茂郡） 出版年不明 

 

  1424  会誌「層雲」１０月号     層雲社（京都府京都市）        １冊 M-177 

                    昭和２５年１０月 

 

  1425  会誌「大気」再刊第一号    国立広島療養所療友会（広島県賀茂   １冊 M-178 

                    群） 昭和２５年４月 

 

  1426  「多喜二・百合子祭」特集   新日本文学会             １冊 新日本文学会８巻７号附録 

                    昭和２８年５月               M-179 

 

  1427  機関誌「たもぎ」       新日本文学会三篠支部（新潟県三篠   １冊 M-180 

                    市）昭和２８年５月 

 

  1428  会誌「探求」創刊号      広島青年文化連盟（広島県広島市）   １冊 詩「蘇る春」掲載 謄写印刷 

                    昭和２１年４月               筆名：峠みつぼし M-181 

 

  1429  会誌「探求」４,５合併号   広島青年文化連合（広島県広島市）   １冊 謄写印刷 M-182 

                    昭和２１年５月    
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  1430  会誌「探求」２        広島青年文化連合（広島県広島市）  １冊 Ｍ・Ｔ,みつぼし,肉稿綴り 

                     昭和２２年２月              Toge名で作品発表 M-183 

 

  1431  会誌「探求」９        広島青年文化連盟（広島県広島市）  １冊 「新しき道徳目標の把握」 

                     昭和２３年１０月             掲載 謄写印刷 M-184 

 

  1432  作品集「探求」        広島青年文化連盟（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 

                     昭和２２年９月              表紙欠落 M-185 

 

  1433  同人誌「地核」 １      広島詩人協会（広島県広島市）    ２冊 「美の解放」「愛の黎明」 

                     昭和２３年６月              掲載 M-186 

 

  1434  同人誌「地核」 ３      広島詩人協会（広島県広島市）    ７冊 「公報」掲載 M-187 

                     昭和２３年１０月 

 

  1435  同人誌「地核」 ４      広島詩人協会（広島県広島市）    ８冊 「推移」「おもかげ」掲載 

                     昭和２３年１２月             編集後記執筆 M-188 

 

  1436  同人誌「地核」 ５      広島詩人協会（広島県広島市）    ７冊 「僕たちの力は根を張って 

                     昭和２４年２月              ゆく」「脱出のＭＡＳＫ」 

                                          掲載 M-189 

 

  1437  同人誌「地核」 ６      広島詩人協会（広島県広島市）    ２冊 M-190 

                     昭和２４年５月 

 

  1438  同人誌「地核」 ７      広島詩人協会（広島県広島市）    ７冊 「流れにうたふ」掲載 

                     昭和２４年６月              M-191 

 

  1439  同人誌「地核」 ８      広島詩人協会（広島県広島市）    ７冊 「電車線路のつぎ目を 

                     昭和２４年８月              見給え」掲載 

                                          筆名：入江三平 M-192 

 

  1440  機関誌「中工労報」 No.３８  中国電気工事労働組合中央本部    １冊 M-193 

                     （広島県広島市） 昭和２７年１１月 

 

  1441  機関誌「中工労報」 No.３９  中国電気工事労働組合中央本部    １冊 M-194 

                     （広島県広島市） 昭和２７年１２月 

 

  1442  機関誌「中工労報」 No.４０  中国電気工事労働組合中央本部    １冊 M-195 

                     （広島県広島市） 昭和２８年１月 

 

  1443  機関誌「中国文化」 ２月号  中国文化発行所（広島県広島市）   １冊 M-199 

                     昭和２２年２月 

 

  1444  雑誌「中国の産業と経済」   中国産業経済研究所（広島県広島市） １冊 謄写印刷 M-200 

                第１号  昭和２３年９月 

 

  1445  会誌「角笛」         角笛社（東京都三鷹市）       １冊 M-201 

                     昭和２５年９月 

 

  1446  同人誌「抵抗」 第一集    石井康子（広島県広島市）      １冊 謄写印刷 M-202 

                     昭和２６年刊 

 

  1447  学級詩集「鉄道草」      にしはらぐみ            １冊 謄写印刷 M-203 

                     昭和２７年７月 
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  1447  学級指数「鉄道草」 第４号  西原組               １冊 謄写印刷 M-204 

   -2                 昭和２７年９月 

 

  1448  会誌「デルタ」 第四巻２７集 デルタ詩社（静岡県）        １冊 謄写印刷 M-205 

                     昭和２８年１月 

 

  1449  会誌「投影」 第１号     国立広島療養所患者広療会文化部   １冊 謄写印刷 M-206 

                     （広島県賀茂郡）昭和２７年１１月 

 

  1450  会誌「東電詩人」 No.３,４合 出版社不明             １冊 M-207 

      併号             昭和２７年 

 

  1451  機関誌「ＤＯＭＥ」      ［廣島大学皆実分校学友会］     １冊 謄写印刷 M-208 

                     昭和２７年１月 

 

  1452  会誌「とだえざる詩」 １号  広島大学教養部内われらの詩の会   １冊 謄写印刷 M-209 

                     （広島県広島市） 昭和２７年４月 

 

  1452  会誌「とだえざる詩」 ２号  広島大学教養部内われらの詩の会   １冊 謄写印刷 M-210 

   -2                                  （広島県広島市） 昭和２７年６月 

 

  1453  会誌「とだえざるうた」    広島大学教養部内われらの詩の会   １冊 M-211 

                                      （広島県広島市） 昭和２８年１月 

 

  1454  会誌「鳥取文芸」 創刊号   鳥取文芸（鳥取県鳥取市）      １冊 謄写印刷 M-212 

                     昭和２６年１０月 

 

  1455  会誌「セルクルトリコロール」 出版社不明             ２冊 謄写印刷 

                     昭和２３年１２月             「ダリアと赤児のはなし」 

                                          歌詩「星はみどりに」 

                                          詩「おもかげ」「ことば」 

                                          掲載 M-213 

 

  1456  会誌「どんぐり」 第２号   新日本文学津山友の会（岡山県津山市）１冊 謄写印刷 M-214 

                     昭和２７年１２月 

 

  1457  会誌「日本詩人」 １０月号  日本詩人社（香川県高松市）     １冊 M-215 

                     昭和２４年１０月 

 

  1458  雑誌「農村文化」 ３,４月合  農山漁村文化協会          １冊 M-216 

      併号             昭和２２年４月 

 

  1459  会誌「野火」 第８号     野火短歌会（東京都北多摩郡）    １冊 謄写印刷 M-217 

                     昭和２５年８月 

 

  1460  会誌「野葡萄」        野葡萄社（広島県安芸郡）      １冊 謄写印刷 M-218 

                     昭和２２年１２月 

 

  1461  会誌「俳句文学」 １０月号  俳句文学発行所（福岡県門司市）   １冊 M-219 

                     昭和１７年１０月 

 

  1462  同人誌「巴苑」 ７月号    巴苑詩話会（広島県三次市）     １冊 謄写印刷 M-220 

                     昭和２４年７月 
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  1463  同人誌「巴苑」 ８月号    巴苑詩話会（広島県三次市）     １冊 謄写印刷 M-221 

                     昭和２４年８月 

 

  1464  同人誌「巴苑」 ９,１０月号  巴苑詩話会（広島県三次市）     １冊 謄写印刷 M-222 

                     昭和２３年１０月 

 

  1465  同人誌「巴苑」 １１月号   巴苑詩話会（広島県三次市）     １冊 謄写印刷 M-223 

                     昭和２３年１１月 

 

  1466  詩集「白堊」 ４号      広遞詩人クラブ（広島県）      １冊 謄写印刷 M-224 

                     昭和２４年２月 

 

  1467  詩集「白堊」 ５号      広遞詩人クラブ（広島県）      １冊 謄写印刷 M-225 

                     出版年不明 

 

  1468  詩集「白堊」 １０号     広遞詩人クラブ（広島県）      １冊 謄写印刷 M-226 

                     出版年不明 

 

  1469  文芸誌「二十代」 創刊号   広島大学東雲分校文芸班       １冊 詩「切線」掲載 M-227 

                     （広島県広島市） 昭和２５年２月 

 

  1470  文芸誌「二十代」 第四号   広島大学東雲分校文芸班       １冊 M-228 

                     （広島県広島市） 昭和２７年２月 

 

  1471  詩集「葉脈」 第３号     葉脈の会（東京都）         １冊 謄写印刷 M-229 

                     昭和２６年１１月 

 

  1472  詩集「葉脈」 第４号     葉脈の会（東京都）         ２冊 謄写印刷 M-230 

                     昭和２７年５月 

 

  1473  詩集「展示入選作品集」    国立広島療養所自治会文化部     １冊 謄写印刷 M-231 

                     （広島県賀茂郡） 昭和２７年６月 

 

  1474  同人誌「版画商」 第二号   版画商詩社             １冊 M-232 

                     昭和２７年１１月 

 

  1475  機関誌「反戦旗」       日本反戦学生同盟          １冊 M-233 

                     昭和２６年 

 

  1476  詩誌「反戦詩歌集」 第１集  反戦詩歌集団準備会（広島県）    １冊 詩「呼びかけ」掲載 M-234 

                     昭和２５年５月 

 

  1477  詩誌「反戦詩歌集」 第２集  反戦詩歌集団準備会（広島県）    １冊 詩「宣言」「題のないうた」 

                     昭和２５年８月              掲載 筆名：田中鉄也 M-235 

 

  1478  詩誌「反戦詩特集」      平民新聞社（福岡県飯塚市）     １冊 謄写印刷 M-236 

                     昭和２７年７月 

 

  1479  画誌「ピカドン」       丸木位里・赤松俊子 絵       １冊 丸木・赤松両氏の署名入 

                     ポツダム書店 昭和２５年刊        M-237 

 

  1480  個人誌「一つの道」 第二篇  遞報社（広島県広島市）       １冊 M-238 

                     昭和２５年８月 
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  1481  文芸誌「ひとで」 ７号    ひとでの会（東京都）        １冊 M-239 

                     昭和２７年７月 

 

  1482  詩誌「氷点」１        伊藤習司 著・刊          １冊 峠三吉の「原爆詩集」評を 

                     昭和２６年刊               掲載 謄写印刷 M-240 

 

  1483  学校誌「ひろ」1951年度版   広高校文芸部（広島県呉市）     １冊 謄写印刷 M-241 

                     昭和２６年１２月 

 

  1484  雑誌「ひろしま」６月号    瀬戸内海文庫（広島県広島市）    ５冊 １冊表紙のみ 

                     昭和２３年６月              編集者：峠三吉 M-242 

 

  1485  シナリオ「ひろしま」（仮題） 八木保太郎 脚本          １冊 長田新編「原爆の子」より 

      第一稿            日本教職員会 昭和２７年刊        M-243 

 

  1486  機関誌「ひろしま」４巻２号  広島鉄道局（広島県広島市）     １冊 M-244 

                     昭和２４年３月 

 

  1487  会誌「廣島文学サークル」１  広島地方文学サークル協議会     １冊 M-245 

                     昭和２４年２月 

 

  1488  会誌「廣島文学サークル」２  広島地方文学サークル協議会     ２冊 M-246～247 

                     昭和２４年７月 

 

  1489  会誌「廣島文学サークル」３  広島地方文学サークル協議会     ２冊 「怒りの詩」、対談「日鋼争 

                     昭和２４年１２月             議は何を教えたか」掲載 

                                          M-248 

 

  1490  会誌「廣島文学サークル」４  広島地方文学サークル協議会     ２冊 「なぜに」掲載 M-249 

                     昭和２５年１月 

 

  1491  機関誌「広島教育」２巻６号  広島県教職員組合（広島県広島市）  １冊 「絵本」掲載 M-250 

                     昭和２４年１１月 

 

  1492  機関誌「広島教育」２巻１０号 広島県教職員組合（広島県広島市）  １冊 M-251 

                     昭和２６年３月 

 

  1493  文芸誌「広島市友」 第２号  広島市役所職員図書室（広島県広島市）１冊 M-252 

                     昭和２６年３月 

 

  1494  会誌「廣島文學」 １     廣島文學編集所           ２冊 M-253 

                     昭和２３年６月 

 

  1495  会誌「広島文学」 ９月号   広島文学協会            １冊 M-254 

                     昭和２９年９月 

 

  1496  機関誌「広島新音楽」     広島勤労働者音楽協議会       １冊 M-255 

               １０月号  （広島県広島市）昭和３１年９月 

 

  1497  同人誌「広船歌人」９号    広島造船文芸部短歌会（広島県）   １冊 M-256 

                     昭和２６年６月 謄写印刷 

 

  1498  同人誌「広船歌人」１０号   広島造船文芸部短歌会（広島県）   １冊 M-257 

                     昭和２６年７月 謄写印刷 
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  1499  同人誌「広船歌人」１１号   広島造船文芸部短歌会（広島県）   １冊 M-258 

                     昭和２６年８月 謄写印刷 

                     裏表紙峠三吉記入メモあり（鉛筆） 

 

  1500  文芸誌「広船文芸」三月号   広船文化体育会文芸部（広島県）   １冊 M-259 

                     昭和２４年３月 

 

  1501  機関誌「広地労園」No.３    国鉄労組広島地方本部        １冊 M-260 

                     （広島県広島市） 昭和２７年８月 

 

  1502  機関誌「広地労園」No.７    国鉄労組広島地方本部        １冊 M-261 

                     （広島県広島市） 昭和３０年１０月 

 

  1503  会誌「修学旅行」創刊号    広島平和問題懇話会         １冊 署名入り 

                     昭和２７年１２月 謄写印刷        詩「修学旅行」掲載 M-262 

 

  1504  会誌「プラタナス」１号    国立広島療養所文学研究会（広島県賀 １冊 M-263 

                     茂郡） 昭和２６年１２月 謄写印刷 

 

  1505  会誌「プラタナス」３号    国立広島療養所広島文学研究会（広島 １冊 M-264 

                     県賀茂郡） 昭和２７年１０月 謄写印刷 

 

  1506  同人誌「風車」        国立広島療養所看護婦姉妹会（広島県 １冊 「私の恋愛観」掲載 

                     賀茂郡） 昭和２４年７月 謄写印刷    M-265 

 

  1507  会誌「文学通信」No.２     文学通信社（山口県山口市）     １冊 M-266 

                     昭和２８年２月 謄写印刷 

 

  1508  会誌「文京かいほう詩集」   文京詩人集団（東京都）       １冊 M-267 

                第３集  昭和２７年７月 謄写印刷 

 

  1509  会誌「文学国土」第１０集   文学国土社（富山県中新川郡）    １冊 M-268 

                     昭和２４年９月 

 

  1510  機関誌「平和のうた」９５   松江青年学生平和祭典委員会     １冊 M-269 

                     昭和２６年８月 謄写印刷 

 

  1511  学友誌「平和をかえせ」    静岡大学工学部学友会（静岡県浜松市）１冊 謄写印刷 M-270 

      （原爆展感想文集）      昭和２７年７月 

 

  1512  会誌「星」第８号       人民文学大阪友の会（大阪府大阪市） １冊 M-271 

                     昭和２８年４月 謄写印刷 

 

  1513  雑誌「北方」第４集      北方詩社（富山県中新川郡）     １冊 「文学国土」改題 M-272 

                     昭和２４年１２月 

 

  1514  機関誌「まつかわ」第１２号  まつかわ発行所（宮城県仙台市）   １冊 M-273 

                     昭和２９年８月 謄写印刷 

 

  1515  雑誌「窓」No.４        「窓」文芸の会（神奈川県中郡）   １冊 謄写印刷 M-274 

                     昭和２８年 

 

  1516  個人誌「窓だけの空」     副島井智男 著           １冊 M-275 

                     新日本歌人協会広島支部 

                     昭和２６年刊 
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  1517  「民主戦線のために」     野坂 参三 著           １冊 昭和２１年１月２６日演説 

                     伊藤書店 昭和２１年刊          M-276 

 

  1518  俳誌「夕凪」７巻５号     夕凪社（広島県広島市）       ２冊 詩「修学旅行」掲載 

                     昭和２８年５月              M-277 

 

  1519  詩集「溶岩」６        溶岩詩人集団（滋賀県彦根市）    １冊 謄写印刷 M-278 

                     昭和２７年１２月 

 

  1520  詩集「よぶ子鳥」４号     片山小学校学芸部（広島県呉市）   １冊 謄写印刷 M-279 

                     昭和２６年２月              １～６年生 ４８人収録 

 

  1521  詩集「呼子」８        呼子詩話会（長野県長野市）     １冊 謄写印刷 M-280 

                     昭和２７年１２月 

 

  1522  詩集「駱駝通信」２９号    駱駝詩社（山口県光市）       １冊 謄写印刷 M-281 

                     昭和２８年１２月 

 

  1523  クラブ詩「Ｌ ＡＭＩ」３号  広島県高校ペンクラブ（広島県広島市）１冊 巻頭言執筆 

                     昭和２４年３月              筆名：芥川寿夫 M-282 

 

  1524  詩集「律動」No.２       律動詩社（大阪府八尾市）      １冊 メッセージ執筆 

                     昭和２７年１０月             筆名：近藤東 M-283 

 

  1525  詩集「レアリテ」２号     １２月書房（東京都）        １冊 御庄博美 著「異邦人」掲載 

                     昭和２５年１２月             M-284 

 

  1526  「労働協約」         広島電鉄株式会社（広島県広島市）  １冊 M-285 

                     昭和２７年１０月 

 

  1527  同人誌「浪曼群盗」８号    文芸旬報社（福島県安達郡）     １冊 表紙離はく M-286 

                     昭和２７年１０月 

 

  1528  詩集「労働詩集」       岩国錦詩友社（山口県岩国市）    １冊 「我々の言葉で我々の生活 

                     出版年不明                を現実をうたおう」掲載 

                                          謄写印刷 M-287 

 

  1529  詩集「若い詩人」３号     若い詩人の会（東京都）       １冊 通信文執筆 

                     昭和２８年１０月             謄写印刷 M-288 

 

  1530  詩集「わかば」２号      若葉文化サークル（広島県豊田郡）  １冊 謄写印刷 M-289 

                     昭和２６年５月 
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  1531  同人誌「われらの詩」６号   われらの詩の会（広島県広島市）   ２冊 M-290 

                     昭和２５年６月 

 

  1532  同人誌「われらの詩」８号   われらの詩の会（広島県広島市）   １冊 「ほんとうのこと」掲載 

                     昭和２５年８月              M-291 

 

  1533  同人誌「われらの詩」１２号  われらの詩の会（広島県広島市）   ３冊 「１９５０年８月６日」掲載 

                     昭和２６年９月              M-292 

 

  1534  同人誌「われらの詩」１３号  われらの詩の会（広島県広島市）   １冊 「駅にて」掲載  

                     昭和２６年１２月             謄写印刷 M-293 

 

  1535  同人誌「われらの詩」１５号  われらの詩の会（広島県広島市）   ２冊 座談会「文学運動をどう 

                     昭和２７年６月              すすめるか」掲載 M-294 

 

  1536  同人誌「われらの詩」１６号  われらの詩の会（広島県広島市）   ４冊 「子供の詩は教える」掲載 

                     昭和２７年９月              表紙色２種 M-295 

 

  1537  同人誌「われらの詩」１８号  われらの詩の会（広島県広島市）   １冊 謄写印刷 M-296 

                     昭和２８年４月 

 

  1538  同人誌「われらの詩」２０号  われらの詩の会（広島県広島市）   １冊 M-297 

                     昭和２８年１１月 

 

  1539  同人誌「われらのうた」１号  われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-298 

                     昭和２９年１１月 

 

  1540  同人誌「われらのうた」２号  われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-299 

                     昭和２９年１２月 

 

  1541  同人誌「われらのうた」３号  われらのうたの会（広島県広島市）  ３冊 謄写印刷 M-300 

                     昭和３０年１月 

 

  1542  同人誌「われらのうた」４号  われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-301 

                     昭和３０年２月 

 

  1543  同人誌「われらのうた」５号  われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-302 

                     昭和３０年３月 

 

  1544  同人誌「われらのうた」６号  われらのうたの会（広島県広島市）  ３冊 「峠三吉祭」掲載 

                     昭和３０年４月              謄写印刷 M-303 

 

  1545  同人誌「われらのうた」７号  われらのうたの会（広島県広島市）  ３冊 謄写印刷 M-304 

                     昭和３０年５月 

 

  1546  同人誌「われらのうた」８号  われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 「峠三吉短歌抄」掲載 

                     昭和３０年６月              謄写印刷 M-305 

 

  1547  同人誌「われらのうた」９号  われらのうたの会（広島県広島市）  ３冊 謄写印刷 M-306 

                     昭和３０年７月 

 

  1548  同人誌「われらのうた」１０号 われらのうたの会（広島県広島市）  ３冊 謄写印刷 M-307 

                     昭和３０年８月 
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  1549  同人誌「われらのうた」１１号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-308 

                     昭和３０年９月 

 

  1550  同人誌「われらのうた」１２号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-309 

                     昭和３０年１０月 

 

  1551  同人誌「われらのうた」１３号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-310 

                     昭和３０年１１月 

 

  1552  同人誌「われらのうた」１４号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-311 

                     昭和３０年１２月 

 

  1553  同人誌「われらのうた」１５号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-312 

                     昭和３１年１月 

 

  1554  同人誌「われらのうた」１６号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-313 

                     昭和３１年２月 

 

  1555  同人誌「われらのうた」１７号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 峠和子 著「それから 峠三吉 

                     昭和３１年３月 謄写印刷         四周年祭に」掲載 M-314 

 

  1556  同人誌「われらのうた」１８号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-315 

                     昭和３１年４月 

 

  1557  同人誌「われらのうた」１９号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-316 

                     昭和３１年５月 

 

  1558  同人誌「われらのうた」２０号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-317 

                     昭和３１年６月 

 

  1559  同人誌「われらのうた」２１号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-318 

                     昭和３１年７月 

 

  1560  同人誌「われらのうた」２２号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-319 

                     昭和３１年８月 

 

  1561  同人誌「われらのうた」２３号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-320 

                     昭和３１年９月 

 

  1562  同人誌「われらのうた」２４号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-321 

                     昭和３１年１０月 

 

  1563  同人誌「われらのうた」２５号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-322 

                     昭和３１年１１月 

 

  1564  同人誌「われらのうた」２６号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-323 

                     昭和３１年１２月 

 

  1565  同人誌「われらのうた」２７号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-324 

                     昭和３２年２月 

 

  1566  同人誌「われらのうた」２８号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 「峠三吉追悼『歌』より」 

                     昭和３２年３月              掲載 

                                          謄写印刷 M-325 
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  1567  同人誌「われらのうた」２９号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 真田耕児 著「峠さんのこと」 

                     昭和３２年４月              増原正 著「第三回峠三吉祭り 

                                          から」掲載 謄写印刷 M-326 

 

  1568  同人誌「われらのうた」３２号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-327 

                     昭和３２年７月 

 

  1569  同人誌「われらのうた」３３号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 原爆詩特集 原多喜作品研究 

                     昭和３２年８月              謄写印刷 M-328 

 

  1570  同人誌「われらのうた」３４号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-329 

                     昭和３２年１０月 

 

  1571  同人誌「われらのうた」３５号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 謄写印刷 M-330 

                     昭和３２年１２月 

 

  1572  同人誌「われらのうた」３６号 われらのうたの会（広島県広島市）  ２冊 「若樹」掲載 

                     昭和３３年３月              謄写印刷 M-331 

 

  1573  同人誌「われらのうた」３７号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-332 

                     昭和３３年６月 

 

  1574  同人誌「われらのうた」３８号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 峠和子 著「転身」掲載 

                     昭和３３年９月              謄写印刷 M-333 

 

  1575  同人誌「われらのうた」３９号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-334 

                     昭和３３年１２月 

 

  1576  同人誌「われらのうた」４０号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-335 

                     昭和３４年３月 

 

  1577  同人誌「われらのうた」４１号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-336 

                     昭和３４年５月 

 

  1578  同人誌「われらのうた」４２号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-337 

                     昭和３４年７月 

 

  1579  同人誌「われらのうた」４４号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-338 

                     昭和３４年１１月 

 

  1580  同人誌「われらのうた」４５号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-339 

                     昭和３５年３月 

 

  1581  同人誌「われらのうた」４６号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-340 

                     昭和３５年４月 

 

  1582  同人誌「われらのうた」４７号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-341 

                     昭和３５年６月 

 

  1583  同人誌「われらのうた」４８号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-342 

                     昭和３５年８月 

 

  1584  同人誌「われらのうた」４９号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-343 

                     昭和３５年１１月 
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  1585  同人誌「われらのうた」５１号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-344 

                     昭和３６年４月 

 

  1586  同人誌「われらのうた」５２号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-345 

                     昭和３６年８月 

 

  1587  同人誌「われらのうた」５３号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-346 

                     昭和３６年１２月 

 

  1588  同人誌「われらのうた」５４号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-347 

                     昭和３７年５月 

 

  1589  同人誌「われらのうた」５５号 われらのうたの会（広島県広島市）  １冊 謄写印刷 M-348 

                     昭和３７年１０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


