
佐久市立近代美術館　販売中の絵はがき一覧（2022.7.29現在）

No. 作家名 作品名 備考 No. 作家名 作品名 備考

1 - 美術館外観写真 55 中村貞以 待つ宵

2 池田満寿夫 顔のなかの女・三人 56 西内利夫 豆と猫

3 伊藤継郎 子供・馬・にわとり

4 井上俊郎 モンゴルの野 58 袴田京太朗 Daughter & Fathers

5 井上俊郎 馬と少女（モンゴル） 59 畠中光享 散華Ⅲ

6 岩橋英遠 北ぐに春秋（晩秋） 大判はがき 60 東山魁夷 萌ゆる春

7 上村松篁 閑日 61 檜山友希 №1515

8 内田あぐり 三態 62 平櫛田中 良寛とざくろ

9 大野百樹 雪林 63 平松譲 風薫る

10 岡信孝 浅間満月 64 平松礼二 浅間に龍を見る

11 岡村桂三郎 詞梨帝母 65 平山郁夫 仏教伝来

12 荻原孝一 新雪の浅間山 66 平山郁夫 天山南路（夜）

13 荻原孝一 残照の浅間 67 平山郁夫 出現

14 荻原孝一 つゆあけの浅間山 68 平山郁夫 日光東照宮

15 奥田元宋 紅白椿 69 平山郁夫 善光寺

16 奥村土牛 富士 70 平山郁夫 飛鳥の春

17 小倉遊亀 紅梅古九谷 71 平山郁夫 閼伽流山頂の鐘楼

18 小野竹喬 山湖 72 広田多津 立像（華）

73 吹田文明 南に散りし友に捧ぐ

20 加藤栄三 仔うさぎ 74 船水徳雄 猫

21 加納光於 《Illumination-1986》ＰＦ №４ 75 牧進 タレちゃん

22 鎌倉秀雄 アブ・シンベル神殿 76 牧進 紅粧鱗

23 菊地武朗 定刻着 77 松尾敏男 牛

24 北久美子 微風（右） 78 松尾敏男 洪水

25 北久美子 微風（左） 79 松尾敏男 富貴花

26 清原啓一 紅庭の遊鶏 80 丸木位里 猫

27 神津港人 春や春 81 溝田コトヱ 共存

28 児玉三鈴 曙 82 三谷十糸子 想

29 小林敬生 白い朝又は早暁-群舞０４．Ａ 83 三輪晁勢 雨後 大判はがき

30 小山敬三 紅浅間 84 武者小路実篤 向日葵

31 桜井孝美 日曜日の私達 85 武者小路実篤 この道より

32 桜井寛 ベッドの裸婦

33 桜井寛 背を向ける裸婦 87 棟方志功 慈

34 杉山寧 熙 88 柳沢正人 遠い風

35 鈴木公人 機関庫 89 山岡紀文 真夜中の君へ

36 鈴木公人 日午 90 山口華楊 猿

37 鱸利彦 五月の道 91 山本丘人 夕陽

38 関口正男 出土 92 山元春挙 作品貼り混ぜ屏風（部分）

39 瀬戸剛 ひといき・・・２ 93 横山操 雪原

40 千住博 ウォーターフォール 94 吉野純 洗礼

41 千住博 陽光湖岸 95 吉野純 ノアの家族

42 大工原武司 鳶群れる里 96 米谷清和 浅間 残部少

43 大工原武司 水ぬるむ頃 97 米谷清和 電話

44 大工原武司 杏咲く頃 98 武者小路実篤 この世は美の宝庫也（1959）

45 互井開一 富士 99 武者小路実篤 君と我（1959）

46 滝純一 風の道標 100 岡村政子 山吹之里賤女 新発売

47 田崎廣助 浅間山 101 片岡球子 紅富士 新発売

48 玉川信一 震える風景

49 寺島紫明 舞妓

50 寺島紫明 初夏

52 中川一政 向日葵

53 中澤志朗 百二十九号館

54 中島千波 形態*‘81.8


