
名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国剪紙　（NUM-Lb05）

Lb05
分類

Lb05
枝番号

タイトル 産地 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国剪紙 1 生活風景　（水汲娘と馬） 山西 13.2×11.5 李　斌杰　作　/　№１～№３同じ
中国剪紙 2 生活風景　（水汲娘と馬） 山西 13.2×11.5 李　斌杰　作　/　№１～№３同じ
中国剪紙 3 生活風景　（水汲娘と馬） 山西 13.2×11.5 李　斌杰　作　/　№１～№３同じ
中国剪紙 4 生活風景　（水汲娘と馬） 山西 13.2×11.5 李　斌杰　作　/　№１～№３同じ
中国剪紙 5 生活風景　（童子としゃぼん玉） 山西 11.9×8.8 李　斌斌　作　/　№５，№６同じ
中国剪紙 6 生活風景　（童子としゃぼん玉） 山西 11.9×8.8 李　斌杰　作　/　№５，№６同じ
中国剪紙 7 生活風景　（家族） 山西 11.3×16.0 李　斌杰　作
中国剪紙 8 吉祥動物　（兎と水仙） 山西 12.4×10.9 李　斌杰　作
中国剪紙 9 生活風景　 山西 12.0×13.1 李　斌杰　作
中国剪紙 10 生活風景　（植木） 山西 16.0×11.6 李　斌杰　作
中国剪紙 11 生活風景　（読書） 山西 15.0×10.8 李　斌杰　作
中国剪紙 12 吉祥動物　（大熊猫） 安徽　豪州市 8.4×12.8 共淮工芸廠
中国剪紙 13 吉祥動物　（牛） 安徽　豪州市 9.4×12.5 共淮工芸廠　/　№13，№14同じ
中国剪紙 14 吉祥動物　（牛） 安徽　豪州市 9.4×12.5 共淮工芸廠　/　№13，№14同じ
中国剪紙 15 吉祥動物　 安徽　豪州市 6.3×8.4 共淮工芸廠
中国剪紙 16 吉祥神　（天女） 安徽　豪州市 11.3×8.0 共淮工芸廠　/　№16，№17同じ
中国剪紙 17 吉祥神　（天女） 安徽　豪州市 11.3×8.0 共淮工芸廠　/  №16，№17同じ
中国剪紙 18 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 11.4×9.4 共淮工芸廠  /  №1８～№２０同じ
中国剪紙 19 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 11.4×9.4 共淮工芸廠  /  №1８～№２０同じ
中国剪紙 20 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 11.4×9.4 共淮工芸廠  /  №1８～№２０同じ
中国剪紙 21 吉祥組合図像　(花籠・牡丹） 安徽　豪州市 10.7×9.5 共淮工芸廠
中国剪紙 22 吉祥動物　(龍戯珠） 安徽　豪州市 6.5×9.0 共淮工芸廠  /  №22，№23同じ
中国剪紙 23 吉祥動物　(龍戯珠） 安徽　豪州市 6.5×9.0 共淮工芸廠  /  №22，№23同じ
中国剪紙 24 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 15.2×10.6 共淮工芸廠  /  №２４～№２６同じ
中国剪紙 25 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 15.2×10.6 共淮工芸廠  /  №２４～№２６同じ
中国剪紙 26 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 15.2×10.6 共淮工芸廠  /  №２４～№２６同じ
中国剪紙 27 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 13.8×10.3 共淮工芸廠  /  №２７～№２９同じ
中国剪紙 28 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 13.8×10.3 共淮工芸廠  /  №２７～№２９同じ
中国剪紙 29 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 13.8×10.3 共淮工芸廠  /  №２７～№２９同じ
中国剪紙 30 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 17.0×11.0 共淮工芸廠  /  №３０～№３２同じ
中国剪紙 31 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 17.0×11.0 共淮工芸廠  /  №３０～№３２同じ
中国剪紙 32 吉祥組合図像　(花籠・蓮) 安徽　豪州市 17.0×11.0 共淮工芸廠  /  №３０～№３２同じ
中国剪紙 33 吉祥人物　（鴛鴦貴子） 安徽　豪州市 10.2×16.6 共淮工芸廠  /  №３３～№３５同じ
中国剪紙 34 吉祥人物　（鴛鴦貴子） 安徽　豪州市 10.2×16.6 共淮工芸廠  /  №３３～№３５同じ
中国剪紙 35 吉祥人物　（鴛鴦貴子） 安徽　豪州市 10.2×16.6 共淮工芸廠  /  №３３～№３５同じ
中国剪紙 36 吉祥文字　（双喜・籠） 安徽　豪州市 12.4×10.6 共淮工芸廠  /  №３６～№３８同じ
中国剪紙 37 吉祥文字　（双喜・籠） 安徽　豪州市 12.4×10.6 共淮工芸廠  /  №３６～№３８同じ
中国剪紙 38 吉祥文字　（双喜・籠） 安徽　豪州市 12.4×10.6 共淮工芸廠  /  №３６～№３８同じ
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中国剪紙 39 吉祥動物　（獅子□綉珠） 安徽　豪州市 12.4×10.6 共淮工芸廠  /  №３９～№４１同じ
中国剪紙 40 吉祥動物　（獅子□綉珠） 安徽　豪州市 12.4×10.6 共淮工芸廠  /  №３９～№４１同じ
中国剪紙 41 吉祥動物　（獅子□綉珠） 安徽　豪州市 14.0×10.5 共淮工芸廠  /  №３９～№４１同じ
中国剪紙 42 戯曲　（剣舞１） 陜西 18.0×10.5
中国剪紙 43 戯曲　（剣舞２） 陜西 18.0×14.3
中国剪紙 44 戯曲　（剣舞３）   陜西 12.3×18.7
中国剪紙 45 戯曲　（剣舞４） 陜西 10.0×18.7
中国剪紙 46 戯曲　（剣舞５） 陜西 18.1×14.3
中国剪紙 47 吉祥人物　（始皇帝１） 陜西 16.0×10.2 中国秦始皇帝兵馬俑博物館　監修
中国剪紙 48 吉祥人物　（始皇帝２） 陜西 8.7×19.8 中国秦始皇帝兵馬俑博物館　監修
中国剪紙 49 吉祥人物　（始皇帝３） 陜西 15.4×9.0 中国秦始皇帝兵馬俑博物館　監修
中国剪紙 50 吉祥人物　（始皇帝４） 陜西 16.0×8.1 中国秦始皇帝兵馬俑博物館　監修
中国剪紙 51 吉祥人物　（始皇帝５） 陜西 10.0×20.5 中国秦始皇帝兵馬俑博物館　監修
中国剪紙 52  戯曲　（人物１） 陜西 17.3×10.9
中国剪紙 53 戯曲　（人物２） 陜西 10.0×18.7
中国剪紙 54 戯曲　（人物３） 陜西 20.3×10.1
中国剪紙 55 戯曲　（人物４） 陜西 18.0×11.8
中国剪紙 56 戯曲　（人物５） 陜西 19.0×12.9
中国剪紙 57 戯曲　（人物６） 陜西 18.5×9.5
中国剪紙 58 吉祥組合図像　（花鉢１） 陜西 10.4×17.2
中国剪紙 59 吉祥組合図像　（花鉢２） 陜西 11.7×16.5
中国剪紙 60 吉祥組合図像　（花鉢３） 陜西 12.5×11.0
中国剪紙 61 吉祥組合図像　（花鉢４） 陜西 9.9×14.8
中国剪紙 62 吉祥組合図像　（花鉢５） 陜西 8.9×14.4
中国剪紙 63 吉祥組合図像　（花鉢６） 陜西 9.9×14.0
中国剪紙 64 吉祥動物　（獅子□綉珠１） 陜西 11.2×11.3
中国剪紙 65 吉祥動物　（獅子□綉珠２） 陜西 11.2×11.3
中国剪紙 66 吉祥動物　（獅子□綉珠３） 陜西 11.2×11.3
中国剪紙 67 吉祥動物　（獅子□綉珠４） 陜西 11.2×11.3
中国剪紙 68 生活風景　（車馬出行１） 陜西 13.5×14.3
中国剪紙 69 生活風景　（車馬出行２） 陜西 14.5×13.7
中国剪紙 70 生活風景　（車馬１） 陜西 13.6×14.2
中国剪紙 71 生活風景　（車馬２） 陜西 14.5×13.7
中国剪紙 72 生活風景　（騎馬） 陜西 13.8×14.2
中国剪紙 73 吉祥植物　（花１） 南京 11.0×14.9 南京夫子廟書香閣篆刻部
中国剪紙 74 吉祥植物　（花２） 南京 11.0×14.9 南京夫子廟書香閣篆刻部
中国剪紙 75 吉祥植物　（花３） 南京 11.0×14.9 南京夫子廟書香閣篆刻部　/　№75，№76同
中国剪紙 76 吉祥植物　（花４） 南京 11.0×14.9 南京夫子廟書香閣篆刻部　/　№75，№76同
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中国剪紙 77 吉祥植物　（花５） 南京 11.0×14.9 南京夫子廟書香閣篆刻部
中国剪紙 78 吉祥植物　（花６） 南京 11.0×14.9 南京夫子廟書香閣篆刻部
中国剪紙 79 吉祥植物　（花７） 南京 11.0×14.9 南京夫子廟書香閣篆刻部
中国剪紙 80 吉祥植物　（花８） 南京 11.0×14.9 南京夫子廟書香閣篆刻部
中国剪紙 81 吉祥植物　（花９） 南京 11.0×14.9 南京夫子廟書香閣篆刻部
中国剪紙 82 吉祥動物　（兎） 南京 8.0×9.7 №82，№83同じ
中国剪紙 83 吉祥動物　（兎） 南京 8.0×9.7 №82，№83同じ
中国剪紙 84 吉祥動物　（蛇） 南京 4.8×5.2
中国剪紙 85 吉祥動物　（鶏１） 南京 4.6×9.9
中国剪紙 86 吉祥動物　（鶏２） 南京 5.3×6.0
中国剪紙 87 吉祥動物　（猪） 南京 8.0×12.3
中国剪紙 88 吉祥動物　（山羊） 南京 9.3×13.4
中国剪紙 89 吉祥動物　（馬） 南京 10.4×12.0 №８９～№９１同じ
中国剪紙 90 吉祥動物　（馬） 南京 10.4×12.0 №８９～№９１同じ
中国剪紙 91 吉祥動物　（馬） 南京 10.4×12.0 №８９～№９１同じ
中国剪紙 92 吉祥動物　（犬） 南京 11.4×8.8
中国剪紙 93 吉祥動物　（虎１） 南京 7.0×9.8 №93，№94同じ
中国剪紙 94 吉祥動物　（虎１） 南京 7.0×9.8 №93，№94同じ
中国剪紙 95 吉祥動物　（虎２） 南京 9.9×12.6
中国剪紙 96 吉祥動物　（虎３） 南京 13.0×9.8
中国剪紙 97 吉祥動物　（獅子１） 南京 10.5×12.5
中国剪紙 98 吉祥動物　（獅子２） 南京 6.5×9.5
中国剪紙 99 吉祥動物　（獅子３） 南京 10.3×11.9
中国剪紙 100 吉祥動物　（獅子４） 南京 10.0×12.3 №100，№101同じ
中国剪紙 101 吉祥動物　（獅子４） 南京 10.0×12.3 №100，№101同じ
中国剪紙 102 吉祥動物　 南京 12.9×8.8 №102，№103同じ
中国剪紙 103 吉祥動物　 南京 12.9×8.8 №102，№103同じ
中国剪紙 104 吉祥動物　（猫） 南京 7.9×8.0
中国剪紙 105 吉祥動物　 南京 14.6×9.7 №105，№106同じ
中国剪紙 106 吉祥動物　 南京 14.6×9.7 №105，№106同じ
中国剪紙 107 吉祥動物　（鹿と童子） 南京 10.0×13.1 №107，№108同じ
中国剪紙 108 吉祥動物　（鹿と童子〉 南京 10.0×13.1 №107，№108同じ
中国剪紙 109 生活風景　（母子） 南京 13.5×8.8 №109，№110同じ
中国剪紙 110 生活風景　（母子） 南京 13.5×8.8 №109，№110同じ
中国剪紙 111 生活風景　（童子） 南京 12.3×9.5
中国剪紙 112 風景　（玄武湖） 南京 14.0×17.0 長春林□
中国剪紙 113  吉祥文字　（立春門箋・恭賀新年） 南京 25.8×77.0 №114～№116同じ
中国剪紙 114 吉祥文字　（立春門箋・恭賀新年） 南京 25.8×77.0 №114～№116同じ
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中国剪紙 115 吉祥文字　（立春門箋・恭賀新年） 南京 25.8×77.0 №114～№116同じ
中国剪紙 116 吉祥文字　（立春門箋・恭賀新年） 南京 25.8×77.0 №114～№116同じ
中国剪紙 117 吉祥動物　（龍鳳呈祥） 南京 52.3×26.0 №118～№120同じ
中国剪紙 118 吉祥動物　（龍鳳呈祥） 南京 52.3×26.0 №118～№120同じ
中国剪紙 119 吉祥動物　（龍鳳呈祥） 南京 52.3×26.0 №118～№120同じ
中国剪紙 120 吉祥動物　（龍鳳呈祥） 南京 52.3×26.0 №118～№120同じ
中国剪紙 121 吉祥動物　(獅子) 山東　畑台 11.8×15.7 №121，№122同じ
中国剪紙 122 吉祥動物　(獅子) 山東　畑台 11.8×15.7 №121，№122同じ
中国剪紙 123 吉祥動物　 山東　畑台 11.8×12.5 №123，№124同じ
中国剪紙 124 吉祥動物　 山東　畑台 11.8×12.5 №123，№124同じ
中国剪紙 125 吉祥動物　(獅子) 山東　畑台 8.5×14.5 №125，№126同じ
中国剪紙 126 吉祥動物　(獅子) 山東　畑台 8.5×14.5 №125，№126同じ
中国剪紙 127 吉祥動物　(孔雀) 山東　畑台 12.8×17.5 №127，№128同じ
中国剪紙 128 吉祥動物　(孔雀) 山東　畑台 12.8×17.5 №127，№128同じ
中国剪紙 129 吉祥動物　(花鳥) 山東　畑台 12.2×15.3 №130～№132同じ
中国剪紙 130 吉祥動物　(花鳥) 山東　畑台 12.2×15.3 №130～№132同じ
中国剪紙 131 吉祥動物　(花鳥) 山東　畑台 12.2×15.3 №130～№132同じ
中国剪紙 132 吉祥動物　(花鳥) 山東　畑台 12.2×15.3 №130～№132同じ
中国剪紙 133 吉祥動物　(獅子) 山東　畑台 11.4×14.5 №133，№134同じ
中国剪紙 134 吉祥動物　(獅子) 山東　畑台 11.4×14.5 №133，№134同じ
中国剪紙 135 吉祥動物　(猫) 山東　畑台 13.5×11.0 №135，№136同じ
中国剪紙 136 吉祥動物　(猫) 山東　畑台 13.5×11.0 №135，№136同じ
中国剪紙 137 吉祥組合図　(連生貴子) 山東　畑台 12.2×10.0 №137，№138同じ
中国剪紙 138 吉祥組合図　(連生貴子) 山東　畑台 12.2×10.0 №137，№138同じ
中国剪紙 139 吉祥組合図　(連生貴子) 山東　畑台 22.0×16.2 №139，№140同じ
中国剪紙 140 吉祥組合図　(連生貴子) 山東　畑台 22.0×16.2 №139，№140同じ
中国剪紙 141 吉祥神　(壽星・１) 河北　 11.5×8.5 『中国民間剪紙』（№１４１～№１５０）　/　点彩
中国剪紙 142 吉祥神　(壽星・２) 河北　 11.6×9.1 『中国民間剪紙』（№１４１～№１５０）　/　点彩
中国剪紙 143 吉祥神　(壽星・３) 河北　 11.6×8.7 『中国民間剪紙』（№１４１～№１５０）　/　点彩
中国剪紙 144 吉祥神　(壽星・４) 河北　 11.7×7.8 『中国民間剪紙』（№１４１～№１５０）　/　点彩
中国剪紙 145 吉祥神　(壽星・５) 河北　 10.7×8.3 『中国民間剪紙』（№１４１～№１５０）　/　点彩
中国剪紙 146 吉祥神　(壽星・６) 河北　 10.7×9.4 『中国民間剪紙』（№１４１～№１５０）　/　点彩
中国剪紙 147 吉祥神　(壽星・７) 河北　 10.4×9.4 『中国民間剪紙』（№１４１～№１５０）　/　点彩
中国剪紙 148 吉祥神　(壽星・８) 河北　 10.9×8.8 『中国民間剪紙』（№１４１～№１５０）　/　点彩
中国剪紙 149 吉祥神　(壽星・９) 河北　 11.5×8.3 『中国民間剪紙』（№１４１～№１５０）　/　点彩
中国剪紙 150 吉祥神　(壽星・１０) 河北　 11.2×8.5 『中国民間剪紙』（№１４１～№１５０）　/　点彩
中国剪紙 151 吉祥動物　(猿・１) 河北　蔚縣 9.0×7.6 『中国民間剪紙』（№１５１～№１５８）　/　蔚縣

州鎮旅游工芸品廠　/　点彩
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国剪紙　（NUM-Lb05）
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タイトル 産地 サイズ
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中国剪紙 152 吉祥動物　(猿・２) 河北　蔚縣 9.5×7.5 『中国民間剪紙』（№１５１～№１５８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 153 吉祥動物　(猿・３) 河北　蔚縣 9.5×7.5 『中国民間剪紙』（№１５１～№１５８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 154 吉祥動物　(猿・４) 河北　蔚縣 10.0×7.3 『中国民間剪紙』（№１５１～№１５８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 155 吉祥動物　(猿・５) 河北　蔚縣 9.5×8.5 『中国民間剪紙』（№１５１～№１５８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 156 吉祥動物　(猿・６) 河北　蔚縣 9.5×7.7 『中国民間剪紙』（№１５１～№１５８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 157 吉祥動物　(猿・７) 河北　蔚縣 10.2×8.1 『中国民間剪紙』（№１５１～№１５８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 158 吉祥動物　(猿・８) 河北　蔚縣 9.5×8.2 『中国民間剪紙』（№１５１～№１５８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 159 吉祥動物　(花鳥・１) 河北　蔚縣 8.5×6.8 『中国民間剪紙』（№１５９～№１６８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 160 吉祥動物　(花鳥・２) 河北　蔚縣 9.7×8.3 『中国民間剪紙』（№１５９～№１６８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 161 吉祥動物　(花鳥・３) 河北　蔚縣 8.7×6.9 『中国民間剪紙』（№１５９～№１６８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 162 吉祥動物　(花鳥・４) 河北　蔚縣 8.7×6.5 『中国民間剪紙』（№１５９～№１６８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 163 吉祥動物　(花鳥・５) 河北　蔚縣 8.0×7.5 『中国民間剪紙』（№１５９～№１６８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 164 吉祥動物　(花鳥・６) 河北　蔚縣 9.2×6.9 『中国民間剪紙』（№１５９～№１６８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 165 吉祥動物　(花鳥・７) 河北　蔚縣 8.6×6.5 『中国民間剪紙』（№１５９～№１６８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 166 吉祥動物　(花鳥・８) 河北　蔚縣 10.2×7.0 『中国民間剪紙』（№１５９～№１６８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 167 吉祥動物　(花鳥・９) 河北　蔚縣 9.0×6.6 『中国民間剪紙』（№１５９～№１６８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 168 吉祥動物　(花鳥・１０) 河北　蔚縣 8.7×7.5 『中国民間剪紙』（№１５９～№１６８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 169 吉祥文字　(寿・１) 河北　蔚縣 10.0×7.4 『中国民間剪紙』（№１６９～№１７８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 170 吉祥文字　(寿・２) 河北　蔚縣 9.3×7.4 『中国民間剪紙』（№１６９～№１７８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩
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中国剪紙 171 吉祥文字　(寿・３) 河北　蔚縣 9.5×7.8 『中国民間剪紙』（№１６９～№１７８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 172 吉祥文字　(寿・４) 河北　蔚縣 9.4×7.7 『中国民間剪紙』（№１６９～№１７８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 173 吉祥文字　(寿・５) 河北　蔚縣 9.4×7.5 『中国民間剪紙』（№１６９～№１７８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 174 吉祥文字　(寿・６) 河北　蔚縣 9.3×7.7 『中国民間剪紙』（№１６９～№１７８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 175 吉祥文字　(寿・７) 河北　蔚縣 9.5×7.2 『中国民間剪紙』（№１６９～№１７８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 176 吉祥文字　(寿・８) 河北　蔚縣 9.2×7.4 『中国民間剪紙』（№１６９～№１７８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 177 吉祥文字　(寿・９) 河北　蔚縣 9.5×7.3 『中国民間剪紙』（№１６９～№１７８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 178 吉祥文字　(寿・１０) 河北　蔚縣 9.0×7.0 『中国民間剪紙』（№１６９～№１７８）　/　蔚縣
州鎮旅游工芸品廠　/　点彩

中国剪紙 179 吉祥動物　(蝶・１) 河北　蔚縣 8.1×10.7 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１７９,
№１８０同じ　/　点彩

中国剪紙 180 吉祥動物　(蝶・１) 河北　蔚縣 8.1×10.7 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１７９,
№１８０同じ　/　点彩

中国剪紙 181 吉祥動物　(蝶・２) 河北　蔚縣 10.2×7.4 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１８１,
№１８２同じ　/　点彩

中国剪紙 182 吉祥動物　(蝶・２) 河北　蔚縣 10.2×7.4 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１８１,
№１８２同じ　/　点彩

中国剪紙 183 吉祥動物　(蝶・３) 河北　蔚縣 11.5×7.7 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１８３,
№１８４同じ　/　点彩

中国剪紙 184 吉祥動物　(蝶・３) 河北　蔚縣 11.5×7.7 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１８３,
№１８４同じ　/　点彩

中国剪紙 185 吉祥動物　(蝶・４) 河北　蔚縣 6.0×10.7 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１８５,
№１８６同じ　/　点彩

中国剪紙 186 吉祥動物　(蝶・４) 河北　蔚縣 6.0×10.7 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１８５,
№１８６同じ　/　点彩

中国剪紙 187 吉祥動物　(蝶・５) 河北　蔚縣 7.4×11.3 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１８７,
№１８８同じ　/　点彩

中国剪紙 188 吉祥動物　(蝶・５) 河北　蔚縣 7.4×11.3 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１８７,
№１８８同じ　/　点彩

中国剪紙 189 吉祥動物　(蝶・６) 河北　蔚縣 8.0×8.3 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１８９,
№１９０同じ　/　点彩
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中国剪紙 190 吉祥動物　(蝶・６) 河北　蔚縣 8.0×8.3 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１８９,
№１９０同じ　/　点彩

中国剪紙 191 吉祥動物　(蝶・７) 河北　蔚縣 7.3×11.4 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１９１,
№１９２同じ　/　点彩

中国剪紙 192 吉祥動物　(蝶・７) 河北　蔚縣 7.3×11.4 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１９１,
№１９２同じ　/　点彩

中国剪紙 193 吉祥動物　(蝶・８) 河北　蔚縣 11.0×7.8 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１９３,
№１９４同じ　/　点彩

中国剪紙 194 吉祥動物　(蝶・８) 河北　蔚縣 11.0×7.8 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　№１９３,
№１９４同じ　/　点彩

中国剪紙 195 吉祥動物　(蝶・９) 河北　蔚縣 8.2×8.0 『蔚縣剪紙』（№１７９～№１９５）　/　点彩
中国剪紙 196 吉祥動物　(１) 河北　蔚縣 10.0×6.9 『蔚縣剪紙』（№１９６～№２０１）　/　点彩
中国剪紙 197 吉祥動物　(２) 河北　蔚縣 9.9×7.8 『蔚縣剪紙』（№１９６～№２０１）　/　点彩
中国剪紙 198 吉祥動物　(３) 河北　蔚縣 10.1×7.0 『蔚縣剪紙』（№１９６～№２０１）　/　点彩
中国剪紙 199 吉祥動物　(４) 河北　蔚縣 10.0×7.0 『蔚縣剪紙』（№１９６～№２０１）　/　点彩
中国剪紙 200 吉祥動物　(５) 河北　蔚縣 10.7×8.5 『蔚縣剪紙』（№１９６～№２０１）　/　点彩
中国剪紙 201 吉祥動物　(６) 河北　蔚縣 9.8×7.2 『蔚縣剪紙』（№１９６～№２０１）　/　点彩
中国剪紙 202 吉祥動物　(１) 河北　蔚縣 11.4×7.1 『蔚縣剪紙』（№２０２～№２０７）　/　点彩
中国剪紙 203 吉祥動物　(２) 河北　蔚縣 12.5×7.2 『蔚縣剪紙』（№２０２～№２０７）　/　点彩
中国剪紙 204 吉祥動物　(３) 河北　蔚縣 11.8×7.7 『蔚縣剪紙』（№２０２～№２０７）　/　点彩
中国剪紙 205 吉祥動物　(４) 河北　蔚縣 11.7×6.7 『蔚縣剪紙』（№２０２～№２０７）　/　点彩
中国剪紙 206 吉祥動物　(５) 河北　蔚縣 11.8×6.8 『蔚縣剪紙』（№２０２～№２０７）　/　点彩
中国剪紙 207 吉祥動物　(６) 河北　蔚縣 10.8×6.9 『蔚縣剪紙』（№２０２～№２０７）　/　点彩
中国剪紙 208 吉祥動物　(孔雀・１) 河北　蔚縣 7.8×7.6 『蔚縣剪紙』（№２０８～№２１３）　/　点彩
中国剪紙 209 吉祥動物　(孔雀・２) 河北　蔚縣 7.9×7.8 『蔚縣剪紙』（№２０８～№２１３）　/　点彩
中国剪紙 210 吉祥動物　(鶴・１) 河北　蔚縣 7.4×7.4 『蔚縣剪紙』（№２０８～№２１３）　/　点彩
中国剪紙 211 吉祥動物　(鶴・２) 河北　蔚縣 7.2×7.3 『蔚縣剪紙』（№２０８～№２１３）　/　点彩
中国剪紙 212 吉祥動物　(鳳凰・１) 河北　蔚縣 7.9×7.7 『蔚縣剪紙』（№２０８～№２１３）　/　点彩
中国剪紙 213 吉祥動物　(鳳凰・２) 河北　蔚縣 7.8×7.5 『蔚縣剪紙』（№２０８～№２１３）　/　点彩
中国剪紙 214 吉祥動物　(鶴・１) 河北　蔚縣 12.5×8.6 『蔚縣剪紙』（№２１４～№２２３）　/　点彩　/

解説書有り
中国剪紙 215 吉祥動物　(鶴・２) 河北　蔚縣 8.5×11.8 『蔚縣剪紙』（№２１４～№２２３）　/　点彩
中国剪紙 216 吉祥動物　(鶴・３) 河北　蔚縣 11.5×9.1 『蔚縣剪紙』（№２１４～№２２３）　/　点彩
中国剪紙 217 吉祥動物　(鶴・４) 河北　蔚縣 11.8×9.1 『蔚縣剪紙』（№２１４～№２２３）　/　点彩
中国剪紙 218 吉祥動物　(鶴・５) 河北　蔚縣 8.3×11.8 『蔚縣剪紙』（№２１４～№２２３）　/　点彩
中国剪紙 219 吉祥動物　(鶴・６) 河北　蔚縣 8.9×11.9 『蔚縣剪紙』（№２１４～№２２３）　/　点彩
中国剪紙 220 吉祥動物　(鶴・７) 河北　蔚縣 11.9×8.4 『蔚縣剪紙』（№２１４～№２２３）　/　点彩
中国剪紙 221 吉祥動物　(鶴・８) 河北　蔚縣 12.6×9.0 『蔚縣剪紙』（№２１４～№２２３）　/　点彩
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中国剪紙 222 吉祥動物　(鶴・９) 河北　蔚縣 12.3×8.8 『蔚縣剪紙』（№２１４～№２２３）　/　点彩
中国剪紙 223 吉祥動物　(鶴・１０) 河北　蔚縣 11.8×9.1 『蔚縣剪紙』（№２１４～№２２３）　/　点彩
中国剪紙 224 吉祥符号　(十二支・鼠〔子〕) 河北　蔚縣 8.7×7.8 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 225 吉祥符号　(十二支・牛〔丑〕) 河北　蔚縣 8.3×7.8 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 226 吉祥符号　(十二支・虎〔寅〕) 河北　蔚縣 8.0×7.1 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 227 吉祥符号　(十二支・兎〔卯〕) 河北　蔚縣 8.1×6.8 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 228 吉祥符号　(十二支・龍〔辰〕) 河北　蔚縣 8.7×7.2 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 229 吉祥符号　(十二支・蛇〔巳〕) 河北　蔚縣 8.2×7.3 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 230 吉祥符号　(十二支・馬〔午〕) 河北　蔚縣 8.5×7.1 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 231 吉祥符号　(十二支・羊〔未〕) 河北　蔚縣 9.0×7.4 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 232 吉祥符号　(十二支・猿〔申〕) 河北　蔚縣 8.0×7.8 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 233 吉祥符号　(十二支・鶏〔酉〕) 河北　蔚縣 8.5×8.3 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 234 吉祥符号　(十二支・犬〔戌〕) 河北　蔚縣 8.8×7.4 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 235 吉祥符号　(十二支・猪〔亥〕) 河北　蔚縣 8.1×8.7 『蔚縣剪紙』（№２２４～№２３５）　/　点彩
中国剪紙 236 吉祥動物　(亀) 河北　蔚縣 10.2×7.5 『蔚縣剪紙』（№２３６～№２４１）　/　点彩
中国剪紙 237 吉祥動物　(蛙) 河北　蔚縣 9.8×7.2 『蔚縣剪紙』（№２３６～№２４１）　/　点彩
中国剪紙 238 吉祥動物　(蟹) 河北　蔚縣 9.8×7.8 『蔚縣剪紙』（№２３６～№２４１）　/　点彩
中国剪紙 239  吉祥動物　(アシカ) 河北　蔚縣 10.2×7.6 『蔚縣剪紙』（№２３６～№２４１）　/　点彩
中国剪紙 240 吉祥動物　(ザリガニ) 河北　蔚縣 10.2×7.3 『蔚縣剪紙』（№２３６～№２４１）　/　点彩
中国剪紙 241 吉祥動物　(魚) 河北　蔚縣 10.3×7.2 『蔚縣剪紙』（№２３６～№２４１）　/　点彩
中国剪紙 242 戯曲　(京劇・大臉譜１) 河北　蔚縣 10.4×6.8 点彩
中国剪紙 243 戯曲　(京劇・大臉譜２) 河北　蔚縣 10.6×7.0 点彩
中国剪紙 244 戯曲　(京劇・大臉譜３) 河北　蔚縣 10.6×7.1 点彩
中国剪紙 245 戯曲　(京劇・大臉譜４) 河北　蔚縣 10.5×7.1 点彩
中国剪紙 246 戯曲　(京劇・大臉譜５) 河北　蔚縣 11.4×7.2 点彩
中国剪紙 247 戯曲　(京劇・大臉譜６) 河北　蔚縣 11.0×6.8 点彩
中国剪紙 248 戯曲　(京劇・大臉譜７・趙雲) 河北　蔚縣 9.9×6.8 点彩
中国剪紙 249 戯曲　(京劇・大臉譜８・姜維) 河北　蔚縣 10.3×6.8 点彩
中国剪紙 250 戯曲　(京劇・大臉譜９・申公豹) 河北　蔚縣 10.8×7.0 点彩
中国剪紙 251 戯曲　(京劇・大臉譜１０) 河北　蔚縣 10.9×7.0 点彩
中国剪紙 252 戯曲　(京劇・１) 河北　蔚縣 10.0×8.3 点彩
中国剪紙 253 戯曲　(京劇・２) 河北　蔚縣 9.2×7.4 点彩
中国剪紙 254 戯曲　(京劇・３) 河北　蔚縣 9.3×7.8 点彩
中国剪紙 255 戯曲　(京劇・４) 河北　蔚縣 10.5×8.0 点彩
中国剪紙 256 戯曲　(京劇・５) 河北　蔚縣 9.8×8.7 点彩
中国剪紙 257 戯曲　(京劇・６) 河北　蔚縣 8.8×7.8 点彩
中国剪紙 258 戯曲　(京劇・７) 河北　蔚縣 8.8×6.9 点彩
中国剪紙 259 戯曲　(京劇・８) 河北　蔚縣 9.8×7.4 点彩
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中国剪紙 260 戯曲　(京劇・９) 河北　蔚縣 9.3×5.7 点彩
中国剪紙 261 戯曲　(京劇・１０) 河北　蔚縣 9.5×8.4 点彩
中国剪紙 262 戯曲　(京劇・１) 河北　蔚縣 10.8×8.1 『蔚縣剪紙』（№２６２～№２６８）　/　点彩
中国剪紙 263 戯曲　(京劇・２) 河北　蔚縣 10.4×7.0 『蔚縣剪紙』（№２６２～№２６８）　/　点彩
中国剪紙 264 戯曲　(京劇・３) 河北　蔚縣 11.0×6.9 『蔚縣剪紙』（№２６２～№２６８）　/　点彩
中国剪紙 265 戯曲　(京劇・４) 河北　蔚縣 10.5×6.6 『蔚縣剪紙』（№２６２～№２６８）　/　点彩
中国剪紙 266 戯曲　(京劇・５) 河北　蔚縣 10.3×6.8 『蔚縣剪紙』（№２６２～№２６８）　/　点彩
中国剪紙 267 戯曲　(京劇・６) 河北　蔚縣 10.7×7.3 『蔚縣剪紙』（№２６２～№２６８）　/　点彩
中国剪紙 268 戯曲　(京劇・７) 河北　蔚縣 10.5×7.0 『蔚縣剪紙』（№２６２～№２６８）　/　点彩
中国剪紙 269 戯曲　(京劇・８) 河北　蔚縣 10.4×7.2 『蔚縣剪紙』（№２６２～№２６８）　/　点彩
中国剪紙 270 戯曲　(京劇・１) 河北　蔚縣 11.3×7.3 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№

２７０～№２８９同じ）　/　№２７０，№２７１同じ

中国剪紙 271 戯曲　(京劇・１) 河北　蔚縣 11.3×7.3 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２７０，№２７１同じ

中国剪紙 272 戯曲　(京劇・２) 河北　蔚縣 12.0×7.3 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２７２，№２７３同じ

中国剪紙 273 戯曲　(京劇・２) 河北　蔚縣 12.0×7.3 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２７２，№２７３同じ

中国剪紙 274 戯曲　(京劇・３) 河北　蔚縣 11.9×7.7 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２７４，№２７５同じ

中国剪紙 275 戯曲　(京劇・３) 河北　蔚縣 11.9×7.7 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２７４，№２７５同じ

中国剪紙 276 戯曲　(京劇・４) 河北　蔚縣 11.7×7.9 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２７６，№２７７同じ

中国剪紙 277 戯曲　(京劇・４) 河北　蔚縣 11.7×7.9 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２７６，№２７７同じ

中国剪紙 278 戯曲　(京劇・５) 河北　蔚縣 11.9×7.6 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２７８，№２７９同じ

中国剪紙 279 戯曲　(京劇・５) 河北　蔚縣 11.9×7.6 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２７８，№２７９同じ

中国剪紙 280 戯曲　(京劇・６) 河北　蔚縣 11.8×7.3 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２８０，№２８１同じ

中国剪紙 281 戯曲　(京劇・６) 河北　蔚縣 11.8×7.3 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２８０，№２８１同じ

中国剪紙 282 戯曲　(京劇・７) 河北　蔚縣 11.7×7.4 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２８２，№２８３同じ
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中国剪紙 283 戯曲　(京劇・７) 河北　蔚縣 11.7×7.4 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２８２，№２８３同じ

中国剪紙 284 戯曲　(京劇・８) 河北　蔚縣 11.8×7.8 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２８４，№２８５同じ

中国剪紙 285 戯曲　(京劇・８) 河北　蔚縣 11.8×7.8 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２８４，№２８５同じ

中国剪紙 286 戯曲　(京劇・９) 河北　蔚縣 11.8×7.3 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２８６，№２８７同じ

中国剪紙 287 戯曲　(京劇・９) 河北　蔚縣 11.8×7.3 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２８６，№２８７同じ

中国剪紙 288 戯曲　(京劇・１０) 河北　蔚縣 11.5×7.9 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２８８，№２８９同じ

中国剪紙 289 戯曲　(京劇・１０) 河北　蔚縣 11.5×7.9 周　永明世家剪紙廠　/　『中國民間剪紙』(№
２７０～№２８９同じ）　/　№２８８，№２８９同じ

中国剪紙 290 吉祥組合図像　(花籠・１) 河北　蔚縣 10.6×7.7 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』(№２９０
～№２９７)　/　点彩

中国剪紙 291 吉祥組合図像　(花籠・２) 河北　蔚縣 6.7×11.4 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』(№２９０
～№２９７)　/　点彩

中国剪紙 292 吉祥組合図像　(花籠・３) 河北　蔚縣 8.8×14.7 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』(№２９０
～№２９７)　/　点彩

中国剪紙 293 吉祥組合図像　(花籠・４) 河北　蔚縣 11.2×8.5 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』(№２９０
～№２９７)　/　点彩

中国剪紙 294 吉祥組合図像　(花籠・５) 河北　蔚縣 10.3×9.8 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』(№２９０
～№２９７)　/　点彩

中国剪紙 295 吉祥組合図像　(花籠・６) 河北　蔚縣 9.1×10.5 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』(№２９０
～№２９７)　/　点彩

中国剪紙 296 吉祥組合図像　(花籠・７) 河北　蔚縣 8.8×10.5 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』(№２９０
～№２９７)　/　点彩

中国剪紙 297 吉祥組合図像　(花籠・８) 河北　蔚縣 10.3×10.1 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』(№２９０
～№２９７)　/　点彩

中国剪紙 298 吉祥神　(寿星・１) 河北　蔚縣 8.2×5.8 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№２９
８～№３０５）　/　点彩

中国剪紙 299 吉祥神　(寿星・２) 河北　蔚縣 9.0×6.5 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№２９
８～№３０５）　/　点彩

中国剪紙 300 吉祥神　(寿星・３) 河北　蔚縣 9.3×6.8 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№２９
８～№３０５）　/　点彩

中国剪紙 301 吉祥神　(寿星・４) 河北　蔚縣 7.7×7.6 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№２９
８～№３０５）　/　点彩
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中国剪紙 302 吉祥神　(寿星・５) 河北　蔚縣 8.7×7.0 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№２９
８～№３０５）　/　点彩

中国剪紙 303 吉祥神　(寿星・６) 河北　蔚縣 9.0×6.4 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№２９
８～№３０５）　/　点彩

中国剪紙 304 吉祥神　(寿星・７) 河北　蔚縣 8.1×7.1 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№２９
８～№３０５）　/　点彩

中国剪紙 305 吉祥神　(寿星・８) 河北　蔚縣 8.8×6.2 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№２９
８～№３０５）　/　点彩

中国剪紙 306 戯曲　(京劇・１) 河北　蔚縣 9.5×8.0 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№３０
６～№３１３）　/　点彩

中国剪紙 307 戯曲　(京劇・２) 河北　蔚縣 10.5×7.0 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№３０
６～№３１３）　/　点彩

中国剪紙 308 戯曲　(京劇・３) 河北　蔚縣 11.4×8.0 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№３０
６～№３１３）　/　点彩

中国剪紙 309 戯曲　(京劇・４) 河北　蔚縣 10.4×7.4 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№３０
６～№３１３）　/　点彩

中国剪紙 310 戯曲　(京劇・５) 河北　蔚縣 10.6×9.0 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№３０
６～№３１３）　/　点彩

中国剪紙 311 戯曲　(京劇・６) 河北　蔚縣 10.6×8.6 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№３０
６～№３１３）　/　点彩

中国剪紙 312 戯曲　(京劇・７) 河北　蔚縣 10.6×6.2 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№３０
６～№３１３）　/　点彩

中国剪紙 313 戯曲　(京劇・８) 河北　蔚縣 9.8×9.1 周　永明世家剪紙廠　/　『蔚縣剪紙』（№３０
６～№３１３）　/　点彩

中国剪紙 314 吉祥動物　(小獅子綉球・１) 河北　蔚縣 7.3×7.7 『蔚縣剪紙』（№３１４～№３１９）　/　点彩
中国剪紙 315 吉祥動物　(小獅子綉球・２) 河北　蔚縣 7.7×7.1 『蔚縣剪紙』（№３１４～№３１９）　/　点彩
中国剪紙 316 吉祥動物　(小獅子綉球・３) 河北　蔚縣 8.0×7.2 『蔚縣剪紙』（№３１４～№３１９）　/　点彩
中国剪紙 317 吉祥動物　(小獅子綉球・４) 河北　蔚縣 8.1×7.5 『蔚縣剪紙』（№３１４～№３１９）　/　点彩
中国剪紙 318 吉祥動物　(小獅子綉球・５) 河北　蔚縣 8.8×7.4 『蔚縣剪紙』（№３１４～№３１９）　/　点彩
中国剪紙 319 吉祥動物　(小獅子綉球・６) 河北　蔚縣 7.5×7.1 『蔚縣剪紙』（№３１４～№３１９）　/　点彩
中国剪紙 320 吉祥動物　(小狗・１) 河北　蔚縣 8.9×7.0 『蔚縣剪紙』（№３２０～№３２９）　/　点彩
中国剪紙 321 吉祥動物　(小狗・２) 河北　蔚縣 8.9×6.7 『蔚縣剪紙』（№３２０～№３２９）　/　点彩
中国剪紙 322 吉祥動物　(小狗・３) 河北　蔚縣 8.7×7.0 『蔚縣剪紙』（№３２０～№３２９）　/　点彩
中国剪紙 323 吉祥動物　(小狗・４) 河北　蔚縣 8.6×7.1 『蔚縣剪紙』（№３２０～№３２９）　/　点彩
中国剪紙 324 吉祥動物　(小狗・５) 河北　蔚縣 9.5×7.0 『蔚縣剪紙』（№３２０～№３２９）　/　点彩
中国剪紙 325 吉祥動物　(小狗・６) 河北　蔚縣 8.9×7.1 『蔚縣剪紙』（№３２０～№３２９）　/　点彩
中国剪紙 326 吉祥動物　(小狗・７) 河北　蔚縣 8.9×7.5 『蔚縣剪紙』（№３２０～№３２９）　/　点彩
中国剪紙 327 吉祥動物　(小狗・８) 河北　蔚縣 8.6×7.0 『蔚縣剪紙』（№３２０～№３２９）　/　点彩
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中国剪紙 328 吉祥動物　(小狗・９) 河北　蔚縣 8.7×6.7 『蔚縣剪紙』（№３２０～№３２９）　/　点彩
中国剪紙 329 吉祥動物　(小狗・１０) 河北　蔚縣 8.9×6.9 『蔚縣剪紙』（№３２０～№３２９）　/　点彩
中国剪紙 330 吉祥動物　(花鳥・１) 河北　蔚縣 9.4×9.2 『蔚縣剪紙』（№３３０～№３３９）　/　点彩
中国剪紙 331 吉祥動物　(花鳥・２) 河北　蔚縣 9.2×9.4 『蔚縣剪紙』（№３３０～№３３９）　/　点彩
中国剪紙 332 吉祥動物　(花鳥・３) 河北　蔚縣 9.0×9.5 『蔚縣剪紙』（№３３０～№３３９）　/　点彩
中国剪紙 333 吉祥動物　(花鳥・４) 河北　蔚縣 9.1×9.6 『蔚縣剪紙』（№３３０～№３３９）　/　点彩
中国剪紙 334 吉祥動物　(花鳥・５) 河北　蔚縣 9.3×9.3 『蔚縣剪紙』（№３３０～№３３９）　/　点彩
中国剪紙 335 吉祥動物　(花鳥・６) 河北　蔚縣 9.4×9.3 『蔚縣剪紙』（№３３０～№３３９）　/　点彩
中国剪紙 336 吉祥動物　(花鳥・７) 河北　蔚縣 9.2×9.3 『蔚縣剪紙』（№３３０～№３３９）　/　点彩
中国剪紙 337 吉祥動物　(花鳥・８) 河北　蔚縣 9.1×9.5 『蔚縣剪紙』（№３３０～№３３９）　/　点彩
中国剪紙 338 吉祥動物　(花鳥・９) 河北　蔚縣 9.4×9.4 『蔚縣剪紙』（№３３０～№３３９）　/　点彩
中国剪紙 339 吉祥動物　(花鳥・１０) 河北　蔚縣 9.5×9.4 『蔚縣剪紙』（№３３０～№３３９）　/　点彩
中国剪紙 340 吉祥植物　(蝶恋花・１) 河北　蔚縣 9.4×7.0 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙」』（№340～

№349）　/　点彩
中国剪紙 341 吉祥植物　(蝶恋花・２) 河北　蔚縣 10.5×7.6 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙」』（№340～

№349）　/　点彩
中国剪紙 342 吉祥植物　(蝶恋花・３) 河北　蔚縣 10.4×8.4 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙」』（№340～

№349）　/　点彩
中国剪紙 343 吉祥植物　(蝶恋花・４) 河北　蔚縣 9.7×9.8 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙」』（№340～

№349）　/　点彩
中国剪紙 344 吉祥植物　(蝶恋花・５) 河北　蔚縣 10.0×7.2 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙」』（№340～

№349）　/　点彩
中国剪紙 345 吉祥植物　(蝶恋花・６) 河北　蔚縣 10.5×8.2 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙」』（№340～

№349）　/　点彩
中国剪紙 346 吉祥植物　(蝶恋花・７) 河北　蔚縣 10.8×8.0 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙」』（№340～

№349）　/　点彩
中国剪紙 347 吉祥植物　(蝶恋花・８) 河北　蔚縣 9.9×7.1 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙」』（№340～

№349）　/　点彩
中国剪紙 348 吉祥植物　(蝶恋花・９) 河北　蔚縣 10.9×8.0 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙」』（№340～

№349）　/　点彩
中国剪紙 349 吉祥植物　(蝶恋花・１０) 河北　蔚縣 11.6×8.3 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙」』（№340～

№349）　/　点彩
中国剪紙 350 吉祥符号　(十二支・猪〔亥〕) 河北　蔚縣 9.4×7.1 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№

361）　/　点彩
中国剪紙 351 吉祥符号　(十二支・犬〔戌〕) 河北　蔚縣 8.8×6.9 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№

361）　/　点彩
中国剪紙 352 吉祥符号　(十二支・鶏〔酉〕) 河北　蔚縣 9.7×7.5 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№

361）　/　点彩
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中国剪紙 353 吉祥符号　(十二支・猿〔申〕) 河北　蔚縣 8.1×6.8 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№
361）　/　点彩

中国剪紙 354 吉祥符号　(十二支・羊〔未〕) 河北　蔚縣 8.3×8.3 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№
361）　/　点彩

中国剪紙 355 吉祥符号　(十二支・馬〔午〕) 河北　蔚縣 8.6×7.1 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№
361）　/　点彩

中国剪紙 356 吉祥符号　(十二支・蛇〔巳〕) 河北　蔚縣 9.0×7.3 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№
361）　/　点彩

中国剪紙 357 吉祥符号　(十二支・龍〔辰〕) 河北　蔚縣 8.5×8.0 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№
361）　/　点彩

中国剪紙 358 吉祥符号　(十二支・兎〔卯〕) 河北　蔚縣 9.2×7.1 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№
361）　/　点彩

中国剪紙 359 吉祥符号　(十二支・虎〔寅〕) 河北　蔚縣 8.5×7.6 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№
361）　/　点彩

中国剪紙 360 吉祥符号　(十二支・ネズミ〔子〕) 河北　蔚縣 8.2×6.8 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№
361）　/　点彩

中国剪紙 361 吉祥符号　(十二支・牛〔丑〕) 河北　蔚縣 7.6×7.3 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№350～№
361）　/　点彩

中国剪紙 362 戯曲　(京劇・１) 河北　蔚縣 8.0×10.5 『中國蔚県民間剪紙』（№362～№371）　/　点
中国剪紙 363 戯曲　(京劇・２) 河北　蔚縣 19.8×9.5 『中國蔚県民間剪紙』（№362～№371）　/　点
中国剪紙 364 戯曲　(京劇・３) 河北　蔚縣 20.0×15.5 『中國蔚県民間剪紙』（№362～№371）　/　点
中国剪紙 365 戯曲　(京劇・４) 河北　蔚縣 19.7×10.8 『中國蔚県民間剪紙』（№362～№371）　/　点
中国剪紙 366 戯曲　(京劇・５) 河北　蔚縣 19.6×12.7 『中國蔚県民間剪紙』（№362～№371）　/　点
中国剪紙 367 戯曲　(京劇・６) 河北　蔚縣 19.8×10.5 『中國蔚県民間剪紙』（№362～№371）　/　点
中国剪紙 368 戯曲　(京劇・７娃々戯) 河北　蔚縣 19.8×8.8 『中國蔚県民間剪紙』（№362～№371）　/　点
中国剪紙 369 戯曲　(京劇・８) 河北　蔚縣 19.0×14.5 『中國蔚県民間剪紙』（№362～№371）　/　点
中国剪紙 370 戯曲　(京劇・９) 河北　蔚縣 20.0×14.2 『中國蔚県民間剪紙』（№362～№371）　/　点
中国剪紙 371 戯曲　(京劇・１０) 河北　蔚縣 20.2×12.5 『中國蔚県民間剪紙』（№362～№371）　/　点
中国剪紙 372 戯曲　(京劇・１) 河北　蔚縣 27.8×17.2 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№372～№

377)　/　点彩
中国剪紙 373 戯曲　(京劇・２) 河北　蔚縣 27.9×16.5 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№372～№

377)　/　点彩
中国剪紙 374 戯曲　(京劇・３) 河北　蔚縣 28.0×18.5 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№372～№

377)　/　点彩
中国剪紙 375 戯曲　(京劇・４) 河北　蔚縣 29.2×17.6 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№372～№

377)　/　点彩
中国剪紙 376 戯曲　(京劇・５) 河北　蔚縣 28.3×17.5 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№372～№

377)　/　点彩
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中国剪紙 377 戯曲　(京劇・６) 河北　蔚縣 27.1×15.5 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№372～№
377)　/　点彩

中国剪紙 378 吉祥動物　(花鳥・１鶴) 河北　蔚縣 26.2×17.3 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№378～№
387）　/　点彩

中国剪紙 379 吉祥動物　(花鳥・２) 河北　蔚縣 26.0×17.3 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№378～№
387）　/　点彩

中国剪紙 380 吉祥動物　(花鳥・３鳳凰) 河北　蔚縣 26.2×18.0 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№378～№
387）　/　点彩

中国剪紙 381 吉祥動物　(花鳥・４) 河北　蔚縣 26.6×17.1 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№378～№
387）　/　点彩

中国剪紙 382 吉祥動物　(花鳥・５孔雀) 河北　蔚縣 26.1×17.4 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№378～№
387）　/　点彩

中国剪紙 383 吉祥動物　(花鳥・６) 河北　蔚縣 26.0×17.5 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№378～№
387）　/　点彩

中国剪紙 384 吉祥動物　(花鳥・７鶏) 河北　蔚縣 26.1×16.8 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№378～№
387）　/　点彩

中国剪紙 385 吉祥動物　(花鳥・８鸚鵡) 河北　蔚縣 25.5×17.5 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№378～№
387）　/　点彩

中国剪紙 386 吉祥動物　(花鳥・９) 河北　蔚縣 26.8×17.0 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№378～№
387）　/　点彩

中国剪紙 387 吉祥動物　(花鳥・１０鴛鴦貴子) 河北　蔚縣 26.4×16.7 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№378～№
387）　/　点彩

中国剪紙 388 吉祥動物　(蝶・１) 河北　蔚縣 17.4×17.1 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№388～№
395）　/　点彩

中国剪紙 389 吉祥動物　(蝶・２) 河北　蔚縣 23.8×17.7 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№388～№
395）　/　点彩

中国剪紙 390 吉祥動物　(蝶・３) 河北　蔚縣 22.8×16.0 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№388～№
395）　/　点彩

中国剪紙 391 吉祥動物　(蝶・４) 河北　蔚縣 21.5×17.4 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№388～№
395）　/　点彩

中国剪紙 392 吉祥動物　(蝶・５) 河北　蔚縣 20.5×14.5 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№388～№
395）　/　点彩

中国剪紙 393 吉祥動物　(蝶・６) 河北　蔚縣 23.3×14.5 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№388～№
395）　/　点彩

中国剪紙 394 吉祥動物　(蝶・７) 河北　蔚縣 22.7×18.0 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№388～№
395）　/　点彩

中国剪紙 395 吉祥動物　(蝶・８) 河北　蔚縣 20.0×16.3 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№388～№
395）　/　点彩
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中国剪紙 396 吉祥神　(仙女・１) 河北　蔚縣 24.0×14.4 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№396～№
405）　/　点彩

中国剪紙 397 吉祥神　(仙女・２) 河北　蔚縣 23.7×13.6 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№396～№
405）　/　点彩

中国剪紙 398 吉祥神　(仙女・３) 河北　蔚縣 25.2×14.3 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№396～№
405）　/　点彩

中国剪紙 399 吉祥神　(仙女・４) 河北　蔚縣 22.4×13.4 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№396～№
405）　/　点彩

中国剪紙 400 吉祥神　(仙女・５) 河北　蔚縣 21.8×14.9 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№396～№
405）　/　点彩

中国剪紙 401 吉祥神　(仙女・６) 河北　蔚縣 24.7×13.1 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№396～№
405）　/　点彩

中国剪紙 402 吉祥神　(仙女・７) 河北　蔚縣 24.5×13.5 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№396～№
405）　/　点彩

中国剪紙 403 吉祥神　(仙女・８) 河北　蔚縣 24.0×13.0 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№396～№
405）　/　点彩

中国剪紙 404 吉祥神　(仙女・９) 河北　蔚縣 24.9×15.3 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№396～№
405）　/　点彩

中国剪紙 405 吉祥神　(仙女・１０) 河北　蔚縣 23.8×14.1 單候剪帋廠　/　『中國民間剪紙』（№396～№
405）　/　点彩

中国剪紙 406 吉祥植物　(花・１牡丹) 河北　蔚縣 17.5×13.7 鎮旅游工芸品廠　/　『中國蔚県剪紙』（№406
～№412）　/　点彩

中国剪紙 407 吉祥植物　(花・２牡丹) 河北　蔚縣 17.1×14.3 鎮旅游工芸品廠　/　『中國蔚県剪紙』（№406
～№412）　/　点彩

中国剪紙 408 吉祥植物　(花・３牡丹) 河北　蔚縣 16.6×13.8 鎮旅游工芸品廠　/　『中國蔚県剪紙』（№406
～№412）　/　点彩

中国剪紙 409 吉祥植物　(花・４牡丹) 河北　蔚縣 15.4×16.0 鎮旅游工芸品廠　/　『中國蔚県剪紙』（№406
～№412）　/　点彩

中国剪紙 410 吉祥植物　(花・５牡丹) 河北　蔚縣 17.5×17.0 鎮旅游工芸品廠　/　『中國蔚県剪紙』（№406
～№412）　/　点彩

中国剪紙 411 吉祥植物　(花・６牡丹) 河北　蔚縣 15.4×15.3 鎮旅游工芸品廠　/　『中國蔚県剪紙』（№406
～№412）　/　点彩

中国剪紙 412 吉祥植物　(花・７牡丹) 河北　蔚縣 17.0×16.2 鎮旅游工芸品廠　/　『中國蔚県剪紙』（№406
～№412）　/　点彩

中国剪紙 413 吉祥符号　(十二支・子〔鼠〕) 河北　蔚縣 16.5×16.2 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 414 吉祥符号　(十二支・丑〔牛〕) 河北　蔚縣 15.6×16.0 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩
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中国剪紙 415 吉祥符号　(十二支・寅〔虎〕) 河北　蔚縣 16.0×16.2 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 416 吉祥符号　(十二支・卯〔兎〕) 河北　蔚縣 16.0×16.0 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 417 吉祥符号　(十二支・辰〔龍〕) 河北　蔚縣 16.2×16.2 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 418 吉祥符号　(十二支・巳〔蛇〕) 河北　蔚縣 16.2×16.0 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 419 吉祥符号　(十二支・午〔馬〕) 河北　蔚縣 15.0×15.0 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 420 吉祥符号　(十二支・未〔羊〕) 河北　蔚縣 15.3×15.8 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 421 吉祥符号　(十二支・申〔猿〕) 河北　蔚縣 15.6×15.8 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 422 吉祥符号　(十二支・酉〔鳥〕) 河北　蔚縣 15.6×15.5 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 423 吉祥符号　(十二支・戌〔戌〕) 河北　蔚縣 15.7×16.6 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 424 吉祥符号　(十二支・亥〔猪〕) 河北　蔚縣 16.5×17.0 鎮旅游工芸品廠　/　『蔚県剪紙芸術』（№413
～№424）　/　点彩

中国剪紙 425 吉祥動物　(彩龍・１) 河北　 18.9×26.4 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４２
５，№４２６同じ　/　点彩

中国剪紙 426 吉祥動物　(彩龍・１) 河北　 18.9×26.4 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４２
５，№４２６同じ　/　点彩

中国剪紙 427 吉祥動物　(彩龍・２) 河北　 19.5×26.0 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４２
７，№４２８同じ　/　点彩

中国剪紙 428 吉祥動物　(彩龍・２) 河北　 19.5×26.0 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４２
７，№４２８同じ　/　点彩

中国剪紙 429 吉祥動物　(彩龍・３) 河北　 18.9×26.1 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４２
９，№４３０同じ　/　点彩

中国剪紙 430 吉祥動物　(彩龍・３) 河北　 18.9×26.1 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４２
９，№４３０同じ　/　点彩

中国剪紙 431 吉祥動物　(彩龍・４) 河北　 18.7×25.7 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４３
１，№４３２同じ　/　点彩

中国剪紙 432 吉祥動物　(彩龍・４) 河北　 18.7×25.7 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４３
１，№４３２同じ　/　点彩

中国剪紙 433 吉祥動物　(彩龍・５) 河北　 19.7×26.8 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４３
３，№４３４同じ　/　点彩
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中国剪紙 434 吉祥動物　(彩龍・５) 河北　 19.7×26.8 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４３
３，№４３４同じ　/　点彩

中国剪紙 435 吉祥動物　(彩龍・６) 河北　 19.5×26.8 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４３
５，№４３６同じ　/　点彩

中国剪紙 436 吉祥動物　(彩龍・６) 河北　 19.5×26.8 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４３
５，№４３６同じ　/　点彩

中国剪紙 437 吉祥動物　(彩龍・７) 河北　 19.8×27.3 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４３
７，№４３８同じ　/　点彩

中国剪紙 438 吉祥動物　(彩龍・７) 河北　 19.8×27.3 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４３
７，№４３８同じ　/　点彩

中国剪紙 439 吉祥動物　(彩龍・８) 河北　 19.4×26.5 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４３
９，№４４０同じ　/　点彩

中国剪紙 440 吉祥動物　(彩龍・８) 河北　 19.4×26.5 『中國民間剪紙』（№425～№440)　/　№４３
９，№４４０同じ　/　点彩

中国剪紙 441 戯曲　(京劇・西游記１・孫悟空) 河北　蔚縣 25.2×18.1 『蔚県剪紙』(№441～№448)　/　点彩
中国剪紙 442 戯曲　(京劇・西游記２・三蔵法師) 河北　蔚縣 25.9×15.6 『蔚県剪紙』(№441～№448)　/　点彩
中国剪紙 443 戯曲　(京劇・西游記３・猪八戒) 河北　蔚縣 26.3×19.4 『蔚県剪紙』(№441～№448)　/　点彩
中国剪紙 444 戯曲　(京劇・西游記４・沙悟浄) 河北　蔚縣 24.7×19.9 『蔚県剪紙』(№441～№448)　/　点彩
中国剪紙 445 戯曲　(京劇・西游記５)　 河北　蔚縣 25.9×19.3 『蔚県剪紙』(№441～№448)　/　点彩
中国剪紙 446 戯曲　(京劇・西游記６)　 河北　蔚縣 23.5×15.2 『蔚県剪紙』(№441～№448)　/　点彩
中国剪紙 447 戯曲　(京劇・西游記７)　 河北　蔚縣 23.9×15.8 『蔚県剪紙』(№441～№448)　/　点彩
中国剪紙 448 戯曲　(京劇・西游記８)　 河北　蔚縣 24.5×16.1 『蔚県剪紙』(№441～№448)　/　点彩
中国剪紙 449 吉祥組合図録　(嬰児図１) 河北　蔚縣 14.2×24.8 『蔚県剪紙』（№449～№456)　/　点彩
中国剪紙 450 吉祥組合図録　(嬰児図２・瓢箪) 河北　蔚縣 15.2×23.2 『蔚県剪紙』（№449～№456)　/　点彩
中国剪紙 451 吉祥組合図録　(嬰児図３・蝙蝠) 河北　蔚縣 15.3×26.3 『蔚県剪紙』（№449～№456)　/　点彩
中国剪紙 452 吉祥組合図録　(嬰児図４・兎と蝶) 河北　蔚縣 16.5×25.2 『蔚県剪紙』（№449～№456)　/　点彩
中国剪紙 453 吉祥組合図録　(嬰児図５・子魚臥蓮) 河北　蔚縣 16.6×24.8 『蔚県剪紙』（№449～№456)　/　点彩
中国剪紙 454 吉祥組合図録　(嬰児図６・喜字) 河北　蔚縣 16.5×25.2 『蔚県剪紙』（№449～№456)　/　点彩
中国剪紙 455 吉祥組合図録　(嬰児図７・子魚臥蓮) 河北　蔚縣 16.8×22.1 『蔚県剪紙』（№449～№456)　/　点彩
中国剪紙 456 吉祥組合図録　(嬰児図８・鳳凰來儀) 河北　蔚縣 16.4×25.9 『蔚県剪紙』（№449～№456)　/　点彩
中国剪紙 457 戯曲　(京劇・水滸臉譜１) 河北　蔚縣 29.5×18.0 『蔚県剪紙』（№457～№462)　/　点彩
中国剪紙 458 戯曲　(京劇・水滸臉譜２) 河北　蔚縣 28.4×16.6 『蔚県剪紙』（№457～№462)　/　点彩
中国剪紙 459 戯曲　(京劇・水滸臉譜３) 河北　蔚縣 26.8×17.0 『蔚県剪紙』（№457～№462)　/　点彩
中国剪紙 460 戯曲　(京劇・水滸臉譜４) 河北　蔚縣 28.2×16.5 『蔚県剪紙』（№457～№462)　/　点彩
中国剪紙 461 戯曲　(京劇・水滸臉譜５) 河北　蔚縣 29.0×16.6 『蔚県剪紙』（№457～№462)　/　点彩
中国剪紙 462 戯曲　(京劇・水滸臉譜６) 河北　蔚縣 27.4×18.9 『蔚県剪紙』（№457～№462)　/　点彩
中国剪紙 463 戯曲　(京劇・臉譜１)　 河北　蔚縣 28.0×17.4 『蔚県剪紙』(№463～№470)　/　点彩
中国剪紙 464 戯曲　(京劇・臉譜２)　 河北　蔚縣 26.0×16.8 『蔚県剪紙』(№463～№470)　/　点彩
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中国剪紙 465 戯曲　(京劇・臉譜３)　 河北　蔚縣 27.9×16.6 『蔚県剪紙』(№463～№470)　/　点彩
中国剪紙 466 戯曲　(京劇・臉譜４)　 河北　蔚縣 26.0×16.5 『蔚県剪紙』(№463～№470)　/　点彩
中国剪紙 467 戯曲　(京劇・臉譜５)　 河北　蔚縣 26.3×16.7 『蔚県剪紙』(№463～№470)　/　点彩
中国剪紙 468 戯曲　(京劇・臉譜６)　 河北　蔚縣 28.5×16.3 『蔚県剪紙』(№463～№470)　/　点彩
中国剪紙 469 戯曲　(京劇・臉譜７)　 河北　蔚縣 26.6×16.3 『蔚県剪紙』(№463～№470)　/　点彩
中国剪紙 470 戯曲　(京劇・臉譜８)　 河北　蔚縣 26.6×16.3 『蔚県剪紙』(№463～№470)　/　点彩
中国剪紙 471 戯曲　(京劇・戯刷人物１) 河北　蔚縣 28.0×18.3 『蔚県剪紙』(№471～№480)　/　点彩
中国剪紙 472 戯曲　(京劇・戯刷人物２) 河北　蔚縣 27.0×16.5 『蔚県剪紙』(№471～№480)　/　点彩
中国剪紙 473 戯曲　(京劇・戯刷人物３) 河北　蔚縣 28.0×19.2 『蔚県剪紙』(№471～№480)　/　点彩
中国剪紙 474 戯曲　(京劇・戯刷人物４) 河北　蔚縣 27.4×16.2 『蔚県剪紙』(№471～№480)　/　点彩
中国剪紙 475 戯曲　(京劇・戯刷人物５) 河北　蔚縣 27.9×17.6 『蔚県剪紙』(№471～№480)　/　点彩
中国剪紙 476 戯曲　(京劇・戯刷人物６) 河北　蔚縣 26.4×17.0 『蔚県剪紙』(№471～№480)　/　点彩
中国剪紙 477 戯曲　(京劇・戯刷人物７) 河北　蔚縣 26.3×17.8 『蔚県剪紙』(№471～№480)　/　点彩
中国剪紙 478 戯曲　(京劇・戯刷人物８) 河北　蔚縣 27.8×16.4 『蔚県剪紙』(№471～№480)　/　点彩
中国剪紙 479 戯曲　(京劇・戯刷人物９) 河北　蔚縣 27.6×17.7 『蔚県剪紙』(№471～№480)　/　点彩
中国剪紙 480 戯曲　(京劇・戯刷人物１０) 河北　蔚縣 26.5×16.4 『蔚県剪紙』(№471～№480)　/　点彩
中国剪紙 481 吉祥神　(飛天仕女１) 河北　蔚縣 12.2×20.2 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

８１，№４８２同じ
中国剪紙 482 吉祥神　(飛天仕女１) 河北　蔚縣 12.2×20.2 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

８１，№４８２同じ
中国剪紙 483 吉祥神　(飛天仕女２) 河北　蔚縣 21.6×9.4 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

８３，№４８４同じ
中国剪紙 484 吉祥神　(飛天仕女２) 河北　蔚縣 21.6×9.4 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

８３，№４８４に同じ
中国剪紙 485 吉祥神　(飛天仕女３) 河北　蔚縣 10.5×21.1 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

８５，№４８６同じ
中国剪紙 486 吉祥神　(飛天仕女３) 河北　蔚縣 10.5×21.1 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

８５，№４８６同じ
中国剪紙 487 吉祥神　(飛天仕女４) 河北　蔚縣 22.5×8.7 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

８７，№４８８同じ
中国剪紙 488 吉祥神　(飛天仕女４) 河北　蔚縣 22.5×8.7 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

８７，№４８８に同じ
中国剪紙 489 吉祥神　(飛天仕女５) 河北　蔚縣 20.3×9.7 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

８９，№４９０同じ
中国剪紙 490 吉祥神　(飛天仕女５) 河北　蔚縣 20.3×9.7 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

８１，№４８２に同じ
中国剪紙 491 吉祥神　(飛天仕女６) 河北　蔚縣 22.1×9.2 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４

９１，№４９２同じ
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中国剪紙 492 吉祥神　(飛天仕女６) 河北　蔚縣 22.1×9.2 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４
９１，№４９３同じ

中国剪紙 493 吉祥神　(飛天仕女７) 河北　蔚縣 20.5×10.0 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４
９３，№４９４同じ

中国剪紙 494 吉祥神　(飛天仕女７) 河北　蔚縣 20.5×10.0 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４
９３，№４９４同じ

中国剪紙 495 吉祥神　(飛天仕女８) 河北　蔚縣 21.5×11.5 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４
９５，№４９６同じ

中国剪紙 496 吉祥神　(飛天仕女８) 河北　蔚縣 21.5×11.5 『蔚県剪紙』(№481～№496)　/　点彩  /  №４
８１，№４８２同じ

中国剪紙 497 吉祥符号　(暗八仙・呂洞賓) 河北　蔚縣 24.8×16.0 『蔚県剪紙』（№497～№504）　/　点彩
中国剪紙 498 吉祥符号　(暗八仙・曹國舅) 河北　蔚縣 26.6×16.0 『蔚県剪紙』（№497～№504）　/　点彩
中国剪紙 499 吉祥符号　(暗八仙・韓湘子) 河北　蔚縣 25.7×15.5 『蔚県剪紙』（№497～№504）　/　点彩
中国剪紙 500 吉祥符号　(暗八仙・張果老) 河北　蔚縣 25.8×16.8 『蔚県剪紙』（№497～№504）　/　点彩
中国剪紙 501 吉祥符号　(暗八仙・李鐵拐) 河北　蔚縣 24.5×15.4 『蔚県剪紙』（№497～№504）　/　点彩
中国剪紙 502 吉祥符号　(暗八仙・漢鍾離) 河北　蔚縣 25.2×16.5 『蔚県剪紙』（№497～№504）　/　点彩
中国剪紙 503 吉祥符号　(暗八仙・藍采和) 河北　蔚縣 25.3×15.9 『蔚県剪紙』（№497～№504）　/　点彩
中国剪紙 504 吉祥符号　(暗八仙・何仙姑) 河北　蔚縣 25.5×16.1 『蔚県剪紙』（№497～№504）　/　点彩
中国剪紙 505 吉祥動物　(公鶏１) 河北　蔚縣 20.4×13.4 『蔚県剪紙』（№505～№512）　/　点彩
中国剪紙 506 吉祥動物　(公鶏２) 河北　蔚縣 20.9×14.5 『蔚県剪紙』（№505～№512）　/　点彩
中国剪紙 507 吉祥動物　(公鶏３) 河北　蔚縣 19.2×14.4 『蔚県剪紙』（№505～№512）　/　点彩
中国剪紙 508 吉祥動物　(公鶏４) 河北　蔚縣 19.7×12.2 『蔚県剪紙』（№505～№512）　/　点彩
中国剪紙 509 吉祥動物　(公鶏５) 河北　蔚縣 19.5×14.4 『蔚県剪紙』（№505～№512）　/　点彩
中国剪紙 510 吉祥動物　(公鶏６) 河北　蔚縣 20.0×15.3 『蔚県剪紙』（№505～№512）　/　点彩
中国剪紙 511 吉祥動物　(公鶏７) 河北　蔚縣 20.9×14.5 『蔚県剪紙』（№505～№512）　/　点彩
中国剪紙 512 吉祥動物　(公鶏８) 河北　蔚縣 18.7×13.8 『蔚県剪紙』（№505～№512）　/　点彩
中国剪紙 513 風景　(庭園１・獅子林) 浙江？ 20.1×19.7 円　/　（№513～№520
中国剪紙 514 風景　(庭園２・泡浪亭) 浙江？ 19.6×19.8 円　/　(№513～№520)
中国剪紙 515 風景　(庭園３・虎丘) 浙江？ 20.2×20.1 円　/　(№513～№520)
中国剪紙 516 風景　(庭園４・抬園) 浙江？ 19.8×19.7 円　/　(№513～№520)
中国剪紙 517 風景　(庭園５・□園) 浙江？ 19.9×19.9 円　/　(№513～№520)
中国剪紙 518 風景　(庭園６・西園) 浙江？ 20.3×20.3 円　/　(№513～№520)
中国剪紙 519 風景　(庭園７・網帰園) 浙江？ 20.0×20.2 円　/　(№513～№520)
中国剪紙 520 風景　(庭園８・拙政園) 浙江？ 20.0×20.0 円　/　(№513～№520)
中国剪紙 521 風景　(西湖風景１) 浙江 12.4×22.1 扇形　/　『中国剪紙』（№521～№526）
中国剪紙 522 風景　(西湖風景２) 浙江 12.4×22.1 扇形　/　『中国剪紙』（№521～№526）
中国剪紙 523 風景　(西湖風景３) 浙江 12.4×22.1 扇形　/　『中国剪紙』（№521～№526）
中国剪紙 524 風景　(西湖風景４) 浙江 12.4×22.1 扇形　/　『中国剪紙』（№521～№526）
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中国剪紙 525 風景　(西湖風景５) 浙江 12.4×22.1 扇形　/　『中国剪紙』（№521～№526）
中国剪紙 526 風景　(西湖風景６) 浙江 12.4×22.1 扇形　/　『中国剪紙』（№521～№526）
中国剪紙 527 吉祥組合図録　(鶴瓶１) 浙江 17.5×6.9 『中國剪紙』（№527～№530）
中国剪紙 528 吉祥組合図録　(鶴瓶２) 浙江 15.6×8.0 『中國剪紙』（№527～№530）
中国剪紙 529 吉祥組合図録　(鶴瓶３) 浙江 16.0×10.2 『中國剪紙』（№527～№530）
中国剪紙 530 吉祥組合図録　(鶴瓶４) 浙江 17.5×10.3 『中國剪紙』（№527～№530）
中国剪紙 531 吉祥動物　〈花鳥１・水鳥) 浙江 10.6×13.6 『中国民間剪紙』（№531～№534)　/　№５３

１，№１１８２同じ
中国剪紙 532 吉祥動物　〈花鳥２・水鳥) 浙江 9.5×13.5 『中国民間剪紙』（№531～№534)　/　№５５

３，№１１８３同じ
中国剪紙 533 吉祥動物　〈花鳥３・水鳥) 浙江 10.4×13.9 『中国民間剪紙』（№531～№534）　/　№５５

２，№１１８４同じ
中国剪紙 534 吉祥動物　〈花鳥４・水鳥) 浙江 10.4×13.4 『中国民間剪紙』（№531～№534）　/　№５５

４，№１１８５同じ
中国剪紙 535 吉祥植物　(１) 浙江 22.5×15.6
中国剪紙 536 吉祥植物　(２) 浙江 15.9×22.7
中国剪紙 537 吉祥植物　(３) 浙江 16.0×22.6
中国剪紙 538 吉祥植物　(４) 浙江 15.8×22.6
中国剪紙 539 吉祥植物　(５) 浙江 16.9×19.1
中国剪紙 540 吉祥植物　(６) 浙江 16.2×19.0
中国剪紙 541 吉祥植物　(７) 浙江 16.4×19.0
中国剪紙 542 吉祥植物　(８) 浙江 16.5×19.0
中国剪紙 543 吉祥動物　(１) 浙江 9.4×17.2
中国剪紙 544 吉祥動物　(２) 浙江 9.3×14.9
中国剪紙 545 吉祥動物　(３) 浙江 10.8×15.1
中国剪紙 546 吉祥動物　(４) 浙江 8.2×14.3
中国剪紙 547 吉祥動物　(５) 浙江 9.5×14.4
中国剪紙 548 吉祥動物　(６) 浙江 13.0×10.0
中国剪紙 549 吉祥動物　(双魚紋１) 浙江 9.7×12.2
中国剪紙 550 吉祥動物　(双魚紋２) 浙江 8.4×14.4
中国剪紙 551 吉祥動物　(双魚紋３) 浙江 9.3×13.1
中国剪紙 552 吉祥動物　(双魚紋４) 浙江 9.2×13.9
中国剪紙 553 吉祥動物　(魚１) 浙江 21.3×10.6 『中國剪紙』（№5５３～№5５６）
中国剪紙 554 吉祥動物　(魚２) 浙江 21.2×10.4 『中國剪紙』（№5５３～№5５６）
中国剪紙 555 吉祥動物　(魚３) 浙江 21.4×10.7 『中國剪紙』（№5５３～№5５６）
中国剪紙 556 吉祥動物　(魚４) 浙江 21.2×10.4 『中國剪紙』（№5５３～№5５６）
中国剪紙 557 吉祥組合図像　(礼花・小康有余) 浙江 11.6×10.9 高峡　秦晋民間工芸厰『喜盈門』
中国剪紙 558 吉祥組合図像　(礼花・双鳳朝陽) 浙江 11.7×10.9 高峡　秦晋民間工芸厰『喜盈門』
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中国剪紙 559 吉祥組合図像　(礼花・鴛鴦対舞) 浙江 11.6×10.9 高峡　秦晋民間工芸厰『喜盈門』
中国剪紙 560 吉祥組合図像　(礼花・喜上眉稍) 浙江 11.7×11.0 高峡　秦晋民間工芸厰『喜盈門』
中国剪紙 561 吉祥組合図像　(礼花・双喜臨門) 浙江 11.7×10.9 高峡　秦晋民間工芸厰『喜盈門』
中国剪紙 562 吉祥神　(仙女１・童子と鹿) 浙江 16.7×12.3
中国剪紙 563 吉祥神　(仙女２・童子と蝙蝠) 浙江 16.0×12.3
中国剪紙 564 吉祥神　(仙女３・童子と蝶) 浙江 15.6×12.9
中国剪紙 565 吉祥神　(仙女４・童子と鶴) 浙江 17.4×11.9
中国剪紙 566 吉祥神　(仙女５・鹿) 浙江 19.6×13.2
中国剪紙 567 吉祥神　(仙女６・鶴) 浙江 20.9×12.7
中国剪紙 568 吉祥神　(仙女７・鹿) 浙江 21.5×12.6
中国剪紙 569 吉祥神　(仙女８・鶴) 浙江 21.3×15.0
中国剪紙 570 吉祥神　(八仙・呂洞賓) 浙江 24.4×14.7
中国剪紙 571 吉祥神　(八仙・漢鐘離) 浙江 24.9×13.7
中国剪紙 572 吉祥神　(八仙・曹国舅) 浙江 23.3×12.9
中国剪紙 573 吉祥神　(八仙・何仙姑) 浙江 24.2×15.0
中国剪紙 574 吉祥神　(八仙・韓湘子) 浙江 24.3×12.4
中国剪紙 575 吉祥神　(八仙・藍采和) 浙江 25.2×14.4
中国剪紙 576 吉祥神　(八仙・張果老) 浙江 23.1×10.9
中国剪紙 577 吉祥神　(八仙・李鐵拐) 浙江 23.1×9.3
中国剪紙 578 吉祥動物　(百獣１・狗十) 浙江 17.4×11.3
中国剪紙 579 吉祥動物　(百獣２・象) 浙江 14.3×11.9
中国剪紙 580 吉祥動物　(百獣３・亀) 浙江 13.0×10.5
中国剪紙 581 吉祥動物　(百獣４・馬) 浙江 13.8×12.8
中国剪紙 582 生活風景　(車馬１) 浙江 9.7×18.2
中国剪紙 583 生活風景　(車馬２) 浙江 10.3×16.8
中国剪紙 584 生活風景　(車馬３) 浙江 9.8×18.0
中国剪紙 585 生活風景　(車馬４) 浙江 8.7×19.2
中国剪紙 586 戯曲　(西遊記・沙悟浄) 浙江 24.5×14.7
中国剪紙 587 戯曲　(西遊記・猪八戒) 浙江 25.3×13.3
中国剪紙 588 戯曲　(西遊記・孫悟空) 浙江 23.1×13.2
中国剪紙 589 戯曲　(西遊記・三蔵法師) 浙江 24.0×13.4
中国剪紙 590 戯曲　(１) 浙江 13.6×12.7
中国剪紙 591 戯曲　(２) 浙江 16.1×10.4
中国剪紙 592 戯曲　(３) 浙江 16.5×9.8
中国剪紙 593 戯曲　(４) 浙江 16.4×10.9
中国剪紙 594 吉祥人物　(仕女図１) 浙江 21.6×12.6
中国剪紙 595 吉祥人物　(仕女図２) 浙江 20.4×11.9
中国剪紙 596 吉祥人物　(仕女図３) 浙江 18.2×11.7
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中国剪紙 597 吉祥人物　(仕女図４) 浙江 20.3×9.3
中国剪紙 598 吉祥人物　(仕女図５) 浙江 22.0×12.3
中国剪紙 599 吉祥人物　(仕女図1) 浙江 17.9×11.6
中国剪紙 600 吉祥人物　(仕女図2) 浙江 18.1×10.9
中国剪紙 601 吉祥人物　(仕女図3) 浙江 18.0×11.5
中国剪紙 602 吉祥人物　(仕女図4) 浙江 18.0×11.6
中国剪紙 603 吉祥人物　(仕女図5) 浙江 18.1×11.0
中国剪紙 604  吉祥動物　(龍１) 江蘇　楊州 19.9×12.9
中国剪紙 605 吉祥動物　(龍２) 江蘇　楊州 19.9×12.9
中国剪紙 606 吉祥動物　(龍３) 江蘇　楊州 19.9×12.9
中国剪紙 607 吉祥動物　(龍４) 江蘇　楊州 19.9×12.9
中国剪紙 608 吉祥動物　(龍５) 江蘇　楊州 19.9×12.9
中国剪紙 609 吉祥植物　(牡丹１) 江蘇　楊州 13.3×13.3
中国剪紙 610 吉祥植物　(牡丹２) 江蘇　楊州 13.3×13.3
中国剪紙 611 吉祥植物　(牡丹３) 江蘇　楊州 13.5×13.3
中国剪紙 612 吉祥植物　(牡丹４) 江蘇　楊州 13.5×13.5
中国剪紙 613 吉祥植物　(新萼草１・玖瑰) 江蘇　楊州 18.0×13.6
中国剪紙 614 吉祥植物　(新萼草２・百合) 江蘇　楊州 16.2×13.0
中国剪紙 615 吉祥植物　(新萼草３・月季) 江蘇　楊州 19.7×12.9
中国剪紙 616 吉祥植物　(新萼草４・蘭草) 江蘇　楊州 17.5×14.0
中国剪紙 617 吉祥植物　(新萼草５) 江蘇　楊州 16.4×14.2
中国剪紙 618 吉祥植物　(新萼草６・牡丹) 江蘇　楊州 17.0×13.5
中国剪紙 619 吉祥植物　(四季花１・竹) 江蘇　楊州 20.3×12.9
中国剪紙 620 吉祥植物　(四季花１・竹) 江蘇　楊州 20.3×12.9
中国剪紙 621 吉祥植物　(四季花２・梅) 江蘇　楊州 20.7×9.9
中国剪紙 622 吉祥植物　(四季花２・梅) 江蘇　楊州 20.7×9.9
中国剪紙 623 吉祥植物　(四季花３・蘭花) 江蘇　楊州 18.9×10.6
中国剪紙 624 吉祥植物　(四季花３・蘭花) 江蘇　楊州 18.9×10.6
中国剪紙 625 吉祥植物　(四季花４・菊) 江蘇　楊州 20.1×9.8
中国剪紙 626 吉祥植物　(四季花４・菊) 江蘇　楊州 20.1×9.8
中国剪紙 627 吉祥動物　(鳥１・錦鸚) 浙江 12.0 『中国剪紙』（№６２７～№６３０）
中国剪紙 628 吉祥動物　(鳥２・天竺鸚) 浙江 12.7 『中国剪紙』（№６２７～№６３０）
中国剪紙 629 吉祥動物　(鳥３・鸚鵡) 浙江 12.7×12.3 『中国剪紙』（№６２７～№６３０）
中国剪紙 630 吉祥動物　(鳥４・赤鸚) 浙江 12.0 『中国剪紙』（№６２７～№６３０）
中国剪紙 631 吉祥植物　(菊１) 江蘇　楊州 13.0 『中国楊州剪紙』（№６３１～№６３４）
中国剪紙 632 吉祥植物　(菊２) 江蘇　楊州 13.0 『中国楊州剪紙』（№６３１～№６３４）
中国剪紙 633 吉祥植物　(菊３) 江蘇　楊州 13.0 『中国楊州剪紙』（№６３１～№６３４）
中国剪紙 634 吉祥植物　(菊４) 江蘇　楊州 13.0 『中国楊州剪紙』（№６３１～№６３４）
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中国剪紙 635 吉祥植物　(円形花鳥１) 江蘇　楊州 14.3×21.2 『中国楊州剪紙』（№６３５～№６３８）
中国剪紙 636 吉祥植物　(円形花鳥２) 江蘇　楊州 14.5×21.7 『中国楊州剪紙』（№６３５～№６３８）
中国剪紙 637 吉祥植物　(円形花鳥３) 江蘇　楊州 14.5×22.0 『中国楊州剪紙』（№６３５～№６３８）
中国剪紙 638 吉祥植物　(円形花鳥４) 江蘇　楊州 14.5×21.8 『中国楊州剪紙』（№６３５～№６３８）
中国剪紙 639 吉祥動物　(大花鳥１) 江蘇　楊州 17.9×11.5 『中国楊州剪紙』（№６３９～№６４２）
中国剪紙 640 吉祥動物　(大花鳥２) 江蘇　楊州 18.0×11.6 『中国楊州剪紙』（№６３９～№６４２）
中国剪紙 641 吉祥動物　(大花鳥３) 江蘇　楊州 17.5×11.3 『中国楊州剪紙』（№６３９～№６４２）
中国剪紙 642 吉祥動物　(大花鳥４) 江蘇　楊州 18.3×11.8 『中国楊州剪紙』（№６３９～№６４２）
中国剪紙 643 吉祥動物　(孔雀１) 江蘇　楊州 16.7×15.0 『中国楊州剪紙』（№６４３～№６５０）　/　№６

４３，№６４４同じ
中国剪紙 644 吉祥動物　(孔雀１) 江蘇　楊州 16.7×15.0 『中国楊州剪紙』（№６４３～№６５０）　/　№６

４３，№６４４同じ
中国剪紙 645 吉祥動物　(孔雀２) 江蘇　楊州 18.0×11.7 『中国楊州剪紙』（№６４３～№６５０）　/　№６

４５，№６４６同じ
中国剪紙 646 吉祥動物　(孔雀２) 江蘇　楊州 18.0×11.7 『中国楊州剪紙』（№６４３～№６５０）　/　№６

４５，№６４６同じ
中国剪紙 647 吉祥動物　(孔雀３) 江蘇　楊州 17.3×12.0 『中国楊州剪紙』（№６４３～№６５０）　/　№６

４７，№６４８同じ
中国剪紙 648 吉祥動物　(孔雀３) 江蘇　楊州 17.3×12.0 『中国楊州剪紙』（№６４３～№６５０）　/　№６

４７，№６４８同じ
中国剪紙 649 吉祥動物　(孔雀４) 江蘇　楊州 17.0×11.0 『中国楊州剪紙』（№６４３～№６５０）　/　№６

４９，№６５０同じ
中国剪紙 650 吉祥動物　(孔雀４) 江蘇　楊州 17.0×11.0 『中国楊州剪紙』（№６４３～№６５０）　/　№６

４９，№６５０同じ
中国剪紙 651 吉祥動物　(松鶴延年１) 江蘇　楊州 20.9×14.9 『中国楊州剪紙』（№６５１～№６５４）
中国剪紙 652 吉祥動物　(松鶴延年２) 江蘇　楊州 20.7×14.9 『中国楊州剪紙』（№６５１～№６５４）
中国剪紙 653 吉祥動物　(松鶴延年３) 江蘇　楊州 20.9×15.0 『中国楊州剪紙』（№６５１～№６５４）
中国剪紙 654 吉祥動物　(松鶴延年４) 江蘇　楊州 20.9×14.9 『中国楊州剪紙』（№６５１～№６５４）
中国剪紙 655 吉祥動物　(駿馬奔騰１) 江蘇　楊州 12.5×16.7 『中国楊州剪紙』（№６５５～№６６０）
中国剪紙 656 吉祥動物　(駿馬奔騰２) 江蘇　楊州 10.1×19.4 『中国楊州剪紙』（№６５５～№６６０）
中国剪紙 657 吉祥動物　(駿馬奔騰３) 江蘇　楊州 10.1×19.9 『中国楊州剪紙』（№６５５～№６６０）
中国剪紙 658 吉祥動物　(駿馬奔騰４) 江蘇　楊州 19.7×11.9 『中国楊州剪紙』（№６５５～№６６０）
中国剪紙 659 吉祥動物　(駿馬奔騰５) 江蘇　楊州 13.0×17.0 『中国楊州剪紙』（№６５５～№６６０）
中国剪紙 660 吉祥動物　(駿馬奔騰６) 江蘇　楊州 16.5×11.2 『中国楊州剪紙』（№６５５～№６６０）
中国剪紙 661 吉祥動物　(猫蝶１) 江蘇　楊州 12.1×20.3 『中国楊州剪紙』（№６６１～№６６４）
中国剪紙 662 吉祥動物　(猫蝶２) 江蘇　楊州 12.6×20.6 『中国楊州剪紙』（№６６２～№６６４）
中国剪紙 663 吉祥動物　(猫蝶３) 江蘇　楊州 12.6×21.0 『中国楊州剪紙』（№６６２～№６６４）
中国剪紙 664 吉祥動物　(猫蝶４) 江蘇　楊州 12.8×21.0 『中国楊州剪紙』（№６６２～№６６４）

23



名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・中国剪紙　（NUM-Lb05）

Lb05
分類

Lb05
枝番号

タイトル 産地 サイズ
（縦・横 cm）

備考

中国剪紙 665 吉祥神　(八仙・何仙姑) 江蘇　楊州 17.7×12.3 『中国楊州剪紙』（№６６５～№６７２）
中国剪紙 666 吉祥神　(八仙・曹国舅) 江蘇　楊州 17.6×11.5 『中国楊州剪紙』（№６６５～№６７２）
中国剪紙 667 吉祥神　(八仙・藍采和) 江蘇　楊州 16.8×11.5 『中国楊州剪紙』（№６６５～№６７２）
中国剪紙 668 吉祥神　(八仙・呂洞□) 江蘇　楊州 17.8×11.2 『中国楊州剪紙』（№６６５～№６７２）
中国剪紙 669 吉祥神　(八仙・韓湘子) 江蘇　楊州 18.3×11.3 『中国楊州剪紙』（№６６５～№６７２）
中国剪紙 670 吉祥神　(八仙・李鉄拐) 江蘇　楊州 18.0×11.5 『中国楊州剪紙』（№６６５～№６７２）
中国剪紙 671 吉祥神　(八仙・張果老) 江蘇　楊州 18.4×11.3 『中国楊州剪紙』（№６６５～№６７２）
中国剪紙 672 吉祥神　(八仙・漢□禽) 江蘇　楊州 17.5×11.6 『中国楊州剪紙』（№６６５～№６７２）
中国剪紙 673 吉祥神　(壽星１) 江蘇　楊州 20.0×22.7 『中国楊州剪紙』（№６７３～№６７６）
中国剪紙 674 吉祥神　(壽星２) 江蘇　楊州 20.8×12.5 『中国楊州剪紙』（№６７３～№６７６）
中国剪紙 675 吉祥神　(壽星３) 江蘇　楊州 19.3×13.5 『中国楊州剪紙』（№６７３～№６７６）
中国剪紙 676 吉祥神　(壽星４) 江蘇　楊州 20.0×13.5 『中国楊州剪紙』（№６７３～№６７６）
中国剪紙 677 吉祥神　(仙女１) 江蘇　楊州 10.2×19.3 『中国楊州剪紙』（№６７７～№６８０）
中国剪紙 678 吉祥神　(仙女２) 江蘇　楊州 10.0×19.5 『中国楊州剪紙』（№６７７～№６８０）
中国剪紙 679 吉祥神　(仙女３) 江蘇　楊州 9.9×19.8 『中国楊州剪紙』（№６７７～№６８０）
中国剪紙 680 吉祥神　(仙女４) 江蘇　楊州 11.9×16.2 『中国楊州剪紙』（№６７７～№６８０）
中国剪紙 681 戯曲　(敦煌伎樂１) 江蘇　楊州 18.6×13.3 『中国楊州剪紙』（№６８１～№６８４）
中国剪紙 682 戯曲　(敦煌伎樂２) 江蘇　楊州 18.7×13.3 『中国楊州剪紙』（№６８１～№６８４）
中国剪紙 683 戯曲　(敦煌伎樂３) 江蘇　楊州 18.5×13.5 『中国楊州剪紙』（№６８１～№６８４）
中国剪紙 684 戯曲　(敦煌伎樂４) 江蘇　楊州 18.6×13.4 『中国楊州剪紙』（№６８１～№６８４）
中国剪紙 685 吉祥神　(菩薩１) 江蘇　楊州 16.0×13.1 『中国楊州剪紙』（№６８５～№６８８）
中国剪紙 686 吉祥神　(菩薩２) 江蘇　楊州 16.4×11.0 『中国楊州剪紙』（№６８５～№６８８）
中国剪紙 687 吉祥神　(菩薩３) 江蘇　楊州 21.2×12.0 『中国楊州剪紙』（№６８５～№６８８）
中国剪紙 688 吉祥神　(菩薩４) 江蘇　楊州 21.3×9.6 『中国楊州剪紙』（№６８５～№６８８）
中国剪紙 689 吉祥人物　(四美図１) 江蘇　楊州 17.5×12.0 『中国楊州剪紙』（№６８９～№６９２）
中国剪紙 690 吉祥人物　(四美図２) 江蘇　楊州 17.0×11.5 『中国楊州剪紙』（№６８９～№６９２）
中国剪紙 691 吉祥人物　(四美図３) 江蘇　楊州 17.8×11.5 『中国楊州剪紙』（№６８９～№６９２）
中国剪紙 692 吉祥人物　(四美図４) 江蘇　楊州 17.7×11.1 『中国楊州剪紙』（№６８９～№６９２）
中国剪紙 693 吉祥神　(永樂宮壁画１) 江蘇　楊州 19.4×13.8 『中国楊州剪紙』（№６９３～№６９６）
中国剪紙 694 吉祥神　(永樂宮壁画２) 江蘇　楊州 19.4×13.4 『中国楊州剪紙』（№６９３～№６９６）
中国剪紙 695 吉祥神　(永樂宮壁画３) 江蘇　楊州 19.4×13.8 『中国楊州剪紙』（№６９３～№６９６）
中国剪紙 696 吉祥神　(永樂宮壁画４) 江蘇　楊州 19.3×13.9 『中国楊州剪紙』（№６９３～№６９６）
中国剪紙 697 戯曲　(１) 江蘇　楊州 22.0×15.9 №６９７～№７０４
中国剪紙 698 戯曲　(２) 江蘇　楊州 21.7×15.8 №６９７～№７０４
中国剪紙 699 戯曲　(３) 江蘇　楊州 21.8×16.0 №６９７～№７０４
中国剪紙 700 戯曲　(４) 江蘇　楊州 22.0×16.0 №６９７～№７０４
中国剪紙 701 戯曲　(５) 江蘇　楊州 21.9×15.9 №６９７～№７０４
中国剪紙 702 戯曲　(６) 江蘇　楊州 21.7×15.8 №６９７～№７０４
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中国剪紙 703 戯曲　(７) 江蘇　楊州 22.0×16.0 №６９７～№７０４
中国剪紙 704 戯曲　(８) 江蘇　楊州 22.0×16.0 №６９７～№７０４
中国剪紙 705 戯曲　(西廂記・琴听) 江蘇　楊州 18.3×13.3 №７０５～№７１４
中国剪紙 706 戯曲　(西廂記・紅拷) 江蘇　楊州 18.3×13.3 №７０５～№７１４
中国剪紙 707 戯曲　(西廂記・別送) 江蘇　楊州 18.3×13.3 №７０５～№７１４
中国剪紙 708 戯曲　(西廂記・佳期) 江蘇　楊州 18.3×13.3 №７０５～№７１４
中国剪紙 709 戯曲　(西廂記・遇巧) 江蘇　楊州 18.3×13.3 №７０５～№７１４
中国剪紙 710 戯曲　(西廂記・箋詩) 江蘇　楊州 18.3×13.3 №７０５～№７１４
中国剪紙 711 戯曲　(西廂記・拝月) 江蘇　楊州 18.3×13.3 №７０５～№７１４
中国剪紙 712 戯曲　(西廂記・会約) 江蘇　楊州 18.3×13.3 №７０５～№７１４
中国剪紙 713 戯曲　(西廂記・書伝) 江蘇　楊州 18.3×13.3 №７０５～№７１４
中国剪紙 714 戯曲　(西廂記・婚頼) 江蘇　楊州 18.3×13.3 №７０５～№７１４
中国剪紙 715 吉祥組合図像　(宮灯・雲) 江蘇　楊州 18.7×11.7
中国剪紙 716 吉祥組合図像　(宮灯・山景) 江蘇　楊州 18.5×11.8
中国剪紙 717 吉祥組合図像　(宮灯・喜字) 江蘇　楊州 19.8×10.3
中国剪紙 718 吉祥組合図像　(宮灯・菊花) 江蘇　楊州 18.9×10.8
中国剪紙 719 戯曲　(三国志・諸葛亮) 江蘇　楊州 17.6×13.7
中国剪紙 720 戯曲　(三国志・公関) 江蘇　楊州 17.6×13.7
中国剪紙 721 戯曲　(三国志・張飛) 江蘇　楊州 17.6×13.7
中国剪紙 722 戯曲　(三国志・司徒王允) 江蘇　楊州 17.6×13.7
中国剪紙 723 戯曲　(三国志・董卓) 江蘇　楊州 17.6×13.7
中国剪紙 724 戯曲　(三国志・呂布) 江蘇　楊州 17.6×13.7
中国剪紙 725 風景　(天錫風光・蠡園長廊） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 726 風景　(天錫風光・太湖三山） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 727 風景　(天錫風光・天下第二泉） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 728 風景　(天錫風光・梅園） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 729 風景　(天錫風光・蠡園湖心亭） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 730 風景　(天錫風光・寄暢園） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 731 風景　(天錫風光・恵泉山） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 732 風景　(天錫風光・□頭渚） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 733 風景　(蘇州園林１） 江蘇　楊州 9.4×14.5 楊州工芸厰
中国剪紙 734 風景　(蘇州園林２） 江蘇　楊州 9.4×14.5 楊州工芸厰
中国剪紙 735 風景　(蘇州園林３） 江蘇　楊州 9.4×14.5 楊州工芸厰
中国剪紙 736 風景　(蘇州園林４） 江蘇　楊州 9.4×14.5 楊州工芸厰
中国剪紙 737 風景　(蘇州園林５） 江蘇　楊州 9.4×14.5 楊州工芸厰
中国剪紙 738 風景　(蘇州園林６） 江蘇　楊州 9.4×14.5 楊州工芸厰
中国剪紙 739 風景　(蘇州園林７） 江蘇　楊州 9.4×14.5 楊州工芸厰
中国剪紙 740 風景　(蘇州園林８） 江蘇　楊州 9.4×14.5 楊州工芸厰
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中国剪紙 741 風景　(蘇州園林９） 江蘇　楊州 9.4×14.5 楊州工芸厰
中国剪紙 742 風景　(蘇州園林１０） 江蘇　楊州 9.4×14.5 楊州工芸厰
中国剪紙 743 風景　(広州風光１・星湖風光１） 江蘇　楊州 9.3×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 744 風景　(広州風光２・星湖風光２） 江蘇　楊州 9.3×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 745 風景　(広州風光３・星湖風光３） 江蘇　楊州 9.3×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 746 風景　(広州風光４・広州賓館） 江蘇　楊州 9.3×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 747 風景　(広州風光５・中国出口商品交易会江蘇　楊州 9.3×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 748 風景　(広州風光６・星湖風光４） 江蘇　楊州 9.3×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 749 風景　(広州風光７・五華風光） 江蘇　楊州 9.3×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 750 風景　(広州風光８・広州駅） 江蘇　楊州 9.3×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 751 風景　(黄山・清京台） 江蘇　楊州 9.6×14.3 楊州工芸厰
中国剪紙 752 風景　(黄山・夢覚生花） 江蘇　楊州 9.6×14.3 楊州工芸厰
中国剪紙 753 風景　(黄山・迎客松） 江蘇　楊州 9.6×14.3 楊州工芸厰
中国剪紙 754 風景　(黄山・蓬莱三島） 江蘇　楊州 9.6×14.3 楊州工芸厰
中国剪紙 755 風景　(黄山・書箱峰） 江蘇　楊州 9.6×14.3 楊州工芸厰
中国剪紙 756 風景　(黄山・飛來石） 江蘇　楊州 9.6×14.3 楊州工芸厰
中国剪紙 757 風景　(杭州西湖・玉泉観魚） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 758 風景　(杭州西湖・湖浜公園） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 759 風景　(杭州西湖・三潭卯月） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 760 風景　(杭州西湖・平湖秋月） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 761 風景　(杭州西湖・六和塔） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 762 風景　(杭州西湖・断橋） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 763 風景　(杭州西湖・霊隠寺） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 764 風景　(杭州西湖・虎砲泉） 江蘇　楊州 9.5×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 765 風景　(南京風光・玄武湖） 江蘇　楊州 9.3×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 766 風景　(南京風光・霊谷寺） 江蘇　楊州 14.2×9.3 楊州工芸厰
中国剪紙 767 風景　(南京風光・長江大橋） 江蘇　楊州 9.3×14.2 楊州工芸厰
中国剪紙 768 風景　(南京風光・莫愁湖） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
中国剪紙 769 風景　(南京風光・中山陵） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
中国剪紙 770 風景　(南京風光・紫金山） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
中国剪紙 771 風景　(北京風光１） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
中国剪紙 772 風景　(北京風光２） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
中国剪紙 773 風景　(北京風光３） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
中国剪紙 774 風景　(北京風光４） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
中国剪紙 775 風景　(北京風光５） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
中国剪紙 776 風景　(北京風光６） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
中国剪紙 777 風景　(北京風光７） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
中国剪紙 778 風景　(北京風光８・万里長城） 江蘇　楊州 10.9×15.3 楊州工芸厰
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中国剪紙 779 風景　(頤和園・万寿山） 江蘇　楊州 13.6×21.1 楊州工芸厰
中国剪紙 780 風景　(頤和園・十七孔橋） 江蘇　楊州 13.6×21.1 楊州工芸厰
中国剪紙 781 風景　(頤和園・玉帯橋） 江蘇　楊州 13.6×21.1 楊州工芸厰
中国剪紙 782 風景　(頤和園・清晏舫） 江蘇　楊州 13.6×21.1 楊州工芸厰
中国剪紙 783 風景　(頤和園・牌坊） 江蘇　楊州 13.6×21.1 楊州工芸厰
中国剪紙 784 風景　(頤和園・長廊） 江蘇　楊州 13.6×21.1 楊州工芸厰
中国剪紙 785 風景　(楊州風光・小金山） 江蘇　楊州 12.7×19.5 楊州工芸厰
中国剪紙 786 風景　(楊州風光・釣□台） 江蘇　楊州 12.7×19.5 楊州工芸厰
中国剪紙 787 風景　(楊州風光・楊州痩西湖） 江蘇　楊州 12.7×19.5 楊州工芸厰
中国剪紙 788 風景　(楊州風光・白塔） 江蘇　楊州 12.7×19.5 楊州工芸厰
中国剪紙 789 風景　(楊州風光・鳬庄） 江蘇　楊州 12.7×19.5 楊州工芸厰
中国剪紙 790 風景　(楊州風光・五亭橋） 江蘇　楊州 12.7×19.5 楊州工芸厰
中国剪紙 791 風景　(楊州平山堂１・蜀崗） 江蘇　楊州 12.5×19.4 楊州工芸厰
中国剪紙 792 風景　(楊州平山堂２・西園） 江蘇　楊州 12.5×19.4 楊州工芸厰
中国剪紙 793 風景　(楊州平山堂３・第五泉） 江蘇　楊州 12.5×19.4 楊州工芸厰
中国剪紙 794 風景　(楊州平山堂４・鑑真紀念堂） 江蘇　楊州 12.5×19.4 楊州工芸厰
中国剪紙 795 風景　(楊州平山堂５・鑑真紀念碑） 江蘇　楊州 12.5×19.4 楊州工芸厰
中国剪紙 796 風景　(楊州平山堂６） 江蘇　楊州 12.5×19.4 楊州工芸厰
中国剪紙 797 吉祥組合図像　（花瓶・１） 山東　済南 10.4×8.0 東方図畫公司　/　点彩
中国剪紙 798 吉祥組合図像　（花瓶・２） 山東　済南 9.8×8.0 東方図畫公司　/　点彩
中国剪紙 799 吉祥組合図像　（花瓶・３） 山東　済南 10.1×7.7 東方図畫公司　/　点彩
中国剪紙 800 吉祥組合図像　（花瓶・４） 山東　済南 10.6×8.0 東方図畫公司　/　点彩
中国剪紙 801 吉祥組合図像　（花瓶・５） 山東　済南 10.2×7.3 東方図畫公司　/　点彩
中国剪紙 802 吉祥組合図像　（花瓶・６） 山東　済南 11.0×8.4 東方図畫公司　/　点彩
中国剪紙 803 吉祥組合図像　（花瓶・７） 山東　済南 10.8×7.5 東方図畫公司　/　点彩
中国剪紙 804 吉祥組合図像　（花瓶・８） 山東　済南 10.7×9.0 東方図畫公司　/　点彩
中国剪紙 805 吉祥組合図像　（花瓶・９） 山東　済南 10.5×8.0 東方図畫公司　/　点彩
中国剪紙 806 吉祥組合図像　（花瓶・１０） 山東　済南 10.7×8.4 東方図畫公司　/　点彩
中国剪紙 807 戯曲　（１） 北京 16.8×14.8
中国剪紙 808 戯曲　（１） 北京 16.8×14.8
中国剪紙 809 戯曲　（２） 北京 17.1×14.5
中国剪紙 810 戯曲　（３） 北京 17.0×14.0
中国剪紙 811 戯曲　（４） 北京 17.1×14.7
中国剪紙 812 吉祥神　（八仙・荷仙姑） 北京 18.3×12.5
中国剪紙 813 吉祥神　（八仙・韓湘子） 北京 17.7×10.6
中国剪紙 814 吉祥神　（八仙・李鉄拐） 北京 18.6×12.5
中国剪紙 815 吉祥神　（八仙・張果老） 北京 16.2×13.6
中国剪紙 816 吉祥神　（八仙・漢鐘□） 北京 19.0×13.5
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中国剪紙 817 吉祥神　（八仙・曹国舅） 北京 15.2×11.6
中国剪紙 818 吉祥神　（八仙・呂洞賓） 北京 17.0×12.3
中国剪紙 819 吉祥神　（八仙・藍采和） 北京  17.3×10.2
中国剪紙 820 戯曲　（舞踊・１） 北京 17.6×10.5
中国剪紙 821 戯曲　（舞踊・２） 北京 20.2×12.2
中国剪紙 822 戯曲　（舞踊・３） 北京 20.2×9.2
中国剪紙 823 戯曲　（舞踊・４） 北京 19.0×12.0
中国剪紙 824 戯曲　（舞踊・５） 北京 21.0×8.0
中国剪紙 825 戯曲　（舞踊・６） 北京 19.0×11.8
中国剪紙 826 戯曲　（舞踊・７） 北京 21.3×10.4
中国剪紙 827 戯曲　（舞踊・８） 北京 18.7×10.5
中国剪紙 828 吉祥動物　（蝶・１） 浙江　温州 21.4×29.8 凧
中国剪紙 829 吉祥動物　（蝶・２） 浙江　温州 19.8×26.5 凧
中国剪紙 830 吉祥動物　（トンボ） 浙江　温州 20.2×29.0 凧
中国剪紙 831 吉祥動物　（鳥） 浙江　温州 13.8×28.2 凧
中国剪紙 832 風景　（１） 浙江　温州 36.0×14.3 『中国剪紙』(№８３２～№８３６)　/　点彩
中国剪紙 833 風景　（２） 浙江　温州 36.0×14.3 『中国剪紙』(№８３２～№８３６)　/　点彩
中国剪紙 834 風景　（３） 浙江　温州 36.0×14.3 『中国剪紙』(№８３２～№８３６)　/　点彩
中国剪紙 835 風景　（４） 浙江　温州 36.0×14.3 『中国剪紙』(№８３２～№８３６)　/　点彩
中国剪紙 836 風景　（５） 浙江　温州 36.0×14.3 『中国剪紙』(№８３２～№８３６)　/　点彩
中国剪紙 837 吉祥動物　（龍鳳・１） 浙江　温州 27.5×19.5
中国剪紙 838 吉祥動物　（龍鳳・２） 浙江　温州 27.5×19.5
中国剪紙 839 吉祥動物　（龍鳳・３） 浙江　温州 27.5×19.5
中国剪紙 840 吉祥動物　（龍鳳・４） 浙江　温州 27.5×19.5
中国剪紙 841 吉祥動物　（猛虎・両虎争雄） 浙江　温州 29.5×21.6
中国剪紙 842 吉祥動物　（猛虎・聲震山岳） 浙江　温州 29.5×21.6
中国剪紙 843 吉祥動物　（猛虎・虎喃山谷） 浙江　温州 29.5×21.6
中国剪紙 844 吉祥動物　（猛虎・□山虎喃） 浙江　温州 29.5×21.6
中国剪紙 845 吉祥動物　（猛虎・目虎聲富） 浙江　温州 29.5×21.6
中国剪紙 846 吉祥動物　（猛虎・深山群虎） 浙江　温州 29.5×21.6
中国剪紙 847 戯曲　（舞踊・１） 陜西 6.4×5.8 『中国刻紙』(№８４７～№８５０)
中国剪紙 848 戯曲　（舞踊・２） 陜西 6.8×5.8 『中国刻紙』(№８４７～№８５０)
中国剪紙 849 戯曲　（舞踊・３） 陜西 6.4×5.6 『中国刻紙』(№８４７～№８５０)
中国剪紙 850 戯曲　（舞踊・４） 陜西 6.7×5.7 『中国刻紙』(№８４７～№８５０)
中国剪紙 851 吉祥組合図像　（蓮年有余） 天津 20.0×31.5 №８５２と対　/　年画　楊柳青有り
中国剪紙 852 吉祥組合図像　（蓮年有余） 天津 19.5×31.0 №８５１と対　/　年画　楊柳青有り
中国剪紙 853 吉祥組合図像　（子魚臥蓮） 天津 18.0×30.0 №８５４と対　/　年画　楊柳青有り
中国剪紙 854 吉祥組合図像　（子魚臥蓮） 天津 18.0×29.2 №８５５と対　/　年画　楊柳青有り
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中国剪紙 855  吉祥組合図像　（揺銭樹・聚宝盆） 天津 24.5×18.3
中国剪紙 856 吉祥組合図像　（蓮年有余） 天津 27.0×19.2
中国剪紙 857 吉祥組合図像　（双龍） 天津 27.8×21.0
中国剪紙 858 吉祥組合図像　（双鳳） 天津 28.0×21.5
中国剪紙 859 吉祥組合図像　（魚戯蓮） 天津 28.0×20.2 №８６０と対
中国剪紙 860 吉祥組合図像　（魚戯蓮） 天津 28.0×20.0 №８５９と対
中国剪紙 861 吉祥組合図像　（牡丹） 天津 23.5×16.0
中国剪紙 862 吉祥組合図像　（聚宝盆） 天津 20.8×15.5
中国剪紙 863 吉祥組合図像 天津 18.3×12.0
中国剪紙 864 吉祥動物　（龍鳳呈祥） 天津 21.8×23.5 №８６５と対
中国剪紙 865 吉祥動物　（龍鳳呈祥） 天津 21.8×23.5 №８６４と対
中国剪紙 866 吉祥組合図像　（楊柳青年画剪紙） 天津 19.2×26.6 綴本
中国剪紙 867 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 24.8×24.5 玄妙現　/　№８６７，№９０８，№９０９，№９６０

～№９６５同じ
中国剪紙 868 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 15.3×19.7 玄妙現
中国剪紙 869 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 15.3×19.7 玄妙現　/　№９６６～№９６９，№８７０，№８７

１同じ　/　№９８０～№９８５類型
中国剪紙 870 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.0×16.0 玄妙現　/　№９６６～№９６９，№８７０，№８７

１同じ　/　№９８０～№９８５類型
中国剪紙 871 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.0×16.0 玄妙現
中国剪紙 872 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 14.7×19.5 玄妙現　/　№９７０～№９７３，№８７２，№８７

３，№９１０，№９１０同じ
中国剪紙 873 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 14.7×19.5 玄妙現　/　№９７０～№９７３，№８７２，№８７

３，№９１０，№９１０同じ
中国剪紙 874 吉祥文字　（双喜・金玉満堂） 蘇州 15.3×16.0 玄妙現　/　№９７４～№９７７，№８７４，№８７

５同じ
中国剪紙 875 吉祥文字　（双喜・金玉満堂） 蘇州 15.3×16.0 玄妙現　/　№９７４～№９７７，№８７４，№８７

５同じ
中国剪紙 876 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 玄妙現
中国剪紙 877 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 玄妙現
中国剪紙 878 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 玄妙現
中国剪紙 879 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 玄妙現
中国剪紙 880 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 9.1×10.0 玄妙現　/　№９４４～№９５１，№８８０～№８８

７同じ
中国剪紙 881 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 9.1×10.0 玄妙現　/　№９４４～№９５１，№８８０～№８８

７同じ
中国剪紙 882 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 9.1×10.0 玄妙現　/　№９４４～№９５１，№８８０～№８８

７同じ
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中国剪紙 883 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 9.1×10.0 玄妙現　/　№９４４～№９５１，№８８０～№８８
７同じ

中国剪紙 884 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 9.1×10.0 玄妙現　/　№９４４～№９５１，№８８０～№８８
７同じ

中国剪紙 885 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 9.1×10.0 玄妙現　/　№９４４～№９５１，№８８０～№８８
７同じ

中国剪紙 886 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 9.1×10.0 玄妙現　/　№９４４～№９５１，№８８０～№８８
７同じ

中国剪紙 887 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 9.1×10.0 玄妙現　/　№９４４～№９５１，№８８０～№８８
７同じ

中国剪紙 888 吉祥文字　（双喜・鴛鴦） 蘇州 10.3×10.5 玄妙現
中国剪紙 889 吉祥文字　（双喜・鴛鴦） 蘇州 10.3×10.5 玄妙現
中国剪紙 890 吉祥文字　（双喜・鴛鴦） 蘇州 10.3×10.5 玄妙現
中国剪紙 891 吉祥文字　（双喜・鴛鴦） 蘇州 10.3×10.5 玄妙現
中国剪紙 892 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 玄妙現　/　№８９２～№８９９同じ，№９２０～

№９２７と同じ
中国剪紙 893 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 玄妙現　/　№８９２～№８９９同じ，№９２０～

№９２７と同じ
中国剪紙 894 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 玄妙現　/　№８９２～№８９９同じ，№９２０～

№９２７と同じ
中国剪紙 895 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 玄妙現　/　№８９２～№８９９同じ，№９２０～

№９２７と同じ
中国剪紙 896 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 玄妙現　/　№８９２～№８９９同じ，№９２０～

№９２７と同じ
中国剪紙 897 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 玄妙現　/　№８９２～№８９９同じ，№９２０～

№９２７と同じ
中国剪紙 898 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 玄妙現　/　№８９２～№８９９同じ，№９２０～

№９２７と同じ
中国剪紙 899 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 玄妙現　/　№８９２～№８９９同じ，№９２０～

№９２７と同じ
中国剪紙 900 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 玄妙現　/　№９００～№９０７同じ，№９１２～

№９１９と同じ
中国剪紙 901 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 玄妙現　/　№９００～№９０７同じ，№９１２～

№９１９と同じ
中国剪紙 902 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 玄妙現　/　№９００～№９０７同じ，№９１２～

№９１９と同じ
中国剪紙 903 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 玄妙現　/　№９００～№９０７同じ，№９１２～

№９１９と同じ
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中国剪紙 904 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 玄妙現　/　№９００～№９０７同じ，№９１２～
№９１９と同じ

中国剪紙 905 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 玄妙現　/　№９００～№９０７同じ，№９１２～
№９１９と同じ

中国剪紙 906 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 玄妙現　/　№９００～№９０７同じ，№９１２～
№９１９と同じ

中国剪紙 907 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 玄妙現　/　№９００～№９０７同じ，№９１２～
№９１９と同じ

中国剪紙 908 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 24.8×24.5 №８６７，№９０８，№９０９，№９６０～№９６５
中国剪紙 909 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 24.8×24.5 №８６７，№９０８，№９０９，№９６０～№９６５
中国剪紙 910 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 14.7×19.5 №８７２，№８７３，№９１０，№９１１同じ
中国剪紙 911 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 14.7×19.5 №８７２，№８７３，№９１０，№９１１同じ
中国剪紙 912 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 №９００～№９０７，№９１２～№９１９同じ
中国剪紙 913 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 №９００～№９０７，№９１２～№９１９同じ
中国剪紙 914 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 №９００～№９０７同じ，№９１２～№９１９と同
中国剪紙 915 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 №９００～№９０７同じ，№９１２～№９１９と同
中国剪紙 916 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 №９００～№９０７同じ，№９１２～№９１９と同
中国剪紙 917 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 №９００～№９０７同じ，№９１２～№９１９と同
中国剪紙 918 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 №９００～№９０７同じ，№９１２～№９１９と同
中国剪紙 919 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州 8.0×10.3 №９００～№９０７同じ，№９１２～№９１９と同
中国剪紙 920 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 №８９２～№８９９同じ，№９２０～№９２７と同
中国剪紙 921 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 №８９２～№８９９同じ，№９２０～№９２７と同
中国剪紙 922 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 №８９２～№８９９同じ，№９２０～№９２７と同
中国剪紙 923 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 №８９２～№８９９同じ，№９２０～№９２７と同
中国剪紙 924 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 №８９２～№８９９同じ，№９２０～№９２７と同
中国剪紙 925 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 №８９２～№８９９同じ，№９２０～№９２７と同
中国剪紙 926 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 №８９２～№８９９同じ，№９２０～№９２７と同
中国剪紙 927 吉祥文字　（双喜・鳥） 蘇州 7.4×10.0 №８９２～№８９９同じ，№９２０～№９２７と同
中国剪紙 928 吉祥文字　（双喜・鴛鴦） 蘇州 10.5×11.0 №９２８～№９３１同じ，№８８８～№８９１と類
中国剪紙 929 吉祥文字　（双喜・鴛鴦） 蘇州 10.5×11.0 №９２８～№９３１同じ，№８８８～№８９１と類
中国剪紙 930 吉祥文字　（双喜・鴛鴦） 蘇州 10.5×11.0 №９２８～№９３１同じ，№８８８～№８９１と類
中国剪紙 931 吉祥文字　（双喜・鴛鴦） 蘇州 10.5×11.0 №９２８～№９３１同じ，№８８８～№８９１と類
中国剪紙 932 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 933 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 934 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 935 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 936 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 937 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
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中国剪紙 938 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 939 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 940 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 941 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 942 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 943 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.5×9.9 №９３２～№９４３同じ，№８７６～№８７９同じ
中国剪紙 944 吉祥文字　（双喜・雲竜） 蘇州 9.1×10.0 №９４４～№９５１，№８８０～№８８７同じ
中国剪紙 945 吉祥文字　（双喜・雲竜） 蘇州 9.1×10.0 №９４４～№９５１，№８８０～№８８７同じ
中国剪紙 946 吉祥文字　（双喜・雲竜） 蘇州 9.1×10.0 №９４４～№９５１，№８８０～№８８７同じ
中国剪紙 947 吉祥文字　（双喜・雲竜） 蘇州 9.1×10.0 №９４４～№９５１，№８８０～№８８７同じ
中国剪紙 948 吉祥文字　（双喜・雲竜） 蘇州 9.1×10.0 №９４４～№９５１，№８８０～№８８７同じ
中国剪紙 949 吉祥文字　（双喜・雲竜） 蘇州 9.1×10.0 №９４４～№９５１，№８８０～№８８７同じ
中国剪紙 950 吉祥文字　（双喜・雲竜） 蘇州 9.1×10.0 №９４４～№９５１，№８８０～№８８７同じ
中国剪紙 951 吉祥文字　（双喜・雲竜） 蘇州 9.1×10.0 №９４４～№９５１，№８８０～№８８７同じ
中国剪紙 952 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 7.5×8.7 №９５２～№９５９同じ
中国剪紙 953 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 7.5×8.7 №９５２～№９５９同じ
中国剪紙 954 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 7.5×8.7 №９５２～№９５９同じ
中国剪紙 955 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 7.5×8.7 №９５２～№９５９同じ
中国剪紙 956 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 7.5×8.7 №９５２～№９５９同じ
中国剪紙 957 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 7.5×8.7 №９５２～№９５９同じ
中国剪紙 958 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 7.5×8.7 №９５２～№９５９同じ
中国剪紙 959 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 7.5×8.7 №９５２～№９５９同じ
中国剪紙 960 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 24.8×24.5 №９６０～№９６５，№８６７，№９０８，№９０９
中国剪紙 961 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 24.8×24.5 №９６０～№９６５，№８６７，№９０８，№９０９
中国剪紙 962 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 24.8×24.5 №９６０～№９６５，№８６７，№９０８，№９０９
中国剪紙 963 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 24.8×24.5 №９６０～№９６５，№８６７，№９０８，№９０９
中国剪紙 964 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 24.8×24.5 №９６０～№９６５，№８６７，№９０８，№９０９
中国剪紙 965 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 24.8×24.5 №９６０～№９６５，№８６７，№９０８，№９０９
中国剪紙 966 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.0×16.0 №９６６～№９６９，№８７０，№８７１同じ
中国剪紙 967 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.0×16.0 №９６６～№９６９，№８７０，№８７１同じ
中国剪紙 968 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.0×16.0 №９６６～№９６９，№８７０，№８７１同じ
中国剪紙 969 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.0×16.0 №９６６～№９６９，№８７０，№８７１同じ
中国剪紙 970 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 14.7×19.5 №９７０～№９７３，№８７２，№８７３，№９１０，

№９１０同じ
中国剪紙 971 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 14.7×19.5 №９７０～№９７３，№８７２，№８７３，№９１０，

№９１０同じ
中国剪紙 972 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 14.7×19.5 №９７０～№９７３，№８７２，№８７３，№９１０，

№９１０同じ
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中国剪紙 973 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 14.7×19.5 №９７０～№９７３，№８７２，№８７３，№９１０，
№９１０同じ

中国剪紙 974 吉祥文字　（双喜・金玉満堂） 蘇州 15.3×16.0 №９７４～№９７７，№８７４，№８７５同じ
中国剪紙 975 吉祥文字　（双喜・金玉満堂） 蘇州 15.3×16.0 №９７４～№９７７，№８７４，№８７５同じ
中国剪紙 976 吉祥文字　（双喜・金玉満堂） 蘇州 15.3×16.0 №９７４～№９７７，№８７４，№８７５同じ
中国剪紙 977 吉祥文字　（双喜・金玉満堂） 蘇州 15.3×16.0 №９７４～№９７７，№８７４，№８７５同じ
中国剪紙 978 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.2×16.5 №９７８，№９７９同じ
中国剪紙 979 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.2×16.5 №９７８，№９７９同じ
中国剪紙 980 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 15.5×19.7 №９８０，№９８１同じ　/　№８６８，№８６９類
中国剪紙 981 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 15.5×19.7 №９８０，№９８１同じ　/　№８６８，№８６９類
中国剪紙 982 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 15.3×19.5 №９８２，№９８３同じ　/　№８６８，№８６９，№

９８０～№９８５類型
中国剪紙 983 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 15.3×19.5 №９８２，№９８３同じ　/　№８６８，№８６９，№

９８０～№９８５類型
中国剪紙 984 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 15.2×19.6 №９８４，№９８５同じ　/　№８６８，№８６９，№

９８０～№９８５類型
中国剪紙 985 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 15.2×19.6 №９８４，№９８５同じ　/　№８６８，№８６９，№

９８０～№９８５類型
中国剪紙 986 吉祥文字　（双喜・喜鵲登梅） 蘇州 15.5×15.0 №９８６，№９８７同じ
中国剪紙 987 吉祥文字　（双喜・喜鵲登梅） 蘇州 15.5×15.0 №９８６，№９８７同じ
中国剪紙 988 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 17.2×17.5 №９８８，№９８９同じ
中国剪紙 989 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 17.2×17.5 №９８８，№９８９同じ
中国剪紙 990 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 14.2×14.5 №９９０，№９９１同じ
中国剪紙 991 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 14.2×14.5 №９９０，№９９１同じ
中国剪紙 992 吉祥文字　（双喜・双魚紋） 蘇州 17.2×17.5 №９９２，№９９３同じ
中国剪紙 993 吉祥文字　（双喜・双魚紋） 蘇州 17.2×17.5 №９９２，№９９３同じ
中国剪紙 994 吉祥文字　（双喜・双魚紋） 蘇州 9.7×9.5 №９９４，№９９５同じ
中国剪紙 995 吉祥文字　（双喜・双魚紋） 蘇州 9.7×9.5 №９９４，№９９５同じ
中国剪紙 996 吉祥文字　（双喜） 蘇州 10.5×10.5 金□区呈祥剪紙社　/　№９９６，№９９７同じ
中国剪紙 997 吉祥文字　（双喜） 蘇州 10.5×10.5 金□区呈祥剪紙社　/　№９９６，№９９７同じ
中国剪紙 998 吉祥文字　（双喜） 蘇州 15.0×15.0 金□区呈祥剪紙社　/　№９９８，№９９９同じ
中国剪紙 999 吉祥文字　（双喜） 蘇州 15.0×15.0 金□区呈祥剪紙社　/　№９９８，№９９９同じ
中国剪紙 1000 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 8.9×9.5 金□区呈祥剪紙社　/　№１０００～№１００３
中国剪紙 1001 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 8.9×9.5 金□区呈祥剪紙社　/　№１０００～№１００３
中国剪紙 1002 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 8.9×9.5 金□区呈祥剪紙社　/　№１０００～№１００３
中国剪紙 1003 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 8.9×9.5 金□区呈祥剪紙社　/　№１０００～№１００３
中国剪紙 1004 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.2×9.7 金□区呈祥剪紙社　/　№１００４～№１００７
中国剪紙 1005 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.2×9.7 金□区呈祥剪紙社　/　№１００４～№１００７
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中国剪紙 1006 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.2×9.7 金□区呈祥剪紙社　/　№１００４～№１００７
中国剪紙 1007 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.2×9.7 金□区呈祥剪紙社　/　№１００４～№１００７
中国剪紙 1008 吉祥文字　（双喜・双魚紋） 蘇州 10.1×11.0 金□区呈祥剪紙社　/　№１００８～№１０１１
中国剪紙 1009 吉祥文字　（双喜・双魚紋） 蘇州 10.1×11.0 金□区呈祥剪紙社　/　№１００８～№１０１１
中国剪紙 1010 吉祥文字　（双喜・双魚紋） 蘇州 10.1×11.0 金□区呈祥剪紙社　/　№１００８～№１０１１
中国剪紙 1011 吉祥文字　（双喜・双魚紋） 蘇州 10.1×11.0 金□区呈祥剪紙社　/　№１００８～№１０１１
中国剪紙 1012 吉祥文字　（双喜） 蘇州 9.3×9.8 金□区呈祥剪紙社　/　№１０１２～№１０１５
中国剪紙 1013 吉祥文字　（双喜） 蘇州 9.3×9.8 金□区呈祥剪紙社　/　№１０１２～№１０１５
中国剪紙 1014 吉祥文字　（双喜） 蘇州 9.3×9.8 金□区呈祥剪紙社　/　№１０１２～№１０１５
中国剪紙 1015 吉祥文字　（双喜） 蘇州 9.3×9.8 金□区呈祥剪紙社　/　№１０１２～№１０１５
中国剪紙 1016 吉祥文字　（双喜・卍） 蘇州 10.1×10.3 金□区呈祥剪紙社　/　№１０１６～№１０１９
中国剪紙 1017 吉祥文字　（双喜・卍） 蘇州 10.1×10.3 金□区呈祥剪紙社　/　№１０１６～№１０１９
中国剪紙 1018 吉祥文字　（双喜・卍） 蘇州 10.1×10.3 金□区呈祥剪紙社　/　№１０１６～№１０１９
中国剪紙 1019 吉祥文字　（双喜・卍） 蘇州 10.1×10.3 金□区呈祥剪紙社　/　№１０１６～№１０１９
中国剪紙 1020 吉祥文字　（双喜・双龍紋） 蘇州 14.0×14.2 金□区呈祥剪紙社　/　№１０２０，№１０２１同
中国剪紙 1021 吉祥文字　（双喜・双龍紋） 蘇州 14.0×14.2 金□区呈祥剪紙社　/　№１０２０，№１０２１同
中国剪紙 1022 吉祥文字　（双喜・喜鵲登梅） 蘇州 15.6×16.0 金□区呈祥剪紙社　/　№１０２２，№１０２３同
中国剪紙 1023 吉祥文字　（双喜・喜鵲登梅） 蘇州 15.6×16.0 金□区呈祥剪紙社　/　№１０２２，№１０２３同
中国剪紙 1024 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 16.0×15.8 金□区呈祥剪紙社　/　№１０２４，№１０２５同
中国剪紙 1025 吉祥文字　（双喜・龍鳳呈祥） 蘇州 16.0×15.8 金□区呈祥剪紙社　/　№１０２４，№１０２５同
中国剪紙 1026 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 15.4×15.9 金□区呈祥剪紙社　/　№１０２６，№１０２７同
中国剪紙 1027 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 15.4×15.9 金□区呈祥剪紙社　/　№１０２６，№１０２７同
中国剪紙 1028 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 14.6×18.3 人民路古芸斉　/　№１０２８～№１０３１同じ
中国剪紙 1029 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 14.6×18.3 人民路古芸斉　/　№１０２８～№１０３１同じ
中国剪紙 1030 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 14.6×18.3 人民路古芸斉　/　№１０２８～№１０３１同じ
中国剪紙 1031 吉祥文字　（双喜・花） 蘇州 14.6×18.3 人民路古芸斉　/　№１０２８～№１０３１同じ
中国剪紙 1032 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.0×16.0 人民路古芸斉　/　№１０３２～№１０３５同じ
中国剪紙 1033 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.0×16.0 人民路古芸斉　/　№１０３２～№１０３５同じ
中国剪紙 1034 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.0×16.0 人民路古芸斉　/　№１０３２～№１０３５同じ
中国剪紙 1035 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.0×16.0 人民路古芸斉　/　№１０３２～№１０３５同じ
中国剪紙 1036 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.5×16.5 人民路古芸斉　/　№１０３６～№１０３９同じ
中国剪紙 1037 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.5×16.5 人民路古芸斉　/　№１０３６～№１０３９同じ
中国剪紙 1038 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.5×16.5 人民路古芸斉　/　№１０３６～№１０３９同じ
中国剪紙 1039 吉祥文字　（双喜・鴛鴦荷花） 蘇州 16.5×16.5 人民路古芸斉　/　№１０３６～№１０３９同じ
中国剪紙 1040 吉祥文字　（双喜・双龍紋） 蘇州 14.5×14.8 人民路古芸斉　/　№１０４０～№１０４３同じ
中国剪紙 1041 吉祥文字　（双喜・双龍紋） 蘇州 14.5×14.8 人民路古芸斉　/　№１０４０～№１０４３同じ
中国剪紙 1042 吉祥文字　（双喜・双龍紋） 蘇州 14.5×14.8 人民路古芸斉　/　№１０４０～№１０４３同じ
中国剪紙 1043 吉祥文字　（双喜・双龍紋） 蘇州 14.5×14.8 人民路古芸斉　/　№１０４０～№１０４３同じ
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中国剪紙 1044 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 9.5×9.3 人民路古芸斉　/　№１０４４，№１０４５同じ
中国剪紙 1045 吉祥文字　（双喜・雲龍） 蘇州 9.5×9.3 人民路古芸斉　/　№１０４４，№１０４５同じ
中国剪紙 1046 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.1×9.4 人民路古芸斉　/　№１０４６，№１０４７同じ
中国剪紙 1047 吉祥文字　（双喜・鳳戯牡丹） 蘇州 9.1×9.4 人民路古芸斉　/　№１０４６，№１０４７同じ
中国剪紙 1048 吉祥文字　（双喜） 蘇州 24.8×25.0 人民路古芸斉　/　№１０４８～№１０５１同じ
中国剪紙 1049 吉祥文字　（双喜） 蘇州 24.8×25.0 人民路古芸斉　/　№１０４８～№１０５１同じ
中国剪紙 1050 吉祥文字　（双喜） 蘇州 24.8×25.0 人民路古芸斉　/　№１０４８～№１０５１同じ
中国剪紙 1051 吉祥文字　（双喜） 蘇州 24.8×25.0 人民路古芸斉　/　№１０４８～№１０５１同じ
中国剪紙 1052 吉祥文字　（双喜・鸚鵡） 蘇州  23.5×26.1 人民路古芸斉
中国剪紙 1053 生活風景 山西 11.5×13.2 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1054 吉祥組合図像　（寿桃花） 山西 12.4×21.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1055 吉祥動物　（仙鹿） 山西 23.8×29.9 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1056 吉祥組合図像　（劉海戯蟾） 山西 24.2×26.2 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1057 吉祥組合図像　（麒麟送子） 山西 22.3×19.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1058 吉祥組合図像　（蓮年有余） 山西 27.3×15.2 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1059 吉祥組合図像　（蛇盤兎） 山西 20.3×30.8 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1060 吉祥組合図像　（鴛鴦貴子） 山西 23.6×26.1 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1061 吉祥動物　（鶏） 山西 22.8×26.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1062 吉祥動物　（鶏） 山西 18.7×21.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1063 吉祥組合図像　（蓮生貴子） 山西 21.8×26.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1064 戯曲　（売水記） 山西 18.0×23.4 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1065 戯曲　（拾玉□） 山西 23.3×20.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
中国剪紙 1066 戯曲　（朱春□人妻） 山西 23.4×23.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌

杰　作
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中国剪紙 1067 吉祥人物 山西 24.5×10.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1068 戯曲　（西遊記） 山西 16.2×27.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1069 吉祥人物 山西 25.8×20.8 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1070 吉祥人物 山西 27.2×22.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1071 生活風景　（李存孝打虎） 山西 15.0×26.1 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1072 吉祥動物 山西 25.5×28.1 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1073 戯曲　（西遊記・唐僧） 山西 22.7×19.8 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1074 吉祥動物 山西 18.0×21.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1075 戯曲　（西遊記・唐僧) 山西 21.3×21.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1076 生活風景　（鎮邪） 山西 24.5×24.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1077 吉祥動物 山西 24.3×18.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1078 吉祥動物　（ネズミ） 山西 19.1×17.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1079 生活風景 山西 17.3×27.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1080 生活風景 山西 21.0×16.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1081 吉祥動物　（兎） 山西 23.6×22.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1082 吉祥組合図像　（連年有余） 山西 22.7×27.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1083 生活風景 山西 23.1×26.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1084 戯曲　（天河配） 山西 22.0×22.6 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1085 生活風景　 山西 16.8×29.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作
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中国剪紙 1086 生活風景 山西 19.3×30.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1087 吉祥動物　（白頭偕老） 山西 20.5×26.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1088 生活風景　 山西 21.5×28.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1089 生活風景 山西 23.3×23.2 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1090 吉祥動物　（兎） 山西 21.5×24.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1091 生活風景 山西 23.5×27.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1092 生活風景 山西 21.5×28.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1093 生活風景 山西 21.9×25.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1094 吉祥動物　（兎） 山西 19.8×23.6 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1095 生活風景 山西 24.6×15.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1096 生活風景 山西 24.0×28.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作　/　№１０９６，№１０９７同じ

中国剪紙 1097 生活風景 山西 24.0×28.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作　/　№１０９６，№１０９７同じ

中国剪紙 1098 吉祥動物 山西 19.0×25.6 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1099 吉祥動物 山西 21.7×22.6 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1100 生活風景 山西 24.7×21.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1101 生活風景 山西 24.8×25.9 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1102 吉祥動物 山西 16.2×20.8 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1103 吉祥動物 山西 16.4×30.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1104 生活風景　（馬車） 山西  19.7×32.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作
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中国剪紙 1105 生活風景 山西 23.2×28.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1106 生活風景 山西 24.2×18.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1107 吉祥動物　（蛇盤兎） 山西 27.5×23.8 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1108 吉祥人物 山西 25.0×16.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1109 戯曲　（西遊記・猪八戒） 山西 25.2×19.4 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1110 吉祥動物　（猿） 山西 22.3×24.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1111 吉祥動物　（蝶恋花） 山西 23.7×24.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1112 吉祥動物　（亀与蛇） 山西 23.7×29.9 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1113 生活風景 山西 23.2×29.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1114 生活風景 山西 24.2×21.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1115 生活風景 山西 17.1×27.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1116 生活風景　（村娘） 山西 23.2×23.2 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1117 生活風景 山西 20.1×16.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1118 生活風景　 山西 22.5×23.9 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1119 吉祥動物　（犬） 山西 24.0×25.1 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1120 吉祥人物 山西 29.3×12.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1121 吉祥動物　（虎） 山西 23.3×23.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1122 吉祥動物　（艾虎） 山西 19.2×17.9 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1123 吉祥動物　（犬） 山西 31.2×19.8 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作
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中国剪紙 1124 戯曲　（西遊記・猪八戒背□娘） 山西 31.5×18.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1125 生活風景 山西 22.0×26.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1126 吉祥動物　（犬・鼠） 山西 22.2×26.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1127 吉祥動物　（鼠） 山西 24.8×18.6 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1128 生活風景 山西 23.8×26.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1129 吉祥動物　（虎） 山西 19.7×23.7 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1130 吉祥動物 山西 22.0×21.0 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1131 生活風景 山西 26.8×19.5 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1132 生活風景 山西 33.5×25.3 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1133 吉祥動物　（猫捉鼠） 山西 18.5×28.8 『浮山剪紙』（№１０５３～№１１３３）　/　李　斌
杰　作

中国剪紙 1134 戯曲　（人物・１） 陜西　西安 19.5×27.0 『中国民間剪紙』（№１１３４～№１１３８）　/
中国西安居易□特制(台紙付）

中国剪紙 1135 戯曲　（人物・２） 陜西　西安 19.5×27.0 『中国民間剪紙』（№１１３４～№１１３８）　/
中国西安居易□特制(台紙付）

中国剪紙 1136 吉祥動物　（売水） 陜西　西安 19.5×27.0 『中国民間剪紙』（№１１３４～№１１３８）　/
中国西安居易□特制(台紙付）

中国剪紙 1137 吉祥組合図像　（蓮生貴子） 陜西　西安 19.5×27.0 『中国民間剪紙』（№１１３４～№１１３８）　/
中国西安居易□特制(台紙付）

中国剪紙 1138 吉祥動物　（獅子・鳥） 陜西　西安 19.5×27.0 『中国民間剪紙』（№１１３４～№１１３８）　/
中国西安居易□特制(台紙付）

中国剪紙 1139 吉祥組合図像　（杏林春燕） 陜西　西安 25.5×25.5
中国剪紙 1140 吉祥動物　（鶏） 陜西　西安  11.8×13.3
中国剪紙 1141 吉祥動物　（虎） 陜西　西安 11.0×11.3
中国剪紙 1142 吉祥動物　（獅子□綉球） 陜西　西安 27.3×39.3
中国剪紙 1143 吉祥文字　（双喜） 陜西　西安 39.0×36.3 №１１４３，№１１４４同じ
中国剪紙 1144 吉祥文字　（双喜） 陜西　西安 39.0×36.3 №１１４３，№１１４４同じ
中国剪紙 1145 吉祥文字　（双喜・鶏） 陜西　西安 19.0×26.7 №１１４５～№１１４９同じ
中国剪紙 1146 吉祥文字　（双喜・鶏） 陜西　西安 19.0×26.7 №１１４５～№１１４９同じ
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中国剪紙 1147 吉祥文字　（双喜・鶏） 陜西　西安 19.0×26.7 №１１４５～№１１４９同じ
中国剪紙 1148 吉祥文字　（双喜・鶏） 陜西　西安 19.0×26.7 №１１４５～№１１４９同じ
中国剪紙 1149 吉祥文字　（双喜・鶏） 陜西　西安 19.0×26.7 №１１４５～№１１４９同じ
中国剪紙 1150 吉祥文字　（双喜・金魚） 陜西　西安 19.3×26.6 №１１５０～№１１５１同じ
中国剪紙 1151 吉祥文字　（双喜・金魚） 陜西　西安 19.3×26.6 №１１５０～№１１５１同じ
中国剪紙 1152 吉祥文字　（双喜・金魚） 陜西　西安 19.3×26.6 №１１５０～№１１５１同じ
中国剪紙 1153 吉祥文字　（双喜） 陜西　西安 34.5×38.4 №１１５３～№１１５５に同じ
中国剪紙 1154 吉祥文字　（双喜） 陜西　西安 34.0×37.8 №１１５３～№１１５５に同じ
中国剪紙 1155 吉祥文字　（双喜） 陜西　西安 33.7×38.6 №１１５３～№１１５５に同じ
中国剪紙 1156 吉祥植物　（菊花・１） 上海 15.5×10.0 『中國剪紙』（№１１５６～№１１６１）　/　点彩

中国剪紙 1157 吉祥植物　（菊花・２） 上海 14.5×10.6 『中國剪紙』（№１１５６～№１１６１）　/　点彩

中国剪紙 1158 吉祥植物　（菊花・３） 上海 16.2×9.2 『中國剪紙』（№１１５６～№１１６１）　/　点彩

中国剪紙 1159 吉祥植物　（菊花・４） 上海 14.6×9.5 『中國剪紙』（№１１５６～№１１６１）　/　点彩

中国剪紙 1160 吉祥植物　（菊花・５） 上海 13.1×10.0 『中國剪紙』（№１１５６～№１１６１）　/　点彩

中国剪紙 1161 吉祥植物　（菊花・６） 上海 15.8×10.4 『中國剪紙』（№１１５６～№１１６１）　/　点彩

中国剪紙 1162 吉祥動物　（花鳥・１） 上海 14.1×21.8 『中國民間刻紙』（№１１６２～№１１６５）
中国剪紙 1163 吉祥動物　（花鳥・２） 上海 14.0×21.7 『中國民間刻紙』（№１１６２～№１１６５）
中国剪紙 1164 吉祥動物　（花鳥・３） 上海 22.2×14.2 『中國民間刻紙』（№１１６２～№１１６５）
中国剪紙 1165 吉祥動物　（花鳥・４） 上海 22.0×14.0 『中國民間刻紙』（№１１６２～№１１６５）
中国剪紙 1166 生活風景　（□・斧車） 上海 10.3×17.1 『中國剪紙』（№１１６６～№１１６９）　/　拓本

に有り
中国剪紙 1167 生活風景　（□・二騎吏） 上海 9.7×18.2 中國剪紙』（№１１６６～№１１６９）　/　拓本に

有り
中国剪紙 1168 生活風景　（□・二騎吏） 上海 9.3×19.2 中國剪紙』（№１１６６～№１１６９）　/　拓本に

有り
中国剪紙 1169 生活風景　（□・□車） 上海 9.7×17.7 中國剪紙』（№１１６６～№１１６９）　/　拓本に

有り
中国剪紙 1170 吉祥符号　（十二支・鼠〔子〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1171 吉祥符号　（十二支・牛〔丑〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1172 吉祥符号　（十二支・虎〔寅〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1173 吉祥符号　（十二支・兎〔卯〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1174 吉祥符号　（十二支・竜〔辰〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
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中国剪紙 1175 吉祥符号　（十二支・蛇〔巳〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1176 吉祥符号　（十二支・馬〔午〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1177 吉祥符号　（十二支・羊〔未〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1178 吉祥符号　（十二支・猿〔申〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1179 吉祥符号　（十二支・鳥〔酉〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1180 吉祥符号　（十二支・犬〔戌〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1181 吉祥符号　（十二支・猪〔亥〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１１７０～№１１８１）
中国剪紙 1182 吉祥動物　（花鳥・水鳥１） 浙江　温州 10.7×14.5 『中国民間剪紙』（№１１８２～№１１８５）　/

№５３１，№１１８２同じ
中国剪紙 1183 吉祥動物　（花鳥・水鳥２） 浙江　温州  11.0×13.8 『中国民間剪紙』（№１１８２～№１１８５）　/

№５５３，№１１８３同じ
中国剪紙 1184 吉祥動物　（花鳥・水鳥３） 浙江　温州 9.7×13.3 『中国民間剪紙』（№１１８２～№１１８５）　/

№５３２，№１１８４同じ
中国剪紙 1185 吉祥動物　（花鳥・水鳥４） 浙江　温州   10.7×14.0 『中国民間剪紙』（№１１８２～№１１８５）　/

№５３４，№１１８５同じ
中国剪紙 1186 吉祥動物　（胡蝶・１） 上海 11.5×15.5 『中國民間点色剪紙』（№１１８６～№１１９１）
中国剪紙 1187 吉祥動物　（胡蝶・２） 上海 11.5×15.5 『中國民間点色剪紙』（№１１８６～№１１９１）
中国剪紙 1188 吉祥動物　（胡蝶・３） 上海 11.5×15.5 『中國民間点色剪紙』（№１１８６～№１１９１）
中国剪紙 1189 吉祥動物　（胡蝶・４） 上海 11.5×15.5 『中國民間点色剪紙』（№１１８６～№１１９１）
中国剪紙 1190 吉祥動物　（胡蝶・５） 上海 11.5×15.5 『中國民間点色剪紙』（№１１８６～№１１９１）
中国剪紙 1191 吉祥動物　（胡蝶・６） 上海 11.5×15.5 『中國民間点色剪紙』（№１１８６～№１１９１）
中国剪紙 1192 吉祥動物　（□□□・１） 上海 14.0×12.6 『中國刻紙』（№１１９２～№１１９５）
中国剪紙 1193 吉祥動物　（□□□・２） 上海 17.3×11.5 『中國刻紙』（№１１９２～№１１９５）
中国剪紙 1194 吉祥動物　（□□□・３） 上海 14.4×12.1 『中國刻紙』（№１１９２～№１１９５）
中国剪紙 1195 吉祥動物　（□□□・４） 上海 12.8×10.8 『中國刻紙』（№１１９２～№１１９５）
中国剪紙 1196 戯曲　（１） 上海 16.0×10.5 『中國剪紙』（№１１９６～№１１９９）　/　点彩
中国剪紙 1197 戯曲　（２） 上海 16.0×9.6 『中國剪紙』（№１１９６～№１１９９）　/　点彩
中国剪紙 1198 戯曲　（３） 上海 15.9×11.9 『中國剪紙』（№１１９６～№１１９９）　/　点彩
中国剪紙 1199 戯曲　（４） 上海 13.5×12.8 『中國剪紙』（№１１９６～№１１９９）　/　点彩
中国剪紙 1200 吉祥符号　（十二支） 上海 17.0×17.0
中国剪紙 1201 吉祥文字　（双喜・蓮） 上海 17.0×24.3 上海古籍書店（１９９３．１０）
中国剪紙 1202 吉祥文字　（双喜・鴛鴦） 上海 17.5×24.3 上海古籍書店（１９９３．１０）
中国剪紙 1203 吉祥文字　（双喜・石榴） 上海 17.5×24.0 上海古籍書店（１９９３．１０）
中国剪紙 1204 吉祥文字　（双喜・燕） 上海 32.3×21.0
中国剪紙 1205 吉祥文字　（双喜・燕） 上海 17.8×19.5 上海新華書店（１９９４）
中国剪紙 1206 吉祥文字　（双喜・燕） 上海 17.8×19.5 上海新華書店（１９９４）
中国剪紙 1207 吉祥文字　（双喜・鯉） 上海 29.3×37.1 上海新華書店（１９９４）
中国剪紙 1208 吉祥文字　（双喜・鯉） 上海 29.3×37.1 上海新華書店（１９９４）
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中国剪紙 1209 吉祥文字　（双喜・鯉） 上海 29.3×37.1 上海新華書店（１９９４）
中国剪紙 1210 吉祥文字　（双喜・鳳凰） 上海 24.4×22.5 上海予田（１９９３．１０）
中国剪紙 1211 吉祥文字　（双喜・燕） 上海 23.7×21.8
中国剪紙 1212 吉祥文字　（双喜・花籠） 上海 15.8×16.8 №１２１３と対（左）
中国剪紙 1213 吉祥文字　（双喜・花籠） 上海 15.8×16.8 №１２１２と対（右）
中国剪紙 1214 吉祥文字　（双喜・龍鳳） 上海 21.6×21.8 円形
中国剪紙 1215 吉祥文字　（双喜・鯉） 上海 14.7×14.7
中国剪紙 1216 吉祥文字　（双喜） 上海 12.6×13.4
中国剪紙 1217 吉祥文字　（双喜） 上海 13.8×13.8
中国剪紙 1218 吉祥文字　（双喜） 上海 14.3×13.6
中国剪紙 1219 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 34.3×25.5 №１２３２，№１２３３と類似　/　１９９３年購入
中国剪紙 1220 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 34.3×25.5 №１２３２，№１２３３と類似　/　１９９３年購入
中国剪紙 1221 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 34.3×25.5 №１２３２，№１２３３と類似　/　１９９３年購入
中国剪紙 1222 吉祥文字　（双喜・魚） 上海 18.0×18.6 №１２３２，№１２３３と類似　/　１９９３年購入
中国剪紙 1223 吉祥文字　（双喜・鳳凰） 上海 10.0×10.5 №１２３２，№１２３３と類似　/　１９９３年購入
中国剪紙 1224 吉祥文字　（双喜・花） 上海 9.6×9.2 №１２３２，№１２３３と類似　/　１９９３年購入
中国剪紙 1225 吉祥文字　（双喜・鴛鴦） 上海 17.0×19.3 １９９３年購入
中国剪紙 1226 吉祥文字　（双喜・結婚喜花） 上海 9.5×10.3 １９９３年購入
中国剪紙 1227 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 15.3×15.4 １９９３年購入
中国剪紙 1228 吉祥文字　（双喜・龍鳳） 上海 14.5×14.7 １９９３年購入
中国剪紙 1229 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 14.5×14.8 １９９３年購入
中国剪紙 1230 吉祥文字　（双喜・龍鳳） 上海 17.8×17.5 №１２３０，№１２３１同じ　/　１９９３年購入
中国剪紙 1231 吉祥文字　（双喜・龍鳳） 上海 17.8×17.5 №１２３０，№１２３１同じ　/　１９９３年購入
中国剪紙 1232 吉祥文字　（双喜・喜鵲） 上海 32.5×23.6 №１２３２，№１２３３３同じ　/　№１２１９～№１

２２１と類似　/　１９９３年購入

中国剪紙 1233 吉祥文字　（双喜・喜鵲） 上海 32.5×23.6 №１２３２，№１２３３３同じ　/　№１２１９～№１
２２１と類似　/　１９９３年購入

中国剪紙 1234 吉祥文字　（双喜・龍鳳） 上海 17.8×17.2 １９９３年購入
中国剪紙 1235 吉祥文字　（双喜・龍鳳） 上海 17.8×17.2 １９９３年購入
中国剪紙 1236 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 8.0×8.0 №１２３６～№１２３９同じ（№１２４０～№１２４

３の大）
中国剪紙 1237 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 8.0×8.0 №１２３６～№１２３９同じ（№１２４０～№１２４

３の大）
中国剪紙 1238 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 8.0×8.0 №１２３６～№１２３９同じ（№１２４０～№１２４

３の大）
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中国剪紙 1239 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 8.0×8.0 №１２３６～№１２３９同じ（№１２４０～№１２４
３の大）

中国剪紙 1240 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 12.0×12.0 №１２４０～№１２４３同じ(№１２３６～№１２３９
の小）

中国剪紙 1241 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 12.0×12.0 №１２４０～№１２４３同じ(№１２３６～№１２３９
の小）

中国剪紙 1242 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 12.0×12.0 №１２４０～№１２４３同じ(№１２３６～№１２３９
の小）

中国剪紙 1243 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 12.0×12.0 №１２４０～№１２４３同じ(№１２３６～№１２３９
の小）

中国剪紙 1244 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 24.2×24.0 №１２４４，№１２４５同じ
中国剪紙 1245 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 24.2×24.0 №１２４４，№１２４５同じ
中国剪紙 1246 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海  32.3×20.3 №１２４６，№１２５８同じ
中国剪紙 1247 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 13.8×14.0 №１２４７，№１２４８同じ
中国剪紙 1248 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 13.8×14.0 №１２４７，№１２４８同じ
中国剪紙 1249 吉祥文字　（双喜・龍鳳） 上海 21.0×20.5
中国剪紙 1250 吉祥文字　（双喜・鯉） 上海 14.8×15.2 №１２５０，№１２５１同じ
中国剪紙 1251 吉祥文字　（双喜・鯉） 上海 14.8×15.2 №１２５０，№１２５１同じ
中国剪紙 1252 吉祥文字　（双喜・結婚喜花） 上海 13.5×12.5 №１２５２，№１２５３同じ
中国剪紙 1253 吉祥文字　（双喜・結婚喜花） 上海 13.5×12.5 №１２５２，№１２５３同じ
中国剪紙 1254 吉祥文字　（双喜・結婚喜花） 上海 13.0×13.3 №１２５４，№１２５５同じ
中国剪紙 1255 吉祥文字　（双喜・結婚喜花） 上海 13.0×13.3 №１２５４，№１２５５同じ
中国剪紙 1256 吉祥文字　（双喜・鳳凰） 上海 19.7×20.5
中国剪紙 1257 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 34.7×25.5
中国剪紙 1258 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 32.4×21.3 №１２４６，№１２５８同じ
中国剪紙 1259 吉祥文字　（双喜・龍鳳） 上海 19.2×19.3
中国剪紙 1260 吉祥文字　（双喜・鯉） 上海 16.2×15.7
中国剪紙 1261 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 19.0×20.5
中国剪紙 1262 吉祥文字　（双喜・鳳凰） 上海 20.0×18.2
中国剪紙 1263 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 15.2×19.2 №１２６３，№１２６４同じ
中国剪紙 1264 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 15.2×19.2 №１２６３，№１２６４同じ
中国剪紙 1265 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 15.0×20.5 №１２６３，№１２６４同じ
中国剪紙 1266 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 15.0×20.5 №１２６３，№１２６４同じ
中国剪紙 1267 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 14.6×14.8
中国剪紙 1268 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 13.0×13.5 №１２６８，№１２６９同じ
中国剪紙 1269 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 13.0×13.5 №１２６８，№１２６９同じ
中国剪紙 1270 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 12.5×13.0 №１２７０，№１２７１同じ
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中国剪紙 1271 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 12.5×13.0 №１２７０，№１２７１同じ
中国剪紙 1272 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 12.6×13.5 №１２７２，№１２７３同じ
中国剪紙 1273 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 12.6×13.5 №１２７２，№１２７３同じ
中国剪紙 1274 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 31.0×35.0
中国剪紙 1275 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 10.0×11.5
中国剪紙 1276 吉祥文字　（双喜・花） 上海 10.0×11.1
中国剪紙 1277 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 17.0×18.6
中国剪紙 1278 吉祥文字　（双喜・花） 上海 18.4×18.6
中国剪紙 1279 吉祥文字　（双喜・鳥） 上海 17.2×17.9
中国剪紙 1280 吉祥文字　(双喜・鳳凰) 上海 10.8×11.4
中国剪紙 1281 吉祥文字　(双喜) 上海 10.2×10.3
中国剪紙 1282 吉祥文字　(双喜) 上海 10.2×11.3
中国剪紙 1283 吉祥文字　(双喜) 上海 11.1×11.6
中国剪紙 1284 吉祥文字　(双喜・称心如意) 上海 18.2×17.0
中国剪紙 1285 吉祥文字　(双喜・鯉) 上海 17.8×18.5
中国剪紙 1286 吉祥文字　(双喜・ 龍鳳呈祥) 上海 18.0×17.2
中国剪紙 1287 吉祥文字　(双喜・龍) 上海 17.5×16.7
中国剪紙 1288 吉祥文字　(双喜・龍) 上海 17.5×16.7
中国剪紙 1289 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 17.0×17.0
中国剪紙 1290 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 17.0×17.0
中国剪紙 1291 吉祥文字　(双喜・鯉) 上海 18.0×18.5
中国剪紙 1292 吉祥文字　(双喜・鯉) 上海 18.0×18.5
中国剪紙 1293 吉祥文字　(双喜・花) 上海 17.8×19.2
中国剪紙 1294 吉祥文字　(双喜・花) 上海 17.8×19.2
中国剪紙 1295 吉祥文字　(双喜・花) 上海 17.3×16.9
中国剪紙 1296 吉祥文字　(双喜・花) 上海 17.3×16.9
中国剪紙 1297 吉祥文字　(双喜・龍鳳呈祥) 上海 15.8×16.0
中国剪紙 1298 吉祥文字　(双喜・龍鳳呈祥) 上海 15.8×16.0
中国剪紙 1299 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 15.8×15.9
中国剪紙 1300 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 15.8×15.9
中国剪紙 1301 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 11.5×12.5
中国剪紙 1302 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 11.5×12.5
中国剪紙 1303 吉祥文字　(双喜・鯉) 上海 12.9×14.3
中国剪紙 1304 吉祥文字　(双喜・鯉) 上海 12.9×14.3
中国剪紙 1305 吉祥文字　(双喜・龍鳳呈祥) 上海 15.7×16.0
中国剪紙 1306 吉祥文字　(双喜・龍鳳呈祥) 上海 15.7×16.0
中国剪紙 1307 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 15.9×15.8
中国剪紙 1308 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 15.9×15.8
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中国剪紙 1309 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 12.5×11.5
中国剪紙 1310 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 12.5×11.5
中国剪紙 1311 吉祥文字　(双喜・花) 上海 10.5×11.6
中国剪紙 1312 吉祥文字　(双喜・花) 上海 10.5×11.6
中国剪紙 1313 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 17.1×18.0
中国剪紙 1314 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 17.1×18.0
中国剪紙 1315 吉祥文字　(双喜・鳳凰) 上海 18.3×18.4
中国剪紙 1316 吉祥文字　(双喜・鳳凰) 上海 18.3×18.4
中国剪紙 1317 吉祥文字　(双喜・花) 上海 10.2×11.3
中国剪紙 1318 吉祥文字　(双喜・花) 上海 10.2×11.3
中国剪紙 1319 吉祥文字　(双喜・龍鳳呈祥) 上海 17.0×24.2
中国剪紙 1320 吉祥文字　(双喜・卍) 上海 12.7×13.5
中国剪紙 1321 吉祥文字　(双喜・卍) 上海 12.7×13.5
中国剪紙 1322 吉祥文字　(双喜・卍) 上海 12.7×13.5
中国剪紙 1323 吉祥文字　(双喜・卍) 上海 12.7×13.5
中国剪紙 1324 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 20.4×20.4
中国剪紙 1325 吉祥文字　(双喜・鯉) 上海 12.9×14.3
中国剪紙 1326 吉祥文字　(双喜・鯉) 上海 12.9×14.3
中国剪紙 1327 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 30.9×25.3
中国剪紙 1328 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 17.5×18.8
中国剪紙 1329 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 18.0×19.1
中国剪紙 1330 吉祥文字　(双喜) 上海 4.0×7.4
中国剪紙 1331 吉祥文字　(双喜) 上海 4.0×7.4
中国剪紙 1332 吉祥文字　(双喜) 上海 9.3×9.5
中国剪紙 1333 吉祥文字　(双喜) 上海 9.3×9.5
中国剪紙 1334 吉祥文字　(双喜) 上海 10.2×10.5
中国剪紙 1335 吉祥文字　(双喜) 上海 10.2×10.5
中国剪紙 1336 吉祥文字　(双喜・花) 上海 18.2×19.0
中国剪紙 1337 吉祥文字　(双喜・花) 上海 17.9×18.8
中国剪紙 1338 吉祥文字　(双喜・魚) 上海 18.5×19.0
中国剪紙 1339 吉祥文字　(双喜) 上海 18.5×18.5
中国剪紙 1340 吉祥文字　(双喜) 上海 13.0×13.3
中国剪紙 1341 吉祥文字　(双喜) 上海 13.0×13.3
中国剪紙 1342 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 13.8×14.5
中国剪紙 1343 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 13.8×14.5
中国剪紙 1344 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 20.5×20.4
中国剪紙 1345 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 17.8×19.5
中国剪紙 1346 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 17.8×19.5
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中国剪紙 1347 吉祥文字　(双喜) 上海 13.3×12.5
中国剪紙 1348 吉祥文字　(双喜) 上海 13.3×12.5
中国剪紙 1349 吉祥文字　(双喜・魚) 上海 15.2×15.2
中国剪紙 1350 吉祥文字　(双喜・魚) 上海 15.2×15.2
中国剪紙 1351 吉祥文字　(双喜・龍鳳呈祥) 上海 21.0×21.3
中国剪紙 1352 吉祥文字　(双喜・鳳凰) 上海 19.8×20.5
中国剪紙 1353 吉祥文字　(双喜・鳥) 上海 32.5×20.5
中国剪紙 1354 吉祥組合図像　（天官賜福) 天津 31.5×25.2 「福字」
中国剪紙 1355 吉祥神　（寿星） 天津 32.5×26.5 「福字」
中国剪紙 1356 吉祥組合図像　（連年有余） 天津 25.2×19.5
中国剪紙 1357 吉祥動物　（花鳥・１） 天津 19.5×14.0
中国剪紙 1358 吉祥動物　（花鳥・２） 天津 18.5×13.6
中国剪紙 1359 吉祥文字　（双喜・花） 天津 19.3×15.5
中国剪紙 1360 吉祥文字　（双喜・花鳥） 天津 15.6×18.9
中国剪紙 1361 吉祥文字　（双喜・花） 天津 27.3×19.5
中国剪紙 1362 吉祥動物　（鳳凰） 天津 23.5×15.7
中国剪紙 1363 吉祥動物　（龍鳳） 天津 21.0×15.7
中国剪紙 1364 吉祥組合図像　（花籠） 天津 19.4×20.5 №１３６５と対
中国剪紙 1365 吉祥組合図像　（花籠） 天津 19.4×20.5 №１３６４と対
中国剪紙 1366 吉祥動物　（花鳥） 天津 12.0×17.3 №１３６７と対
中国剪紙 1367 吉祥動物　（花鳥） 天津 12.0×17.3 №１３６６と対
中国剪紙 1368 吉祥組合図像　（連年有余） 天津 13.3×19.5 №１３６９と対（年画に類似）
中国剪紙 1369 吉祥組合図像　（連年有余） 天津 13.3×19.5 №１３６８と対（年画に類似）
中国剪紙 1370 戯曲　（西廂記） 天津 23.0×29.1
中国剪紙 1371 戯曲　（西廂記） 天津 22.9×28.5
中国剪紙 1372 戯曲　（西廂記） 天津 22.2×28.5
中国剪紙 1373 戯曲　（西廂記） 天津 23.0×29.3
中国剪紙 1374 吉祥人物 天津 22.0×12.0
中国剪紙 1375 吉祥人物 天津 21.8×11.5
中国剪紙 1376 吉祥人物 天津 22.3×12.3
中国剪紙 1377 吉祥人物 天津 21.2×11.6
中国剪紙 1378 吉祥文字　（双喜・花鳥） 天津 15.5×18.8
中国剪紙 1379 吉祥文字　（双喜・鳳凰） 天津 19.0×12.8
中国剪紙 1380 吉祥文字　（双喜・鳳凰） 天津 19.0×12.8
中国剪紙 1381 吉祥文字　（双喜・花鳥） 天津 24.5×15.0
中国剪紙 1382 吉祥文字　（福字） 天津 17.2×15.6
中国剪紙 1383 吉祥組合図像　（富貴平安・花鳥） 天津 22.0×11.3 №１３８４と対
中国剪紙 1384 吉祥組合図像　（富貴平安・花鳥） 天津 22.0×11.4 №１３８３と対
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中国剪紙 1385 吉祥組合図像　（富貴平安・花と虫） 天津 21.8×11.7 №１３８６と対
中国剪紙 1386 吉祥組合図像　（富貴平安・花と虫） 天津 21.5×11.5 №１３８５と対
中国剪紙 1387 吉祥組合図像　（富貴平安・花鳥） 天津 22.0×13.5
中国剪紙 1388 吉祥動物　（蝶） 天津 11.0×10.0
中国剪紙 1389 吉祥動物　（蝶） 天津 11.3×11.5
中国剪紙 1390 吉祥動物　（蝶） 天津 12.0×10.8
中国剪紙 1391 吉祥動物　（蝶） 天津 10.0×12.5
中国剪紙 1392 吉祥組合図像　（人財両旺） 天津 27.7×18.5
中国剪紙 1393  吉祥組合図像　（花鳥） 天津 26.6×19.2
中国剪紙 1394 吉祥組合図像　（招財進宝） 天津 23.8×16.5
中国剪紙 1395 吉祥組合図像　（鳳凰） 天津 22.0×17.2
中国剪紙 1396 吉祥動物　（龍戯珠） 天津 16.0 円形
中国剪紙 1397 吉祥動物　（龍戯珠） 天津 16.0 円形
中国剪紙 1398 吉祥動物　（龍戯珠） 天津 16.0 円形
中国剪紙 1399 吉祥動物　（龍戯珠） 天津 16.0 円形
中国剪紙 1400 吉祥組合図像　(連年有余） 天津 21.0 円形　/　№１４０１と対（年画に類似）
中国剪紙 1401 吉祥組合図像　(連年有余） 天津 21.0 円形　/　№１４００と対（年画に類似）
中国剪紙 1402 吉祥組合図像　(連年有余） 天津 21.0 円形　/　№１４０３と対（年画に類似）
中国剪紙 1403 吉祥組合図像　(連年有余） 天津 21.0 円形　/　№１４０２と対（年画に類似）
中国剪紙 1404 吉祥組合図像　（富貴有余） 天津 35.7×25.5 №１４０４，№１４０５同じ
中国剪紙 1405 吉祥組合図像　（富貴有余） 天津 35.7×25.5 №１４０４，№１４０５同じ
中国剪紙 1406 吉祥組合図像　（富貴有余） 天津 34.5×26.0 №１４０６，№１４０７同じ
中国剪紙 1407 吉祥組合図像　（富貴有余） 天津 34.5×26.0 №１４０６，№１４０７同じ
中国剪紙 1408 吉祥組合図像　（花鳥） 天津 26.3×19.7
中国剪紙 1409 吉祥文字　（双喜） 天津 23.7×20.1
中国剪紙 1410 吉祥動物　（龍） 山東 27.5×20.0 №１４１０，№１４１１同じ
中国剪紙 1411 吉祥動物　（龍） 山東 27.5×20.0 №１４１０，№１４１１同じ
中国剪紙 1412 吉祥動物　（獅子□綉球） 西安 16.6×48.5
中国剪紙 1413 吉祥動物　（花鳥・１） 12.5×22.7 扇形　/　№１４１３～№１４１８
中国剪紙 1414 吉祥動物　（花鳥・２） 12.5×22.7 扇形　/　№１４１３～№１４１８
中国剪紙 1415 吉祥動物　（花鳥・３） 12.5×22.7 扇形　/　№１４１３～№１４１８
中国剪紙 1416 吉祥動物　（花鳥・４） 12.5×22.7 扇形　/　№１４１３～№１４１８
中国剪紙 1417 吉祥動物　（花鳥・５） 12.5×22.7 扇形　/　№１４１３～№１４１８
中国剪紙 1418 吉祥動物　（花鳥・６） 12.5×22.7 扇形　/　№１４１３～№１４１８
中国剪紙 1419 生活風景　（凧・１鳥） 12.2×11.5 『剪紙』（№１４１９～№１４２８）
中国剪紙 1420 生活風景　（凧・２鳥） 10.5×11.0
中国剪紙 1421 生活風景　（凧・３鳥） 10.5×11.2
中国剪紙 1422 生活風景　（凧・４鳥） 10.6×11.1
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中国剪紙 1423 生活風景　（凧・５鳥） 11.7×10.9
中国剪紙 1424 生活風景　（凧・６虫） 10.5×13.1
中国剪紙 1425 生活風景　（凧・７鳥） 11.5×11.6
中国剪紙 1426 生活風景　（凧・８鳥） 12.3×11.2
中国剪紙 1427 生活風景　（凧・９鳥） 12.7×12.3
中国剪紙 1428 生活風景　（凧・１０戯曲） 19.5×11.0
中国剪紙 1429 吉祥組合図像　（花灯・１） 19.5×10.6
中国剪紙 1430 吉祥組合図像　（花灯・２） 19.0×10.8
中国剪紙 1431 吉祥組合図像　（花灯・３） 19.5×10.7
中国剪紙 1432 吉祥組合図像　（花灯・４） 19.2×11.6
中国剪紙 1433 吉祥組合図像　（花灯・５） 17.6×15.5
中国剪紙 1434 吉祥動物　（花蝶・１） 18.0×15.7 『中国剪紙』（№１４３４～№１４４０）
中国剪紙 1435 吉祥動物　（花蝶・２） 18.0×15.7 『中国剪紙』（№１４３４～№１４４０）
中国剪紙 1436 吉祥動物　（花蝶・２） 18.0×15.7 『中国剪紙』（№１４３４～№１４４０）
中国剪紙 1437 吉祥動物　（花蝶・３） 17.7×15.3 『中国剪紙』（№１４３４～№１４４０）
中国剪紙 1438 吉祥動物　（花蝶・３） 17.7×15.3 『中国剪紙』（№１４３４～№１４４０）
中国剪紙 1439 吉祥動物　（花蝶・４） 18.6×15.7 『中国剪紙』（№１４３４～№１４４０）
中国剪紙 1440 吉祥動物　（花蝶・４） 18.6×15.7 『中国剪紙』（№１４３４～№１４４０）
中国剪紙 1441 吉祥符号　（十二支・鼠〔子〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１

７０へ
中国剪紙 1442 吉祥符号　（十二支・牛〔丑〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１

７１へ
中国剪紙 1443 吉祥符号　（十二支・虎〔寅〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１

７２へ
中国剪紙 1444 吉祥符号　（十二支・兎〔卯〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１

７３へ
中国剪紙 1445 吉祥符号　（十二支・龍〔辰〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１

７４へ
中国剪紙 1446 吉祥符号　（十二支・蛇〔巳〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１

７５へ
中国剪紙 1447 吉祥符号　（十二支・馬〔午〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１

７６へ
中国剪紙 1448 吉祥符号　（十二支・羊〔未〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１

７７へ
中国剪紙 1449 吉祥符号　（十二支・猿〔申〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１

７８へ
中国剪紙 1450 吉祥符号　（十二支・鳥〔酉〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１

７９へ
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中国剪紙 1451 吉祥符号　（十二支・犬〔戌〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１
８０へ

中国剪紙 1452 吉祥符号　（十二支・猪〔亥〕） 上海 11.4×11.4 『中國剪紙』（№１４４１～№１４５２）　/　№１１
８１へ

中国剪紙 1453 戯曲　（人物・１） 12.0×8.5
中国剪紙 1454 戯曲　（人物・２） 11.7×8.8
中国剪紙 1455 戯曲　（人物・３） 10.2×9.5
中国剪紙 1456 戯曲　（人物・４） 10.2×8.8
中国剪紙 1457 戯曲　（人物・５） 12.2×7.9
中国剪紙 1458 戯曲　（人物・６） 10.0×8.2
中国剪紙 1459 戯曲　（人物・７） 11.7×9.6
中国剪紙 1460 戯曲　（人物・１） 河北　蔚縣 10.7×6.8 『中國民間剪紙』｣（№１４６０～№１４６８）
中国剪紙 1461 戯曲　（人物・２） 河北　蔚縣 10.2×7.3 『中國民間剪紙』｣（№１４６０～№１４６８）
中国剪紙 1462 戯曲　（人物・３） 河北　蔚縣 10.5×7.3 『中國民間剪紙』｣（№１４６０～№１４６８）
中国剪紙 1463 戯曲　（人物・４） 河北　蔚縣 10.3×7.5 『中國民間剪紙』｣（№１４６０～№１４６８）
中国剪紙 1464 戯曲　（人物・５） 河北　蔚縣 10.7×7.4 『中國民間剪紙』｣（№１４６０～№１４６８）
中国剪紙 1465 戯曲　（人物・６） 河北　蔚縣 10.5×7.4 『中國民間剪紙』｣（№１４６０～№１４６８）
中国剪紙 1466 戯曲　（人物・７） 河北　蔚縣 10.8×7.0 『中國民間剪紙』｣（№１４６０～№１４６８）
中国剪紙 1467 戯曲　（人物・８） 河北　蔚縣 11.1×7.4 『中國民間剪紙』｣（№１４６０～№１４６８）
中国剪紙 1468 戯曲　（人物・９） 河北　蔚縣 10.7×7.4 『中國民間剪紙』｣（№１４６０～№１４６８）
中国剪紙 1469 戯曲　（人物・１） 8.0×5.8 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/

№1469，№1470同じ
中国剪紙 1470 戯曲　（人物・１） 8.0×5.8 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/

№1469，№1470同じ
中国剪紙 1471 戯曲　（人物・２） 8.5×6.3 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/

№1471，№1472同じ
中国剪紙 1472 戯曲　（人物・２） 8.5×6.3 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/

№1471，№1472同じ
中国剪紙 1473 戯曲　（人物・３） 5.8×8.3 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/

№1473，№1474同じ
中国剪紙 1474 戯曲　（人物・３） 5.8×8.3 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/

№1473，№1474同じ
中国剪紙 1475 戯曲　（人物・４） 8.7×5.0 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/

№1475，№1476同じ
中国剪紙 1476 戯曲　（人物・４） 8.7×5.0 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/

№1475，№1476同じ
中国剪紙 1477 戯曲　（人物・５） 6.3×6.8 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/

№1477，№1478同じ
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中国剪紙 1478 戯曲　（人物・５） 6.3×6.8 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1477，№1478同じ

中国剪紙 1479 戯曲　（人物・６） 8.0×5.8 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1479，№1480同じ

中国剪紙 1480 戯曲　（人物・６） 8.0×5.8 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1479，№1480同じ

中国剪紙 1481 戯曲　（人物・７） 8.9×4.7 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1481，№1482同じ

中国剪紙 1482 戯曲　（人物・７） 8.9×4.7 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1481，№1482同じ

中国剪紙 1483 戯曲　（人物・８） 8.6×6.2 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1483，№1484同じ

中国剪紙 1484 戯曲　（人物・８） 8.6×6.2 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1483，№1484同じ

中国剪紙 1485 戯曲　（人物・９） 8.1×5.5 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1485，№1486同じ

中国剪紙 1486 戯曲　（人物・９） 8.1×5.5 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1485，№1486同じ

中国剪紙 1487 戯曲　（人物・１０） 9.2×6.0 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1487，№1488同じ

中国剪紙 1488 戯曲　（人物・１０） 9.2×6.0 『中國民間剪紙』｣（№１４６９～№１４８８）　/
№1487，№1488同じ

中国剪紙 1489 戯曲　（人物・１） 河北　蔚縣 18.8×12.9 年画（綿竹）に類似
中国剪紙 1490 戯曲　（人物・２） 河北　蔚縣 18.7×13.7 年画（綿竹）に類似
中国剪紙 1491 戯曲　（人物・３） 河北　蔚縣 17.7×10.0 年画（綿竹）に類似
中国剪紙 1492 戯曲　（人物・４） 河北　蔚縣 16.8×14.0 年画（綿竹）に類似
中国剪紙 1493 戯曲　（人物・５） 河北　蔚縣 16.7×11.8 年画（綿竹）に類似
中国剪紙 1494 戯曲　（人物・６） 河北　蔚縣 17.7×13.2 年画（綿竹）に類似
中国剪紙 1495 戯曲　（人物・７） 河北　蔚縣 17.8×13.0 年画（綿竹）に類似
中国剪紙 1496 戯曲　（人物・８） 河北　蔚縣 16.8×15.6 年画（綿竹）に類似
中国剪紙 1497 吉祥動物　（花鳥・１） 河北　蔚縣 22.0 円形
中国剪紙 1498 吉祥動物　（花鳥・２） 河北　蔚縣 22.0 円形
中国剪紙 1499 吉祥動物　（花鳥・３） 河北　蔚縣 22.0 円形
中国剪紙 1500 吉祥動物　（花鳥・４） 河北　蔚縣 22.0 円形
中国剪紙 1501 吉祥動物　（花鳥） 河北　蔚縣 29.5×22.0
中国剪紙 1502 吉祥動物　（花鳥） 河北　蔚縣 30.0×21.8
中国剪紙 1503 吉祥動物　（鳳凰） 河北　蔚縣 30.4×22.1
中国剪紙 1504 吉祥動物　（鯉魚蓮花） 河北　蔚縣 29.3×21.9
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中国剪紙 1505 吉祥動物　（花鳥・１） 河北　蔚縣 14.8×10.4 サイズは折り曲げた大きさ　/　点彩
中国剪紙 1506 吉祥動物　（花鳥・２） 河北　蔚縣 14.8×10.4 サイズは折り曲げた大きさ　/　点彩
中国剪紙 1507 吉祥動物　（花鳥・３） 河北　蔚縣 14.8×10.4 サイズは折り曲げた大きさ　/　点彩
中国剪紙 1508 生活風景　（牛と童・１） 河北　蔚縣 14.8×10.4 サイズは折り曲げた大きさ　/　点彩
中国剪紙 1509 生活風景　（牛と童・２） 河北　蔚縣 14.8×10.4 サイズは折り曲げた大きさ　/　点彩
中国剪紙 1510 生活風景　（牛と童・３） 河北　蔚縣 14.8×10.4 サイズは折り曲げた大きさ　/　点彩
中国剪紙 1511 生活風景　（牛と童・４） 河北　蔚縣 14.8×10.4 サイズは折り曲げた大きさ　/　点彩
中国剪紙 1512 生活風景　（牛と童・５） 河北　蔚縣 14.8×10.4 サイズは折り曲げた大きさ　/　点彩
中国剪紙 1513 生活風景　（牛と童・６） 河北　蔚縣 14.8×10.4 サイズは折り曲げた大きさ　/　点彩
中国剪紙 1514 吉祥文字　（祝結婚） 河北　蔚縣
中国剪紙 1515 戯曲　（人物・１） 河北　蔚縣 10.06.3
中国剪紙 1516 戯曲　（人物・2） 河北　蔚縣 10.06.5
中国剪紙 1517 戯曲　（人物・3） 河北　蔚縣 10.57.0
中国剪紙 1518 戯曲　（人物・4） 河北　蔚縣 9.56.3
中国剪紙 1519 戯曲　（人物・5） 河北　蔚縣 10.56.5
中国剪紙 1520 戯曲　（人物・6） 河北　蔚縣 10.26.8
中国剪紙 1521 戯曲　（人物・7） 河北　蔚縣 10.37.0
中国剪紙 1522 戯曲　（人物・8） 河北　蔚縣 9.37.0
中国剪紙 1523 戯曲　（人物・9） 河北　蔚縣 10.56.8
中国剪紙 1524 戯曲　（人物・１0） 河北　蔚縣 9.86.5 №1５２４，№１５３３，№１５３６同じ
中国剪紙 1525 戯曲　（人物・１） 河北　蔚縣 10.56.8 №１５２５，№１５３８同じ
中国剪紙 1526 戯曲　（人物・2） 河北　蔚縣 9.76.3
中国剪紙 1527 戯曲　（人物・3） 河北　蔚縣 10.06.5 №１５２７，№１５３９同じ
中国剪紙 1528 戯曲　（人物・4） 河北　蔚縣 9.86.6 №１５２８，№１５４３同じ
中国剪紙 1529 戯曲　（人物・5） 河北　蔚縣 10.86.8 №１５２９，№１５３５同じ
中国剪紙 1530 戯曲　（人物・6） 河北　蔚縣 9.26.3 №１５３０，№１５４４同じ
中国剪紙 1531 戯曲　（人物・7） 河北　蔚縣 10.47.0 №１５３１，№１５４２同じ
中国剪紙 1532 戯曲　（人物・8） 河北　蔚縣 10.06.5 №１５３２，№１５４１同じ
中国剪紙 1533 戯曲　（人物・9） 河北　蔚縣 9.86.5 №1５２４，№１５３３，№１５３６同じ
中国剪紙 1534 戯曲　（人物・１0） 河北　蔚縣 10.07.0
中国剪紙 1535 戯曲　（人物・１） 河北　蔚縣 10.86.8 №１５２９，№１５３５同じ
中国剪紙 1536 戯曲　（人物・2） 河北　蔚縣 9.86.5 №1５２４，№１５３３，№１５３６同じ
中国剪紙 1537 戯曲　（人物・3） 河北　蔚縣 10.05.8
中国剪紙 1538 戯曲　（人物・4） 河北　蔚縣 10.56.8 №１５２５，№１５３８同じ
中国剪紙 1539 戯曲　（人物・5） 河北　蔚縣 10.06.5 №１５２７，№１５３９同じ
中国剪紙 1540 戯曲　（人物・6） 河北　蔚縣 8.45.2
中国剪紙 1541 戯曲　（人物・7） 河北　蔚縣 10.06.5 №１５３２，№１５４１同じ
中国剪紙 1542 戯曲　（人物・8） 河北　蔚縣 10.47.0 №１５３１，№１５４２同じ
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中国剪紙 1543 戯曲　（人物・9） 河北　蔚縣 9.86.6 №１５２８，№１５４３同じ
中国剪紙 1544 戯曲　（人物・１0） 河北　蔚縣 9.26.3 №１５３０，№１５４４同じ
中国剪紙 1545 瓦当（朱雀） 直径10センチの「漢宮瓦当」と題した包み紙に保存（No.1545

～No.1549)
中国剪紙 1546 瓦当（長楽未央） 直径10センチの「漢宮瓦当」と題した包み紙に保存（No.1545

～No.1549)
中国剪紙 1547 瓦当（亀と蛇） 直径10センチの「漢宮瓦当」と題した包み紙に保存（No.1545

～No.1549)
中国剪紙 1548 瓦当（白虎） 直径10センチの「漢宮瓦当」と題した包み紙に保存（No.1545

～No.1549)
中国剪紙 1549 瓦当（龍） 直径10センチの「漢宮瓦当」と題した包み紙に保存（No.1545

～No.1549)
中国剪紙 1550 蝴蝶 54.0×38.4
中国剪紙 1551 生活風景 37.7×23.4 包み紙に「北京雍和宮02-6」と記載あり。
中国剪紙 1552 福・吉祥如意 44.8×31.2 包み紙に「北京にて購入。河北製？」と記載

あり。
中国剪紙 1553 八仙 44.4×30.5 No.1554と対。向かって左側に配置。
中国剪紙 1554 八仙 44.4×30.5 No.1553と対。向かって右側に配置。
中国剪紙 1555 中□□ 河北 43.8×32.0
中国剪紙 1556 寿 34.5×32.5
中国剪紙 1557 福 34.6×32.5
中国剪紙 1558 □ 35.6×32.0
中国剪紙 1559 大□財源 33.5×31.6
中国剪紙 1560 25.5×13.8 No.1561と対。向かって左側に配置。No.1562

とは同形・色違い（本剪紙は赤色）。包み紙に
「北京雍和宮02-6」と記載あり。

中国剪紙 1561 25.5×12.6 No.1560と対。向かって右側に配置。No.1563
とは同形・色違い（本剪紙は赤色）。包み紙に
「北京雍和宮02-6」と記載あり。

中国剪紙 1562 26.1×13.2 No.1563と対。向かって左側に配置。No.1560
とは同形・色違い（本剪紙は黒色）。包み紙に
「北京雍和宮02-6」と記載あり。

中国剪紙 1563 25.8×13.2 No.1562と対。向かって右側に配置。No.1561
とは同形・色違い（本剪紙は黒色）。包み紙に
「北京雍和宮02-6」と記載あり。

中国剪紙 1564 人物（童子） 7.6×6.5 2010.12.2（木）西田先生・門脇先生が浅見様
に面会した際直接お預かりした図書『中国民
間剪定史」（NUM-Lb01-989)に挟まっていた
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中国剪紙 1565 人物（童子） 7.2×7.3 2010.12.2（木）西田先生・門脇先生が浅見様
に面会した際直接お預かりした図書『中国民
間剪定史」（NUM-Lb01-989)に挟まっていた

中国剪紙 1566 人物（童子） 7.5×7.0 2010.12.2（木）西田先生・門脇先生が浅見様
に面会した際直接お預かりした図書『中国民
間剪定史」（NUM-Lb01-989)に挟まっていた

中国剪紙 1567 戯曲　(京劇) 18.6×19.0
中国剪紙 1568 戯曲　(京劇) 18.5×17.0
中国剪紙 1569  人物（女性・1)  22.1×12.8 no.1569~no.1573「中国剪紙　PAPER-CUTS」

と書かれた包装紙にまとめて納められていた
もの。

中国剪紙 1570  人物（女性・2) 22.6×12.6 no.1569~no.1573「中国剪紙　PAPER-CUTS」
と書かれた包装紙にまとめて納められていた
もの。

中国剪紙 1571  人物（女性・3) 20.8×9.5 no.1569~no.1573「中国剪紙　PAPER-CUTS」
と書かれた包装紙にまとめて納められていた
もの。

中国剪紙 1572  人物（女性・4) 18.2×11.0 no.1569~no.1573「中国剪紙　PAPER-CUTS」
と書かれた包装紙にまとめて納められていた
もの。

中国剪紙 1573  人物（女性・5) 20.5×12.0 no.1569~no.1573「中国剪紙　PAPER-CUTS」
と書かれた包装紙にまとめて納められていた
もの。

中国剪紙 1574 生活風景（ふたりの女性・1） 17.9×10.9 no.1574~no.1578「中国民間剪紙　CHINESE
FOLK PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にま
とめて納められていたもの。

中国剪紙 1575 生活風景（ふたりの女性・2） 18.0×11.6 no.1574~no.1578「中国民間剪紙　CHINESE
FOLK PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にま
とめて　PAPER-CUTS」と書かれた包装紙に
まとめて納められていたもの。

中国剪紙 1576 生活風景（ふたりの女性・3） 17.9×11.0 no.1574~no.1578「中国民間剪紙　CHINESE
FOLK PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にま
とめて納められていたもの。

中国剪紙 1577 生活風景（ふたりの女性・4） 17.9×11.6 no.1574~no.1578「中国民間剪紙　CHINESE
FOLK PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にま
とめて納められていたもの。
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中国剪紙 1578 生活風景（ふたりの女性・5） 18.0×11.6 no.1574~no.1578「中国民間剪紙　CHINESE
FOLK PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にま
とめて納められていたもの。

中国剪紙 1579 吉祥動物　（獅子□綉珠・1） 14.0（円形） no.1579~no.1583「中国民間剪紙　CHINESE
FOLK PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にま
とめて納められていたもの。

中国剪紙 1580 吉祥動物　（獅子□綉珠・2） 13.6（円形） no.1579~no.1583「中国民間剪紙　CHINESE
FOLK PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にま
とめて納められていたもの。

中国剪紙 1581 吉祥動物　（獅子□綉珠・3） 14.4（円形） no.1579~no.1583「中国民間剪紙　CHINESE
FOLK PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にま
とめて納められていたもの。

中国剪紙 1582 吉祥動物　（獅子□綉珠・4） 14.4（円形） no.1579~no.1583「中国民間剪紙　CHINESE
FOLK PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にま
とめて納められていたもの。

中国剪紙 1583 吉祥動物　（獅子□綉珠・5） 14.5（円形） no.1579~no.1583「中国民間剪紙　CHINESE
FOLK PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にま
とめて納められていたもの。

中国剪紙 1584 吉祥神　（天女と童子・1） 17.0×12.0 no.1584~no.1587「中国剪紙　CHINESE
PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にまとめて
納められていたもの。

中国剪紙 1585 吉祥神　（天女と童子・2） 17.5×11.5 no.1584~no.1587「中国剪紙　CHINESE
PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にまとめて
納められていたもの。

中国剪紙 1586 吉祥神　（天女と童子・3） 15.8×12.4 no.1584~no.1587「中国剪紙　CHINESE
PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にまとめて
納められていたもの。

中国剪紙 1587 吉祥神　（天女と童子・4） 15.7×12.6 no.1584~no.1587「中国剪紙　CHINESE
PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にまとめて
納められていたもの。

中国剪紙 1588 吉祥植物　(四季花１・梅) 20.3×12.0 no.1588~no.1591「花瓶　CHINESE FOLK
PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にまとめて
納められていたもの。

中国剪紙 1589 吉祥植物　(四季花2・　) 21.4×11.5 no.1588~no.1591「花瓶　CHINESE FOLK
PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にまとめて
納められていたもの。
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中国剪紙 1590 吉祥植物　(四季花3・牡丹) 22.7×11.5 no.1588~no.1591「花瓶　CHINESE FOLK
PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にまとめて
納められていたもの。

中国剪紙 1591 吉祥植物　(四季花4・牡丹&梅) 21.7×11.9 no.1588~no.1591「花瓶　CHINESE FOLK
PAPER-CUTS」と書かれた包装紙にまとめて
納められていたもの。

中国剪紙 1592 戯曲　(京劇・1) 11.9×8.4 no.1592~no.1599「中國揚州剪紙　PAPER-
CUTS OF YANGCHOW,CHINA」と書かれた包
装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1593 戯曲　(京劇・2) 12.9×7.8 no.1592~no.1599「中國揚州剪紙　PAPER-
CUTS OF YANGCHOW,CHINA」と書かれた包
装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1594 戯曲　(京劇・3) 12.0×7.0 no.1592~no.1599「中國揚州剪紙　PAPER-
CUTS OF YANGCHOW,CHINA」と書かれた包
装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1595 戯曲　(京劇・4) 12.0×7.7 no.1592~no.1599「中國揚州剪紙　PAPER-
CUTS OF YANGCHOW,CHINA」と書かれた包
装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1596 戯曲　(京劇・5) 12.0×7.8 no.1592~no.1599「中國揚州剪紙　PAPER-
CUTS OF YANGCHOW,CHINA」と書かれた包
装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1597 戯曲　(京劇・6) 11.0×9.0 no.1592~no.1599「中國揚州剪紙　PAPER-
CUTS OF YANGCHOW,CHINA」と書かれた包
装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1598 戯曲　(京劇・7) 12.2×7.7 no.1592~no.1599「中國揚州剪紙　PAPER-
CUTS OF YANGCHOW,CHINA」と書かれた包
装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1599 戯曲　(京劇・8) 12.0×7.9 no.1592~no.1599「中國揚州剪紙　PAPER-
CUTS OF YANGCHOW,CHINA」と書かれた包
装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1600 吉祥組合図像　 8.6×8.3 no.1600^no.1607「中國民間剪紙　FOLK
Paper-cut」と書かれた包装紙にまとめて納め
られていたもの。

中国剪紙 1601 吉祥組合図像　 8.8×6.8 no.1600^no.1607「中國民間剪紙　FOLK
Paper-cut」と書かれた包装紙にまとめて納め
られていたもの。
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中国剪紙 1602 吉祥組合図像　 8.8×7.0 no.1600^no.1607「中國民間剪紙　FOLK
Paper-cut」と書かれた包装紙にまとめて納め
られていたもの。

中国剪紙 1603 吉祥組合図像　 9.0×6.9 no.1600^no.1607「中國民間剪紙　FOLK
Paper-cut」と書かれた包装紙にまとめて納め
られていたもの。

中国剪紙 1604 吉祥組合図像　 8.7×7.2 no.1600^no.1607「中國民間剪紙　FOLK
Paper-cut」と書かれた包装紙にまとめて納め
られていたもの。

中国剪紙 1605 吉祥組合図像　 8.4×7.0 no.1600^no.1607「中國民間剪紙　FOLK
Paper-cut」と書かれた包装紙にまとめて納め
られていたもの。

中国剪紙 1606 吉祥組合図像　 8.5×6.7 no.1600^no.1607「中國民間剪紙　FOLK
Paper-cut」と書かれた包装紙にまとめて納め
られていたもの。

中国剪紙 1607 吉祥組合図像　 8.5×6.3 no.1600^no.1607「中國民間剪紙　FOLK
Paper-cut」と書かれた包装紙にまとめて納め
られていたもの。

中国剪紙 1608 吉祥動物　（鼠） 13.0×12.0 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1609 吉祥動物　（牛） 13.7×15.9 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1610 吉祥動物　（?） 11.2×15.7 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1611 吉祥動物　（?） 10.4×12.8 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1612 吉祥動物　（龍） 17.5×14.5 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1613 吉祥動物　（蛇） 13.4×15.6 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1614 吉祥動物　（馬） 13.4×16.0 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1615 吉祥動物　（牛） 12.3×16.1 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1616 吉祥動物　（猿の親子） 12.8×14.2 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1617 吉祥動物　（鶏） 15.7×14.0 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。
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中国剪紙 1618 吉祥動物　（犬） 13.0×14.2 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1619 吉祥動物　（猪） 13.5×14.5 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1620 吉祥動物　（孔雀） 19.5×9.0 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1621 吉祥動物　（鹿） 11.2×16.7 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1622 吉祥組合図像　　（童子・蓮） 15.2×14.5 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1623 吉祥組合図像　（双魚） 14.5×14.0 no.1608^no.1623「西安　大□塔近く　□向志」
と書かれたメモ添付あり。

中国剪紙 1624 吉祥動物　（馬） 15.5×12.2
中国剪紙 1625 吉祥動物　（馬） 17.5×12.5
中国剪紙 1626 吉祥動物　（馬） 17.5×12.0  
中国剪紙 1627 吉祥動物　（馬） 18.0×13.0
中国剪紙 1628 吉祥動物　（馬） 11.0×16.2
中国剪紙 1629 吉祥動物　（馬） 18.2×11.0
中国剪紙 1630 吉祥植物　(菊) 20.5×10.0 同じものがもう1枚ずつ有。no.1630^no.1633

「中國民間剪紙」と書かれた包装紙にまとめ
て納められていたもの。

中国剪紙 1631 吉祥植物　(竹) 20.5×8.0 同じものがもう1枚ずつ有。no.1630^no.1633
「中國民間剪紙」と書かれた包装紙にまとめ
て納められていたもの。

中国剪紙 1632 吉祥植物　(?) 20.0×10.5 同じものがもう1枚ずつ有。no.1630^no.1633
「中國民間剪紙」と書かれた包装紙にまとめ
て納められていたもの。

中国剪紙 1633 吉祥植物　(梅) 20.0×11.0 同じものがもう1枚ずつ有。no.1630^no.1633
「中國民間剪紙」と書かれた包装紙にまとめ
て納められていたもの。

中国剪紙 1634 人物（童子） 5.8×11.4 no.1634^no.1638「中國民間剪紙」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1635 人物（童子） 16.2×12.4 no.1634^no.1638「中國民間剪紙」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1636 人物（童子） 15.5×13.2 no.1634^no.1638「中國民間剪紙」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1637 人物（童子） 16.6×12.4 no.1634^no.1638「中國民間剪紙」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。
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中国剪紙 1638 人物（童子） 18.3×12.2 no.1634^no.1638「中國民間剪紙」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1639 6.3×8.7 no.1639~no.1646「陜北剪紙精品」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1640 8.7×5.7 no.1639~no.1646「陜北剪紙精品」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1641 7.1×8.4 no.1639~no.1646「陜北剪紙精品」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1642 9.1×6.8 no.1639~no.1646「陜北剪紙精品」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1643 9.0×6.2 no.1639~no.1646「陜北剪紙精品」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1644 9.2×6.2 no.1639~no.1646「陜北剪紙精品」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1645 9.0×6.6 no.1639~no.1646「陜北剪紙精品」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1646 9.0×7.8 no.1639~no.1646「陜北剪紙精品」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1647 8.8×6.3 no.1639~no.1646「陜北剪紙精品」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1648 8.8×7.5 no.1639~no.1646「陜北剪紙精品」と書かれた
包装紙にまとめて納められていたもの。

中国剪紙 1649 絵葉書（参考資料） 10.0×14.7 剪紙図像の絵葉書8枚セット（「民間剪紙」と
書かれた葉書ｹｰｽに収納されている）

58


