
名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）

Lb10
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Lb10
枝番号
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材質、技法
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産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
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備考

布絵,版木他 001 トンバ文字の書 sky 紙 中国雲南省麗河 68.0×34.5 別１
布絵,版木他 002 トンバ文字の書 ひと 紙 中国雲南省麗河 66.8×38.0 別１ No.2とNo.4同じ
布絵,版木他 003 トンバ文字の書 鍵 紙 中国雲南省麗河 67.0×34.0 別１ No.3とNo.5同じ
布絵,版木他 004 トンバ文字の書 ひと 紙 中国雲南省麗河 67.4×33.5 別１
布絵,版木他 005 トンバ文字の書 鍵 紙 中国雲南省麗河 66.2×33.6 別１
布絵,版木他 006 トンバ文字の書 納西東巴象形文字舞譜 紙 中国雲南省麗河 73.6×39.8 別１
布絵,版木他 007 トンバ文字の書 納西東巴象形文字舞譜 紙 中国雲南省麗河 74.5×40.0 別１
布絵,版木他 008 トンバ文字の書 納西東巴象形文字舞譜 紙 中国雲南省麗河 74.8×39.6 別１
布絵,版木他 009 トンバ文字の書 納西東巴象形文字舞譜 紙 中国雲南省麗河 73.2×39.4 別１
布絵,版木他 010 トンバ文字字書 紙 中国雲南省麗河 9.0×28.0 別１
布絵,版木他 011 布絵（バリ） 川遊び 布 バリ島ウブド 40.0×29.1 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 012 布絵（バリ） 水牛との作業 布 バリ島ウブド 30.1×41.0 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 013 布絵（バリ） 龍と怪獣の戦い 布 バリ島ウブド 42.1×32.1 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 014 布絵（バリ） 龍と女神 布 バリ島ウブド 42.7×31.4 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 015 布絵（バリ） 聖獣と女神 布 バリ島ウブド 43.3×31.0 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 016 布絵（バリ） 聖獣と女神 布 バリ島ウブド 43.4×32.6 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 017 布絵（バリ） 聖獣との戦い 布 バリ島ウブド 31.9×31.0 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 018 布絵（バリ） 聖獣 布 バリ島ウブド 41.9×31.5 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 019 布絵（バリ） 祝いとバロン 布 バリ島ウブド 45.2×36.7 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 020 布絵（バリ） 鳥を飼う 布 バリ島ウブド 49.5×34.5 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 021 布絵（バリ） 露天商 布 バリ島ウブド 39.5×29.7 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 022 布絵（バリ） 踊り 布 バリ島ウブド 50.0×36.0 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 023 布絵（バリ） 踊り 布 バリ島ウブド 49.4×36.5 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 024 布絵（バリ） 踊り 布 バリ島ウブド 51.0×38.0 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 025 布絵（バリ） 布 バリ島ウブド 83.1×45.6 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 026 布絵（バリ） 布 バリ島ウブド 66.7×49.0 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 027 布絵（バリ） 農作業 布 バリ島ウブド 67.0×48.0 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 028 布絵（バリ） 市場 布 バリ島ウブド 47.0×68.5 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 029 布絵（バリ） 市場 布 バリ島ウブド 49.0×70.0 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 030 布絵（バリ） 祭り 布 バリ島ウブド 50.0×69.0 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 031 布絵（バリ） 祭礼？ 布 バリ島ウブド 48.0×63.6 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 032 布絵（バリ） 祭礼？ 布 バリ島ウブド 48.0×68.5 別２ 1970年代に購入
布絵,版木他 033 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 420.×61.0 別２ 1980年代に購入
布絵,版木他 034 布絵（バリ） アノマンとシンタ？ 布 バリ島クルンクルン 43.0×39.2 別２ 1980年代に購入
布絵,版木他 035 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 42.7×64.5 別２ 1980年代に購入
布絵,版木他 036 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 42.6×56.0 別２ 1980年代に購入
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布絵,版木他 037 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 43.6×64.2 別２ 1980年代に購入
布絵,版木他 038 布絵（インド） 踊る三人 布 インド 30.0×31.0 別３
布絵,版木他 039 布絵（インド） 植物模様 布 インド 38.2×37.0 別３
布絵,版木他 040 布絵（インド） 植物模様 布 インド 37.5×37.5 別３
布絵,版木他 041 布絵（インド） 昆虫模様 布 インド 37.0×38.5 別３
布絵,版木他 042 布絵（インド） 植物模様 布 インド 37.8×36.0 別３
布絵,版木他 043 布絵（インド） 戦い？ 布 インド 29.0×30.5 別３
布絵,版木他 044 布絵（インド） 植物模様 布 インド 38.9×37.0 別３
布絵,版木他 045 布絵（インド） 植物模様 布 インド 38.0×36.0 別３
布絵,版木他 046 布絵（インド） 孔雀模様 布 インド 37.0×36.0 別３
布絵,版木他 047 布絵（インド） 水鳥模様 布 インド 45.0×46.0 別３
布絵,版木他 048 布絵（インド） 水鳥模様 布 インド 44.0×45.7 別３
布絵,版木他 049 布絵 布 54.0×28.0
布絵,版木他 050 布絵 布 82.8×86.0
布絵,版木他 051 布絵 布 219.0×141.0
布絵,版木他 052 布絵 布 132.0×107.5
布絵,版木他 053 布絵 布 173.0×228.0
布絵,版木他 054 布絵 布 159.0×43.0
布絵,版木他 055 布絵 布 157.0×228.5
布絵,版木他 056 布絵 布 74.5×63.0
布絵,版木他 057 布絵 布 55.0×27.0
布絵,版木他 058 布絵 布 222.0×265.0
布絵,版木他 059 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 151.5×117.7 1970年代
布絵,版木他 060 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 126.5×157.3 1970年代
布絵,版木他 061 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 117.9×151.4 1970年代
布絵,版木他 062 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 118.7×157.5 1970年代
布絵,版木他 063 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 121.0×151.5 1970年代
布絵,版木他 064 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 117.1×154.5 1970年代
布絵,版木他 065 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 134.6×163.4 1970年代
布絵,版木他 066 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 86.5×190.0 1970年代
布絵,版木他 067 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 183.2×85.0 1970年代
布絵,版木他 068 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 196.0×83.2 1970年代
布絵,版木他 069 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 88.0×91.0 1970年代
布絵,版木他 070 布絵（バリ） 布 バリ島クルンクルン 89.0×191.5 1970年代
布絵,版木他 071 布絵（バリ） 14コマ絵 布 バリ島クルンクルン 86.4×22.4 1970年代
布絵,版木他 072 布絵（バリ） 14コマ絵 布 バリ島クルンクルン 82.5×21.5 1970年代
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布絵,版木他 073 布絵（バリ） 14コマ絵 布 バリ島クルンクルン 79.2×20.4 1970年代
布絵,版木他 074 布絵（バリ） 14コマ絵 布 バリ島クルンクルン 80.5×19.4 1970年代
布絵,版木他 075 布絵（バリ） 14コマ絵 布 バリ島クルンクルン 82.2×20.4 1970年代
布絵,版木他 076 布絵（バリ） 14コマ絵 布 バリ島クルンクルン 81.0×21.5 1970年代
布絵,版木他 077 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 87.0×97.0 別４ 1970年代
布絵,版木他 078 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 85.5×96.2 別４ 1970年代
布絵,版木他 079 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 114.5×118.0 1970年代
布絵,版木他 080 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 42.5×62.0 1970年代
布絵,版木他 081 布絵（バリ） アノマン 布 バリ島クルンクルン 46.5×38.0 1970年代
布絵,版木他 082 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 44.0×69.5 1970年代
布絵,版木他 083 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 47.5×87.0 1970年代
布絵,版木他 084 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 59.0×83.5 1970年代
布絵,版木他 085 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 85.0×96.0 1970年代
布絵,版木他 086 布絵（バリ） ウク暦運勢49コマ絵 布 バリ島クルンクルン 61.0×86.0
布絵,版木他 087 布絵（バリ） 聖獣たち 布 バリ島クルンクルン 85.0×144.0 別４
布絵,版木他 088 布絵（バリ） 水遊び 布 バリ島クルンクルン 89.0×146.0 別４
布絵,版木他 089 布絵（バリ） バロンと風俗 布 バリ島クルンクルン 90.0×145.0 別４
布絵,版木他 090 布絵（バリ） 女神 布 バリ島クルンクルン 86.0×48.0
布絵,版木他 091 布絵（バリ） バロン 布 バリ島クルンクルン 89.0×51.0
布絵,版木他 092 布絵（バリ） バロン 布 バリ島クルンクルン 81.0×50.0
布絵,版木他 093 布絵（バリ） 女神 布 バリ島クルンクルン 49.0×42.5
布絵,版木他 094 布絵（バリ） バロンと女神たち 布 バリ島クルンクルン 48.0×42.0
布絵,版木他 095 布絵（バリ） 風俗 布 バリ島クルンクルン 90.0×150.5 別４
布絵,版木他 096 布絵（バリ） 怪獣と菩薩 布 バリ島クルンクルン 103.0×47.0 別４
布絵,版木他 097 布絵（バリ） 怪獣と菩薩 布 バリ島クルンクルン 101.0×44.0 別４
布絵,版木他 098 布絵（バリ） チャクラ 布 バリ島クルンクルン 130.5×51.5 別４
布絵,版木他 099 布絵 チャクラ 布 カトマンズ（ネパー 131.0×52.0 別４ 1980年代
布絵,版木他 100 布絵 聖獣 布 カトマンズ（ネパー 91.5×50.0 別４
布絵,版木他 101 布絵（バリ） バロンと女神 布 バリ島クルンクルン 86.5×54.7 別４
布絵,版木他 102 布絵（バリ） 怪獣 布 バリ島クルンクルン 85.0×45.5
布絵,版木他 103 布絵（バリ） バロンと女神 布 バリ島クルンクルン 84.0×47.5
布絵,版木他 104 布絵（バリ） 龍 布 バリ島クルンクルン 89.5×48.0
布絵,版木他 105 布絵（バリ） 女神とバロン 布 バリ島クルンクルン 60.5×44.0
布絵,版木他 106 布絵（バリ） 踊り 布 バリ島クルンクルン 41.0×37.0
布絵,版木他 107 布絵（バリ） 聖獣バロン 布 バリ島クルンクルン 42.0×32.5
布絵,版木他 108 布絵（バリ） ウク暦運勢49コマ絵 布 バリ島クルンクルン 87.5×99.5 別４ 1970年代
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布絵,版木他 109 布絵（バリ） コマ絵と菩薩聖獣 布 バリ島クルンクルン 51.5×86.0
布絵,版木他 110 布絵（バリ） ウク暦運勢49コマ絵 布 バリ島クルンクルン 86.5×95.4 別４
布絵,版木他 111 布絵（バリ） ウク暦運勢49コマ絵 布 バリ島クルンクルン 64.0×89.4 別４
布絵,版木他 112 布絵（バリ） ウク暦運勢49コマ絵 布 バリ島クルンクルン 44.0×65.5
布絵,版木他 113 布絵（バリ） ウク暦運勢49コマ絵 布 バリ島クルンクルン 72.0×46.5
布絵,版木他 114 布絵（バリ） ウク暦運勢49コマ絵 布 バリ島クルンクルン 50.4×86.5
布絵,版木他 115 清明上河図 1992年のカレンダー 印刷物 中国
布絵,版木他 116 清明上河図 宋張擇端清明上河図巻

（1～20）
印刷物 中国 中華民国60年3月初版

布絵,版木他
117 清明上河図 中国巨匠美術叢書 出版物 中国 文物出版社　1998年出版（No.127

No.132と同じ）
布絵,版木他 118 清明上河図 扇子 中国
布絵,版木他 119 清明上河図 榮寳齋晝譜 出版物 中国 栄宝斎出版社　1997年出版

布絵,版木他
120 清明上河図 大城小調－東京夢華録 出版物 中国 海南出版社　三環出版社　1998

年出版
布絵,版木他 121 清明上河図 中国翰園碑林 印刷物 中国
布絵,版木他 122 清明上河図 《清明上河図》与清明上

河学
出版物 中国 河南大学出版社　1997年出版

布絵,版木他
123 清明上河図 清明上河園 印刷物 中国 清明上河園案内マップ（同じもの3

冊有り）
布絵,版木他 124 清明上河図 清明上河図傅故事 出版物 中国 珠海出版社
布絵,版木他 125 清明上河図 清明上河図 出版物 中国 国立故宮博物院印行
布絵,版木他 126 清明上河図 汴京遺蹟志 出版物 中国 中華書局　1999年出版

布絵,版木他
127 清明上河図 中国巨匠美術叢書 出版物 中国 文物出版社　1998年出版（No.117

No.132と同じ）

布絵,版木他 128 清明上河図 開封市交通旅游図 出版物 中国
布絵,版木他 129 清明上河図 清院本清明上河図 印刷物 中国 国立故宮博物院印行　巻物
布絵,版木他 130 清明上河図 ガラス瓶 中国
布絵,版木他 131 清明上河図 清明上河図 出版物 中国 天津人民美術出版社　2000年出

布絵,版木他
132 清明上河図 中国巨匠美術叢書 出版物 中国 文物出版社　1998年出版（No.117

No.127と同じ）
布絵,版木他 133 清明上河図 精装汫絹本清明上河図 印刷物 中国
布絵,版木他 134 清明上河図 清明上河図の話 出版物 中国 国立故宮博物院　1999年出版
布絵,版木他 135 清明上河図 清明上河図詮釋 印刷物 中国
布絵,版木他 136 清明上河図 清院本清明上河図（巻） 絵葉書 中国 17枚入り
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布絵,版木他 137 清明上河図 清明上河図巻（12-1～
12-12）

印刷物 中国

布絵,版木他 138 清明上河図 水晶烟壺 中国 1箱に壺4本入り
布絵,版木他 139 清明上河図 トランプ 中国
布絵,版木他 140 清明上河図 扇子 中国 同じもの2本有り
布絵,版木他 141 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 27.6×23.3 1970年代
布絵,版木他 142 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 28.8×22.0 1970年代

布絵,版木他
143 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 27.8×23.1 1970年代　作品裏面に

「1989.8;1/5 アート」と記載あり。
布絵,版木他 144 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 28.8×23.8 1970年代
布絵,版木他 145 布絵（バリ） 怪獣と姫 布 バリ島デンパサール 31.5×24.7 1970年代
布絵,版木他 146 布絵（バリ） 抱擁 布 バリ島デンパサール 31.8×24.9 1970年代
布絵,版木他 147 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 29.0×23.4 1970年代
布絵,版木他 148 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 29.7×23.6 1970年代
布絵,版木他 149 布絵（バリ） バロン 布 バリ島デンパサール 28.7×22.6 1970年代
布絵,版木他 150 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.4×20.3

布絵,版木他
151 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 25.0×20.0 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。
布絵,版木他 152 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.2×20.7
布絵,版木他 153 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 25.7×19.8
布絵,版木他 154 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.8×20.6
布絵,版木他 155 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.5×20.0
布絵,版木他 156 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 25.1×20.6
布絵,版木他 157 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 23.9×18.5
布絵,版木他 158 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.2×20.3
布絵,版木他 159 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.7×20.6
布絵,版木他 160 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.1×20.0

布絵,版木他
161 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 28.4×20.5 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。
布絵,版木他 162 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 29.1×20.8

布絵,版木他
163 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 27.2×21.2 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。
布絵,版木他 164 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.2×20.4
布絵,版木他 165 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.7×20.4
布絵,版木他 166 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 23.8×18.3
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）

Lb10
分類

Lb10
枝番号

種別 内容、意匠
材質、技法
（手描/版画）

産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
場所

備考

布絵,版木他 167 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.7×20.4
布絵,版木他 168 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.2×20.7
布絵,版木他 169 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 25.2×19.9
布絵,版木他 170 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.2×19.9

布絵,版木他
171 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 24.5×20.6 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
172 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 27.0×21.7 作品裏面に「1989.8:1/5 アート」と

記載あり。
布絵,版木他 173 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.2×19.8
布絵,版木他 174 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.5×20.0
布絵,版木他 175 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.7×20.5
布絵,版木他 176 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 28.2×21.4

布絵,版木他
177 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 28.4×20.4 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。
布絵,版木他 178 布絵（バリ） バロン 布 バリ島デンパサール 28.1×21.2
布絵,版木他 179 布絵（バリ） バロン 布 バリ島デンパサール 24.7×20.6
布絵,版木他 180 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 23.3×20.4 サインあり

布絵,版木他
181 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 25.2×20.1 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。
布絵,版木他 182 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.3×20.7 サインあり
布絵,版木他 183 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.4×19.2 サインあり
布絵,版木他 184 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 24.6×19.7

布絵,版木他
185 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 25.2×19.1 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。
布絵,版木他 186 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 26.2×21.4
布絵,版木他 187 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 27.5×21.5
布絵,版木他 188 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 27.3×21.7
布絵,版木他 189 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 23.6×20.3

布絵,版木他
190 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 23.7×20.4 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
191 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 24.6×19.9 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
192 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 24.7×19.8 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
193 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 24.1×19.5 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）

Lb10
分類

Lb10
枝番号

種別 内容、意匠
材質、技法
（手描/版画）

産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
場所

備考

布絵,版木他
194 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 25.4×20.1 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
195 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 24.5×20.1 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
196 布絵（バリ）

バロンの踊り
布 バリ島デンパサール 23.9×20.5 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
197 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 24.7×18.7 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
198 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 25.4×19.9 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
199 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 25.4×20.1 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
200 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 25.4×19.9 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
201 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 23.7×19.4 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。

布絵,版木他
202 布絵（バリ）

踊り子
布 バリ島デンパサール 24.7×19.9 作品裏面に「1989.8;1/5 アート」と

記載あり。
布絵,版木他 203 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 25.4×19.9
布絵,版木他 204 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 25.3×19.9
布絵,版木他 205 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 25.3×19.9
布絵,版木他 206 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 25.4×19.9
布絵,版木他 207 布絵（バリ） 風俗 布 バリ島デンパサール 24.1×20.0
布絵,版木他 208 布絵（バリ） 踊り子 布 バリ島デンパサール 28.6×21.6
布絵,版木他 209 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 41.2×29.5 作品裏面に以下のような記載あ

り。右下部「1989.8:5 クルンクル
布絵,版木他 210 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 40.5×29.4 作品裏面に以下のような記載あ

り。右上部「NIFETUT SUWARNI
BR:SANGGING FAMASAN BALI」
左下部「カマサン　63.8」

布絵,版木他 211 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 41.8×29.2 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「NIFETUT SUWARNI
BR:SANGGING FAMASAN BALI」
左下部「カマサン　63.8」

布絵,版木他 212 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 41.8×29.2 作品裏面に以下のような記載あ
り。右下部「1989.8:5 クルンクル
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）

Lb10
分類

Lb10
枝番号

種別 内容、意匠
材質、技法
（手描/版画）

産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
場所

備考

布絵,版木他 213 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 38.6×27.9 作品裏面に以下のような記載あ
り。右下部「1989.8:5 クルンクル

布絵,版木他 214 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 40.9×30.5 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「NIFETUT SUWARNI
BR:SANGGING FAMASAN BALI」
左下部「カマサン　63.8」

布絵,版木他 215 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 40.7×30.2 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「BR:SANGGING
FAMASAN BALI」　左下部「カマ

布絵,版木他 216 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 40.3×30.2 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「NIFETUT SUWARNI
BR:SANGGING FAMASAN BALI」
左下部「カマサン　63.8」

布絵,版木他 217 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 41.3×29.9 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「NIFETUT SUWARNI
BR:SANGGING FAMASAN BALI」
左下部「カマサン　63.8」

布絵,版木他 218 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 41.1×29.9 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「NIFETUT SUWARNI
BR:SANGGING FAMASAN BALI」
左下部「カマサン　63.8」

布絵,版木他 219 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 43.1×30.1 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「MADE BY NIFETUT
SUWARNI BR:SANGGING
FAMASAN BALI」　左下部「カマ
サン　63.8」

布絵,版木他 220 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 42.6×29.8 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「MADE BY NIFETUT
SUWARNI BR:SANGGING
FAMASAN BALI」　左下部「カマ
サン　63.8」

布絵,版木他 221 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 40.9×30.1 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「MADE BY NIFETUT
SUWARNI BR:SANGGING
FAMASAN BALI」　左下部「カマ
サン　63.8」
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）

Lb10
分類

Lb10
枝番号

種別 内容、意匠
材質、技法
（手描/版画）

産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
場所

備考

布絵,版木他 222 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 42.1×30.6 作品裏面に以下のような記載あ
り。右下部「1989.8:5 クルンクル

布絵,版木他 223 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 42.0×29.8 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「MADE BY NIFETUT
SUWARNI BR:SANGGING
FAMASAN BALI」　左下部「カマ
サン　63.8」

布絵,版木他 224 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 40.6×29.2 作品裏面に以下のような記載あ
り。右下部「1989.8:5 クルンクル

布絵,版木他 225 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 41.6×30.0 作品裏面に以下のような記載あ
り。右下部「1989.8:5 クルンクル

布絵,版木他 226 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 41.4×31.1 作品裏面に以下のような記載あ
り。右下部「1989.8:5 クルンクル

布絵,版木他 227 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 41.3×31.2 作品裏面に以下のような記載あ
り。右下部「1989.8:5 クルンクル

布絵,版木他 228 布絵（バリ） 叙事詩から 布 バリ島クルンクルン 41.5×29.3 作品裏面に以下のような記載あ
り。右上部「MADE BY NIFETUT
SUWARNI BR:SANGGING
FAMASAN BALI」　左下部「カマ
サン　63.8」

番外 布絵（バリ）
Lb15 91-96

叙事詩から

布絵,版木他 229 版木 曼荼羅 木 カトマンズ 52.5×38.8
布絵,版木他 230 版木 経文・仏画 木 カトマンズ 9.6×30.6
布絵,版木他 231 版木 経文（ﾀｲﾄﾙ）？ 木 中国四川成都 24.5×14.5 2004年購入。
布絵,版木他 232 版木 経文（ｻﾝｽｸﾘｯﾄ）？ 木 中国四川成都 37.5×18.8 2004年購入。
布絵,版木他 233 版木 木 中国四川成都 32.9×25.4 2004年購入。
布絵,版木他 234 トンバ文字 紙 ? 78.0×33.7 別１
布絵,版木他 235 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.5×10.7 1990年代
布絵,版木他 236 MEHNDI 手首・同心発散 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.6×10.1 1990年代
布絵,版木他 237 MEHNDI 手首・流れ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.2×10.4 1990年代
布絵,版木他 238 MEHNDI 手首・流れ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 20.0×10.6 1990年代
布絵,版木他 239 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 20.0×10.6 1990年代
布絵,版木他 240 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.1×10.3 1990年代
布絵,版木他 241 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.0×10.2 1990年代
布絵,版木他 242 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.5×10.5 1990年代
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）

Lb10
分類

Lb10
枝番号

種別 内容、意匠
材質、技法
（手描/版画）

産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
場所

備考

布絵,版木他 243 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.5×10.5 1990年代
布絵,版木他 244 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 20.0×10.9 1990年代
布絵,版木他 245 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.5×10.8 1990年代
布絵,版木他 246 MEHNDI 手首・流れ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.3×10.6 1990年代
布絵,版木他 247 MEHNDI 手首・流れ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.1×10.6 1990年代
布絵,版木他 248 MEHNDI 手首・木の葉 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.3×10.2 1990年代
布絵,版木他 249 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.2×10.2 1990年代
布絵,版木他 250 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.0×10.4 1990年代
布絵,版木他 251 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.4×10.6 1990年代
布絵,版木他 252 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.5 1990年代
布絵,版木他 253 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.2×10.4 1990年代
布絵,版木他 254 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.2×10.4 1990年代
布絵,版木他 255 MEHNDI 手首・蓮 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.7 1990年代
布絵,版木他 256 MEHNDI 手首・蓮 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 17.0×8.5 1990年代
布絵,版木他 257 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 17.0×8.6 1990年代
布絵,版木他 258 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.0×10.5 1990年代
布絵,版木他 259 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.5×10.6 1990年代
布絵,版木他 260 MEHNDI 手首・星 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 17.0×8.6 1990年代
布絵,版木他 261 MEHNDI 手首・星 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.5 1990年代
布絵,版木他 262 MEHNDI 手首・蓮 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.7×8.5 1990年代
布絵,版木他 263 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.7
布絵,版木他 264 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.4
布絵,版木他 265 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.6
布絵,版木他 266 MEHNDI 手首・鹿 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.4
布絵,版木他 267 MEHNDI 手首・花 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.5
布絵,版木他 268 MEHNDI 手首・花 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.7
布絵,版木他 269 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.7×8.4
布絵,版木他 270 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.3
布絵,版木他 271 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.3×8.4
布絵,版木他 272 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.4×8.8
布絵,版木他 273 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.5×10.2
布絵,版木他 274 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.1×10.7
布絵,版木他 275 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.1×10.3
布絵,版木他 276 MEHNDI 手首・花 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.2×10.4
布絵,版木他 277 MEHNDI 手首・花型 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.5×10.9
布絵,版木他 278 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 18.4×10.5
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）

Lb10
分類

Lb10
枝番号

種別 内容、意匠
材質、技法
（手描/版画）

産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
場所

備考

布絵,版木他 279 MEHNDI 手首・鹿 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 16.8×8.3
布絵,版木他 280 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 17.0×8.6
布絵,版木他 281 MEHNDI 手首・星 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 17.1×8.6
布絵,版木他 282 MEHNDI 手首・花 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 17.0×8.5
布絵,版木他 283 MEHNDI 手首・ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.4×10.2
布絵,版木他 284 MEHNDI 手首・花 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.0×10.8
布絵,版木他 285 MEHNDI 手首・花 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ インド　ウダイプール 19.2×10.7

布絵,版木他
286 Mehndi参考資

料
模造品 浅見氏が型紙を紙にプリントした

もの。合計18枚。
布絵,版木他 287 Mehndi参考資 小冊子 “Attractive Mehandi Designs”
布絵,版木他 288 Mehndi参考資 小冊子 “ALBUM OF MEHENDI DESIGN”
布絵,版木他 289 Mehndi参考資 小冊子 “（ヒンディー語の表記）”

布絵,版木他
290 Mehndi参考資

料
小冊子

“MENHADI RANG RACHI”
no.291と同じもの。

布絵,版木他
291 Mehndi参考資

料
小冊子

“MENHADI RANG RACHI”
no.290と同じもの。

布絵,版木他 292 布絵（インド） 楽隊？ 布 インド 35.2×80.7 別３
布絵,版木他 293 布絵（インド） 象で行く王様 布 インド 109.4×143.2 別３
布絵,版木他 294 布絵（インド） 駱駝の通行 布 インド 41.2×101.7 別３
布絵,版木他 295 布絵（インド） ガネーシア 布 インド 76.7×38.8 別３
布絵,版木他 296 布絵（インド） 虎を退治 布 インド 48.9×74.8 別３
布絵,版木他 297 布絵（インド） 戦い 布 インド 37.3×111.2 別３
布絵,版木他 298 布絵（インド） 魚の女神？ 布 インド 85.1×76.9 別３
布絵,版木他 299 布絵（インド） 布 インド 75.8×39.5
布絵,版木他 300 布絵（インド） 笛を吹く女神？ 布 インド 55.4×93.0
布絵,版木他 301 布絵（インド） 女神 布 インド 61.4×87.4
布絵,版木他 302 布絵（インド） 皿を持つ女 布 インド 60.8×35.4
布絵,版木他 303 布絵（インド） シバへの讃歌 布 インド 93.2×118.0
布絵,版木他 304 布絵（インド） ビシヌへの讃歌 布 インド 69.8×85.2
布絵,版木他 305 布絵（インド） 神々 布 インド 55.4×98.2
布絵,版木他 306 布絵（インド） 剣を持つ女神 布 インド 46.3×43.9
布絵,版木他 307 布絵（インド） 布 インド 43.8×106.8
布絵,版木他 308 布絵（インド） 女神 布 インド 29.7×31.4
布絵,版木他 309 布絵（インド） 孔雀と蛇 布 インド 44.6×45.4
布絵,版木他 310 布絵（インド） ガネーシア 布 インド 58.0×46.5
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）

Lb10
分類

Lb10
枝番号

種別 内容、意匠
材質、技法
（手描/版画）

産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
場所

備考

布絵,版木他
311 布絵（インド） 布 インド 141.4×77.8

布絵,版木他 312 布絵（インド） 布 インド 30.5×33.5
布絵,版木他 313 布絵（インド） 布 インド 46.0×125.0
布絵,版木他 314 布絵（インド） 布 インド 89.8×61.0
布絵,版木他 315 布絵（インド） 布 インド 192.4×190.0
布絵,版木他 316 布絵（インド） 布 インド 136.4×232.0
布絵,版木他 317 布絵（インド） 布 インド 178.4×297.0

布絵,版木他
318 仮面 マハーカーラ 木材、銅版 32.5×27.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
319 仮面 マハーカーラ 木材、銅版 32.0×26.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
320 仮面 マハーカーラ（素面） 木材 23.0×21.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
321 仮面 木材、銅版 29.0×19.5 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
322 仮面 木材、銅版 26.0×20.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
323 仮面 マハーカーラ（粗面） 木材 34.0×21.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
324 仮面 マハーカーラ（素面） 木材 32.0×27.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
325 仮面 バイラブ 木材 27.0×26.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
326 仮面 バイラブ 木材 24.0×26.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
327 仮面 ラケー 木材、銅版 23.0×22.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
328 仮面 鼻を囲む骸骨面 亀甲羅、銅版 22.5×14.5 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
329 仮面 鼻を囲む骸骨面 亀甲羅、銅版 25.0×15.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
330 仮面 鼻を囲む骸骨面 亀甲羅、銅版 22.0×14.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入

布絵,版木他
331 仮面 人面 木材 20.0×13.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）

Lb10
分類

Lb10
枝番号

種別 内容、意匠
材質、技法
（手描/版画）

産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
場所

備考

布絵,版木他
332 仮面 ラケー 木材、銅版 29.0×24.0 ネパールカトマンズとその周辺で

1975～1985年に購入
布絵,版木他 333 仮面参考資料 仮面模造品 紙粘土 6.0×6.0 仮面の模造品13個が1パックに

入っている（おみやげ用品）。商品
タグにMADE IN NEPALと記載あ

布絵,版木他
334 布絵（インド） 鳥 布 インド 47.0×44.0 「NO..2651N1412 RS 18.00」を書

かれたシール貼付有

布絵,版木他
335 布絵（中国） 京劇 布 中国 26.0×26.0 京劇の図柄横に「絵譜藝術中國

京劇」のスタンプ有。

布絵,版木他
336 布絵（中国） 京劇 布 中国 26.0×26.0 京劇の図柄横に「中國」のスタン

プと「賓尓敦」と手書き有

布絵,版木他
337 布絵（中国） 京劇 布 中国 26.0×26.0 京劇の図柄横に「京劇絵譜」のス

タンプ有。

布絵,版木他
338 布絵（中国） 京劇 布 中国 26.0×26.0 京劇の図柄横に「中劇絵譜芸術」

のスタンプ有。

布絵,版木他
339 布絵（中国） 京劇 布 中国 26.0×26.0 京劇の図柄横に「中劇絵譜芸術」

のスタンプ有。

布絵,版木他
340 布絵（中国） 京劇 布 中国 26.0×26.0 京劇の図柄横に「中劇絵譜芸術」

のスタンプ有。

布絵,版木他
341 布絵（中国）

京劇
布 中国 26.0×26.0 京劇の図柄横に「中國」のスタン

プ有。

布絵,版木他
342 布絵（中国）

京劇
布 中国 26.0×26.0 京劇の図柄横に「中國」のスタン

プ有。

布絵,版木他
343 布絵（中国）

京劇
布 中国 26.0×26.0 京劇の図柄横に「中國」のスタン

プ有。

布絵,版木他
344 布絵（中国）

京劇
布 中国 26.0×26.0 京劇の図柄横に「中國」のスタン

プ有。
布絵,版木他 345 布絵（インド） 花模様 布 インド 48.0×57.5 多色使いの花柄模様がメイン。

no.345~no.348が同じ様式。
布絵,版木他 346 布絵（インド） 花模様 布 インド 52.0×52.0 多色使いの花柄模様がメイン。

no.345~no.348が同じ様式。
布絵,版木他 347 布絵（インド） 花模様 布 インド 48.5×53.5 多色使いの花柄模様がメイン。

no.345~no.348が同じ様式。
布絵,版木他 348 布絵（インド） 花模様 布 インド 47.0×54.0 多色使いの花柄模様がメイン。

no.345~no.348が同じ様式。
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）

Lb10
分類

Lb10
枝番号

種別 内容、意匠
材質、技法
（手描/版画）

産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
場所

備考

布絵,版木他 349 布絵（インド） 布 インド 704.3×84.2 「Murshidabab Silk Weavers Co-
operative Socie Ltd.
Description:K+M.Shirting
Size:11'00×0’91」「モルカ布」と
書かれたメモ縫い付け有。

布絵,版木他 350 布絵（インド） 孔雀模様 布 インド 170×101.3
布絵,版木他 351 布絵（インド） 象 布 インド 226×144
布絵,版木他 352 布絵（インド） 馬車の王と？ 布 インド 56×93
布絵,版木他 353 布絵（インド） 布 インド？ 92.5×158
布絵,版木他 354 布絵（インド） 刺繍 布 85.5×188

布絵,版木他
355 布絵（インド）

布
布 22.5、直径73

の筒型
経糸がなく、横糸のみの個所あ
り。

布絵,版木他 356 布絵（インド） 絞り 布 19.0×104 絞りのような表現（no.357と色違
布絵,版木他 357 布絵（インド） 絞り 布 インド 20.0×100 絞りのような表現（no.356と色違
布絵,版木他 358 布絵（インド） 布 布 インド 136×202 タグあり。
布絵,版木他 359 布絵（インド） 布 布 インド 128×352

布絵,版木他
360 布絵（インド） 絞り 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 85.0×86.0 黒、白、赤の色あい。絞り染め。

布絵,版木他
361 布絵（インド） 女性 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 80.0×52.0 女性

布絵,版木他 362 布絵（インド） らくだ 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 45.0×54.0 らくだ
布絵,版木他 363 布絵（インド） 馬 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 43.5×55.0 馬
布絵,版木他 364 布絵（インド） つばめ、魚 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 67.0×46.0 つばめ、魚
布絵,版木他 365 布絵（インド） 女性 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 77.0×52.3 女性
布絵,版木他 366 布絵（インド） 女性 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 78.0×53.5 女性
布絵,版木他 367 布絵（インド） 蝶ほか（縦長サイズ） 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 188.0×33.2 蝶ほか（縦長サイズ）

布絵,版木他
368 布絵（インド） 布 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 103×227 「Batik Keris SOLO」と書いた値札

付

布絵,版木他
369 布絵（インド） 布 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 104×221.7 「JUWITA」と書いた値札付

布絵,版木他 370 布絵（インド） 布 布 インド（ﾄﾘｳﾞｧﾝﾄﾞﾗﾑ） 130×256 柄なし

布絵,版木他 371 染織版木 人物 木  15.0×17.0（扇
台形）

　

布絵,版木他 372 染織版木 草木 木  15.0×14.5
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）
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（縦・横 cm）
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布絵,版木他 373 染織版木 人物 木  13.0×21.5(扇
台形）

布絵,版木他 374 染織版木 木  9.5×14.0
布絵,版木他 375 染織版木 草木 木  12.0×14.0
布絵,版木他 376 染織版木 木  12.0×15.5
布絵,版木他 377 染織版木 木  13.0×25.0（扇

台形）
布絵,版木他 378 染織版木 草木 木  11.0×16.0（菱

形）
布絵,版木他 379 染織版木 木  11.5×11.5
布絵,版木他 380 染織版木 草木 木  10.0×13.0
布絵,版木他 381 染織版木 木  14.0×14.0
布絵,版木他 382 染織版木 　 木 ジャイプール 16.0×15.5 裏にs56.12、ジャイプール、E2/2
布絵,版木他 383 染織版木 木  15.5×17.0
布絵,版木他 384 染織版木 鳥 木  13.0×18.0
布絵,版木他 385 染織版木 木  17.5×19.0（扇

台形）
布絵,版木他 386 染織版木 木  21.0×16.0
布絵,版木他 387 染織版木 木  17.0×16.5（扇

台形）
布絵,版木他 388 染織版木 木  15.5×15.0
布絵,版木他 389 染織版木 草木 木  13.5×16.0
布絵,版木他 390 染織版木 草木 木  11.5×12.5
布絵,版木他 391 染織版木 木 8.0X15.5
布絵,版木他 392 染織版木 木 6.5X17.0
布絵,版木他 393 染織版木 　 木 ジャイプール 15.5X15.0 裏にｓ5612，ジャイプール、E2/3
布絵,版木他 394 染織版木 小型文様 木 2.5X4.5
布絵,版木他 395 染織版木 小型文様(鳥） 木 4.0X3.0
布絵,版木他 396 染織版木 小型文様(鳥） 木 3.5X4.5
布絵,版木他 397 染織版木 小型文様(動物） 木 3.0X3.3
布絵,版木他 398 染織版木 小型文様(花） 木 2.2X3.0
布絵,版木他 399 染織版木 小型文様(植物） 木 2.8X3.5
布絵,版木他 400 染織版木 小型文様(鳥） 木 5.0X4.0
布絵,版木他 401 染織版木 小型文様(鳥） 木 4.5X4.5
布絵,版木他 402 染織版木 小型文様(花） 木 4.5X4.0
布絵,版木他 403 染織版木 小型文様(鳥） 木 4.5X3.5
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名古屋大学博物館収蔵資料　浅見コレクション・布絵、版木他　（NUM-Lb10）
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布絵,版木他 404 染織版木 小型文様 木 7.5X4.0
布絵,版木他 405 染織版木 小型文様(動物） 木 3.5X3.5
布絵,版木他 406 染織版木 小型文様（花） 木 3.0X4.0
布絵,版木他 407 染織版木 小型文様(鳥） 木 3.8X3.3
布絵,版木他 408 染織版木 小型文様(鳥） 木 3.5X3.5
布絵,版木他 409 染織版木 小型文様(鳥） 木 4.2X3.5
布絵,版木他 410 染織版木 小型文様(動物） 木 3.5X4.5
布絵,版木他 411 染織版木 小型文様(動物） 木 3.5X2.5
布絵,版木他 412 染織版木 小型文様(花） 木 4.0X4.2
布絵,版木他 413 染織版木 小型文様(動物） 木 3.0X4.5
布絵,版木他 414 染織版木 小型文様(花） 木 3.5X3.8
布絵,版木他 415 染織版木 小型文様(鳥） 木 3.8X3.0
布絵,版木他 416 染織版木 小型文様(動物） 木 3.0x4.0
布絵,版木他 417 染織版木 小型文様 木 2.5X4.5
布絵,版木他 418 染織版木 小型文様(鳥） 木 3.5X3.5
布絵,版木他 419 染織版木 小型文様(動物） 木 3.0X4.0
布絵,版木他 420 染織版木 小型文様(花） 木 2.5X4.5
布絵,版木他 421 染織版木 小型文様(動物） 木 3.0X2.5
布絵,版木他 422 染織版木 小型文様(花） 木 3.5X2.5
布絵,版木他 423 染織版木 小型文様(動物） 木 3.5X3.0
布絵,版木他 424 染織版木 小型文様(動物） 木 3.0X3.5
布絵,版木他 425 染織版木 小型文様(花） 木 2.0X3.5
布絵,版木他 426 染織版木 小型文様 木 2.5X4.2
布絵,版木他 427 染織版木 小型文様(花） 木 2.8X3.0
布絵,版木他 428 染織版木 小型文様(花） 木 3.0X3.5
布絵,版木他 429 染織版木 小型文様(花） 木 3.5X2.5
布絵,版木他 430 染織版木 小型文様(動物） 木 3.0X3.0
布絵,版木他 431 染織版木 小型文様(花） 木 3.5X2.5
布絵,版木他 432 染織版木 小型文様(花） 木 3.5X2.5
布絵,版木他 433 染織版木 小型文様(鳥） 木 3.0X3.0
布絵,版木他 434 染織版木 小型文様(花） 木 3.0X2.5
布絵,版木他 435 染織版木 小型文様(花） 木 2.5X2.0
布絵,版木他 436 染織版木 小型文様(花） 木 2.5X2.0
布絵,版木他 437 染織版木 小型文様(花） 木 2.8X2.5
布絵,版木他 438 染織版木 小型文様(花） 木 3.0X2.5
布絵,版木他 439 染織版木 小型文様(花） 木 1.7X3.0
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布絵,版木他 440 染織版木 小型文様(花） 木 3.0X3.0
布絵,版木他 441 染織版木 小型文様(花） 木 4.0X1.5
布絵,版木他 442 染織版木 小型文様(動物） 木 3.0X5.5
布絵,版木他 443 染織版木 木 18.5X14.0
布絵,版木他 444 染織版木 木 15.5X15.5
布絵,版木他 445 染織版木 鳥 木 17.0X11.5
布絵,版木他 446 染織版木 木 15.5X15.5
布絵,版木他 447 染織版木 木 15.5X15.5
布絵,版木他 448 染織版木 　 木 15.5X15.5 写真カード同封
布絵,版木他 449 染織版木 木 15.5X15.5
布絵,版木他 450 染織版木 木 13.5X13.5(扇

台形）
布絵,版木他 451 染織版木 　 木 ジャイプール 15.0X16.5 s56.12,M1/4、ジャイプール
布絵,版木他 452 染織版木 鳥 木 10.5X16.5
布絵,版木他 453 染織版木 植物 木 15.0X13.0
布絵,版木他 454 染織版木 木 11.0X19.0
布絵,版木他 455 染織版木 木 14.0X16.0
布絵,版木他 456 染織版木 　 木 ジャイプール 8.0X13.0 s56.12、ジャイプール、I3/3
布絵,版木他 457 染織版木 植物 木 10.0X12.5
布絵,版木他 458 染織版木 木 12.0X15.5
布絵,版木他 459 染織版木 植物 木 ジャイプール 11.0X13.0 s52.12、ジャイプール、L1/2
布絵,版木他 460 染織版木 木 8.0X16.0
布絵,版木他 461 染織版木 植物 木 9.5X18.0
布絵,版木他 462 染織版木 木 26.0X31.5
布絵,版木他 463 染織版木 植物 木 15.0X20.0
布絵,版木他 464 染織版木 木 13.0X15.5
布絵,版木他 465 染織版木 植物 木 16.0X16.5
布絵,版木他 466 染織版木 植物 木 14.0X26.5（菱

形）
布絵,版木他 467 染織版木 木 11.0X11.0
布絵,版木他 468 染織版木 植物 木 15.0X12.0
布絵,版木他 469 染織版木 植物 木 15.5X17.0（扇

台形）
布絵,版木他 470 染織版木 植物 木 14.0X15.0（扇

台形）
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布絵,版木他 471 染織版木 木 13.0X22.0（扇
台形）

布絵,版木他 472 染織版木 植物 木 8.0X17.0
布絵,版木他 473 染織版木 植物 木 10.5X16.0
布絵,版木他 474 染織版木 植物 木 10.5X15.5
布絵,版木他 475 染織版木 植物 木 14.5X14.5
布絵,版木他 476 染織版木 植物 木 15.5X15.5
布絵,版木他 477 染織版木 木 10.0X19.0
布絵,版木他 478 染織版木 木 14.0X15.5
布絵,版木他 479 染織版木 植物 木 15.5X15.5（台

形）
布絵,版木他 480 染織版木 木 11.5X17.0(扇

台形）
布絵,版木他 481 染織版木 木 16.6X15.0
布絵,版木他 482 染織版木 木 13.0X16.0
布絵,版木他 483 染織版木 植物 木 15.0X12.0（扇

台形）
布絵,版木他 484 染織版木 木 10.0X19.0（魚

形）
布絵,版木他 485 染織版木 象 木 9.5X15.0
布絵,版木他 486 染織版木 　 木 13.5X9.0 一部破損
布絵,版木他 487 染織版木 木 14.5X21.0(１/4

円形）
布絵,版木他 488 染織版木 　 木 ジャイプール 12.5X15.0 s56.12、ジャイプール、G2/2
布絵,版木他 489 染織版木 　 木 ジャイプール 12.0X19.5 s56.12、ジャイプール、D2/2
布絵,版木他 490 染織版木 木 12.5X17.5（１

/4円形）
布絵,版木他 491 染織版木 　 木 ジャイプール 13.5X14.5 s56.12、ジャイプール、M3/4
布絵,版木他 492 染織版木 植物 木 7.0X12.0
布絵,版木他 493 染織版木 植物 木 17.0X17.0
布絵,版木他 494 染織版木 　 木 ジャイプール 14.5X16.0 s56.12、ジャイプール、M2/4
布絵,版木他 495 染織版木 　 木 ジャイプール 9.5X12.5 s56.12、ジャイプール、L2/2
布絵,版木他 496 染織版木 植物 木 ジャイプール 4.5X17.0 s56.12、ジャイプール、H1/3
布絵,版木他 497 染織版木 　 木 ジャイプール 8.0X14.0 s56.12、ジャイプール、I2/3
布絵,版木他 498 染織版木 　 木 ジャイプール 7.0X12.5 s56.12、ジャイプール、C1/2
布絵,版木他 499 染織版木 　 木 ジャイプール 13.0X17.5 s56.12、ジャイプール、F1/2
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布絵,版木他 500 染織版木 　 木 13.0X16.5（扇
台形）

 

布絵,版木他 501 染織版木 　 木 ジャイプール 20.5X20.5 s56.12、ジャイプール、A1/2
布絵,版木他 502 染織版木 　 木 ジャイプール 11.5X14.0 s56.12、ジャイプール、G1/2
布絵,版木他 503 染織版木 　 木 ジャイプール 13.5（円形） s56.12、ジャイプール、V1/1
布絵,版木他 504 染織版木 植物 木 ジャイプール 9.0X14.0 s56.12、ジャイプール、I1/3
布絵,版木他 505 染織版木 木 2.0X13.0
布絵,版木他 506 染織版木 木 2.3X14.0
布絵,版木他 507 染織版木 木 2.0X14.0
布絵,版木他 508 染織版木 　 木 ジャイプール 16.0X19.5 s56.12、ジャイプール、X1/1
布絵,版木他 509 染織版木 木 11.5X13.5
布絵,版木他 510 染織版木 木 3.5X14.0
布絵,版木他 511 染織版木 　 木 ジャイプール 6.0X12.0 s56.12、ジャイプール、C2/2
布絵,版木他 512 染織版木 植物 木 9.5X14.5
布絵,版木他 513 染織版木 像 木 12.5X14.5
布絵,版木他 514 染織版木 木 3.0X14.0
布絵,版木他 515 染織版木 　 木 ジャイプール 3.5X18.5 s56.12、ジャイプール、H3/3
布絵,版木他 516 染織版木 像 木 ジャイプール 5.5X14.5 s56.12、ジャイプール、W1/1
布絵,版木他 517 染織版木 木 4.5X12.0
布絵,版木他 518 染織版木 植物 木 15.0X17.0
布絵,版木他 519 染織版木 植物 木 16.0X16.0
布絵,版木他 520 染織版木 象 木 14.0X14.0
布絵,版木他 521 染織版木 木 14.0X17.5
布絵,版木他 522 染織版木 木 13.0X11.5
布絵,版木他 523 染織版木 鳥 木 13.0X15.0（円

形）
布絵,版木他 524 染織版木 木 12.5X14.0
布絵,版木他 525 染織版木 木 20.0X16.0（扇

形）
布絵,版木他 526 染織版木 木 10.5X14.5
布絵,版木他 527 染織版木 木 13.5X15.0
布絵,版木他 528 染織版木 植物 木 13.0X14.5
布絵,版木他 529 染織版木 木 13.0X13.0(扇

台形）
布絵,版木他 530 染織版木 植物 木 12.0X20.0（扇

台形）
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布絵,版木他 531 染織版木 木 15.0X14.5（扇
台形）

布絵,版木他 532 染織版木 木 15.0X15.0
布絵,版木他 533 染織版木 植物 木 9.0X15.0
布絵,版木他 534 染織版木 木 9.5X18.0
布絵,版木他 535 染織版木 植物 木 18.0X20.0
布絵,版木他 536 染織版木 木 8.0X19.0
布絵,版木他 537 染織版木 木 20.0X16.5(台

形）
布絵,版木他 538 染織版木 木 15.5X15.5
布絵,版木他 539 染織版木 木 14.0X17.0
布絵,版木他 540 染織版木 木 16.0X13.0
布絵,版木他 541 染織版木 木 12.5X15.5
布絵,版木他 542 染織版木 木 13.0X13.0
布絵,版木他 543 染織版木 木 13.0X15.5
布絵,版木他 544 染織版木 木 9.0X10.5
布絵,版木他 545 染織版木 木 14.5X20.0(１/4

円）
布絵,版木他 546 染織版木 　 木 ジャイプール 15.0X23.5 S56.12、ジャイプール、B2/2
布絵,版木他 547 染織版木 　 木 ジャイプール 14.0X22.0 S56.12、ジャイプール、B1/2
布絵,版木他 548 染織版木 　 木 ジャイプール 18.5X18.5 S56.12、ジャイプール、A2/2
布絵,版木他 549 染織版木 木 14.0X14.5
布絵,版木他 550 染織版木 　 木 ジャイプール 15.0X15.5 S56.12、ジャイプール、M2/2
布絵,版木他 551 染織版木 木 15.0X16.0
布絵,版木他 552 染織版木 木 15.0(1/4円）
布絵,版木他 553 染織版木 木 6.5X15.0
布絵,版木他 554 染織版木 木 16.0X15.0
布絵,版木他 555 染織版木 木 12.5X12.5
布絵,版木他 556 染織版木 木 11.0X16.0
布絵,版木他 557 染織版木 木 13.5X16.0
布絵,版木他 558 染織版木 木 12.0X19.0
布絵,版木他 559 染織版木 　 木 ジャイプール 10.0X17.0 S56.12、ジャイプール、F2/2
布絵,版木他 560 染織版木 木 10.0X18.5
布絵,版木他 561 染織版木 木 10.5X14.0
布絵,版木他 562 染織版木 木 11.0X14.0
布絵,版木他 563 染織版木 鳥 木 ジャイプール 6.5X12.0 S56.12、ジャイプール、Y1/1
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Lb10
分類

Lb10
枝番号

種別 内容、意匠
材質、技法
（手描/版画）

産地
サイズ

（縦・横 cm）
別置
場所

備考

布絵,版木他 564 染織版木 木と小管 3.5X12.5
布絵,版木他 565 参考資料
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