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【ご注文承ります】

中国古生物志 1951-2018 典蔵版
（総号第134冊－総号第200冊・全68冊）
楊鐘健、斯行健 等／科学出版社／ 2021 年 4 月／精装
税込 825,000 円 (473440)
「中国古生物志」は、中国で出土した古生物の化石を収録する叢書。1922 年に創
刊され、中華民国期には 133 冊を出版した。中華人民共和国建国以後は中国科
学院古脊椎動物与古人類研究所と南京地質古生物研究所の編纂、科学出版社出版
となり、現在も刊行中である。最新巻は 2020 年刊行の総第 201 冊。本典蔵版は、
中華人民共和国建国後に刊行された総第 134 冊 (1951) から総第 200 冊 (2018) ま
での 67 種 68 冊を再版する。現在では入手困難な 1950 ～ 60 年代の巻も含まれ
ており、中国古生物研究の発展を知るうえで、貴重な再版となっている。
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》》収 録 内 容《《
新甲种 古植物化石
135 新甲种第3号
136 新甲种第4号
139 新甲种第5号
148 新甲种第6号
165 新甲种第7号
167 新甲种第8号
169 新甲种第9号
组合(1986)
171 新甲种第10号
合(1986)
176 新甲种第11号
群(1989)
185 新甲种第12号
(1995)
187 新甲种第13号
190 新甲种第14号
粉组合(2003)
194 新甲种第15号
196 新甲种第16号

四川侏罗纪植物化石(1952)
中国上泥盆纪植物化石(1952)
陕北中生代延长层植物群(1956)
华北月门沟群植物化石(1963)
湘西南早侏罗世早期植物化石(1984)
川中晚三叠世孢粉(1984)
云南富源晚二叠世—早三叠世孢子花粉
广东三水盆地白垩纪—早第三纪孢粉组
内蒙古清水河及山西河曲晚古生代植物
吉林浑江、湖北宜昌早奥陶世疑源类
浙江早白垩世植物群(1999)
塔里木盆地库车凹陷三叠纪和侏罗纪孢
新疆三塘湖盆地三叠纪孢粉组合(2008)
云贵晚三叠世孢粉植物群(2011)

新乙种 古无脊椎动物化石
138 新乙种第5号
中国树形笔石(1955)
140 新乙种第6号
中国南部的䗴科Ⅱ 中国二叠纪茅口灰
岩的䗴科动物群(1956)
143 新乙种第7号
太子河流域本溪统的䗴科(1958)
144 新乙种第8号
湖南上泥盆纪珊瑚化石(1958)
145 新乙种第9号
广西西部下三叠纪菊石(1959)
149 新乙种第10号
广西、贵州及四川二叠纪的䗴类(1963)
152 新乙种第11号
华中及西南奥陶纪三叶虫动物群(1975)
154 新乙种第12号
华南晚二叠世头足类(1978)
156 新乙种第13号
西南地区下奥陶统的笔石(1979)
157 新乙种第14号
广西中部东部泥盆纪层孔虫(1979)
158 新乙种第15号
黔南桂中中泥盆世北流期腕足动物
(1979)
159 新乙种第16号
西南地区寒武纪三叶虫动物群(1980)
161 新乙种第17号
苏浙皖中生代后期叶肢介化石(1982)
163 新乙种第18号
广东雷琼地区上新世介形类动物群
(1983)
164 新乙种第19号
广西宜山地区晚石炭世马平组的䗴类
(1983)
166 新乙种第20号
陕南及川北志留纪笔石并论单笔石的分
类(1984)
170 新乙种第21号
华南中生代早期的昆虫(1986)
172 新乙种第22号
广西南宁—六景间泥盆纪郁江期腕足动
物(1986)
174 新乙种第23号
湖南中部晚泥盆世及早石炭世苔藓动物
(1988)
177 新乙种第24号
黔西滇东石炭纪和早二叠世早期的四射
珊瑚(1989)

178
179
180
181

新乙种第25号
浙江西部寒武纪三叶虫动物群(1989)
新乙种第26号
四川城口志留纪笔石(1990)
新乙种第27号
新疆石炭纪头足类(1991)
新乙种第28号
江西宁武下奥陶统顶部和中奥陶统的笔
石(1991)
182 新乙种第29号
华中区上奥陶统笔石(1994)
183 新乙种第30号
华北及东北南部上寒武统长山阶三叶虫
(1994)
184 新乙种第31号
西藏中、新生代石珊瑚(1994)
188 新乙种第32号
松辽地区白垩纪双壳类化石(1999)
189 新乙种第33号
江西崇义早奥陶世宁国期典型太平洋笔
石动物群(2000)
195 新乙种第34号
贵州西部晚石炭世和早二叠世的䗴类
(2010)
197 新乙种第35号
山东及邻区张夏组（寒武系第三统）三叶
虫动物群(2012)
199 新乙种第36号
鄂尔多斯地台西缘及南缘寒武纪地层及
三叶虫动物群（上、下册）(2016)

新丙种 古脊椎动物化石
134
137
141
142
147
150
151
153
155

新丙种第13号
新丙种第14号
新丙种第15号
新丙种第16号
新丙种第17号
新丙种第18号
新丙种第19号
新丙种第20号
新丙种第21号
(1978)
160 新丙种第22号
石(1981)
162 新丙种第23号
173 新丙种第24号
175 新丙种第25号
186 新丙种第26号
小哺乳动物(1997)
191 新丙种第27号
(2004)
192 新丙种第28号
(2006)
193 新丙种第29号
198 新丙种第30号
200 新丙种第31号

東方書店関西支社

广东三水盆地及近邻盆地早第三纪鱼化
四川盆地侏罗纪恐龙化石(1983)
广东南雄古新世贫齿目化石(1987)
中国的三趾马化石(1988)
河南李官桥和山西垣曲盆地始新世中期
甘肃东乡龙担早更新世哺乳动物群
山东昌乐五图盆地早始新世哺乳动物群
中国的巨犀化石(2007)
内蒙古中部新近纪啮齿类动物(2016)
甘肃临夏盆地晚中新世副竹鼠类(2018)

新丁种 人类化石及其文化
146 新丁种第11号
168 新丁种第12号
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禄丰蜥龙动物群(1951)
周口店第十四地点鱼化石(1954)
南京附近五通系泥盆纪鱼化石(1958)
山东莱阳恐龙化石(1958)
中国的肯氏兽类(1963)
中国龟鳖类化石(1963)
中国的假鳄类(1964)
广东南雄古新世哺乳动物群(1977)
陕西蓝田公王岭更新世哺乳动物群

巨猿下颌骨和牙齿化石(1962)
中国猿人石器研究(1985)

＊価格は消費税 10％込みで表示しております

TEL: 03-3937-0300 FAX: 03-3937-0955 E-mail: tokyo@toho-shoten.co.jp

TEL: 06-6337-4760 FAX: 06-6337-4762 E-mail: kansai@toho-shoten.co.jp

