時代を駆け抜けた“CIVIL ENGINEER” 廣井勇と北海道

資料リスト

「時代を駆け抜けた“civil engineer” 廣井勇と北海道』
期日 令和２年 1 月 9 日（木）～3 月 29 日（日）
会場 北海道立図書館 2 階 一般資料閲覧室 展示コーナー

【図書資料】

著

作

築港 前編 広井 勇∥著 改訂増補
丸善 1924 488,6p 23cm
請求記号：518/HI/1
築港 後編 広井 勇∥著 改訂増補
丸善 1924 488,16p 23cm
請求記号：518/HI/2
日本築港史 広井／勇‖著
丸善 1927 373p 23cm
請求記号：518/716/3
小樽港湾調査報文 ［広井／勇∥著］
［札幌］［北海道庁］［1896］ 42p 23cm
請求記号：683.9/O

伝

記

広井勇君之小伝 宮部 金吾∥著
札幌 北海道大学札幌同窓会 1928 18p 肖像 23cm
請求記号：289/HI
工学博士広井勇伝 広井工学博士記念事業会∥編
工事書報社 1940 236,20,10p 肖像 図版 23cm
請求記号：289/HI
広井勇 近代土木の先駆者 佐川町立青山文庫∥編
佐川町(高知) 佐川町立青山文庫 2012.12 32p 21cm
請求記号：289/HI
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山に向かいて目を挙ぐ 工学博士・広井勇の生涯 評伝 高崎 哲郎∥著
鹿島出版会 2003.9 281p 20cm
請求記号：289/HI
内容：土木界の先駆者・博愛主義者として知られる広井勇の生涯を描いた評伝。人は何をすべきか? 現代を生
きる我々に内省を求め、勇気を与え、人類普遍の倫理を投げかける生き方をたどる。
「きた ものがたり」 北海道の先人の生き方に学ぶ
札幌 北海道教育委員会 2018.5 66p 30cm
請求記号：375.91/KI

北海道教育委員会∥［編］

伝記・札幌農学校時代
ボ-イズ・ビ-・アンビシャス クラ-ク精神＆札幌農学校の 3 人組(宮部金吾・内村鑑三・新渡戸稲造)と広井勇
第 1 集 地福／進一∥編
藤沢(神奈川) 二宮尊徳の会 2013.3 168p 21cm
請求記号：281.04/B/1
ボ-イズ・ビ-・アンビシャス 米欧留学篇 米国留学中の内村鑑三の日記と手紙 内村鑑三から新島襄、広井勇
あて書簡 宮部金吾・新渡戸稲造往復書簡抜粋
藤沢 二宮尊徳の会 2013.10 280p 22cm
請求記号：281.04/B
広井勇の海外留学の決意、内村鑑三の破婚の真相と渡米のアンビシャス、新渡戸稲造のフレンド派入信とメリ-と
の出会い…。米欧留学を果たした札幌農学校二期生 4 人の生涯を描く。手紙などの資料も多数収録。
ボ-イズ・ビ-・アンビシャス 札幌農学校教授・技師広井勇と技師青山士 紳士の工学の系譜 第 4 集
地福／進一∥編
藤沢(神奈川) 二宮尊徳の会 2014.7 208p 21cm
請求記号：281.04/B

廣井勇と北海道・小樽築港
小樽・石狩秘境 100 選 青木 由直∥編著
札幌 共同文化社 2007.11［224p］21cm (都市秘境シリ-ズ 小樽・石狩編)
請求記号：291.722/O
内容：小樽と石狩の、アクセスしやすいのに秘境感の漂う場所 100 箇所を、独自の視点で選んで紹介。小樽運
河沿いにあるホテルの外壁に使われた大理石に見られる化石や、神社に置かれた鉄製の機雷など、興味深いスポ
ットが満載。
小樽港湾修築誌 小樽市∥編
小樽 小樽市 1924 30p 図版 地図 26cm
請求記号：518.2/O
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小樽歴史探訪 小野 洋一郎∥著 最新版
札幌 共同文化社 1999.7 255p 19cm
請求記号：291.722/O
内容：小樽の重要文化財や指定史跡など、102 の建造物を地域ごとに編集。建物にまつわる歴史を紹介する
ほか、周辺地図や主要交通機関についても掲載する。1989 年刊の最新版。
おたるみなと資料館 小樽港建設の歴史を語る 北海道開発局小樽開発建設部小樽港湾建設事務所［編］
小樽 北海道開発局小樽開発建設部小樽港湾建設事務所 ［199-］1 枚 21×42cm(折りたたみ 21cm)
請求記号：P683.9/O
小樽港民 廣井勇・伊藤長右衛門両先生胸像帰還報告書 廣井勇・伊藤長右衛門両先生胸像帰還実行委
員会∥編集
［出版地不明］ 廣井勇・伊藤長右衛門両先生胸像帰還実行委員会 1999.8 91p 26cm
請求記号：518.2/O
小樽築港要覧 北海道小樽築港事務所∥編
小樽 北海道小樽築港事務所 ［明治年代］ 14p 26cm
請求記号：518.2/HO
小樽港修築設計書・小樽港修築工事方法書・小樽港修築工費収支予算書
［出版地不明］［出版者不明］ 1903 27,10,5p 19cm
請求記号：518.1/O

廣井勇とその弟子
土木技術者の気概 廣井勇とその弟子たち 高橋／裕‖著
鹿島出版会 2014.9 206p 19cm
請求記号：510.2/D
内容：日本のインフラの近代化に貢献したエリ-トたちは、独自の人生観と気概を持して、明治以降の文明を築い
た。その人生観がインフラ建設に当たってどのように披瀝され、それがいかに後輩たちに引き継がれてきたかを紹介す
る。
八田與一と鳥居信平 台湾にダムをつくった日本人技師 「紳士の工学」と「報徳の精神」 地福／進一‖編
藤沢 二宮尊徳の会 2017.12 216p 21cm
請求記号：289.1/HA
技師青木政徳 小樽築港の礎 小沢 栄∥著
小樽 近藤工業 2006.6 87p 21cm
請求記号：518.2/G
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その他の資料
釧路築港要覧 北海道釧路築港事務所∥編
釧路 北海道釧路築港事務所 1918 12p 地図 20cm
請求記号：518.2/HO/T7
釧路港調査報文 ［2］ 明治 41 年
［出版地不明］［出版者不明］1908 1 冊 26cm
請求記号：518.1/KU/M41
網走港 全 貴田 国平∥編
北見町（網走） 網走築港期成会 1899 124p 図版 19cm
復刻版([昭和 63 年]刊)
箱の書名：「網走港修築意見書網走港湾調査報文」 (網走築港期成会刊 明治 32 年刊)
請求記号：518.2/KI
北の大地に見る次代の技術 初ものづくし“北海道” 初ものづくし“北海道”
土木学会 2007.1 21～36p 30cm
請求記号：510/KI
近代土木の夜明け 日本人技術者の努力と自立 井上勝・古市公威・沖野忠雄・田辺朔郎・広井勇
おがた／ひでき‖文・編集 高橋／裕‖監修 かこ／さとし‖画・構成
全国建設研修センタ- 1999.9 32p 24×24cm (土木の絵本)
請求記号：J51/KI
阿部家文書 2554 追補(書簡) 阿部興人関係：広井勇→阿部興人 明 40.4.29
請求記号：091/A/2554
船泊 日本国土開発株式会社社長室広報室∥編
日本国土開発社長室広報室 1983.12 40p 30cm (明日への遺産シリ-ズ No.8)
（広井勇関係年表あり）
請求記号： 518.2/NI

【雑誌記事資料】
記事名：北海道の港湾・治水の原点 広井勇とその弟子岡崎文吉
雑誌名：海と港 No.12 札幌 寒地港湾技術研究センタ- 1988
請求記号：北方雑誌
記事名：特別寄稿 廣井勇工学博士生誕の地 高知県佐川町訪問記
雑誌名：海と港 No.31 札幌 寒地港湾技術研究センタ- 1988
請求記号：北方雑誌
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記事名：雑報 土木工師廣井勇氏の帰朝
雑誌名：殖民雑誌 3 号 札幌 殖民雑誌社 1889 年
請求記号：北方雑誌
記事名：大波にたえた防波堤-広井勇 日和 創∥著
雑誌名：小学生文芸 10 号 小樽 続橋利雄 1994
請求記号：北方雑誌
記事名：グレイトウエイヴ・偉大なる波 広井勇と留萌港のこと 阿部 菜蕗∥著
雑誌名：留萌文学 94 号 留萌 留萌ペンクラブ 2009
請求記号：北方雑誌
記事名：特集 北海道歴史発見伝 広井勇 北の海に築き上げた「近代化」の礎
雑誌名：RAPORA ラポラ No.4 札幌 北海道国際航空 2002 年
請求記号：北方雑誌
記事名：北のパイオニア探訪(八) 広井勇の土木工学 浅田 英祺∥著
雑誌名：北のいぶき 北海道開発庁広報誌 8 号 札幌 北海道開発協会 1986
請求記号：北方雑誌
記事名：札幌農学校２期生 廣井勇と北海道土木工学史 山田 大隆∥著
雑誌名：北の技術文化 北海道産業考古学会会報 27 号 札幌 北海道産業考古学会 1978
請求記号：北方雑誌
記事名：人物点描 広井勇・有島武郎・今田求・伊福部昭 河村 征治∥著
雑誌名：恵迪 9 号 札幌 恵迪寮同窓会 1995
請求記号：北方雑誌
記事名：近代港湾の父 廣井勇が礎を築いた小樽港
雑誌名：北海道開発グラフ 44 号 札幌 北海道開発協会 1995
請求記号：北方雑誌
記事名：特集 ＩＳＭが選ぶ北海道遺産（11）函館漁港船入澗防波堤 広井勇「浮世の埃を
雑誌名：月刊イズム 11 巻 11 号 札幌 情報企画 1990
請求記号：北方雑誌
記事名：広井勇の夢とウォーターフロント（神代方雅∥著）
雑誌名：港湾 vol.69 第 64 回小樽総会創立 70 周年記念
請求記号：P683/KO

日本港湾協会 1992.5 95p 26cm
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