
デジタルコレクションからの画像ダウンロード方法 

1. 資料・画像の URLを開く

2. ダウンロードしたい画像のコマを表示した状態で、「JPEG表示」 のアイコンを押す 

※スマートフォンの場合は「その他」 の中に「JPEG表示」のアイコンがあります 

3. 任意のサイズを選択し、「表示」を押す

4. 画像をマウスで右クリックし、「名前を付けて画像を保存」

※スマートフォンの場合は画像を長押し

素材資料一覧（第 29回関西館資料展示では展示を行わない資料も含まれています） 

項番 タイトル等 URL 画像・資料表紙サンプル（縮小版） 

1 

『風俗三十二相 うるささう 

寛政年間処女之風俗』芳年, 綱

島亀吉, 明治２１【寄別 2-2-

2-4】

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1306478 

2 

『風俗三十二相 あったかさ

う 寛政年間町屋後家の風俗』

芳年, 綱島亀吉, 明治２１【寄

別 2-2-2-4】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1306481 



3 

『山海愛度図会 ヲゝいたい』

一勇斎国芳. 蔦屋吉蔵, 嘉永

５【寄別 2-3-1-3】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1306561 

 

4 

紫式部げんじかるた 三十六 

かしわ木 （『あづまにしき絵

集』梅蝶楼国貞. 蔦屋吉蔵, 安

政４所収）【寄別 2-8-2-6】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1305102 

 

5 

四ツ谷（『江戸名所百人美女』

豊国,国久. 遠彦, 安政５所

収）【寄別 2-7-2-4】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1311401 

 

6 

見立桃灯蔵 三段目（『國芳錦

繪』一勇斎国芳. 所収）【寄別

2-8-1-1】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1304369 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1306561
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1305102?tocOpened=1
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1311401
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1304369


7 

(無題)（『国芳豊国画帖』一陽

斎豊国,香蝶楼豊国. ト山口. 

所収）【寄別 2-3-2-2】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1307859/2 

 

8 

(無題)（『国芳豊国画帖』一陽

斎豊国,香蝶楼豊国. ト山口. 

所収）【寄別 2-3-2-2】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1307859/3 

 

9 

りやうし おなみ・荒駒小太郎 

下り中村雀之助・頂波数右衛門 

中村芝翫・猫の中のり 市村羽

左衛門（『役者似顔絵帖』豊国. 

井筒屋, 文久１所収）【本別 7-

537】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1301358 

 

10 

江戸の花名勝会 ね 九番組 

市の川市蔵／巣鴨氷川下猫又

橋／氷川下（『江戸の花名勝会』

豊国,卍楼北●,●斎. 加藤清, 

元治１所収）【寄別 2-8-2-5】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1305047 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1307859/2
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1307859/3
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1301358
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1305047


11 

書画五拾三駅 駿河岡部猫寺

ノ怪（『書画五十三次』芳虎. 所

収）【寄別 7-7-1-4】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1305681 

 

12 

『日本玩具集. [本編]』児童用

品研究会 編. 芸艸堂, 大正 6

【109-240】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1172942/18 

 

13 

『日本玩具集. [本編]』児童用

品研究会 編. 芸艸堂, 大正 6

【109-240】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1172942/34 

 

14 

『百猫画譜』仮名垣魯文 編

[他]. 和同開珍社, 明 11.3

【209-312】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/851533 

※該当の画像多数 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1305681
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1172942/18
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1172942/34
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/851533


15 

『巨泉おもちや絵集. 第 7集』

川崎巨泉 著. おもちや絵版画

会, 大正 7-8【422-29】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967505/6 

 

16 

『巨泉おもちや絵集. 第 4集』

川崎巨泉 著. おもちや絵版画

会, 大正 7-8【422-29】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967502/4 

 

17 

『巨泉おもちや絵集. 第 16

集』川崎巨泉 著. おもちや絵

版画会, 大正 7-8【422-29】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967514/4 

 

18 

『巨泉おもちや絵集. 第 11

集』川崎巨泉 著. おもちや絵

版画会, 大正 7-8【422-29】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967509/6 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967505/6
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967502/4
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967514/4
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967509/6


19 

『暁斎画談. 外篇 巻之上』河

鍋暁斎 画, 瓜生政和 編, 植

竹新[ほか], 明 20【11-111】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/850342/6 

 

20 

『暁斎画談. 外篇 巻之上』河

鍋暁斎 画, 瓜生政和 編, 植

竹新[ほか], 明 20【11-111】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/850342/31 

 

21 
『[お伽噺]. 猫のしばい』小森

宗次郎. 明 21.7【特 59-997】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1168021 

※該当の画像多数 

 

22 
『御伽草子. 第 16冊 (ねこの

さうし)』【196-23】 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537584/6 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/850342/6
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/850342/31
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1168021
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537584/6


23 
『御伽草子. 第 16冊 (ねこの

さうし)』【196-23】 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537584/13 

 

24 
『御伽草子. 第 16冊 (ねこの

さうし)』【196-23】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537584/17 

 

※以下にはネズミが登場 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537584/10 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537584/18 

 

25 

『朧月猫草紙. 初,2,4 編 12

巻』山東京山 作[他]. 山本平

吉, 天保 13-弘化 3 [1842-

1846]【207-1423】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10304010 

※該当の画像多数 

 

26 

『日本風景選集. 6』[渡辺版画

店], 大正 10-13【寄別 7-5-2-

1】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592085/1 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537584/13
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537584/17
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537584/10
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537584/18
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10304010
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592085/1


27 

『女十題. [6]』竹久夢二 画. 

加藤潤二, 昭 12 至 13【本別 7-

412】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586561/2 

 

28 

『[ちりめん絵]』豊原国周, 歌

川豊国 4 世, 歌川豊国 3 世.

【寄別 2-8-1-3】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541094/22 

 

29 

〔鍋島の猫〕〔嵯峨奥妖猫奇談 

明治１３年 10 月上演 市村

座〕（『俳優似顔錦絵』所収）楊

洲周延. 松下平兵衛, 明治 13

【寄別 7-3-1-6】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1302601/2 

 

30 

『子供あそび おもちゃの勝

負』昇雲. 松木平吉, 明治 39

【寄別 1-8-1-9】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1302498/1 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586561/2
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541094/22
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1302601/2
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1302498/1


31 

『芸術資料. 第三期 第六册』

金 井 紫 雲  編 . 芸 艸 堂 , 

1936.3-1941.3【K231-35】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1906586 

※該当の画像多数 

 

32 
『志貴山縁起』覚猷[他].【す-

50】 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2574278/15 

 

33 

『百鬼夜行 3 巻拾遺 3 巻』鳥

山石燕 画. 長野屋勘吉, 文化

2【辰-23】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2553975/12 

 

34 

『倭漢三才図会 : 105 巻首 1

巻尾 1巻.』寺島良安 編. 秋田

屋太右衛門 [ほか], 文政 7

【031.2-Te194w-s】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569722/22 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1906586
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2574278/15
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2553975/12
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569722/22


35 

『猫の嫁入 : 2巻』通笑 作. 

[奥村屋源六], [天明 2(1782)]

【207-82】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9892581/9 

 

36 

『最新動物学教科書 訂 2 版』

丘浅次郎 著. 六盟館, 明39.2

【320-6】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/832690/9 

 

37 

『定本源氏物語新解 中』金子

元臣  著 , 明治書院 , 1928

【913.36-Ka53イウ】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1085957/225 

 

38 

『蘆雪名画選』長沢蘆雪 [画], 

恩賜京都博物館 編. 芸艸堂, 

昭 12【427-55】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8311853/65 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9892581/9
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/832690/9
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1085957/225
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8311853/65


39 

『蘆雪名画選』長沢蘆雪 [画], 

恩賜京都博物館 編. 芸艸堂, 

昭 12【427-55】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8311853/67 

 

40 

『蘆雪名画選』長沢蘆雪 [画], 

恩賜京都博物館 編. 芸艸堂, 

昭 12【427-55】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8311853/168 

 

41 

『仙厓禅師遺墨集 上,[下]巻』

富田渓仙 編. 小川多一郎, 大

正 9【422-25】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967493/29 

 

42 

『ニャンコちゃん』福島のぶを 

文, 古屋白羊 絵. ます美書

房, [昭和 26]【Y17-2082】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1168751 

※該当の画像多数 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8311853/67
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8311853/168
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967493/29
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1168751


43 

『小学画法階梯 動物之部 第4

巻』前田吉彦 著. 鳩居堂, 明

11.6【特 42-271】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/850756/18 

 

44 

見立多以尽 とりけしたい

（『あづまにしきゑ』所収）[製

作者不明], [1---]【本別 15-

22】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1312878 

 

45 

『楳嶺画鑑. 六』[幸野楳嶺 

筆]. 芸艸堂, 1942.1【YR12-

121】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1907236/9 

 

46 

『女学校図画教科書. 4』岡田

秀 著. 興文社, 大正 6【419-

99】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967239/14 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/850756/18
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1312878
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1907236/9
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967239/14


47 
『魂胆夢輔譚』一筆庵 著. 秩

山堂, 明 18.5【特 10-980】 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/881026/4 

 

48 
『佐賀怪猫伝』野村銀次郎, 明

18.11【特 12-458】 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/881046/7 

 

49 
『鯰退治筆之鉾権理』開成社, 

明 13.11【特 49-562】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/882636 

※該当の画像多数 

 

50 

『女子図画教科書. 巻 3』図画

教育研究会 編. 晩成処, 大正

10【423-73】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/987201/25 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/881026/4
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/881046/7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/882636
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/987201/25


51 

『小川未明カタカナ童話集』小

川未明 著, 吉沢廉三郎 絵. 

金の星社, 昭和 14【児 935-

208】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1720686/35 

 

52 

時代模筆当白波 山猫三次

（『時代模筆当白波』所収）豊

国 画. 魚栄, 安政 6 [1859]

【寄別 8-4-2-1】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1306012/1 

 

53 
『白い子猫』中島菊夫 著. 共

同書籍, 昭和 17【児 952-59】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1717961 

※該当の画像多数 

 

54 

なかよしに なった ねずみと 

ねこ（『赤ずきん』所収）グリム

兄弟 原作, 成城教育研究所 

編. 野村書房, 昭和 22【児乙

部 47-S-6】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1168445/18 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1720686/35
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1306012/1
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1717961
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1168445/18


55 

『五節句之内 女郎花月』一勇

齋國芳 画. [辻岡屋文助], 

[江戸後期]【VF6-F3-11】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9369465 

 

56 

『母と子の美術 (母之友叢

書 ; 第 5 編)』太田三郎 著. 

婦女界社, 大正 13【515-60-

(5)】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/976998/46 

 

57 

『人間万事西行猫 : 3巻』樹

下石上 作, 政よし 画. 西宮, 

[寛政 2(1790)]【207-227】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9892669/18 

 

58 

『花色紙襲詞 5 巻』八文字其

笑, 八文字瑞笑 作. 八文字屋

八左衛門, 宝暦 7 [1757] 序

【京乙-29】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2554655/23 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9369465
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/976998/46
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9892669/18
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2554655/23


59 

『小日曜学校之友 第 1 巻』日

本日曜学校協会 編. 教文館, 

明 41.11【特 52-67】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1169235/3 

60 
『伊曽保物語. 下』稀書複製会 

編. 米山堂, 大正14【103-401】 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1245261/17 

61 

『編物模様図案 : 女子技芸. 

梅』島田佳矣, 野口俊尾 著. 

国光社, 明 37.4【83-300】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/854276/11 

62 

NEW! 

『攝津名所圖會』秋里籬嶌 著

述, 竹原春朝齋 圖畫. 森本太

助  [ほか 4 名 ], 寛政 10 

[1798]【839-77】 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563469/4 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1169235/3
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1245261/17
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/854276/11
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563469/4
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