
展示物一覧

番号 分野 名前 種類 特徴 配架場所/ファイル名など

1 亜炭鉱 『愛知県統計年鑑』　昭和２７、２８、３２、４２年版 本抜き刷り
コピー紙
亜炭の産出量など

亜炭鉱・諸文献

2 亜炭鉱 『愛知県特殊産業の由来　下』　昭和１７ 本抜き刷り
コピー紙　p.571～581
尾張の亜炭

亜炭鉱・諸文献

3 亜炭鉱 『愛知県日進町岩崎誌』　昭和６０ 本抜き刷り
コピー紙　p.12～17
亜炭層

亜炭鉱・諸文献

4 亜炭鉱 『中部産業戦後十年史』　昭和３４ 本抜き刷り
コピー紙　p.166
亜炭産業の現状

亜炭鉱・諸文献

5 亜炭鉱 『長久手町史　資料編　２　自然』 本抜き刷り
コピー紙　p.37～44
尾張亜炭層

亜炭鉱・諸文献

6 亜炭鉱 『長久手町史　本文編』　平成１５ 本抜き刷り
コピー紙　p.４９８
亜炭の採掘

亜炭鉱・諸文献

7 亜炭鉱 「住宅地陥没の危険性」　2008年10月16日 新聞記事 コピー紙 亜炭鉱Ⅰ

8 亜炭鉱 「突如坑夫十三名生埋め」　昭和7年5月6日 新聞記事
コピー紙
長久手亜炭坑の惨事

亜炭鉱Ⅰ

9 亜炭鉱 「排水により陥落地」　昭和7年5月7日 新聞記事
コピー紙
長久手亜炭坑の惨事

亜炭鉱Ⅰ

10 亜炭鉱 「分譲住宅地下に坑道」　2008年5月3日、10月16日 新聞記事 コピー紙 亜炭鉱Ⅰ

11 亜炭鉱 「真昼の怪穴」　1989年1月30日 新聞記事 コピー紙 亜炭鉱Ⅰ

12 亜炭鉱 『写真集　愛知百年』 本/206 ｐ.125亜炭鉱山 亜炭鉱Ⅰ

13 亜炭鉱 『新修　名古屋市史　8巻』 本抜き刷り/A250
コピー紙　p.151～153
名古屋の地下の様子と地層の広がり 亜炭鉱Ⅰ

14 亜炭鉱 『豊明・日進・東郷・長久手今昔写真集』 本抜き刷り/263
コピー紙
喜婦嶽地蔵尊と阿弥陀仏像

亜炭鉱Ⅰ

15 亜炭鉱 『名東区制20周年記念誌』　平成７ 本/A2525 ｐ.15　亜炭坑の風景（大正時代） 亜炭鉱Ⅰ

16 亜炭鉱 『目で見る千種・名東の100年』　1991年 本抜き刷り/A2521 コピー紙　p.13 亜炭鉱Ⅰ



番号 分野 名前 種類 特徴 配架場所/ファイル名など

17 亜炭鉱 『新修名古屋市史　資料編　民俗』　平成２１ 本 ｐ.479　亜炭採掘 一般書架

18 亜炭鉱 亜炭鉱について、炭坑があったと文献にでてくる地名 説明文 コピー紙 亜炭鉱Ⅰ

19 亜炭鉱 近隣の亜炭鉱について 説明文 コピー紙 亜炭鉱Ⅰ

20 亜炭鉱
「名古屋の地形図　今昔物語　名古屋市都市計画情
報提供サービス」　2013年11月10日

新聞記事
コピー紙
地形の変遷が確認できるインター
ネットサイトの紹介

亜炭鉱Ⅲ

21 亜炭鉱 名古屋市都市計画情報提供サービス　２画面　４枚
インターネットサイト記
事画面

ダウンロード印刷
　前山炭鉱、大針炭鉱など３炭鉱の
昭和３０頃の地図と下現在の地図

亜炭鉱Ⅲ

22 亜炭鉱 『尾張志 上』　明治24 本抜き刷り/A294 コピー紙　p.485　岩木 亜炭鉱Ⅲ

23 亜炭鉱 『金銭出納簿　勢子坊坑場』　大正13　（一部） 本抜き刷り コピー紙 亜炭鉱Ⅲ

24 亜炭鉱 『新修 名古屋市史報告書１　高針地区民俗調査報告』 本抜き刷り/A380
コピー紙
p.43～44　亜炭の名称と分布

亜炭鉱Ⅲ

25 亜炭鉱
亜炭採掘会社が高針北嶋に対して選手遵守すべきこと　明
治44　北嶋宛

契約書 コピー紙 契約書 亜炭鉱Ⅲ

26 亜炭鉱
亜炭採掘会社が高針北嶋に対して選手遵守すべきこと
明治44　北嶋宛

契約書
（書下し文）

コピー紙 契約書 亜炭鉱Ⅲ

27 亜炭鉱 「名古屋に『炭坑節』あった」　2009年4月27日 新聞記事 コピー紙 亜炭鉱Ⅲ

28 亜炭鉱 高針ポンプ押し唄　高針炭坑節 説明文 コピー紙 亜炭鉱Ⅲ

29 亜炭鉱 愛知県の発掘民謡解説 解説
コピー紙

亜炭鉱Ⅲ

30 亜炭鉱 高針炭坑節 歌詞 コピー紙 亜炭鉱Ⅲ

31 亜炭鉱 『名古屋を中心とした俚謡集』　（加藤政次/編） 歌謡集/A38
p.103　ポンプ押唄（歌詞）
p.104　ポンプ押唄（楽譜）

一般書架
亜炭鉱Ⅲ

32 亜炭鉱 炭坑節　ポンプ押唄（元鉱夫さんの歌声） 音楽 ＣＤ 視聴覚架
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33 亜炭鉱 炭坑節　ポンプ押唄/蟹江尾八さん(民謡家）の採譜唄 音楽 ＣＤ 視聴覚架

34 亜炭鉱 『香流川物語　長久手・猪子石の今昔』　昭和52 本/A252
ｐ.129亜炭
ｐ.131喜婦嶽事故

レファレンスカウンター

35 亜炭鉱
『猪高学区のあゆみ』
近郊農業地帯としての猪高町（昭和３０年の様子）

本抜き刷り/A25 p.25 レファレンスカウンター

36
亜炭鉱
ため池

『猪高学区のあゆみ　社会科郷土資料集』　昭和５０ 本/A252
ｐ.19亜炭の産出
ｐ.21ため池分布図

レファレンスカウンター

37
亜炭鉱
ため池

『猪高のあゆみ』 昭和５０ 本/A252
ｐ.46ため池分布
ｐ.57亜炭鉱分布

レファレンスカウンター

38
亜炭鉱
ため池

『猪高村誌』　昭和34 本/A252 レファレンスカウンター

39 ため池 『市内河川・ため池・名古屋港の水質の変遷』　平成23 本/A51 一般書架

40 ため池 『身近な水辺ため池の自然観察入門』 本/A468 一般書架

41 ため池
ため池水質調査地点図
『市内河川・ため池・名古屋港の水質の変遷　』　平成23

本抜き刷り/A51 一般書架

42 ため池
塚ノ入池
『市内河川・ため池・名古屋港の水質の変遷』　平成23

本抜き刷り/A51 一般書架

43 ため池
デッチョ池
『市内河川・ため池・名古屋港の水質の変遷』　平成23

本抜き刷り/A51 一般書架

44 ため池
西堀池
『市内河川・ため池・名古屋港の水質の変遷』　平成23

本抜き刷り/A51 一般書架

45 ため池
牧野ケ池
『市内河川・ため池・名古屋港の水質の変遷』平成23

本抜き刷り/A51 一般書架

46 ため池 『尾張名所図会　上巻』　牧の大池・連教寺 絵/A294 p.528～529 書庫

47 ため池 「今昔物語　名古屋の地形図」　2013年11月10日 新聞記事 コピー紙 ため池地図

48 ため池 「ため池」 p.1、p.2 地図について　平成26年2月28日 説明文 コピー紙 ため池地図

49 ため池 『猪高のあゆみ』 　昭和50　 配置図/A252
コピー紙
猪高地方のため池（昭和30年調査）

ため池地図
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50 ため池 旧猪高村（名東区）の溜池（名東史跡の会）　平成24 説明文 コピー紙　p.1～2 ため池地図

51 ため池 ため池 説明文 コピー紙 ため池地図

52 ため池 共に学ぼう！名東区の歴史（名東史跡の会） 説明文 コピー紙 ため池地図

53 ため池
名古屋のため池紹介・ため池に関する文献・資料紹介
　　　サイト：エコパルなごや

インターネットサイト資
料

ダウンロード印刷 ため池について

54 ため池 名古屋市都市計画情報提供サービス インターネットサイト資料コピー紙 ため池地図

55 ため池
名東区（旧猪高村）の溜池、新田開発と牧野ヶ池（名東
史跡の会）

説明文 コピー紙　p.1～2 ため池地図

56 ため池 名東区の溜池（名東史跡の会）　平成25年11月 配置図 コピー紙 ため池地図

57 ため池
「あなたの家は大丈夫？」（名古屋都市センター）
平成25年バージョンアップ版

ため池所在画面コピー コピー紙 ため池地図

58 ため池 『猪子石今昔』　昭和４９ 本/A295 p.14～16 レファレンスカウンター

59 観光 『尾張名所図会　上巻』　猪子石・蓬莱谷 絵/A294 p.526 書庫

60 観光 なごやのまち今昔　着色「尾張名所図会」 絵/A250 一般書架

61 写真 『空中写真集　愛知県の自然と社会』　1983刊 本（千種図蔵） ｐ.18名東区 千種図書館蔵

62 写真 『鯱　空から見た戦後４０年の変貌』 本/A295 上社、猪子石などの航空写真 一般書架

63 地形 名東今昔パネル　　２５枚
写真パネル（名東区役
所蔵）

現物は新聞紙大。Ａ４版ファイルあり
『名東今昔』
レファレンスカウンター

64 地質・地盤 『愛知県の地質・地盤　資料編　その１　尾張部』 本/A453 ボーリング結果 レファレンスカウンター

65 地図
「名古屋市千種区猪高町全図」
　　　　『新住宅宝典　千種区』　昭和３８

本抜き刷り(鶴舞蔵） コピー紙　p.43～44 古い地図など

66 地図 『新住宅宝典千種区』　昭和38 本抜き刷り(鶴舞蔵） コピー紙 古い地図など
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67 地図 『名古屋市新土地宝典（猪高）』　昭和３０ 本抜き刷り(鶴舞蔵） コピー紙 古い地図など

68 地図 『日本図誌大系　中部　１』　昭和49 本/291
ｐ.203猪子石周辺
大9、昭7、昭22、昭43

レファレンスカウンター

69 地図
『名東区土地宝典　地番地積地目入無記名式』
昭和５２刊

本/A295 レファレンスカウンター

70 土地 『愛知県航空写真集　空から見た名古屋』 写真本 A295 一般書架

71 土地 『名古屋市航空写真地図帳』　1964年　千種区 写真帳 複製本　猪高町部分抜粋 レファレンスカウンター

72 土地 完工誌　（名古屋市高針南部土地区画整理組合） 本 複製本 レファレンスカウンター

73 土地
記念誌　1961.11～1986.10
（名古屋市高針北部土地区画整理組合）

本 複製本 レファレンスカウンター

74 土地
記念誌　1981.4～1988.3
（名古屋市高針北部土地区画整理組合）

本 複製本 レファレンスカウンター


