
№ 作家名（生卒年） 作品名 制作年 目録番号 展示場所

1 呉雲（1811～1883） 行書臨顔真卿争坐位帖四屏 清時代後期 4A-2552

2 楊沂孫（1813～1881） 篆書小戴内則大戴本命語四屏 清時代後期　光緒3年（1877） 4A-1561

3 楊峴（1819～1896） 隷書臨張遷碑六幅 清時代後期　光緒13年（1887） 4A-0192

4 兪樾（1821～1906） 隷書四屏 清時代後期 4A-1536

5 兪樾（1821～1906） 隷書集魯峻碑字対聯 清時代後期 4A-2313

6 兪樾（1821～1906） 行書七言対聯 清時代後期 4A-2317

7 呉昌碩（1844～1972） 富貴長寿図 中華民国元年（1912） 4a-2828

8 呉昌碩（1844～1972） 篆書臨石鼓文四屏 清時代後期　光緒12年（1886） 4A-0020

9 呉昌碩（1844～1972） 篆書集石鼓字対聯 中華民国元年（1912） 4A-4094

10 呉昌碩（1844～1972） 行書梅礀詩軸 清時代末期～中華民国初期 4A-0819

11 呉昌碩（1844～1972） 行書即席詩軸 中華民国8年（1919） 4A-2418

12 呉昌碩（1844～1972） 花卉図 清時代末期～中華民国初期 4a-3248

13 翁同龢（1830～1904） 楷書八言対聯 清時代後期 4A-3810

14 翁同龢（1830～1904） 楷書八言対聯 清時代後期 4A-3814

15 翁同龢（1830～1904） 行書瓶水斎語軸 清時代後期 4A-0652

16 潘祖蔭（1830～1890） 行書八言対聯 清時代後期 4A-2717

17 潘祖蔭（1830～1890） 行書五言対聯 清時代後期 4A-2249

18 蒲華（1830～1911） 行書七言対聯 清時代後期 4A-3966

19 呉大澂（1835～1902） 篆書臨毛公鼎四屏 清時代後期　光緒16年（1890） 4A-0166

20 呉大澂（1835～1902） 篆書八言対聯 清時代後期 4A-0151

21 呉大澂（1835～1902） 老松図 清時代後期　光緒15年（1889） z4a-0395

22 高邕（1850～1921） 隷書臨石門頌四屏 中華民国4年（1915） 4A-3019

23 高邕（1850～1921） 行書七言対聯 中華民国4年（1915） 4A-3882

24 高邕（1850～1921） 行書臨王羲之蘭亭序軸 清時代末期～中華民国初期 4A-3769

25 高邕（1850～1921） 山水図 清時代末期　光緒21年（1895） 4a-2968

26 陸恢（1851～1920） 楷書七言対聯 清時代末期　光緒28年（1902） 4A-2773

27 陸恢（1851～1920） 三松図 清時代末期～中華民国初期 4a-3667

28 曾熙（1861～1930） 楷書臨張黒女墓誌軸 清時代末期～中華民国初期 4A-0437

29 曾熙（1861～1930） 楷書五言対聯 清時代末期～中華民国初期 4A-1127

30 曾熙（1861～1930） 墨梅図 中華民国11年（1922) 4a-1215

31 呉雲（1811～1883） 山水図団扇 清時代後期　同治10年（1871） z4a-0208-1

32 高邕（1850～1921） 隷書臨礼器碑陰団扇 清時代後期　光緒16年（1890） 台団A-002
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33 高邕（1850～1921） 行書臨黄州寒食詩巻横披 清時代末期　光緒20年（1895） 4A-4149

34 楊沂孫（1813～1881） 篆書横披 清時代後期　光緒3年（1877） 4A-3751

35 呉大澂（1835～1902） 篆書横披 清時代後期 4A-4134

36 王震（1867～1938） 墮生図 中華民国21年（1932） 4A-0635

37 王震（1867～1938） 貍奴看魚図 清時代末期～中華民国初期 4a-0153

38 王震（1867～1938） 雪後騎驢図 中華民国6年（1917） 4a-0155

39 王震（1867～1938） 行書常建詩軸 中華民国 4A-0424

40 王震（1867～1938） 行書李白詩軸 中華民国 4A-0425

41 王震（1867～1938） 行書王之渙詩軸 中華民国13年（1924） 4A-0422

42 王震（1867～1938） 行書王昌齢詩軸 中華民国 4A-0423

43 趙起（趙雲壑、1874～1955） 篆書臨石鼓文軸 中華民国16年（1927） 4A-1300

44 趙起（趙雲壑、1874～1955） 篆書臨石鼓文軸 中華民国16年（1927） 4A-1304

45 王禔（1880～1960） 篆書臨曽伯〓簠軸 中華民国27年（1938） 4A-0638

46 王禔（1880～1960） 篆書西都賦軸 中華民国21年（1932） 4A-0684

47 王禔（1880～1960） 隷書七言対聯 中華民国36年（1947） 4A-1739

48 王禔（1880～1960） 篆書集陸来陸游詩句対聯 中華民国32年（1943） 4A-2476

49 呉東邁（1885～1963） 行書李白早発白帝城詩軸 中華民国 4A-0865

50 呉東邁（1885～1963） 篆書臨石鼓文四屏 中華民国5年（1916） 4A-0850

51 不詳 石鼓文 戦国時代 拓整ー0044 

52 趙起（趙雲壑、1874～1955） 篆書臨石鼓文扇面 中華民国14年（1925） 1F-0165-2

53 王震（1867～1938） 撫徐渭果卉図斗方 中華民国25年（1936） 4a-2937-1

54 王震（1867～1938） 撫張孟皐花菜図斗方 中華民国25年（1936） 4a-2937-2

55 王震（1867～1938） 雨師赤松子図扇面 清時代末期～中華民国初期 1F-0148-2

56 王禔（1880～1960） 隷書扇面 中華民国32年（1943） 台扇A-010

57 呉大澂（1835～1902） 行書団扇 清時代後期 4b-0283-3

58 呉大澂（1835～1902） 山水図扇面 清時代後期　同治12年（1873） 4a-0819-1

59 呉昌碩（1844～1972） 「老復丁」印 清時代後期 4A-3986

60 呉昌碩（1844～1972） 「仁和高邕邕之」印 清時代後期　光緒11年（1885） 4a-2640

61 呉昌碩（1844～1972） 「千石公侯壽貴」印 清時代後期 4a-0459

62 呉昌碩（1844～1972） 「西津老寉（鶴）」印 清時代末期～中華民国初期 4A-1835
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