
名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 001 中国金石集萃　第１函　商周金文 文物出版社 文物出版
社、北京

1992年、
1995年第2次

(ISBN)7-5010-0557-5　拓本を中
国紙にオフセット印刷

中国拓本 002 中国金石集萃　第2函　商周秦漢金文 文物出版社 文物出版
社、北京

1994年、
1995年第2次

7-5010-0558-3、同上

中国拓本 003 中国金石集萃　第3函　歴代銅鏡 文物出版社 文物出版
社、北京

1992年、
1995年第2次

7-5010-0559-1　同上

中国拓本 004 中国金石集萃　第4函　秦漢瓦當 文物出版社 文物出版
社、北京

1992年、
1995年第2次

7-5010-0560-5

中国拓本 005 中国金石集萃　第5函　漢畫像磚 文物出版社 文物出版
社、北京

1994年、
1995年第2次
印刷

7-5010-0561-3

中国拓本 006 中国金石集萃　第6函　石刻造像 文物出版社 文物出版
社、北京

1992年、
1995年第2次
印刷

7-5010-0562-1

中国拓本 007 中国金石集萃　第7函　六朝墓志（一） 文物出版社 文物出版
社、北京

1992年、
1995年第2次
印刷

7-5010-0563-X

中国拓本 008 中国金石集萃　第8函　六朝墓志（二） 文物出版社 文物出版
社、北京

1994年、
1995年第2次
印刷

7-5010-0564-8

中国拓本 009 中国金石集萃　第9函　隋唐墓志 文物出版社 文物出版
社、北京

1992年、
1995年第2次

7-5010-0565-6

中国拓本 010 中国金石集萃　第10函　唐代墓志 文物出版社 文物出版
社、北京

1992年、
1995年第2次

7-5010-0566-4

中国拓本 011 山東漢畫像石精萃　沂南巻 山東石刻藝術齊魯書社 1996年第1版
第1次印刷

7-5333-0522-1

中国拓本 012 山東漢畫像石精萃　鄒城巻 山東石刻藝術齊魯書社 1994年第1版
第1次印刷

7-5333-0411-x

中国拓本 013 山東漢畫像石精萃　勝州巻 山東石刻藝術齊魯書社 1994年第1版
第1次印刷

7-5333-0412-8

中国拓本 014 山東石刻藝術選粹　鐵山北朝刻經巻 山東石刻藝術浙江文藝出
版社

1996年第1版
第1次印刷

7-5339-0922-4

中国拓本 015 山東石刻藝術選粹　秦漢碑刻巻 山東石刻藝術浙江文藝出
版社

1996年第1版
第1次印刷

7-5339-0923-2

中国拓本 016 山東石刻藝術選粹　歴代墓誌巻 山東石刻藝術浙江文藝出
版社

1996年第1版
第1次印刷

7-5339-0925-9

中国拓本 017 山東石刻藝術選粹　漢畫像石巻 山東石刻藝術浙江文藝出
版社

1996年第1版
第1次印刷

7-5339-0926-7

中国拓本 018 山東石刻藝術選粹　漢畫像石故事巻 山東石刻藝術浙江文藝出
版社

1996年第1版
第1次印刷

7-5339-0924-0
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中国拓本 019 商周金文百種 殷□　馮宏偉 上海書畫出
版社

2000年 7-80635-646-0

中国拓本 020 北魏墓誌百種 上海博物館 上海書畫出
版社

1978年 7-80512-062-5

中国拓本 021 魏刻龍門造像記一百品 樂心龍 上海書畫出
版社

1994年 7-80512-683-6

中国拓本 022 西王母畫像磚 49.5×67.5 四川省博物館1
中国拓本 023 戦車畫像磚 46.3×69.3 四川省博物館2
中国拓本 024 講經畫像磚（立ち像） 46.1×69.4 四川省博物館3
中国拓本 025 双吏騎畫像磚 48.4×68.3 四川省博物館4
中国拓本 026 導車畫像磚(導者一人) 46.0×69.3 四川省博物館5
中国拓本 027 野合畫像磚 44.8×68.4 四川省博物館6
中国拓本 028 駱駝畫像磚 45.6×67.0 四川省博物館7
中国拓本 029 導車畫像磚 45.8×67.5 四川省博物館8
中国拓本 030 斧車畫像磚 46.0×69.3 四川省博物館9
中国拓本 031 伍伯畫像磚 45.6×69.4 四川省博物館10
中国拓本 032 宴飲畫像磚 46.2×69.3 四川省博物館11
中国拓本 033 講經畫像磚(座り像) 44.5×69.5 四川省博物館12
中国拓本 034 驂車過橋畫像磚 45.8×69.4 四川省博物館13
中国拓本 035 建鼓畫像磚 45.0×69.3 四川省博物館14
中国拓本 036 市集畫像磚 46.3×69.5 四川省博物館15
中国拓本 037 羊尊酒肆畫像磚 44.3×69.2 四川省博物館16
中国拓本 038 庖厨畫像磚 45.8×67.4 四川省博物館17
中国拓本 039 荷塘漁猟畫像磚 46.4×68.0 四川省博物館18
中国拓本 040 采桐畫像磚 48.6×69.5 四川省博物館19
中国拓本 041 宴飲畫像磚 57.7×69.2 四川省博物館20
中国拓本 042 戦車畫像磚 56.5×68.8 四川省博物館21
中国拓本 043 盤舞畫像磚 45.8×69.3 四川省博物館22石刻実物写真有
中国拓本 044 高□野合畫像磚 45.0×68.3 四川省博物館23
中国拓本 045 双騎吏畫像磚 46.3×69.5 四川省博物館24
中国拓本 046 四騎吏□戟畫像磚 46.5×69.5 四川省博物館25
中国拓本 047 舞樂畫像磚 55.5×66.5 四川省博物館26石刻実物写真有
中国拓本 048 四維戦車畫像磚 46.4×69.5 四川省博物館27
中国拓本 049 車馬過橋畫像磚 46.0×69.3 四川省博物館28
中国拓本 050 軒車驂賀畫像磚 44.0×69.3 四川省博物館29石刻実物写真有
中国拓本 051 輜車畫像磚 45.8×67.4 四川省博物館30
中国拓本 052 車馬過橋畫像磚 58.0×69.0 四川省博物館31石刻実物写真有
中国拓本 053 導車畫像磚 59.4×69.4 四川省博物館32
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中国拓本 054 月神羽人畫像磚 45.0×69.4 四川省博物館33
中国拓本 055 日神羽人畫像磚 45.0×69.4 四川省博物館34
中国拓本 056 騎鹿升山畫像磚 46.3×67.4 四川省博物館35
中国拓本 057 舂米畫像磚 44.5×69.3 四川省博物館36
中国拓本 058 拝謁畫像磚 45.4×69.5 四川省博物館37
中国拓本 059 醸酒畫像磚 46.5×69.5 四川省博物館38
中国拓本 060 西王母畫像磚 57.4×69.0 四川省博物館39石刻実物写真有
中国拓本 061 伏羲女媧畫像磚 57.1×69.5 四川省博物館40
中国拓本 062 鳳闕畫像磚 58.0×69.2 四川省博物館41石刻実物写真有
中国拓本 063 單闕畫像磚 53.2×68.0 四川省博物館42
中国拓本 064 宴樂畫像磚 48.0×69.0 四川省博物館43
中国拓本 065 習射畫像磚 45.9×69.4 四川省博物館44
中国拓本 066 庖厨畫像磚 45.8×69.3 四川省博物館45
中国拓本 067 播種畫像磚 46.5×69.5 四川省博物館46
中国拓本 068 弋射収穫畫像磚 50.3×66.8 四川省博物館47石刻実物写真有
中国拓本 069 拾芋畫像磚 44.7×69.0 四川省博物館48
中国拓本 070 農事畫像磚 46.4×69.3 四川省博物館49石刻実物写真有
中国拓本 071 養老畫像磚 44.8×69.0 四川省博物館50
中国拓本 072 謁見畫像磚 57.9×69.0 四川省博物館51
中国拓本 073 武庫畫像磚 45.3×67.9 四川省博物館52
中国拓本 074 伏羲女媧畫像磚 69.0×58.0 四川省博物館53
中国拓本 075 迎謁畫像磚 44.4×69.6 四川省博物館54
中国拓本 076 鼎人畫像磚 45.0×69.4 四川省博物館55
中国拓本 077 戦車騎従畫像磚 57.8×69.2 四川省博物館56
中国拓本 078 斧車畫像磚 59.0×69.3 四川省博物館57
中国拓本 079 戦車畫像磚 46.3×69.3 四川省博物館58
中国拓本 080 戦車畫像磚 46.2×69.3 四川省博物館59
中国拓本 081 騎吹畫像磚 44.2×69.4 四川省博物館60
中国拓本 082 二騎吏畫像磚 46.4×69.3 四川省博物館61
中国拓本 083 樂舞畫像磚 44.8×69.3 四川省博物館62
中国拓本 084 燕居畫像磚 46.5×69.2 四川省博物館63
中国拓本 085 宴飲畫像磚 45.0×68.1 四川省博物館64
中国拓本 086 武氏祠石刻畫(前石室) 武榮祠1 38.8×153.3
中国拓本 087 武氏祠石刻畫(前石室)武榮祠 2 105.1×196.8
中国拓本 088 武氏祠石刻畫(前石室) 武榮祠3 76.0×150.0
中国拓本 089 武氏祠石刻畫(前石室) 武榮祠4 57.4×329.0
中国拓本 090 武氏祠石刻畫(前石室)武榮祠 5 114.0×194.5
中国拓本 091 武氏祠石刻畫(前石室) 武榮祠6 96.5×205.5
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中国拓本 092 武氏祠石刻畫(前石室) 武榮祠7 97.0×192.2
中国拓本 093 武氏祠石刻畫(前石室) 武榮祠8 31.7×159.5
中国拓本 094 武氏祠石刻畫(前石室) 武榮祠9 79.5×97.0
中国拓本 095 武氏祠石刻畫(前石室) 武榮祠10 76.5×76.5
中国拓本 096 武氏祠石刻畫(前石室) 武榮祠11 30.6×168.4
中国拓本 097 武氏祠石刻畫(左石室) 武班祠1 95.5×212.5
中国拓本 098 武氏祠石刻畫(左石室) 武班祠2 107.0×211.0
中国拓本 099 武氏祠石刻畫(左石室) 武班祠3 105.5×66.2
中国拓本 100 武氏祠石刻畫(左石室) 武班祠4 96.8×68.8
中国拓本 101 武氏祠石刻畫(左石室) 武班祠5 43.8×157.3
中国拓本 102 武氏祠石刻畫(左石室) 武班祠6 78.8×78.8
中国拓本 103 武氏祠石刻畫(左石室) 武班祠7 75.3×76.5
中国拓本 104 武氏祠石刻畫(左石室) 武班祠8 77.8×148.3
中国拓本 105 武氏祠石刻畫(右石室) 武梁祠1 176.2×139.7
中国拓本 106 武氏祠石刻畫(右石室) 武梁祠2 143.3×184.1
中国拓本 107 武氏祠石刻畫(右石室) 武梁祠3 155.2×210.3
中国拓本 108 武氏祠石刻畫(右石室) 武梁祠4 94.3×224.0
中国拓本 109 武氏祠石刻畫(右石室) 武梁祠5 94.8×246.1
中国拓本 110 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠1 124.8×152.8
中国拓本 111 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠2 113.0×153.8
中国拓本 112 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠3 120.2×

162.G180
中国拓本 113 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠4 116.8×158.1
中国拓本 114 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠5 112.9×159.8
中国拓本 115 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠6 60.8×238.2
中国拓本 116 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠7 112.2×225.9
中国拓本 117 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠8 68.5×226.8
中国拓本 118 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠9 97.0×208.5
中国拓本 119 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠10 65.4×213.7
中国拓本 120 武氏祠石刻畫(后石室) 武開明祠11 67.2×32.7
中国拓本 121 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕1 162.7×69.8
中国拓本 122 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕2 158.8×69.8
中国拓本 123 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕3 177.4×74.7
中国拓本 124 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕4 39.3×125.9
中国拓本 125 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕5 39.2×123.1
中国拓本 126 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕6 42.8×153.7
中国拓本 127 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕7 137.2×51.8
中国拓本 128 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕8 135.5×53.0
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中国拓本 129 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕9 32.0×68.7
中国拓本 130 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕10 31.7×69.3
中国拓本 131 武氏祠石刻畫(右石闕) 西闕11 31.2×49.3
中国拓本 132 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕1 159.9×69.2
中国拓本 133 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕2 165.7×68.5
中国拓本 134 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕3 179.7×69.8
中国拓本 135 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕4 43.9×127.0
中国拓本 136 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕5 42.2×120.5
中国拓本 137 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕6 35.2×46.2
中国拓本 138 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕7 134.2×58.5
中国拓本 139 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕8 134.0×54.0
中国拓本 140 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕9 42.2×160.0
中国拓本 141 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕10 32.4×68.8
中国拓本 142 武氏祠石刻畫(左石闕) 東闕11 32.6×68.5
中国拓本 143 武氏祠石刻畫(其他部分)1 66.7×129.8
中国拓本 144 武氏祠石刻畫(其他部分)2 68.8×79.8
中国拓本 145 武氏祠石刻畫(其他部分)3 59.6×142.1
中国拓本 146 武氏祠石刻畫(其他部分)4 79.2×74.7
中国拓本 147 武氏祠石刻畫(其他部分)5 79.4×69.0
中国拓本 148 武氏祠石刻畫(其他部分)6 61.0×206.6
中国拓本 149 武氏祠石刻畫(其他部分)7 68.5×79.9
中国拓本 150 武氏祠石刻畫(其他部分)8 40.5×165.7
中国拓本 151 武氏祠石刻畫(其他部分)9 41.4×88.8
中国拓本 152 孝堂山郭氏祠石刻畫1　石□（底） 38.6×186.5
中国拓本 153 孝堂山郭氏祠石刻畫2　石□（東面） 76.4×194.5
中国拓本 154 孝堂山郭氏祠石刻畫3　石□（西面） 75.6×212.3
中国拓本 155 孝堂山郭氏祠石刻畫4　北壁（西段） 142.5×185.0
中国拓本 156 孝堂山郭氏祠石刻畫5　北壁（東段） 147.5×191.6
中国拓本 157 孝堂山郭氏祠石刻畫6　東壁 184.0×200.8
中国拓本 158 孝堂山郭氏祠石刻畫7　西壁 181.5×211.8
中国拓本 159 北魏石刻　拓片十種1 32.5×21.9 D2-204袋入
中国拓本 160 北魏石刻　拓片十種2 33.0×21.9 D2-204
中国拓本 161 北魏石刻　拓片十種3 22.3×32.4 D2-204 天人
中国拓本 162 北魏石刻　拓片十種4 33.0×21.8 D2-204 天人
中国拓本 163 北魏石刻　拓片十種5 32.7×21.8 D2-204 仏
中国拓本 164 北魏石刻　拓片十種6 32.5×21.9 D2-204 仏
中国拓本 165 北魏石刻　拓片十種7 32.5×23.6 D2-204 仏２体
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中国拓本 166 北魏石刻　拓片十種8 21.4×32.7 D2-204 人物8体

中国拓本 167 北魏石刻　拓片十種9 32.4×22.0 D2-204
中国拓本 168 北魏石刻　拓片十種10 32.3×21.9 D2-204
中国拓本 169 戦車 22.9×34.3 漢畫　拓片十種1(D2-03) （D2-

201）袋入　NO.269と同
中国拓本 170 安平漢墓 22.4×34.2 漢畫　拓片十種２(D2-03)

NO.270( D2-201) と同じ
中国拓本 171 騎吏 21.7×33.6 漢畫　拓片十種３(D2-03) 2騎

D2-201と同じ
中国拓本 172 騎吏 22.2×34.1 漢畫　拓片十種４(D2-03) 車馬(２

人乗)　１騎　D2-201と同じ
中国拓本 173 騎吏 22.1×34.0 漢畫　拓片十種５(D2-03) １騎
中国拓本 174 馬 23.0×34.5 漢畫　拓片十種６(D2-03) 左向

D2-201と同じ
中国拓本 175 騎吏 21.8×33.6 漢畫　拓片十種７(D2-03) ２騎(対

面)　D2-201と同じ
中国拓本 176 馬 21.8×33.7 漢畫　拓片十種８(D2-03)　右向

D2-201と同じ
中国拓本 177 斧車 22.1×34.3 漢畫　拓片十種９(D2-03)　D2-201

と同じ
中国拓本 178 騎吏戟幢 22.0×34.4 漢畫　拓片十種1０(D2-03)　D2-

201と同じ
中国拓本 179 西漢墓畫象甎1　(□犬逐兎図) 21.9×31.3 D2-309袋入
中国拓本 180 西漢墓畫象甎2　(乗龍図) 22.0×31.2 D2-309
中国拓本 181 西漢墓畫象甎3　(騎射図) 22.0×31.1 D2-309
中国拓本 182 西漢墓畫象甎4　(馴牛図) 22.0×30.8 D2-309
中国拓本 183 西漢墓畫象甎5　(鼓舞図) 21.8×31.2 D2-309
中国拓本 184 西漢墓畫象甎6　(熊黍図) 34.1×22.1 D2-309
中国拓本 185 西漢墓畫象甎7　(虎亀鴟図) 22.1×31.3 D2-309
中国拓本 186 西漢墓畫象甎8　(奔鹿図) 22.0×31.3 D2-309
中国拓本 187 西漢墓畫象甎9　(射鳥図) 31.2×22.1 D2-309
中国拓本 188 西漢墓畫象甎10　(執笏図) 31.3×22.1 D2-309
中国拓本 189 漢墓畫象甎1　(獣戯図) 22.0×31.6 D2-307袋入
中国拓本 190 漢墓畫象甎2　(虎鴟図) 21.7×31.8 D2-307
中国拓本 191 漢墓畫象甎3　(□犬図) 22.1×31.9 D2-307
中国拓本 192 漢墓畫象甎4　(東王公駕龍図) 21.8×32.3 D2-307
中国拓本 193 漢墓畫象甎5　(門□図) 22.1×32.2 D2-307
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中国拓本 194 漢墓畫象甎6　(騎奔図) 22.2×31.9 D2-307
中国拓本 195 漢墓畫象甎7　(騎射図) 22.4×32.0 D2-307
中国拓本 196 漢墓畫象甎8　(對刺図) 22.0×31.8 D2-307
中国拓本 197 漢墓畫象甎9　(鼓舞図) 22.0×31.5 D2-307
中国拓本 198 漢墓畫象甎10　(野猪図) 22.0×31.8 D2-307
中国拓本 199 西漢墓畫象甎1　(樂舞図) 22.2×33.0 D2-308袋入
中国拓本 200 西漢墓畫象甎2　(刺虎図) 22.0×32.9 D2-308
中国拓本 201 西漢墓畫象甎3　(鴟□図) 32.8×22.2 D2-308
中国拓本 202 西漢墓畫象甎4　(玉兎搗葯図) 22.9×32.6 D2-308
中国拓本 203 西漢墓畫象甎5　(騎射図) 22.4×32.9 D2-308
中国拓本 204 西漢墓畫象甎6　(狐鳥図) 22.0×32.2 D2-308
中国拓本 205 西漢墓畫象甎7　(逐奔図) 22.4×32.7 D2-308
中国拓本 206 西漢墓畫象甎8　(長袖舞図) 21.9×32.0 D2-308
中国拓本 207 西漢墓畫象甎9　(朱雀図) 21.8×32.9 D2-308
中国拓本 208 西漢墓畫象甎10　(鶴亀図) 22.4×32.9 D2-308
中国拓本 209 古代石刻人物畫選1　(乗□) 32.7×21.5 D2-206袋入
中国拓本 210 古代石刻人物畫選2　(侍女) 32.5×21.2 D2-206　女性像（立）右手に花
中国拓本 211 古代石刻人物畫選3　(貴婦人) 32.6×21.2 D2-206　女性像（立）手に茶器
中国拓本 212 古代石刻人物畫選4　(菩薩) 32.5×21.4 D2-206
中国拓本 213 古代石刻人物畫選5　(貴婦人) 32.8×21.4 D2-206　女性像（立）左手に食皿
中国拓本 214 古代石刻人物畫選6  (貴婦人) 32.7×21.4 D2-206　女性像（立）左手に鏡
中国拓本 215 古代石刻人物畫選7　(主婦) 32.6×21.4 D2-206　女性像（立）左手に小鳥
中国拓本 216 古代石刻人物畫選8　(主婦) 32.6×21.2 D2-206　女性像（胸像）
中国拓本 217 古代石刻人物畫選9　(仁王) 32.5×21.3 D2-206
中国拓本 218 古代石刻人物畫選10　 32.8×21.3 D2-206　男性像（胸像）
中国拓本 219 中国古代石刻畫選1 21.2×31.7 D2-207袋入　（鳳凰）右
中国拓本 220 中国古代石刻畫選2 21.5×31.6 D2-207　（鳳凰）左
中国拓本 221 中国古代石刻畫選3 31.5×21.7 D2-207
中国拓本 222 中国古代石刻畫選4 31.6×21.7 D2-207　（鳳凰）
中国拓本 223 中国古代石刻畫選5 31.3×22.0 D2-207
中国拓本 224 中国古代石刻畫選6 21.5×31.5 D2-207
中国拓本 225 中国古代石刻畫選7 21.6×30.8 D2-207
中国拓本 226 中国古代石刻畫選8 31.5×21.5 D2-207
中国拓本 227 中国古代石刻畫選9 31.0×21.3 D2-207
中国拓本 228 中国古代石刻畫選10 31.3×21.3 D2-207
中国拓本 229 漢晋碑1　(永興二年八月□日立) 31.8×21.8 D2-303袋入
中国拓本 230 漢晋碑2　(元鼎四年) 31.8×22.0 D2-303
中国拓本 231 漢晋碑3　(永興二年九月□日立) 32.0×21.9 D2-303

7



名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 232 漢晋碑4　(永壽三年一月造) 32.0×21.6 D2-303
中国拓本 233 漢晋碑5　(五鳳三年十月) 31.4×21.9 D2-303
中国拓本 234 漢晋碑6　(咸康三年八月□日) 31.5×21.9 D2-303
中国拓本 235 漢晋碑7　(銭魚絞) 31.8×21.9 D2-303
中国拓本 236 漢晋碑8　(永康元年二月) 31.7×22.0 D2-303
中国拓本 237 漢晋碑9　(元康四年八月□日) 31.6×21.8 D2-303
中国拓本 238 漢晋碑10　(龍絞) 31.7×21.8 D2-303
中国拓本 239 漢晋碑1　(元康図案絞) 31.7×21.6 D2-306袋入
中国拓本 240 漢晋碑2　(魚絞) 32.0×21.3 D2-306
中国拓本 241 漢晋碑3　(双鳳絞) 21.3×32.5 D2-306
中国拓本 242 漢晋碑4　(晋三百) 31.8×21.2 D2-306
中国拓本 243 漢晋碑5　(大泉當千銭絞) 32.0×21.5 D2-306
中国拓本 244 漢晋碑6　(円形蓮弁花絞) 31.9×21.5 D2-306
中国拓本 245 漢晋碑7　(千万世不敗) 32.0×21.2 D2-306
中国拓本 246 漢晋碑8　(銭絞千万) 31.8×21.3 D2-306
中国拓本 247 漢晋碑9　(鳥銭図案絞) 32.0×21.7 D2-306
中国拓本 248 漢晋碑10　(銭図案絞) 32.0×21.3 D2-306
中国拓本 249 漢石動画1　(龍扮装戯) 21.4×32.9 D2-202袋入 沂南樂舞百戯畫象

(武梁祠)
中国拓本 250 漢石動画2　(魚扮装戯) 21.3×32.8 D2-202 沂南樂舞百戯畫象(武梁
中国拓本 251 漢石動画3　(馬上直立) 21.3×32.7 D2-202 沂南樂舞百戯畫象(武梁
中国拓本 252 漢石動画4　(縄□) 21.4×32.9 D2-202 沂南樂舞百戯畫象(武梁
中国拓本 253 漢石動画5　(雀扮装戯) 21.3×32.7 D2-202 沂南樂舞百戯畫象(武梁
中国拓本 254 漢石動画6  (七盤舞) 21.2×32.7 D2-202 沂南樂舞百戯畫象(武梁
中国拓本 255 漢石動画7　(馬上倒立) 21.3×32.7 D2-202 沂南樂舞百戯畫象(武梁
中国拓本 256 漢石動画8　(飛剣跳丸) 32.7×21.3 D2-202 沂南樂舞百戯畫象(武梁
中国拓本 257 漢石動画9　(豹扮装戯) 21.3×32.7 D2-202 沂南樂舞百戯畫象(武梁
中国拓本 258 漢石動画10　(載竿立戯) 32.7×21.3 D2-202 沂南樂舞百戯畫象(武梁
中国拓本 259 漢石動画1　(犬) 22.1×32.8 D2-203袋入
中国拓本 260 漢石動画2　(兎) 21.7×32.7 D2-203
中国拓本 261 漢石動画3　(牛) 21.1×30.8 D2-203
中国拓本 262 漢石動画4　(羊) 21.6×32.7 D2-203
中国拓本 263 漢石動画5　(馬) 21.6×32.7 D2-203
中国拓本 264 漢石動画6　(虎) 21.6×32.9 D2-203
中国拓本 265 漢石動画7　(竜) 21.6×32.8 D2-203
中国拓本 266 漢石動画8　(馬) 21.6×32.8 D2-203
中国拓本 267 漢石動画9　(象) 21.6×32.7 D2-203
中国拓本 268 漢石動画10　(馬) 21.8×32.8 D2-203
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中国拓本 269 戦車 22.3×34.0 漢畫　拓片十種１(D2-201)  169へ
(D2-03と同)

中国拓本 270 安平漢墓 22.3×33.9 漢畫　拓片十種２(D2-201)  170へ
(D2-03と同)

中国拓本 271 騎吏 22.3×33.8 漢畫　拓片十種３(D2-201)  171へ
(D2-03と同)

中国拓本 272 騎吏 22.3×34.0 漢畫　拓片十種４(D2-201)  172へ
(D2-03と同)

中国拓本 273 騎吏 22.4×33.9 漢畫　拓片十種５(D2-201)  173へ
(D2-03と同)

中国拓本 274 騎吏 22.2×33.8 漢畫　拓片十種６(D2-201)  175へ
(D2-03と同)

中国拓本 275 馬 22.2×33.9 漢畫　拓片十種７(D2-201)  174へ
(D2-03と同)

中国拓本 276 馬 22.2×33.9 漢畫　拓片十種８(D2-201)  176へ
(D2-03と同)

中国拓本 277 斧車 22.4×33.9 漢畫　拓片十種９(D2-201)  177へ
(D2-03と同)

中国拓本 278 騎吏戟幢 22.3×33.9 漢畫　拓片十種１０(D2-201)  178
へ　(D2-03と同)

中国拓本 279 戦車 21.5×32.0 漢畫　拓片十種1(D2-201)  169へ
(D2-03と同)

中国拓本 280 安平漢墓 21.9×31.5 漢畫　拓片十種2(D2-201)  170へ
(D2-03と同)

中国拓本 281 騎吏 21.7×31.7 漢畫　拓片十種3(D2-201)  171へ
(D2-03と同)

中国拓本 282 騎吏 21.7×32.0 漢畫　拓片十種4(D2-201)  172へ
(D2-03と同)

中国拓本 283 騎吏 21.6×31.5 漢畫　拓片十種5(D2-201)  173へ
(D2-03と同)

中国拓本 284 騎吏 21.7×31.8 漢畫　拓片十種6(D2-201)  175へ
(D2-03と同)

中国拓本 285 馬 21.7×31.7 漢畫　拓片十種7(D2-201)  174へ
(D2-03と同)

中国拓本 286 馬 21.8×31.5 漢畫　拓片十種8(D2-201)  176へ
(D2-03と同)

中国拓本 287 斧車 21.8×31.8 漢畫　拓片十種9(D2-201)  177へ
(D2-03と同)
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中国拓本 288 騎吏戟幢 21.8×31.8 漢畫　拓片十種10(D2-201)  178へ
(D2-03と同)

中国拓本 289 元康圖安紋 31.9×21.7 漢晋碑1(D2-306)  239へ　(D2-306
と同じ)

中国拓本 290 魚紋 31.9×21.7 漢晋碑2(D2-306)  240へ　(D2-306
と同じ)

中国拓本 291 双凰紋 21.7×31.9 漢晋碑3(D2-306)  241へ　(D2-306
と同じ)

中国拓本 292 晋三百 31.9×21.8 漢晋碑4(D2-306)  242へ　(D2-306
と同じ)

中国拓本 293 大泉當千銭紋 31.9×21.8 漢晋碑5(D2-306)  243へ　(D2-306
と同じ)

中国拓本 294 円形蓮弁花紋 31.9×21.9 漢晋碑6(D2-306)  244へ　(D2-306
と同じ)

中国拓本 295 千万世不敗 31.9×21.8 漢晋碑7(D2-306)  245へ　(D2-306
と同じ)

中国拓本 296 銭紋千万 31.9×21.7 漢晋碑8(D2-306)  246へ　(D2-306
と同じ)

中国拓本 297 鳥銭図案紋 32.0×21.8 漢晋碑9(D2-306)  247へ　(D2-306
と同じ)

中国拓本 298 銭図案紋 32.0×21.7 漢晋碑10(D2-306)  248へ　(D2-
306と同じ)

中国拓本 299 戦車 46.3×68.8 漢石動畫1(D2-213)袋入  山東省
沂南出土漢石刻畫)

中国拓本 300 戦車 45.6×69.3 漢石動畫2(D2-213)  山東省沂南
出土漢石刻畫)

中国拓本 301 戦車 46.2×69.5 漢石動畫3(D2-213)  山東省沂南
出土漢石刻畫)

中国拓本 302 戦車 45.6×69.4 漢石動畫4(D2-213)  山東省沂南
出土漢石刻畫)

中国拓本 303 戦車 47.5×70.0 漢石動畫5(D2-213)  山東省沂南
出土漢石刻畫)

中国拓本 304 飛風半身菩薩 69.3×44.8 唐大智禅師碑側面1(D2-209) 袋
中国拓本 305 騎獣菩薩 69.5×44.7 唐大智禅師碑側面2(D2-209)
中国拓本 306 正面菩薩 69.2×45.2 唐大智禅師碑側面3(D2-209)
中国拓本 307 庚姫乍(作)□女　寶□(尊)彝□□ 12.2×18.7 西周銅器銘文1(D2-101) 袋入
中国拓本 308 邑乍(作)寶　□(尊)彝 13.5×18.6 西周銅器銘文2(D2-101)
中国拓本 309 孫彝　女辛　貝用乍(作) 13.5×18.7 西周銅器銘文3(D2-101)
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中国拓本 310 田乍(作)父己　寶□(尊)彝□ 13.0×18.7 西周銅器銘文4(D2-101)
中国拓本 311  敦子孫其萬　年永寶用享 13.5×19.0 西周銅器銘文5(D2-101)
中国拓本 312 子□乍(作)母　辛□(尊)彝　□□ 13.4×18.9 西周銅器銘文6(D2-101)
中国拓本 313 乍(作)□　虎爪 12.5×18.5 西周銅器銘文7(D2-101)
中国拓本 314 父乙　父癸 12.9×18.8 西周銅器銘文8(D2-101)
中国拓本 315 父子孫　寶□(尊)彝 13.6×18.6 西周銅器銘文9(D2-101)
中国拓本 316 齊□乍(作)□(即)　□(享)其萬　年永保用 13.7×18.6 西周銅器銘文10(D2-101)
中国拓本 317 釋文　下并 22.0×31.0

（11.5×6.5)
(瓦当拓本）秦漢瓦當　拓片十種
(D2-301)1袋入

中国拓本 318 釋文　上林 22.0×31.0
(19.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當　拓片十種
(D2-301)2

中国拓本 319 釋文　陽遂富 22.0×31.0
（9.0×13.7)

(瓦当拓本）秦漢瓦當　拓片十種
(D2-301)3

中国拓本 320 釋文　長生未央 21.8×31.0
(17.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當　拓片十種
(D2-301)4

中国拓本 321 釋文　馬樂未央 22.0×31.4
(18.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當　拓片十種
(D2-301)5

中国拓本 322 釋文　秋歳千萬 21.8×31.0
(19.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當　拓片十種
(D2-301)6

中国拓本 323 釋文　萬歳千秋 21.9×30.9
(19.7)

(瓦当拓本）秦漢瓦當　拓片十種
(D2-301)7

中国拓本 324 釋文　毋與 22.0×31.0
（9.0×16.2)

(瓦当拓本）秦漢瓦當　拓片十種
(D2-301)8

中国拓本 325 釋文　萬世千秋 22.0×31.0
（8.5×16.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當　拓片十種
(D2-301)9

中国拓本 326 釋文　年延 22.1×30.9
（16.7)

(瓦当拓本）秦漢瓦當　拓片十種
(D2-301)10

中国拓本 327 釋文　蘭泄宮當 22.3×31.7
（9.0×17.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-302)1袋
入

中国拓本 328 釋文　延年 22.7×32.0
（17.3)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-302)2

中国拓本 329 釋文　羽陽千歳 22.2×31.9
（15.7)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-302)3

中国拓本 330 釋文　衛 21.8×31.7
（17.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-302)4

中国拓本 331 釋文　羽陽臨渭　 21.5×30.8
（15.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-302)5

11
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中国拓本 332 釋文　樂浪禮官 22.4×31.9
（17.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-302)6

中国拓本 333 釋文　召陵宮當 22.2×31.6
（15.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-302)7

中国拓本 334 釋文　案樂未央 22.5×31.9
（15.7)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-302)8

中国拓本 335 釋文　千歳萬歳 22.4×31.9
（14.2)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-302)9

中国拓本 336 釋文　甘泉上林 22.5×31.7
（15.3)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-302)10

中国拓本 337 釋文　永承大霊 21.6×33.1
（17.2)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-310)1袋
入

中国拓本 338 釋文　上官農林 21.9×33.0
（16.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-310)2

中国拓本 339 釋文　與天無極 21.8×32.6
（16.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-310)3

中国拓本 340 釋文　涌泉混流 21.8×32.8
（14.7)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-310)4

中国拓本 341 釋文　般室 22.0×33.1
（15.7)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-310)5

中国拓本 342 釋文　鮮神所食 21.9×33.0
（14.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-310)6

中国拓本 343 釋文　□泉宮當 22.0×33.0
（14.7)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-310)7

中国拓本 344 釋文　萬歳 21.7×32.9
（16.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-310)8

中国拓本 345 釋文　宜富貴當 21.9×33.1
（15.2)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-310)9

中国拓本 346 釋文　梁宮 21.9×32.9
（14.8)

(瓦当拓本）秦漢瓦當(D2-310)10

中国拓本 347 四獣畫 21.9×31.9
（14.3)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-312)1袋入

中国拓本 348 鳳鳥畫 22.2×32.3
（6.8×13.8)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-312)2

中国拓本 349 双禽獣畫 21.8×31.7
（13.5×12.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-312)3

中国拓本 350 三鶴畫 22.8×32.3
（13.0×13.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-312)4
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中国拓本 351 奔鹿畫 22.0×32.2
（13.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-312)5

中国拓本 352 奔鹿畫 22.1×31.8
（14.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-312)6

中国拓本 353 玄武畫 22.2×32.0
（16.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-312)7

中国拓本 354 朱雀畫 21.9×32.2
（12.8)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-312)8

中国拓本 355 白虎畫 22.3×32.0
（16.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-312)9

中国拓本 356 青龍畫 22.0×31.9
（16.3)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-312)10

中国拓本 357 右空瓦當 21.4×32.7
（16.3)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-315)1袋入

中国拓本 358 華倉瓦當 21.8×33.9
（16.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-315)2

中国拓本 359 富貴母央瓦當 21.8×33.3
（18.2)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-315)3

中国拓本 360 都司空瓦當 21.8×33.4
（18.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-315)4

中国拓本 361 萬歳瓦當 21.5×33.5
（14.8)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-315)5

中国拓本 362 冢上瓦當 21.8×33.5
（17.5)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-315)6

中国拓本 363 □宇瓦當 21.7×33.4
（15.2)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-315)7

中国拓本 364 永保國邑瓦當 21.5×33.6
（16.2)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-315)8

中国拓本 365 宗正宮當瓦當 21.8×33.5
（15.0)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-315)9

中国拓本 366 富貴瓦當 21.4×33.6
（14.4)

(瓦当拓本）秦漢瓦當〔紋飾瓦當〕
(D2-315)10

中国拓本 367 釋文　蘭池宮當（秦） 31.6×22.3
（16.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-304)1袋入

中国拓本 368 釋文　永奉無彊（秦） 31.5×22.1
（17.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-304)2

中国拓本 369 釋文　衛（秦） 31.6×22.0
（17.3)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-304)3
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中国拓本 370 釋文　長生未央（漢） 31.5×22.2
（16.7)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-304)4

中国拓本 371 釋文　折風闕當（漢） 31.4×22.2
（17.7)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-304)5

中国拓本 372 釋文  長樂未央（漢） 31.5×22.0
（16.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-304)6

中国拓本 373 釋文　□寿存當（漢） 31.5×22.0
（14.7)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-304)7

中国拓本 374 釋文　延年益寿（漢） 31.5×22.1
（17.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-304)8

中国拓本 375 釋文　宜富貴當（漢） 31.7×22.0
（16.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-304)9

中国拓本 376 釋文　與天無亟（漢） 31.7×22.0
（19.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-304)10

中国拓本 377 釋文　億年無彊 22.7×32.1
（17.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-311)1袋入

中国拓本 378 釋文　寿成 22.1×32.7
（15.7)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-311)2

中国拓本 379 釋文　羽陽千秋 22.1×32.5
（16.4)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-311)3

中国拓本 380 釋文　巨揚冢當 21.8×32.5
（14.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-311)4

中国拓本 381 釋文　考天（半瓦）　后寝（半瓦） 22.4×31.1
（15.0×8.3 5.5
×7.2)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-311)5

中国拓本 382 釋文　華倉 22.3×32.5
（14.0×8.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-311)6

中国拓本 383 釋文　萬歳 22.4×32.7
（15.5×16.3)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-311)7

中国拓本 384 釋文　長生未央 22.5×32.1
（15.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-311)8

中国拓本 385 釋文　西延冢當 22.5×32.5
（14.8)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-311)9

中国拓本 386 釋文　延寿長久 22.2×32.5
（16.5×17.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-311)10

中国拓本 387 葵紋 21.7×31.7
（14.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-314)1袋入
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中国拓本 388 双鶴紋 22.3×31.7
（16.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-314)2

中国拓本 389 云紋 22.6×31.7
（15.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-314)3

中国拓本 390 双鳳紋 22.8×31.7
（16.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-314)4

中国拓本 391 四獣紋 22.7×31.7
（13.7)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-314)5

中国拓本 392 虎燕紋 22.7×31.6
（15.3)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-314)6

中国拓本 393 双鹿紋 22.2×31.7
（15.8)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-314)7

中国拓本 394 双鳳奇縁 22.5×31.7
（13.2)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-314)8

中国拓本 395 双鳳紋 22.5×31.6
（15.8)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-314)9

中国拓本 396 鳥云紋 22.1×31.7
（15.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-314)10

中国拓本 397 長母双忘 31.5×22.4
（14.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-316)1袋入

中国拓本 398 長生未央 22.3×31.2
（16.2)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-316)2

中国拓本 399 長生未央 22.2×31.3
（14.8)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-316)3

中国拓本 400 甲天下 22.1×31.2
（15.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-316)4

中国拓本 401 萬物成成 22.5×31.4
（16.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-316)5

中国拓本 402 平阿宮楽 22.6×31.4
（16.3)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-316)6

中国拓本 403 掩依中庭 22.5×31.4
（16.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-316)7

中国拓本 404 延年益寿 21.8×31.3
（15.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-316)8

中国拓本 405 方春藩萌 22.5×31.4
（16.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-316)9

中国拓本 406 弋佐 22.2×31.3
（12.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-316)10
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中国拓本 407 嵬氏冢舍 22.0×32.1
（15.8)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-317)1袋入

中国拓本 408 宜富貴當（千金） 22.4×32.0
（14.7)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-317)2

中国拓本 409 右将 22.2×32.1
（16.3)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-317)3

中国拓本 410 與天無亟 22.8×32.2
（17.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-317)4

中国拓本 411 金 22.7×32.2
（15.7)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-317)5

中国拓本 412 長楽未央 22.6×32.2
（17.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-317)6

中国拓本 413 億年無彊 22.3×32.2
（18.0)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-317)7

中国拓本 414 百萬石倉 22.5×32.0
（15.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-317)8

中国拓本 415 甘林 22.5×32.0
（16.5)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-317)9

中国拓本 416 長楽萬歳 22.4×32.0
（16.8)

(瓦当拓本）漢瓦當〔秦漢瓦當〕
(D2-317)10

中国拓本 417 豹紋（秦） 35.0×51.0
（16.2)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 1袋入

中国拓本 418 四神朱雀紋（漢） 34.7×50.4
（17.0)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 2

中国拓本 419 四神白虎紋（漢） 34.5×50.4
（18.3)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 3

中国拓本 420 四神玄武紋（漢） 35.0×51.1
（18.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 4

中国拓本 421 四神青龍紋（漢） 35.0×51.5
（18.2×18.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 5

中国拓本 422 飛鴻延年（秦） 35.0×51.2
（15.0×15.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 6

中国拓本 423 鹿紋（秦） 34.5×52.2
（13.5×13.0)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 7

中国拓本 424 魚鳥紋（秦） 34.5×50.4
（14.0)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 8

中国拓本 425 鹿鳥紋（秦） 34.8×25.7
（10.5×20.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 9
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 426 網心云紋（秦） 33.7×36.0
（15.0×15.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 10

中国拓本 427 青龍紋（漢） 34.2×50.9
（17.7)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 11

中国拓本 428 双鹿紋（秦） 35.0×51.3
（17.3×16.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 12

中国拓本 429 双鳳紋（秦） 34.5×50.6
（14.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 13

中国拓本 430 三鶴紋（漢） 34.6×51.3
（18.0×17.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 14

中国拓本 431 維天陵□延元万年天下康□（秦） 34.5×50.2
（16.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 15

中国拓本 432 冢（漢） 34.9×51.3
（16.0)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 16

中国拓本 433 千秋万歳（漢） 35.5×50.4
（18.8)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 17

中国拓本 434 任意心云紋（漢） 35.5×50.3
（16.0)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 18

中国拓本 435 都司空瓦（漢） 34.0×50.6
（15.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 19

中国拓本 436 亀、鴻、鳥、羊、鹿紋 34.3×50.6
（16.0×15.5)

(瓦当拓本）咸陽民間拓片〔咸陽博
物館〕 20

中国拓本 437 鹿紋 25.0×26.7
(14.5)

(瓦当拓本）陜西鳳翔雍城遺址

中国拓本 438 長楽未央 25.0×26.7
(14.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 439 白虎紋 25.0×26.7
(17.7)

(瓦当拓本）西安漢長安城遺址

中国拓本 440 両辺云紋 24.8×26.7
(16.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 441 両心云紋 24.8×27.0
(16.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 442 24.8×26.8
(15.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 443 鹿紋 25.0×26.8
(18.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 444 与天無極 24.9×26.8
(13.3)

(瓦当拓本）西安漢長安城遺址
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 445 長楽未央 25.0×26.8
(16.5)

(瓦当拓本）

中国拓本 446 双鹿紋 25.0×26.7
(14.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 447 云紋 24.8×26.8
(16.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 448 四神青尤紋 24.8×27.0
(18.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 449 24.8×26.7
(13.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 450 双鳳紋 24.9×26.8
(13.3)

(瓦当拓本）

中国拓本 451 24.8×25.9
(13.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 452 □ 24.8×26.8
(13.5)

(瓦当拓本）陜西□県城東自家村
漢□県城址

中国拓本 453 蛙紋 25.0×26.8
(13.7)

(瓦当拓本）

中国拓本 454 双鳳紋 24.7×26.6
(13.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 455 双鳳紋 24.7×26.8
(19.5)

(瓦当拓本）

中国拓本 456 豹紋 24.8×26.0
(14.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 457 双鳳紋 25.0×26.8
(13.3)

(瓦当拓本）

中国拓本 458 与天無極 24.8×26.7
(13.5)

(瓦当拓本）陜西□県出土

中国拓本 459 鹿紋 24.7×26.8
(14.2)

(瓦当拓本）

中国拓本 460 四叶云紋 24.7×27.0
(14.0)

(瓦当拓本）

中国拓本 461 亀、鴻、鳥、羊、鹿紋 24,9×26.8
(17.0)

中国拓本 462 四神玄武紋 25.0×26.8
(18.0)

中国拓本 463 25.0×26.8
(15.0)
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 464 鹿紋 24.9×26.9
(14.0)

中国拓本 465 鼎胡延壽宮１ 35.3×46.5
(15.5)

中国拓本 466 鼎胡延壽宮２ 35.2×46.3
(15.5)

中国拓本 467 鼎胡延壽宮３ 35.3×46.3
(15.5)

中国拓本 468 鼎胡延壽宮４ 35.2×46.1
(15.5)

中国拓本 469 鼎胡延壽宮５ 35.1×46.4
(15.5)

中国拓本 470 鼎胡延壽宮６ 35.1×46.4
(15.7)

中国拓本 471 長生無極１ 35.0×46.2
(17,4)

中国拓本 472 長生無極２ 35.0×46.4
(17.4)

中国拓本 473 長生無極３ 35.1×46.1
(17.4)

中国拓本 474 長陵西當１ 34.8×46.2
(15.6)

中国拓本 475 長陵西當２ 34.8×46.2
(15.6)

中国拓本 476 長陵西當３ 34.9×46.3
(15.6)

中国拓本 477 長陵西當４ 34.7×45.9
(15.6)

中国拓本 478 萬歳家當 35.3×46.3
(16.3)

中国拓本 479 25.1×53.6
(13.5)

中国拓本 480  
(17.0)

NO.479と同紙

中国拓本 481 蓮花紋 23.8×26.8
(12.2)

中国拓本 482 26.0×53.4
(14.0)

19



名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 483 云紋  
(13.7)

NO.482と同紙

中国拓本 484 23.7×53.7
(13.6)

中国拓本 485 蓮花紋  
(11.7)

NO.484と同紙

中国拓本 486 24.6×26.8
(13.5)

中国拓本 487 蛙紋 17.7×21.0
(13.6)

中国拓本 488 17.9×21.7
(14.3)

中国拓本 489 17.8×21.3
(13.0)

中国拓本 490 17.8×21.6
(15.2)

中国拓本 491 高安萬 35.5×34.5
(15.4)

中国拓本 492 宗正官當 34.3×34.0
(17.0)

朱刷

中国拓本 493 長楽未央 35.0×34.5
(18.5)

中国拓本 494 漢屏天下 33.5×33.8
(17.5)

中国拓本 495 長生無極 34.5×39.9
(17.5)

中国拓本 496 長楽未央 34.4×34.8
(16.5)

中国拓本 497 与天無極 45.9×35.0
(18.5)

中国拓本 498 延年益寿 46.0×34.9
(19.5)

中国拓本 499 千秋萬歳 34.3×34.7
(16.7)

中国拓本 500 千秋萬歳 34.1×25.6
(18.7)

中国拓本 501 白虎紋 34.1×25.3
(17.4)
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 502 玄武紋 34.4×25.3
(18.0)

中国拓本 503 青龍紋 34.7×25.2
(18.2)

中国拓本 504 朱雀紋 35.4×26.0
(17.2)

中国拓本 505 白虎紋 22.0×22.3
(11.0)

中国拓本 506 青龍紋 22.6×22.6
(11.3)

中国拓本 507 玄武紋 22.8×22.4
(11.5)

中国拓本 508 朱雀紋 21.6×21.7
(11.4)

中国拓本 509 云紋 33.8×26.7
(15.2)

中国拓本 510 34.4×27.9
(15.2)

中国拓本 511 双鳳紋 34.6×25.7
(14.0)

中国拓本 512 双鹿紋 34.2×25.2
(16.2)

中国拓本 513 23.6×16.3  (
8.0)

中国拓本 514 網心云紋 35.3×21.5
(16.5)

中国拓本 515 25.0×26.7
(17.0)

中国拓本 516 25.0×26.9
(13.5)

中国拓本 517 21.2×45.6
(16.3)

中国拓本 518 （半瓦） NO.517と同紙
中国拓本 519 22.5×46.7

(16.0)
中国拓本 520 青龍紋  

(14.6)
NO.520と同紙
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 521 蓮花紋 19.4×43.0
(12.0)

中国拓本 522 双鳳紋  
(13.7)

NO.521と同紙

中国拓本 523 長生無極 34.0×33.6
(16.0)

中国拓本 524 長生無極 34.1×34.1
(16.0)

中国拓本 525 33.4×26.8
中国拓本 526 26.7×33.4
中国拓本 527 24.0×33.6

(19.8×19.0)
中国拓本 528 26.8×33.5

(19.0×22.9)
中国拓本 529 42.3×31.2

(26.7×27.8)
中国拓本 530 39.5×31.5

(26.8×28.0)
中国拓本 531 33.3×42.7

(16.0×35.0)
中国拓本 532 漢宮墻上的「回」字形図案磚 24.0×43.3
中国拓本 533 云紋 NO.532と同紙
中国拓本 534 45.5×34.8

(27.5×13.5)
中国拓本 535 戲車畫像磚 13.5×34.2

(10.8×30.6)
美尸州博物館

中国拓本 536 豹 21.7×32.0
中国拓本 537 25.0×31.6

(16.1×19.4)
鳥

中国拓本 538 27.0×34.3 鳳
中国拓本 539 秦漢瓦當精華 魯月
中国拓本 540 秦漢瓦當拓本 咸陽博物館
中国拓本 541 画像石　四神朱雀 26.9×33.1 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 542 画像石　朱雀 27.6×33.3 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 543 画像石　□」（百□歌□合） 26.8×33.4 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 544 画像石　馬 26.7×33.8 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 545 画像石　獣頭 26.7×32.9 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 546 画像石　四神白虎 26.7×33.5 漢画象石原拓　１９９７年西安
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 547 画像石 27.0×33.0 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 548 画像石　□ 27.0×33.3 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 549 画像石　四神玄武 26.9×33.4 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 550 画像石　龍」 26.8×33.0 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 551 画像石　白虎 26.7×33.0 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 552 画像石　車馬出行 26.7×33.0 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 553 画像石　耕種 26.7×33.2 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 554 画像石　鹿 26.9×33.0 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 555 画像石　獣頭 26.8×33.2 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 556 画像石　双鹿 26.7×33.3 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 557 画像石 26.3×33.2 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 558 画像石 27.0×33.1 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 559 画像石 26.8×33.1 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 560 画像石　豹 26.8×33.2 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 561 画像石 26.7×33.1 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 562 画像石　車馬出行 26.8×33.1 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 563 画像石 27.0×32.8 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 564 画像石　耕種 26.6×33.1 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 565 画像石　四神青龍 26.8×33.1 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 566 画像石　鹿 26.8×33.1 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 567 画像石　玄武 26.8×33.1 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 568 画像石　菱形 26.8×33.0 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 569 画像石　菱形 27.1×33.0 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 570 画像石　鹿 26.8×33.3 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 571 画像石　李鴻章　書 131.4×32.0 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 572 画像石　曽國藩　書 131.3×32.5 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 573 画像石　左宗棠　書 131.4×32.1 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 574 画像石　林則徐　書 61.1×131.6 漢画象石原拓　１９９７年西安
中国拓本 575 画像石　馬 8.0×44.3
中国拓本 576 画像石　舞い 32.7×89.4
中国拓本 577 画像石　唐・拓枝舞図 77.5×27.0 No.578の対
中国拓本 578 画像石　唐・拓枝舞図 76.0×27.0 No.577の対
中国拓本 579 画像石　人物・鳥・謁見 68.5×67.3 山東嘉祥宋山画像石
中国拓本 580 画像石　天女 68.1×67.5 北京　汲古閣（店名）で購入したも
中国拓本 581 画像石　天女 68.5×67.1 北京　汲古閣（店名）で購入したも
中国拓本 582 画像石　馬車・人物 67.5×67.5 北京　汲古閣（店名）で購入したも
中国拓本 583 画像石　尉御車 68.6×67.4 北京　汲古閣（店名）で購入したも
中国拓本 584 画像石　馬車・人物 67.5×68.6 北京　汲古閣（店名）で購入したも
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 585 画像石　天女 68.3×68.4 北京　汲古閣（店名）で購入したも
中国拓本 586 画像石　人物・馬 67.4×67.9
中国拓本 587 画像石　馬車・人物 67.1×67.4
中国拓本 588 画像石　天女 68.0×68.4
中国拓本 589 画像石　馬車・人物・鳥 68.3×67.7
中国拓本 590 画像石　天女 68.1×67.4
中国拓本 591 画像石　神・獅子 68.0×68.4
中国拓本 592 画像石　賜福財神 95.0×67.8
中国拓本 593 画像石　洛神贈珠 68.1×68.1
中国拓本 594 画像石　機織り機　女たち 68.6×68.1
中国拓本 595 画像石　春米 68.4×68.6 北京　汲古閣（店名）で購入したも
中国拓本 596 画像石　天女 68.2×67.8 北京　汲古閣（店名）で購入したも
中国拓本 597 瓦当　虎 33.7×34.4
中国拓本 598 瓦当　長楽未央 34.0×33.4 古長安
中国拓本 599 瓦当　漢屏天下 34.0×33.4
中国拓本 600 瓦当　漢屏天下 33.5×34.0
中国拓本 601 瓦当　千秋萬□ 34.3×34.0
中国拓本 602 瓦当　馬車 15.1×22.9
中国拓本 603 瓦当　北魏　 23.0×22.9
中国拓本 604 瓦当　長楽未央 34.4×34.7 古長安
中国拓本 605 瓦当　長楽未央 34.3×34.7 古長安
中国拓本 606 瓦当  長楽未央 35.0×34.4 古長安
中国拓本 607 瓦当　長楽未央 34.7×34.6 古長安
中国拓本 608 瓦当　長楽未央 34.5×34.9 古長安
中国拓本 609 瓦当　漢屏天下 32.3×34.6
中国拓本 610 瓦当　長楽未央 33.8×33.3
中国拓本 611 瓦当　長楽未央 35.0×34.6 古長安
中国拓本 612 瓦当　与天無極 45.7×34.8
中国拓本 613 瓦当　長楽未央 34.0×33.4
中国拓本 614 瓦当　漢屏天下 33.3×34.3 古長安
中国拓本 615 瓦当　仙人騎鹿（東漢密果□□） 1996 23.0×23.0 No.616と同じ。
中国拓本 616 瓦当　仙人騎鹿（東漢密果□□） 22.9×22.8 No.615と同じ。
中国拓本 617 瓦当　天女 22.8×22.6
中国拓本 618 瓦当　曲芸 13.9×33.9 No.619と同じ。
中国拓本 619 瓦当　曲芸 13.6×33.8 No.618と同じ。
中国拓本 620 瓦当　亀と蛇 34.2×26.4 咸陽博物館蔵
中国拓本 621 瓦当　虎 34.6×26.6 咸陽博物館蔵
中国拓本 622 瓦当　龍 34.4×26.0
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中国拓本 623 瓦当　龍と朱雀 23.0×40.9
中国拓本 624 瓦当　 34.0×51.1 咸陽博物館蔵
中国拓本 625 瓦当　長楽未央 34.0×27.0
中国拓本 626 瓦当 34.4×25.1 咸陽博物館蔵
中国拓本 627 瓦当　長楽未央 34.2×32.9
中国拓本 628 瓦当　長楽未央 34.0×33.3 古長安
中国拓本 629 瓦当　長楽未央 33.2×32.4
中国拓本 630 瓦当　長生無極 34.2×39.9 西安北郊出土
中国拓本 631 瓦当　漢屏天下 33.4×29.7 古長安
中国拓本 632 瓦当　漢屏天下 33.1×30.2 長安未央宮専用瓦当
中国拓本 633 瓦当　漢屏天下 32.4×33.8 古長安未央宮
中国拓本 634 瓦当　長生無極 34.4×39.8 西安北郊出土
中国拓本 635 瓦当　長楽未央 34.4×35.0 古長安未央宮
中国拓本 636 瓦当　朱雀 22.1×26.8 No.636～No.639は同じ。
中国拓本 637 瓦当　朱雀 24.5×27.1 No.636～No.639は同じ。
中国拓本 638 瓦当　朱雀 33.8×26.4 No.636～No.639は同じ。
中国拓本 639 瓦当　朱雀 34.0×26.2 No.636～No.639は同じ。
中国拓本 640 瓦当　龍 21.4×27.0 No.640～No.643は同じ。
中国拓本 641 瓦当　龍 33.9×25.1 No.640～No.643は同じ。
中国拓本 642 瓦当　龍 24.7×26.4 No.640～No.643は同じ。
中国拓本 643 瓦当　龍 32.2×25.6 No.640～No.643は同じ。
中国拓本 644 瓦当　龍 35.0×33.9
中国拓本 645 瓦当　虎 24.3×26.9 No.644～No.648は同じ。
中国拓本 646 瓦当　虎 22.1×26.8 No.644～No.648は同じ。
中国拓本 647 瓦当　虎 32.9×26.7 No.644～No.648は同じ。
中国拓本 648 瓦当　虎 26.0×24.9 No.644～No.648は同じ。
中国拓本 649 瓦当　亀と蛇 32.7×34.4
中国拓本 650 瓦当　朱雀 22.4×32.2 No.650、No.651は同じ。
中国拓本 651 瓦当　朱雀 26.4×34.4 No.650、No.651は同じ。
中国拓本 652 瓦当　亀と蛇 22.3×26.9 No.652、No.653は同じ。
中国拓本 653 瓦当　亀と蛇 24.8×26.8
中国拓本 654 瓦当　龍 26.8×24.8 瓦当について説明したメモを添付
中国拓本 655 瓦当　朱雀 24.6×33.5
中国拓本 656 瓦当　朱雀 26.9×34.1
中国拓本 657 瓦当　 17.5×20.8
中国拓本 658 瓦当　長楽未央 33.9×19.8
中国拓本 659 瓦当　朱雀をふくむ6種の瓦当 35.0×137.7 一枚の半紙に6種の瓦当
中国拓本 660 瓦当　長楽未央をふくむ6種の瓦当 34.7×137.5 一枚の半紙に6種の瓦当

25



名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国拓本　（NUM-Lb03）

Lb03
分類

Lb03
枝番号

タイトル（内容） 編著者名 出版社
都市

出版年 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国拓本 661 瓦当　？をふくむ6種の瓦当 35.3×137.2 一枚の半紙に6種の瓦当
中国拓本 662 瓦当　長楽未央をふくむ6種の瓦当 35.0×137.4 一枚の半紙に6種の瓦当　汲古閣
中国拓本 663 瓦当　宗正官富 34.4×33.9 No.662の色違い　　　カラー（赤）
中国拓本 664 瓦当　宗正官富 1980年代 34.0×32.0 No.663の色違い
中国拓本 665 瓦当瓦当　長楽未央をふくむ6種の瓦当 34.8×137.9
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