インターネット情報

（２０１８年３月現在）

◆帯広市

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/

◆松崎町

http://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/

ＨＰ内で、依田勉三、晩成社などキーワードで検索してみてください

帯広市図書館パスファインダー

し

ら

べ

隊

２０１８年３月改訂版

！！

～郷土に関するパスファインダー～

◆寺子屋・百年記念館 歴史系スタッフのコラム
http://www.octv.ne.jp/~hyakunen/terakoya.html

テーマに関係のある施設

（２０１８年３月現在）

◆帯広百年記念館
〒080-0846 北海道帯広市緑ヶ丘２番地
℡ 0155-24-5352 http://www.octv.ne.jp/~hyakunen/
◆晩成社史跡公園
大樹町字生花
問合せ先：大樹町教育委員会社会教育課社会教育係 ℡ 01558-6-2133
http://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/shakai_kyoiku/
shakai_kyoiku/bunnkazai.html

帯広の開拓に尽力した依田勉三について
調べるときの参考にどうぞ！
【調べるためのキーワード】
よ

だ べんぞう

さ

じ へい

ばんせいしゃ

依田勉三、依田佐二平、晩成社、帯広市 開拓、
まつざきちょう

わ た な べ まさる

す ず き じゅう た ろ う

静岡県松崎町、渡辺勝 、渡辺カネ、鈴木銃太郎 など
★請求記号の頭に H がついている資料は、２階 地域・行政資料
コーナーにあります。館内でのみ閲覧できます。
★‘晩成社及び開拓者に関する主な資料’リストを添付しています。
こちらもご利用ください。

館内１、２階それぞれに６台ずつある『OPAC（オーパック）』や
インターネットで上記のキーワードで検索してみてください。
紹介しているもの以外の本や情報を見つけることができます。

(このﾊﾟｽﾌｧｲﾝﾀﾞｰで紹介している資料と重複しているものもあります)

『ＯＰＡＣ（オーパック）』とは？
帯

広 市

図 書 館

〒080-0012 帯広市西 2 条南 14 丁目 3 番地 1
Tel : (0155) 22-4700
Fax : (0155) 22-4701
E-mail：tosyo@lib-obihiro.jp
URL：https://www.lib-obihiro.jp/

タッチパネルの資料検索用のコンピュータです。
資料のタイトルや著者名などから検索できます。

紹介している資料は、帯広市図書館で所蔵している中の一部です。

『拓聖 依田勉三伝』

『依田勉三の生涯』

田所 武／編著

松山 善三／著

拓聖依田勉三伝刊行会
（289.1 ﾖ、Ｈ289.13 ﾖ）

ハースト婦人画報社
（913.6 ﾏﾂﾔ、Ｈ913.6 ﾏﾂﾔ）

一生を開拓に捧げ

未開の地であった

た依田勉三。

十勝野の開拓に

その開拓者精神と

尽力した依田勉

は。細部にわたり

三の生涯を著した

綴られた伝記。

小説。

図 書
『北海紀行』 依田 勉三／著 （291.1 ﾖ、H210.08 ﾖ)
『十勝開拓史』 萩原 実／編 (Ｈ213 ﾊ)
『北海道晩成社 十勝開発史 復刻版』 萩原 実／編 （211.30 ﾊ、Ｈ213 ﾊ）
『帯広市史』 帯広市史編纂委員会、帯広市／編集 (211.3 ｵ、H213.2 ｵ)
『依田勉三・晩成社の研究』 十勝文化会議／著 （211.3 ﾄ、H213.2 ﾄ）
『拓聖 依田勉三と晩成社の人々』 (28.9 ﾖ、289.1 ﾖ、Ｈ289.13 ﾖ)
『雄飛への胎動』 石川 慎吾／著 (28.9 ﾖ、Y289 ﾖ、H289.13 ﾖ)
『依田勉三物語』 和田 徹三／著 （28.9 ﾖ、H289.13 ﾖ）

『北海道十勝開拓史話』
萩原 実／著
晩成会（Ｈ213 ﾊ）

『十勝開拓の先駆者
鈴木銃太郎日記と、その人々』
鈴木 銃太郎／著 田所 武／編著
柏李庵書房（289.1 ｽ、Ｈ289.13 ｽ）

十勝開拓の歴史

依 田 勉 三 ととも に

や先駆者たちにま

入植した鈴木銃太

つわる様々な史話

郎の日記。開拓当

を収める。

時の苦労が克明に
記されている。

『大平原の忘れ得ぬ人々 ３
晩成社帯広編』
三宅 太郎／執筆

柏李庵書房

（281.13 ﾀﾞ 3、Ｈ281.１3 ﾀﾞ 3）
依田勉三や晩成
社、帯広の歴史に
ついてわかりやす
く書かれている。

『流転 依田勉三と晩成社の人々』 吉田 政勝／著 （289.1 ﾖ、H289.13 ﾖ）
『晩成社牧場』 渡部 哲雄／著 (Ｈ642.13 ﾜ）
『風吹け、波たて 第１～３部』 松本 晴雄／著 (913.6 ﾏﾂﾓ 1、Ｈ913.6 ﾏﾂﾓ 1～3)
◆新聞連載記事をまとめて製本したもの◆

『ポンオペレペレケプ川のほとり』 井上 寿／著 （H213.2 ｲ）
『依田勉三余話』 渡部 哲雄／著 （H213.2 ﾜ）
さらに詳しい資料については、添付のリスト「晩成社及び開拓者に関する主な
資料」をご参照ください。（重複しているものもあります）

『依田勉三と晩成社』
井上 寿／著 加藤 公夫／編
北海道出版企画センター
（289.1 ﾖ、Ｈ289.13 ﾖ）
郷土史家である
故・井上寿氏の著
述 を 、体 系 づ け て

新聞記事
十勝毎日新聞 2017.5.8（月） 24 面 ： 晩成社展示に映像解説 百年記念館
十勝毎日新聞 2017.2.18（土） 23 面 ： 旧依田邸 松崎町が取得
十勝毎日新聞 2016.10.20（木） 1 面 ： 勉三の日記 新たに３冊

視聴覚資料

読みやすくまとめ

【DVD】 『新しい風』 (DN778.1 ｱ) ＊館内視聴のみ

た一冊。

【C D】 『帯広市図書館「土曜講座」』 第２５講、第１４８講 (C33 ｵ 25、148）

