
眞田秀吉旧蔵資料目録
仮Ｎｏタイトル 発行年 分類Ⅰ 分類Ⅱ 河川流域 内容Ⅰ 内容Ⅱ
絵葉書
4403 忘年会記念絵葉書／内務省東京土木出張所 大正６ 河川 その他 絵葉書 川柳とイラスト
4419 利根川改修工事竣工記念 昭和５ 河川 治水 利根川 絵葉書 竣工写真４枚，名井内務技師作「治水行」１枚
4420 利根川改修記念碑設立記念 昭和６ 河川 治水 利根川 絵葉書 茨城，埼玉の治水記念碑
4444 島川改修記念絵葉書／行幸保勝会 戦前 河川 治水 利根川 絵葉書 行幸橋，行幸堤，内国府間並木の桜の３枚
4448 備前渠導水路竣工記念 昭和５ 河川 利水 利根川 絵葉書 全景，第一樋管，第二樋管の３枚
4453 今上落樋門竣工記念 戦前 河川 排水 利根運河 絵葉書 樋門写真２枚
4455 江戸川頭関宿洗堰閘門工事 昭和13 河川 治水 利根川 絵葉書 工事風景，棒出の景の３枚の写真
4457 境第二護岸工事竣工記念／境町協賛会 戦前 河川 治水 利根川 絵葉書 工事写真２枚
4469 多摩川治水記念碑建設記念 昭和11 河川 治水 多摩川 絵葉書 田園調布の碑石２枚，丸子橋上空より１枚
4471 横浜大震災実況／筒井盛華堂 大正12 橋梁 震災 絵葉書 橋梁・鉄道などの被害写真，別品混入の可能性有り，計12枚
4511 鶴見橋改築並道路舗装記念絵葉書／岡山県 昭和５ 橋梁 絵葉書 鶴見橋，同春日灯籠，県庁前道路，市電筋道路，工事概要６枚
4485 岐阜国道（八号線，十三号線）竣工記念 昭和11 道路 絵葉書 名古屋土木出張所／加納町付近の竣工写真３枚
4498 下田港修築工事竣工記念写真／静岡県 戦前 港湾 絵葉書 鴉島防波堤，同方塊岸壁，稲生澤河口綱矢板岸壁３枚

4504
昭和七年四月河内堅上村字峠区地辷見学記念
絵葉書／河内竪上村字峠区自警団

昭和７ 河川 治水 大和川 大和川底樋隆起等の被災状況写真９枚

写真

4474 紅吹橋開通記念写真帳 大正15 橋梁 写真帳

「古来渡船ニ頼レル小篠鳥澤間ノ交通ハ電気事業ノタメ廃絶ニ帰
シ」，「橋体長三十六間巾九尺欄干高五尺全部栗材ヲ用ヒ之ヲ吊ル
ニ両側各五寸鋼鉄撚糸三条ヲ以テス」／全景・遠望・開通式・北野
三社大神・小篠養福寺・渡り初めほか延べ８枚．

4475 碓氷峠修路碑 昭和８ 道路 写真 修路碑表裏写真各１枚，眞田撰の碑文（謄写）１枚

4491
昭和二年三月七日地震ニ付　中津川鉄筋護岸
被害写真

昭和２ 河川 治水 木曽川
紐綴帳に生写真６枚貼込，表題部及びｷｬﾌﾟｼｮﾝはﾍﾟﾝ書き，護岸倒
壊･地盤沈下･砂水吐出し・護岸亀裂・帝国製麻ﾀﾝｸ倒壊などの写真

青図
早川 早川
花木川 花木川

酒匂川 酒匂川
多摩川 多摩川
相模川 相模川
鬼怒川 鬼怒川
湯西川 湯西川
男鹿川 男鹿川
大谷川 大谷川
富士川 富士川
春木川 春木川
釜無川 釜無川
揖斐川 揖斐川

昭和6,8,9年度施工及び県施工箇所を色別図示，舗装標準横断図
九号国道改良工事施工調（工事概要標）入り

4446 戸田土地区画整理図／戸田土地区画整理組合 昭和13 河川 治水 荒川
4465 一号国道改良工事概要図/箱根国道改良事務所 昭和13頃 道路 改修 青焼 湯本町塔ノ沢から沼津市三枚橋まで，舗装標準横断図入り
4466 一号国道改良工事概要図/相模国道改良事務所 昭和14頃 道路 改修 青焼 保土ヶ谷から二宮まで
4468 相模川外四箇川流域震災復旧砂防工事平面図 大正14頃 河川 砂防 相模川 東京土木出張所
4501 豊岡港修築平面図・豊岡港修築計画設計図 港湾 青図 愛知県の袋入り，２枚

4510
旭川筋水害状況平面図　昭和九年九月二十一
日出水当時

昭和９ 河川 治水 旭川 青図
青図の「旭川改修工事平面図」に彩色書き入れ．新堤崩壊，旧堤崩
壊，溢流，護岸崩壊，旧堤決壊，流失橋梁，流出樋管，浸水区域，
掘削及浚渫などを色別した上，各被災箇所の寸法を記入．

4517 高梁川東西用水組合沿革誌続編附図／用水組合昭和４ 河川 利水 高梁川 １２枚，「関係用水路及灌漑区域図」に眞田の書き込み．

4533 國道十号虎線改良工事平面図 昭和9.10年度 道路 隧道 農村其他応急土木事業の区域と工事費の図

4539 水神社殿見取図（其の一） 河川 民俗

4540 水神宮図 河川 民俗

4541 水神宮図　石柵、鳥居、燈籠 河川 民俗 附録;三原産業案内

4542 扉之圖 河川 民俗

4543 水神宮圖 河川 民俗

4549 三原市糸崎土地區劃瀬整理組合豫定圖

4551 國道改良工事平面図 道路

4557 太田川改修計画平面圖 河川 治水 太田川

4558 酒田港修築工事計晝平面圖 港湾 酒田港

4560 水神社見取圖

4562 水神宮ノ圖 河川 民俗

4564 廣島港修築計画平面圖 港湾

概要書，報告書

4397 第二回河川工法紙上品評会 昭和14 河川 砂防 川崎鉄鋼工場技術部，渓流工事ノ部及び山腹工事ノ部の入賞図案集

4400 簡易水防工法 河川 治水
下淡水維持工事（台湾？）．堤防漏水防御工法・堤防表石張崩壊防
御工法等６種

4411 最上川改修計画概要／内務省新潟土木出張所 昭和４ 河川 治水 最上川 酒田港修築工事概要含む

4442 荒川上流改修工事概要／関東地建 昭和29 河川 治水 荒川

4445 新河岸川改修工事概要／埼玉県 昭和５ 河川 治水 荒川

河川 砂防
陸測青図
に彩色

4377 砂防工事平面図

4439 国道改良工事概要図／群馬国道改良事務所 昭和９頃 道路 改修 青焼



4461 関東大地震に因る鉄道被害概要／鉄道省 大正12 鉄道 震災 鉄道震災区域見取図，写真１０葉入り

4463 一号国道東海道案内／静岡県 昭和11頃 道路 国道一号之略図，沿道各地の名所，産業，改良工事など

4464 一号国道工事概要／内務省横浜土木出張所 昭和11 道路 川崎から大井川までの全区間計画図，横浜港平面図

4467 相模川外四箇川流域震災復旧砂防工事概要 大正14 河川 砂防 相模川 東京土木出張所／工事区域一覧図

4470 多摩川水位低下ノ状況 昭和13 河川 治水 多摩川 謄写6p，青焼図表５枚

4494 安倍川改修工事計画概要／横浜土木出張所 昭和８ 河川 治水 安倍川 4p，「計画平面図」付き

4496 清水港埋立地売却案内／静岡県 昭和11 港湾 埋立 両面色刷表紙（鳥瞰図ｲﾗｽﾄ）付き　要項・平面図・後方連絡図など

4497 清水港拡張計画概要／港湾協会 昭和15 港湾 16p，「計画平面図」付き

4505 堺港修築概要／大阪府 昭和14 港湾 9p，「堺港修築計画平面図」「堺港構造物断面図」付き

4506
生田川，宇治川，湊川，水源山地災害調査報
告ノ摘録

昭和13 河川 治水 淀川など 謄写
大阪土木出張所の便箋に謄写10p，「調査平面図」付き，内務技
師・中森寛三

4508 29号国道改良工事概要書／鳥取工事事務所 昭和26 道路 改修 7p，「同概要」平面図，道路標準横断面図，隧道定規図ほか２点

4509
島根県旧藩時代に於ける土木治水事業に関す
る実蹟／島根県経済部

昭和９ 河川 治水 斐伊川

土木資料編第六篇，64p，図面９枚．島根県内務部「島根県旧藩実
蹟」M44より土木治水に関する五編を集録．松江藩に於ける新川開
削事績，大梶七兵衛事績，清原太郎事績，周藤弥兵衛事績，ト藤孫
三郎事績

4513 岡山港修築計画概要　調査委員報告／港湾協会昭和13 港湾 18p，「計画平面図」２枚付き

4514 明治四十四年工務報告／大阪土木出張所 大正１ 河川 治水 高梁川 謄写

40p，大阪土木出張所による高梁川改修工事の四十四年報告書．酒
津築堤・下西原築堤・上成築堤・桜島丸運転ほかの施工状況，工費
総括表，竣工表ほか．実測図には新堤着手箇所と竣工箇所の記入．
「高梁川実測図」付き

4516 用水工事概要／高梁川東西用水組合 大正15頃 河川 治水 高梁川 35p，写真１３点．「高梁川用水変更計画平面図」付き．

4518 糸崎港修築計画概要　調査委員報告／港湾協会昭和17 港湾 24p，「計画平面図」付き

4520 秘・関門国道改良計画ニ関スル件 昭和８ 道路 隧道 関門の架橋計画．13p，「計画図(計画箇所を２色で図示)」付き

昭和24
関門国道隧道の事業効果／関門国道隧道工事企業案／海峡案として
の償還問題に対する検討，34p

昭和25 関門国道隧道について，8p

関門国道隧道調査報告書，66p

4522 中関港修築計画概要　調査委員報告／港湾協会昭和14 港湾 11p，「計画平面図」２枚付き
4523 徳島県砂防工事概要／徳島県土木課 昭和16 河川 砂防 吉野川 36p,写真22点,付図(各時代の工法図,構造図,荒廃林地分布図ほか)

4526 公益組合史／八代市外二十一町村公益事務組合昭和16 河川 治水 球磨川
明治29年の郡築新地干拓とその後の各種事業沿革，488p,写真12p,
眞田の書込少

4534
（郷川改修計画）/内務省開催全国土木主任学
会儀において

大正7年 河川

可愛川、
馬洗川、
西城川、
神野瀬川
等

淀川、利根川改修工事に基づいた、流域洪水被害予防のための改修
計画

利根川関係
4412 小貝川改修工事概要／内務省東京土木出張所 昭和８ 河川 治水 利根川

昭和10頃以降 小貝川破堤箇所仮締切工事計画図（昭和10頃／茨城県／５枚）
昭和11頃 小貝川増補改修工事概要（昭和11頃，4P，断面図２枚）

小貝川改修工事概要（28p，計画平面図２葉）
昭和28 小貝川関係資料（昭28，衆議院建設委員会議事録，28p）

小貝川改修工事に着手するまで（明43から昭21までの年表）
4414 久慈川災害沿革考／久慈川改修期成同盟会 昭和12 河川 治水 久慈川
4415 久慈川改修工事計画概要／東京土木出張所 昭和14 河川 治水 久慈川 図書館蔵書にあり
4416 利根運河開鑿と故廣瀬誠一郎氏の功績 大正12 河川 運河 利根川 工学雑誌／石橋絢彦の再刻／図書館蔵書にあり
4417 利根川治水記功碑誌／佐原商工会 大正15 河川 治水 利根川 治水碑全文／図書館蔵書にあり
4418 利根川改修工事概要／内務省東京土木出張所 昭和４ 河川 治水 利根川 図書館蔵書にあり
4421 利根運河堤塘拡築陳情書/千葉福田村,田中村 昭和10 河川 治水 利根川
4422 利根川再改修工事に対する意見書／北村研 昭和11 河川 治水 利根川 改修工事の不備を指摘し新放水路の建設を主張している
4423 利根川治水協会規約及役員顧問名簿 昭和11 河川 治水 利根川 発起人は中川吉造，眞田秀吉

「第二回・11年1月31日」（本支川水位流量調査書・利根川計画高
水流量説明書・非常高水流量説明書等10点）
「11年2月25日」（江戸川改修増補工事計画・第一二期部内改修増
補計画・渡良瀬川改修工事計画再検討及付図・同鬼怒川等６点）
「第三回・11年2月26日」(利根川江戸川改修増補工事概要・利根川
渡良瀬川江戸川等の縦断面図・利根川流域砂防工事概要等13点)
「利根川下流増補工事調」
「今回ノ利根川未曾有ノ大洪水ニ就テ」
利根川治水協会顧問及び役員名簿
その他，未整理

4425 利根川流域大洪水写真帳 昭和11 河川 治水 利根川 写真帳 昭和10年洪水／図書館蔵書にあり
4426 利根川改修工事に就て／中川吉造 昭和12 河川 治水 利根川 ラジオ放送「世界の大工事を語る」講演

4427 利根川水防訓練／内務省東京土木出張所 昭和14 河川 治水 利根川 青図
水防訓練７種図解．土俵及竹尖ゲ・月ノ輪・五徳縫・掛木又ハ木流
シ・折返シ・筵張・積土俵．

4428 利根川増補工事計画概要／東京土木出張所 昭和14 河川 治水 利根川 利根川放水路計画図，昭和10年洪水状況図／図書館蔵書にあり

4429 利根運河改修促進請願／千葉茨城関係町村長 昭和16頃 河川 治水 利根川
内務大臣木戸幸一宛の陳情書．文末に千葉・茨城両県会議員一同並
沿岸関係町村長，農会長計四百九拾六名．
「昭和十三年六月水害状況調」
「昭和十三年耕地関係水害復旧事業費所要額調」（栃木県の便箋１
枚・要復旧額市町村別図入）
「陳情書・芳賀郡山前村長」

4431 昭和十三年度県下災害状況概要／栃木県 昭和13 河川 治水 利根川 前後三回の風水害報告.｢昭和十三年度栃木県災害工事箇所図｣入.
4432 渡良瀬川治水紀功碑誌 大正15 河川 治水 利根川 若槻礼次郎の碑文と訳文／図書館蔵書にあり

関門国道隧道関係報告書／関門国道建設事務所4521 道路 隧道

治水 利根川4413 小貝川改修関係資料一括 河川

4424 利根川治水専門委員会資料他一括 昭和11頃 河川

内務省利
根川治水
専門委員
会会議参
考資料

4430 洪水調査書／栃木県 昭和13 河川 治水 利根川 謄写

治水 利根川



4433 烏，神流両川改修工事概要／東京土木出張所 昭和８ 河川 治水 利根川 工事平面図含む
烏・神流両川改修計画要項
烏・碓井両川改良計画要項
烏川改修計画平面図
烏川計画縦断面図
神流川計画縦断面図

4435 烏川流域砂防工事計画要領／烏川砂防事務所 昭和13頃 河川 砂防 利根川 謄写 烏川流域砂防工事位置図含む
4436 大風水害状況写真／群馬県前橋測候所 昭和10 河川 治水 利根川 昭和10年9月25,26日水害状況写真と被災図
4437 風水害報告／群馬県 昭和10 河川 治水 利根川 昭和10年9月25,26日水害踏査報告
4438 土木事業概算調書 昭和13 河川 治水 利根川 昭和13年5月調，国道改修から発電まで
4443 権現堂川締切築堤前面附砂状況 昭和２ 河川 治水 利根川 写真 昭和2年6月24日撮影，４枚によるパノラマ，樋門箇所等を書込
4447 羽生領用排水路改良工事起工式案内図 戦前 河川 治水 利根川 表は改良工事平面図，裏は工事概要
4449 備前渠の今昔／備前渠普通水利組合 昭和８ 河川 利水 利根川
4450 日本最古の閘門に就て／中川吉造 戦前 河川 運河 利根川 見沼通船堀閘門
4451 贈従五位井澤弥惣兵衛為永氏の事績／見沼代 昭和11 河川 利水 利根川
4452 見沼代用水ノ概況／見沼代普通水利組合 昭和12頃 河川 利水 利根川

4454 震災箇所平面図 大正12以降 河川 治水 利根川 青図
庄内古川改修平面図に彩色，堤防と護岸の直轄施工・府県施工を色
別図示

4456 江戸川水門工事 昭和14頃 河川 治水 利根川 謄写・工事説明１枚，青図・水門設計図
4460 秘・銚子漁港修築事業ニ就テ／千葉県 昭和５ 河川 治水 利根川 沿革・計画変遷・解決ヲ要スル事項・急ク理由ほか

4473 東京開港問題に関する河田蔵相・村田逓相… 昭和16 港湾
東京・横浜築港問題／大蔵大臣官邸の速記録／東京開港反対横浜市
民同盟

4546
利根川船橋放水路及千葉臨海工業地帯造成計
画平面圖

河川 治水
利根川、
千葉臨海
工業地帯

青図１枚

4561
利根川第3期村君護岸設計書維持費、村君護岸
断面圖

河川 治水 利根川 青図１枚

木曽三川関係

4479
木曽長良揖斐三川改修計画図　全
木曽長良揖斐三川改修後の図　全

河川 治水 木曽川
木曽三川明治改修の計画図と竣工図．計画図は既成新堤・未成新
堤・潰地・生地などを色別図示．竣工図は新堤箇所を朱刷してい
る．注：「木曽三川の治水史を語る」に当該図所蔵．

4480 宝暦治水美談／横井節之輔 昭和２ 河川 治水 木曽川 図書館蔵書にあり
4481 木曽川下流改修工事の話／名井九介述 昭和12 河川 治水 木曽川 図書館蔵書にあり

4482
秘・木曽川河水統制調査準備委員会提出事項
／第二回から第五回／愛知県

昭和12 河川 河水統制 木曽川
眞田は委員会顧問．第二回から第五回までの調査報告書と付帯図
面．愛知県からの招集封書などを付す．

4483 木曽川上流改修工事概要／名古屋土木出張所 昭和12 河川 治水 木曽川 図書館蔵書にあり
4484 杭瀬川外四ヶ支川改修計画説明書／岐阜県 昭和11 河川 治水 揖斐川 5p，「計画平面図」「計測図」付き
4486 岐阜国道改良工事概要／名古屋土木出張所 昭和11 道路 改修 工事概要・計画図の２枚，表紙付
4487 境川改修工事計画説明書／岐阜県 昭和８ 河川 治水 長良川 10p，「計画平面図」付き
4488 水門川改修工事計画説明書／岐阜県 昭和７ 河川 治水 揖斐川 28p，「計画平面図」「標準断面図」付き
4489 土岐川改良工事計画説明書／岐阜県 昭和８頃 河川 治水 庄内川 15p，「計画平面図」「縦断図」「断面定規図」付き
4490 鳥羽川，伊自良川，板屋川改修工事計画概要 昭和６ 河川 治水 長良川 岐阜県，25p，「計画平面図」「標準断面図」付き

4492
山口用水統一工事計画概要／本巣郡席田・眞
桑・南原普通水利組合連合会

昭和11 河川 河水統制 揖斐川
14p，「計画平面図」「工事設計図其ノ一二」「天和年間藪川及糸
貫川通井水古絵図」付き

4493
岐阜県揖東揖西用水統一計画説明書／揖東・
揖西普通水利組合連合会

昭和６頃 河川 河水統制 揖斐川 30p，「統一区域平面図」付き

4502
宮田用水路及灌漑区域図
宮田用水頭首工事設計図

戦前 河川 利水 木曽川

国外河川

4407 恵須取港ニ就テ第一報／木津政治 昭和12 港湾
表紙に「御批判ヲ乞フ　眞田秀吉様」と記．樺太恵須取港の修築私
案．恵須取港平面図（木津私案）．沖掛リ石炭積込設備図（木津私
案）．

青焼

本文23p，表紙に「営口上手ノ遼河屈曲部・昭和13/11/14芝池ギ送
来」と書き込み．鴨島頸部ノ重要性，営口港附近ニ於ケル遼河ノ特
異性，遼河ノ河水流量，張落潮ノ流量，大小潮別ノ流速ト流量，康
徳三年～五年鴨島水制工事，の９章．

青図
図面類（営口港深浅測量図，遼河横断図，川倉水制図，康徳四五年
度鴨島水制工事平面図，施工後河底変化横断面図，鴨島水制箇所深
浅比較図など）

写真
水制全景，干潮当時，満潮当時，康徳四年度施工根固工，同五年，
北風による波浪，結氷状況など

写真 芝池榮次郎技師（営口在住）からの封書に写真２枚入り

4529 仮題・大渚水制工事図面綴 戦前 河川 水制
韓国
大渚

青焼
釜山西南の大渚水制工事図面綴．平面図（施工箇所を示す位置図
入），構造図，横断面図其一～四の６枚．

写真

昭和10年11月23日「ｻﾑｴﾙｿﾝ機」による清川江流域空中写真／内務省
平壌土木出張所．黄土700m，角度35度内外より斎藤保一が撮影した
という．見開き左側に生写真貼り込み，右側の模写図中に改修箇所
を記している．巻末の平面図には朱色で撮影箇所を示す．

青図 清川江並大寧下流護岸水制工事区域内洲変化図
4531 独逸Oder河の流量調節のOttmachau貯水池建設 昭和12 河川 ダム ｵﾙﾀﾞｰ川 16p，写真14p／内務省土木試験場
4545 ﾗｲﾝ川の砂の移動縦断図(原文ﾄﾞｲﾂ語) 明治33年～ 河川 ライン川 青図 1枚．

その他（書類，申請書など）

4380 学位請求論文／土工，特ニ軌道運搬ニ就テ 大正８ 軌道 肉筆
学位授与を報じた官報記事(大正9年6月18日)，学位請求書控え，履
歴書控え，追伸控え有り

4381 「砂防堰堤雑感」贈呈名簿 昭和７ 河川 砂防 肉筆
内務省東京土木出張所の便箋にペン書き．後半は各事務所員内訳と
要人住所録．

4383 一里塚の話 昭和９ 別刷 「飽薇」１０巻８，９号

治水 利根川4434 烏川改修計画要項 昭和10頃

康徳５ 河川

青焼河川

水制
中国
遼河

4530 清川江大寧江改修工事区域空中写真 昭和10 河川 治水
北朝鮮
清川江

4528 鴨島水制工事ニ就テノ報告



写真 東茨城吉田村一里塚写真２
板橋区志村一里塚実測図見取図（日本橋元標まで）
板橋区志村一里塚土留工竣工図
滝野川区西ヶ原一里塚見取平面図
滝野川区西ヶ原一里塚内石碑詳細図
滝野川区西ヶ原一里塚碑文（東京土木出張所の便箋２枚）
碓氷郡豊岡村一里塚付近平面図二種
碓氷郡豊岡村一里塚改築図
一里塚実測図（場所不詳）
和蘭工師文書目録二冊（ﾄﾞｰﾙﾝ，ﾃﾞ･ﾚｰｹ，ﾑﾙﾃﾞﾙ，ｴｯｾﾙ，ﾘﾝﾄﾞｳ，ﾃｨｯ
ｾﾝ他の文書，年次，所在地の一覧）
出張所測量係からの封書（ﾃﾞ･ﾚｰｹ関係書類一覧，同経歴始末，同図
書目録）
栗原良輔からの封書（ﾃﾞ･ﾚｰｹ経歴の追加）
赤木正雄からの封書（ﾃﾞ･ﾚｰｹ，ﾄﾞｰﾙﾝの砂防関係経歴）

葉書 江澤甚一からの葉書（ﾑﾙﾃﾞﾙ略歴）
ﾄﾞｰﾙﾝ経歴書（東京外国語学校の便箋）

メモ 和蘭工師経歴ﾒﾓ３枚

4389 内務省大阪土木出張所沿革 昭和24頃 土木史 治水 謄写
「大阪に居った人々」「ﾃﾞ･ﾚｰｹ時代の座談会」「住田勘作氏追悼抜
粋」含む．

4390 内務省大阪土木出張所沿革 昭和24頃 土木史 治水 謄写 同上．

4392 懐古追想録第一輯 昭和30 土木史
前川貫一「私の河川道中記」，眞田秀吉「利根川第三期改修の思い
出」，辰馬鎌蔵「遠賀川改修工事の追憶」，斎藤静修「北海道拓計
時代ヶ熱工事漫筆」等12編．

4395 真田先生と利根川改修工事／富永正義 昭和35 河川 治水 利根川 別刷
4396 河川愛護の提唱／河川協会 昭和23 河川 一般

4398 「局報」１４号／ 昭和27 橋梁
関東地方建設局，「局長の変遷」（写真入り），「泰平橋架設工事
について」他

4399 本邦土堰高堤／近藤仙太郎編 昭和２ 河川 堰堤 耕地整理研究会会報８４号付録，近藤仙太郎編

4401 「土木業協会会報」３９号 昭和６ 河川 治水
眞田が保存としたのは「ファン・ドールン氏銅像建立と仙石博士」
「同略伝」及び銅像写真

4404 水防工法／内務省東京土木出張所 昭和11 河川 治水 利根川 昭和10年洪水における利根川，富士川などの水防工法
4406 耕地拡張改良事業概要第十六次／農林省 昭和17 土地改良
4408 秘・八戸港大観／八戸市 昭和13 港湾
4410 岩手県土木概要／岩手県土木課 昭和14 土木史 土木課事務分掌から各論まで
4459 千葉県土木概要／千葉県 昭和11 土木史 ﾀｲﾌﾟ印刷 予算，道路，鉄道，軌道，河川，港湾，水道，都市計画
4462 大正十二年の関東大地震に就て／鉄道省 大正12 鉄道 震災
4478 有峰堰堤の施工法に就て 昭和12 河川 ダム 常願寺川 27p
4499 天竜川の思い出／磐田工事事務所 昭和22 河川 治水 天竜川 謄写 94p，山内喜平以下従事所員回想集，青山士序文
4525 本明川のはんらんについて／長崎県 昭和32 河川 治水 長崎海洋気象台予報課長・大沢綱一郎，20p，図入り

大野川河水統制事業国庫補助申請書
大野川河水統制事業並河水引用及工作物設置河川敷地占用許可申請
書（取水及貯水堰堤位置を示す生写真４枚貼り込）
発電用河水使用工事実施設計認可申請書
発電用河水使用許可申請書

4536 觀光三原地誌/向井秀雄 昭和25年
附録；三
原産業案
内

4537 手書きメモ
五線紙の上に、Dorfin､南防波堤、第二船泊り？の見出しでメモあ
り

4538 第７編水道　第1章～第4章
4544 富士川下流所在水神社祭神調 昭和６年 河川 民俗
4547 雙鷺洲/三原図書館 昭和23年
4548 新潟土木出張所の沿革/高橋嘉一郎 昭和33年 河川
4552 第6編城壘
4553 三原會志/三原會 昭和17年 道路
4555 水防工法/岩手縣河川協會 河川

4556
鉄筋混凝土材製作設計書（維持費）、鉄筋コ
ンクリート材圖/内務省土木出張所

大正13年2月

4535 （龍ヶ崎地図）/大日本帝国陸地測量部 昭和7年 道路 千葉、茨城県周辺　明治36年測量、昭和3年修正版
4550 前橋、榛名山地図/大日本帝國陸地測量部 昭和7年 道路 明治40年測量昭和４年修正測量
4554 群馬縣管内地圖/群馬縣土木課 昭和4年7月 昭和9年6月25日訂正7版

4559
「水●●●石裏面彫刻」図面（現尺）/内務省
東京土木所長眞田秀吉

昭和6年

図書館で公開済み図書
4378 軽便軌道に依る土工 大正３ 軌道 別刷合本
4379 河川改修工事実施ニ就テ 大正７ 河川 別刷
4382 砂防堰堤雑感 昭和25 河川 砂防 謄写再刻 「水利と土木」S7の再掲
4385 増補改訂・河川水流の制御に就て 昭和10 河川 水制 護岸水制工法解説
4386 明治以前日本土木史の発刊成るまで 昭和11 土木史 別刷 土木学会誌別刷
4388 明治以後本邦土木と外人 昭和17 土木史 書籍
4391 日本土木行政並ニ機械化施工の沿革 昭和26 土木史 土木施工 謄写 中国四国地方建設局編
4393 日本土木行政並ニ機械化施工の沿革 昭和32 土木史 土木施工 活版 関東地方建設局編
4394 内務省直轄土木工事略史・沖野博士伝 昭和34 土木史 河川 書籍 旧交社発行
4402 治水事業概要／内務省 昭和15 河川 治水 昭和14年末の改修52件と砂防20件の概要と図面
4405 鉄線蛇籠の防錆塗料に就て／西川榮三 昭和12 河川 蛇籠 別刷 「土木試験所報告」
4409 岩手の港湾／岩手県土木課 昭和14 港湾 岩手県内２０港の概要と平面図
4440 荒川下流改修工事概要／東京土木出張所 昭和２ 河川 治水 荒川
4441 荒川上流改修工事概要／東京土木出張所 昭和２ 河川 治水 荒川

河水統制 大野川 謄写4527 大野川河水統制事業一件／大分県 昭和17 河川

4384 一里塚関係図面類 昭和10頃

青図

青図

封書

4387 工師デレーケに関する書類 昭和14頃 河川 治水



4458 水郷大橋／千葉県土木課 昭和11 橋梁
4472 横浜港／横浜市土木局 昭和９ 港湾 東京・横浜築港問題
4476 碓氷峠道路の今昔／内務省東京土木出張所 昭和９ 道路
4477 信濃川補修工事概要／内務省新潟土木出張所 昭和２頃 河川 治水 信濃川
4495 狩野川改修工事計画概要／横浜土木出張所 昭和９ 河川 治水 狩野川
4500 天竜川工法集／磐田工事事務所 昭和32 河川 治水 天竜川
4503 天神川（天神川・御室川）改修工事概要 昭和13 河川 治水 淀川 京都府
4507 昭和十三年神戸大洪水と復興計画の概要 昭和14 河川 治水 湊川など
4515 高梁川改修工事概要／高梁川東西用水組合 大正15頃 河川 治水 高梁川
4519 太田川改修計画平面図 戦後 河川 治水 太田川
4512 岡山県水害史上下／岡山県土木課 昭和３ 河川 治水 写本
4524 吉野川改修工事概説／大阪土木出張所 大正15 河川 治水 吉野川
4532 パナマ運河の話／青山士

4563
獨逸の河川に就て/辰馬鎌藏（土木学会志第12
巻第3号虎）

大正5年 河川
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