
 （峠三吉絵画類） 

資料 
番号 

 
資料名 

 
     出版事項 

 
 点  数

 
     備              考 

 

  1733  画（自筆）          門、柵 パステル 19×30cm     １枚 署名入り 

 

  1734  画（自筆）          海水浴 パステル 15×20cm     １枚 署名入り 

 

  1735  画（自筆）          「鹿」 パステル 15×20cm     １枚 署名入り 

 

  1736  貼り絵（自筆）        「もみじ」 15×20cm        １枚 署名入り 

 

  1737  画（自筆）          花 パステル 29×19cm       １枚 署名入り 

 

  1738  画（自筆）          静物 パステル 20×15cm      １枚 署名入り 

 

  1739  貼り絵（自筆）        海、月、舟、など 15×20cm     １枚 署名入り 

 

  1740  画（自筆）          風景 パステル 画用紙 19×30cm  １枚 署名入り 

 

  1741  画（自筆）          果物 パステル 29×20cm      １枚 署名入り 

 

  1742  貼り絵（自筆）        20×30cm              １枚 署名入り 

 

  1743  画（自筆）          静物 パステル 19×29cm      １枚 署名入り 

 

  1744  画（自筆）          静物 水彩 19×29cm        １枚 署名入り 

 

  1745  ポスター（自筆）       ヒシミルク宣伝用 22×28cm     １枚 署名入り 

 

  1746  四コママンガ（自筆）     「お巡りさん 署長の巻・巡査の巻」 １枚 署名入り 

                     ケント紙 15×23cm 

 

  1747  画（自筆）          「夕空」 パステル 20×13cm    １枚 署名入り 

                     昭和19年3月30日 

 

  1748  画（自筆）          「父の寝顔」 鉛筆 30×21cm    １枚 署名入り 

                     昭和19年9月27日 

 

  1749  画（自筆）          「見守り（千栄子姉肖像）」     １枚 署名入り 

                     パステル 23×28cm 昭和19年11月2日 

 

  1750  画（自筆）          「向ふの丘」 パステル 28×23cm  １枚 署名入り 

                     昭和19年12月29日 

 

  1751  画（自筆）          「晩春」 パステル 19×24cm    １枚 署名入り 

 

  1752  画（自筆）          「富士の見ゆる風景」 パステル   １枚 署名入り 

                     25×35cm 昭和20年1月26日 

 

  1753  画（自筆）          「曇天のダリヤ」 パステル     １枚 署名入り 

                     21×30cm 昭和18年7月9日 

 

  1754  画（自筆）          「漁家図（コロー模写）」 パステル １枚 署名入り 

                     23×18cm 昭和20年2月 

 

  1755  画（自筆）          「さらば富士塚」 パステル     １枚 署名入り 

                     25×36cm 昭和20年6月17日 
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  1756  画（自筆）          「鷺島夕景」 パステル 画用紙   １枚 署名入り 

                     22×30cm 昭和20年8月22日 

 

  1757  画（自筆）          糸崎スケッチ パステル       １枚 署名入り 

                     21×15cm 昭和20年8月26日 

 

  1758  画（自筆）          「紫桜の梢」 パステル ザラ紙   １枚 署名入り 

                     22×30cm 昭和20年9月1日 

 

  1759  画（自筆）          自画像 デッサン 鉛筆       １枚 署名入り 

                     25×18cm 昭和20年4月2日 

 

  1760  習字（自筆）         漢字 半紙             １枚 広島県立商業学校 

                     「聳雲大廈…」              第３学年丙組在席 

 

  1761  習字（自筆）         漢文「秋気侵…」 半紙       １枚 広島県立商業学校 

                     昭和8年                  第３学年丙組在席 

 

  1762  習字（自筆）         漢詩 半紙             １枚 広島県立商業学校 

                     昭和9年                  第４学年乙組在席 

 

  1763  習字（自筆）         漢文「父母に孝行に法度を守り…」  １枚 広島県立商業学校 

                     半紙 昭和9年               第４学年乙組在席 

 

  1764  習字（自筆）         漢詩 半紙             １枚 広島県立商業学校 

                     昭和9年                  第４学年乙組在席 

 

  1765  習字（自筆）         漢字「辭亂篇簾…」 半紙      １枚 広島県立商業学校 

                     昭和9年                  第４学年乙組在席 

  

  1766  習字（自筆）         漢字「心不在馬視…」 半紙     １枚 広島県立商業学校 

                     昭和8年                  第３学年丙組在席 

 

  1767  ポスター（自筆）       「リベットの響き」（広船青年祭用） １枚 署名入り 

                     25×36cm 昭和24年 

 

  1768  画（自筆）          風景画 パステル          １枚 署名入り 

                     25×36cm 昭和26年2月 

 

  1769  画（自筆）          父肖像画 水彩           １枚 署名入り 

                     33×26cm 昭和25年頃 

 

  1770  案内（自筆）         丸木・赤松両氏「原爆の図展」会期  １枚 

                     延長の案内 墨字 Ｂ４ザラ紙 

                     昭和25年10月 

 

  1771  画（自筆）          「青海苔の浜にて」 パステル    １枚 署名入り 

                     22×28cm 昭和23年8月15日 

 

  1772  画（自筆）          婦人像 パステル 画用紙      １枚 署名入り 

                     22×30cm 不明 

 

  1773  画（自筆）          自画像 パステル 陸軍罫紙裏    １枚 署名入り 

                     18×26cm 昭和22年6月16日 
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  1774  画（自筆）          「宇品港の初夏」 水彩画      １枚 

                     31×23cm 昭和21年4月27日 

 

  1775  画（自筆）          婦人像（和子） パステル 画用紙  １枚 署名入り 

                     21×29cm 昭和23年11月12日 

 

  1776  画（自筆）          婦人像（亡き母 峠すて）      １枚 

                     42×29cm 不明 

 

  1777  画（自筆）          「和子夫人」 デッサン 鉛筆    １枚 

                     21×29cm 昭和28年頃 

 

  1778  画（自筆）          「母ちゃん」（和子）デッサン    １枚 裏：人物画「母ちゃんと治」 

                     画用紙 28×24cm 

 

  1779  画（自筆）          婦人像（和子） デッサン 鉛筆   １枚 署名入り 

                     10×13cm 昭和24年6月20日 

 

  1780  画（自筆）          「ヤ、シュントシタル望月クン」   １枚 裏：女性の顔 

                     デッサン  青鉛筆 ザラ紙 

                     14×21cm 昭和26年 

 

  1781  貼り絵（自筆）        太陽、雲、島など 29×38cm     １枚 署名入り 

 

  1782  ポスター（自筆）       視力保存デー 水彩 38×29cm    １枚 署名入り 

 

  1783  画（自筆）          靴屋店舗 水彩 画用紙 29×38cm  １枚 署名入り 

 

  1784  画（自筆）          「室より」 パステル        １枚 署名入り 

                                        28×36cm 昭和19年6月4日 

 

  1785  画（自筆）          「南瓜など」 パステル       １枚 

                     34×25cm 昭和19年5月20日 

 

  1786  画（自筆）          「青磁の花」 パステル       １枚 

                     36×27cm 昭和19年5月20日 

 

  1787  画（自筆）          「崇徳教社」 パステル       １枚 

                     37×28cm 昭和18年5月12日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


