
発行日 2021年 9月 15日

紹介者 土木広報センター　土木リテラシー促進グループ長　鈴木　三馨

土木広報センター　ニュースレター　（No.13）　　

　　　　　　　　　　　　　    「土木偉人」を核とした土木広報の取り組み
　
　今年1月から土木リテラシー促進グループ長を拝命しました。前任の緒方英樹氏は土木リテラシーについて、これ
からの社会形成に対して適切な意思決定を行うための基礎的素養であると定義しています。私たちの生活と社会イ
ンフラは非常に密接な関係にありますが、身近にありすぎて日常生活で意識することは少ないのかもしれません。
『土木偉人かるた』は、縁の下の力持ちである土木の「人」に焦点を当て、遊びを通して気軽に土木を学べるツール
として2018年に発行しました。読み札は功績を挙げたうえで最後は名前で終えること、絵札は人物の背景に功績の
構造物を描くことを原則としています。
今年度はこの「土木偉人」を核として、a)土木偉人イブニングトーク（Zoomウェビナーによるオンライン開催）、b)土木
偉人かるたTwitter、c)土木スーパースター列伝（土木偏愛note「from DOBOKU」連載）、d)ドボクのラジオ【土木偉
人シリーズ】、の主に4つの媒体で、土木広報活動を新規にスタートしています。

a) 【みんなでつくる土木偉人かるた】土木偉人イブニングトーク
『土木偉人かるた』に土木偉人がいない！を議題に、土木リテラシー促進グループ員の寺村淳准教授（第一工科大
学）を司会に、土木偉人愛好家の田中尚人准教授（熊本大学）、松永昭吾氏（土木偏愛note「from DOBOKU」 偏
集長）、私の3人をメインスピーカーにして、時にゲストを交えながら、月1ペースで熱く語り合っています。ざっくばらん
で軽快なトークが好評です。
〇第1回YouTubeリンク：https://youtu.be/R9mVXfJ0WLs
〇第２回YouTubeリンク：https://youtu.be/h4Kj8n35KlU

b) 土木偉人かるたの公式Twitter（@dobokuijin）
『土木偉人かるた第2弾』をつくることを長期の目標に、土木偉人情報を募集しています。#土木偉人 で、推し土木
偉人をつぶやいてもらうなど、SNSならではのコミュニケーションを目指しています。
https://twitter.com/dobokuijin

c) 土木スーパースター列伝
土木偏愛note「from DOBOKU」とのコラボ企画です。土木偉人偏愛者たちが独自の目線で、『土木偉人かるた』に
登場してくる偉人、『土木偉人かるた第2弾』に登場させたい偉人の土木スーパースターっぷりを紹介する連載です。
これまでに、空海、加藤清正、青山士、久保田豊などを紹介しています。
https://from-doboku.jp/m/mcec93331c5d8

d) ドボクのラジオ【土木偉人シリーズ】
緒方英樹氏がラジオのゲストとして、土木偉人を紹介するシリーズです。これまでに、八田與一、青山士、宮本武之
輔などを紹介しています。
http://doboradi.jsce.or.jp/2021/08/12/b-121/

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 大西、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

第1回土木偉人イブニングトークの開催の様子
『土木スーパースター列伝』の扉絵



名　　　称 土木学会Facebookページ　いいね！ランキング

広報対象 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2021年 1月 ～ 2月

場　　　所 土木学会Facebookページ

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ長 小松 淳

【2021年 1月　いいね！ランキング】

【2021年 2月　いいね！ランキング】

状　　　況

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 大西、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
508 8 22

【TV番組案内】1月23日 午後7:30 ~ 8:15 NHK総合 ブラタモ

リ「呉～“戦艦大和のふるさと”呉はどうできた？～」

2
504 23 46

【ニュース解説：土木】セメントゼロの新コンクリート、二酸化炭素排
出量を99％削減（一部有料の記事）

3
434 4 16

土木学会（会長 家田仁）では、1/6 (水) に、高輪築堤の視察を

行いました。 高輪築堤は、日本最古の鉄道遺構であり、線路の一

部を海上に建設するために作られた石の堤防です 東日本旅客鉄

4
383 0 12

【みんなのどぼく】１８７９年の今日、静岡県の蓬萊橋(ほうらいばし)
が開通しました

5
370 2 7

【みんなのどぼく】１９５３年の今日、京都府の上津屋橋(こうづやば
し)が着工されました

学会Facebook関連 2021/02/04/集計

2021年1月1日～31日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
482 24 14

【イベント情報】令和３年春季企画展「土木遺産展－トンネル めぐり
－」 ■日時：2021年 3月13日（土）～5月9日（日）　10:00―17:00
■場所：大阪府立狭山池博物館 特別展示室（大阪府大阪狭山

2
351 10 2

【TV番組案内】2月6日 午後7:30 ~ 8:15 NHK総合 ブラタモリ

「ゆふいん～“遅咲きの由布院”人気温泉地への道のりとは！？

3
344 5 4

【かわいい土木】第36回 猿王の谷渡りにインスパイアされた橋

4
314 12 4

【みんなのどぼく】２０１２年の今日、東京ゲートブリッジが開通しま
した

5
306 3 1

【ニュース】長野 上田電鉄 台風で被害の橋 組み立て完了 線路敷
設作業進む

2021/03/02集計

2021年2月1日～28日集計結果　　　　　                                    ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



名　　　称 土木学会Facebookページ　いいね！ランキング

広報対象 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2021年 3月 ～ 4月

場　　　所 土木学会Facebookページ

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ長 小松 淳

【2021年 3月　いいね！ランキング】

【2021年 4月　いいね！ランキング】

状　　　況

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 大西、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
390 10 15

【かわいい土木 第37回】構造アーチと装飾アーチのギャップに萌

える聖橋

2
364 14 6

【みんなのどぼく】１９８８年の今日、青函(せいかん)トンネルが開

通しました

3
363 19 7

地図と測量の科学館企画展 「一等三角点物語　－国土の把握に

懸けた測量技師の記録－」 ■日時：2021年 3月23日（火）～6月

27日（日）　9 30 16 00 ■場所 国土地理院「地図と測量の科

4
265 7 6

【みんなのどぼく】１９８４年の今日、宮崎県の照葉大吊橋(てるは

おおつりばし)の初代が完成しました

5
250 4 2

【みんなのどぼく】２０１６年の今日、北海道新幹線が開通しました

2021年3月1日～31日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021/04/02/集計

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
496 23 10

地図と測量の科学館企画展 「一等三角点物語　－国土の把握に

懸けた測量技師の記録－」 ■日時：2021年 3月23日（火）～6月

27日（日）　9:30 16:00 ■場所 国土地理院「地図と測量の科

2
461 12 8

【地図に残る仕事。】1年4ヵ月の工期短縮を実現　地域の期待を一

身に背負った「新阿蘇大橋」

3
434 24 71

【ニュース動画】横浜 みなとみらいにロープウエー完成 大観覧車

や運河を一望［21秒］

4
391 8 6

【みんなのどぼく】２０１１年の今日、広島県の広島空港大橋が開
通しました

5
389 12 4

【みんなのどぼく】１８９０年の今日、琵琶湖疏水(びわこそすい)第
一疎水が完成しました

2021/05/06/集計

2021年4月1日～30日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



名　　　称 土木学会Facebookページ　いいね！ランキング

広報対象 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2021年 5月 ～ 6月

場　　　所 土木学会Facebookページ

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ長 小松 淳

【2021年 5月　いいね！ランキング】

【2021年 6月　いいね！ランキング】

状　　　況

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 大西、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
547 22 21

【ニュース】台湾 ダム建設の日本人技師たたえ式典 蔡総統出席

2
420 32 26

【島根県】尾原ダム版 カレー皿誕生　雲南のＮＰＯが企画、販売

ユニークな形 話題に

3
374 25 11

地図と測量の未来を語ろう。－第50回国土地理院報告会－ ■日

時：2021年 6月5日（土）～6月30日（水）　 ■場所：オンラインに

て講演動画をオンデマンド配信 ■費用 団体 個人を問わず どな

4
366 10 1

【TV番組案内】5月29日(土) 午後7:30 NHK総合 ブラタモリ「木更
津～木更津は東京の“マブダチ”！？～」

5
348 16 8

【日本大改造】御殿場JCTが完成、東名と中央道が高速道路でつ
ながる

2021/06/04集計

2021年5月1日～31日集計結果　　　　　                                    ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
550 9 1

【TV番組案内】6月26日(土) 午後7:30 NHK総合 ブラタモリ「江

戸城～江戸城は日本の城の集大成！そして…～」

2
314 22 16

【ニュース i-Construction】スマホをかざすだけで3次元測量、小

規模現場でも手軽にICT施工が可能に（一部有料の記事）

htt // t h ikk i / t l/ t/ l /18/00107/0
3

306 6 0

【みんなのどぼく】１９７１年の今日、富山県と長野県を結ぶ立山黒
部アルペンルートが開通しました

4
271 5 4

【みんなのどぼく】１９８２年の今日、東北新幹線が開業しました

5
257 3 0

【みんなのどぼく】１９９８年の今日、沖縄県の阿嘉大橋(あかおお
はし)が開通しました

2021年6月1日～30日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021/07/02/集計



名　　　称 『今年の夏は、おうちで土木。』～めざせ! 未来のどぼく博士!!～

広報対象 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2021年7月17日（土）/　8月21日（土）

場　　　所 オンライン(Zoom)

担　　　当 土木広報センター/市民交流グループ/土木の魅力グループ

内容

　土木魅力グループでは、2021年7月17日(土）と8月21日(土)の2日間にわたり、「『今年の夏
は,おうちで土木』～めざせ！ 未来のどぼく博士!!～」と題したオンラインイベントを企画・実施
しました。
　新型コロナウイルスの影響により、従来開催をしてきた「オープンキャンパス」のように、参
加者を土木学会構内に直接お招きすることが困難なため、今年度は新たに、小学生を対象
にした夏の自由研究オンラインイベント（Zoom）として、開催することとしました。
　参加者の対象は小学生（3～6年生推奨）で、計19名にご参加いただきました。１コマ50分～
１時間程度に設定し、１日2コマずつ、合計4コマ（がけ崩れ、建物のゆれ、トンネル、土木か
るた）での構成としました。
　参加者にはイベントで使う実験キットやレポート用紙を事前に送付し、当日Zoomを利用し
て、先生（土木学会）と参加者（小学生）が双方向にコミュニケーションを取りながら授業形式
でイベントを楽しんでいただきました。
　4コマすべての授業に参加した方には、土木学会より『どぼく博士』の認定証を授与しまし
た。
　このようなイベントは初めての試みだったため不安な面もありましたが、講師の方の事前の
入念なリハーサルと、参加者（小学生）が本イベントを夏休みの自由研究としても活用してい
ただける利点も相まって、イベント当日は大いに盛り上がり、後日行った参加者へのアンケー
ト結果でも好評価をいただくことができました。

■各授業： ① 『がけ崩れから家族を守ろう』 / ② 『建物のゆれはどうちがう？』
　　　　       ③ 『○△□…強いトンネルの形は？』 / ④ 『どぼくカルタで“あいうえお”』
■詳細： https://committees.jsce.or.jp/cprcenter0103/node/7

状　　　況

　

　

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 大西、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

イベントで使用したレポ トシ ト

オンラインイベントの様子（Zoom）



名　　　称 土木学会Facebookページ　いいね！ランキング

広報対象 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2021年 7月 ～ 8月

場　　　所 土木学会Facebookページ

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ長 小松 淳

【2021年 7月　いいね！ランキング】

【2021年 8月　いいね！ランキング】

状　　　況

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 大西、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
492 12 4

【みんなのどぼく】１８５４年の今日、熊本県の通潤橋
(つうじゅんきょう)が完成しました

2
464 26 1

【東京大改造】日本橋の首都高地下化がいよいよ始動、
待ち構える難工事

3
449 27 15

【ニュース動画】ガソリンと同じ成分作る植物プランク
トン発見［1分5秒］

4
441 9 3

【みんなのどぼく】１８８０年の今日、滋賀県の逢坂山ずい道が開通
しました

5
441 5 0

【みんなのどぼく】１９７６年の今日、山口県の大島大橋(おおしまお
おはし)が開通しました

2021/08/03/集計

2021年7月1日～31日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
659 27 15

【土木学会】 新型コロナの急速な感染拡大下での広域的・記録的豪雨

における複合災害に対し留意すべき事項 －土木学会パンデミック特別

検討会の声明から－

2
504 25 24

【ニュース】「びわ湖とオーストリアは形がうり二つ」
SNSから交流深まる

3
497 42 40

【CO2使い地熱発電】技術開発に今年度から5年間 大成

建設など

4
434 30 4

【災害レジリエンスの構築に向けた分野・部門間協働や意思決定に対

し、COVID-19はどのような影響を与えたか？ (ACECC TC21国内支援

委員会)】  土木学会 ACECC TC21 国内支援委員会は 令和3年度土

5
418 17 36

【ニュース動画】大学生の提案「トリックアート」で交通事故を防ぐ
京都 亀岡［18秒］

　学会Facebook関連 2021/09/03集計

2021年8月1日～31日集計結果　　　　　                                    ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



名　　　称 令和3年度 土木学会全国大会「ドボクのラジオ × 土木学会tv」スペシャル番組

広報対象 （A-Ⅰ）土木関係者 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2021年9月6日（月）～9月8日（水）

2021年9月6日　（追悼番組）高橋裕先生を偲ぶ

https://youtu.be/_ka1G2ptH1U

2021年9月7日　江戸の橋・東京の橋（前編）

https://youtu.be/j1H8Qq06rDQ

2021年9月8日　江戸の橋・東京の橋（後編）

https://youtu.be/nccZy3fT77s

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ

内　　　容

　土木学会ほか4社提供のラジオ番組「ドボクのラジオ（ドボラジ）」（中央エフエム／
毎週水曜20時（再放送：日曜12時））と、2021年3月よりスタートした土木学会の独自
メディア「土木学会tv」とのコラボ企画として、令和3年度 土木学会全国大会in関東
のお昼の時間を使って、スペシャル番組を放送しました。
　全体テーマは、「江戸から東京へ！首都圏の発展を支えたインフラ」です。江戸か
ら東京への発展を支えたインフラの中から、川と橋に着目して、専門家のお話をお
聞きしました。　当日の放送は、土木学会tvにアーカイブしておりますので、是非、
視聴ください。

■行事URL：http://doboradi.jsce.or.jp/2021/08/03/b-139/

状　　　況

配信先
（YouTube）

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 大西、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

放送日時 テーマ ゲスト

2021年9月6日（月） （追悼番組）高橋裕先生を偲ぶ 島谷幸宏さん

2021年9月7日（火） 江戸の橋・東京の橋（前編） 紅林章央さん

2021年9月8日（水） 江戸の橋・東京の橋（後編） 紅林章央さん

https://youtu.be/_ka1G2ptH1U
https://youtu.be/j1H8Qq06rDQ
https://youtu.be/nccZy3fT77s

	ニュースレター【No.13】  
	白紙
	1
	2
	3
	4
	5
	6

