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千葉県資料室所蔵分野別人物事典等一覧

分野 書 名 書誌情報 請求記号 備 考

ちば人国記　経済　野球編 毎日新聞社 1988 C281/Ma31/1
コラム記事/甲子園出場校一
覧、出場選手一覧

ちば人国記Ⅱ　芸術　政治編 毎日新聞社 1988 C281/Ma31/2
コラム記事/巻末付録に政治
家名鑑/経歴・写真等あり

ちば人国記Ⅲ　教育　文化編 毎日新聞社 1990 C281/Ma31/3
コラム記事/巻末付録：千葉
県内の大学・短大一覧

戦国房総の名族
大衆文学研究会千葉支部著
昭和図書出版　1982

C281/Se64/1
房総17の名族について紹介/
索引なし

房総の武将たち
千葉日報社編　昭和書院
1973

C281/B66/1 21名収録/索引なし

戦国房総人名辞典
千野原靖方著　崙書房出版
2009

C281/27 1700項目におよぶ人名収載

里見家分限帳集成　増補版 川名登編　岩田書院　2010 C211/A02- 23
巻末に人名・寺社名・村名索
引

黒田家家臣傳稿本 上総古文書の会　2010 C221/B02/73
上総久留里藩黒田家家臣の
記録。巻末に索引、家臣名一
覧

印旛村史　近世編史料集１
（佐倉藩分限帳）

印旛村史編さん委員会編　印
旛村　1982

C233IN/I46/2-3-1
ｐ289～367慶応元年（1865）
分限帳翻刻

旧長尾藩士人名及住所 明治三十
三年調

出版者・出版年不明 C281/KY8/1
長尾藩は明治維新期に安房
国にあった藩

旧菊間藩士人名録
中山 長明原本編　沼津市立
駿河図書館　1981

C281/N45/1
菊間藩は明治維新期に上総
国にあった藩

水野藩士転籍者名簿    菊間藩寄
留者明細短冊集  沼津資料集成

沼津市立駿河図書館 1984 C281/MI96/1
菊間藩は明治維新期に上総
国にあった藩。沼津藩水野家
が移封

井上藩分限帳集成
小幡重康編　南総郷土文化
研究会　1979

C222Iｃ/I57/1
1968年に浜松藩より鶴舞藩
に移封

千葉縣史料　近代篇　明治初期
（１）・（２）

千葉縣史編纂審議会編　千
葉縣　1968･1969

C08/C42/1-4-
1(1)･(2)

維新以後の各藩官員履歴

宮谷縣官員録 〔1871〕 C28/C42M/1-71
1869年に千葉南部・東部～
茨城南東部に設置された県

新治縣官員録 伊沼弥助　1873 C28/C42N/1-73
1871年に千葉東部～茨城南
部に設置された県

貴族院多額納税者議員互選人名簿
第13巻　千葉県

御茶の水書房 1970 C314/KI98/1
明治23年～昭和14まで収
録。「千葉県報」復刻

衆議院議員選挙有権者名簿　昭和
2年

〔千葉県〕 〔1927〕 C31/SH99/1

千葉郡・東葛飾郡・君津郡・
印旛郡・海上郡・匝瑳郡・香
取郡・山武郡・夷隅郡・安房
郡

千葉県議会史　議員名鑑 千葉県議会　1985 C3142/C42/2-ﾍ
50音順/市町村別人名索引
付表：歴代県議会議員一覧、
代議人一覧

千葉県議会史　議員名鑑（第二版） 千葉県議会　1999 C3142/1/ﾍ
50音順/市町村別人名索引
昭和22年～平成10年

千葉県市町村・一部事務組合職員
名簿（年刊）

千葉県市町村振興協会 C318/Sh24/2
役職員掲載。昭和55年～平
成元年「千葉県市町村職員
名簿」

光芒の人　千葉県人物事典②政治
編

ぎょうせい 1990 C281/I75/1-2
千葉県選出衆・参議院当選
者一覧、郷土出身の大臣

亥年の各界知名人
菊池弘編　千葉県経済調査
研究所　1959

C28/Z/15
亥年生まれで千葉県に関係
する約150人

主要会社における本県出身者名簿 千葉県開発部 1960 C28/C42T/2-60 
会社別に氏名・職名・生年・
出身校など掲載

日本縦断おらが国の新経済人脈 千
葉県の巻

ジャパンポスト　1982 C281/N71/1
「ジャパンポスト」1982年1月
号p139-146
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分野 書 名 書誌情報 請求記号 備 考

千葉県教育便覧（年刊） 千葉県教育委員会 C3705/C42Ki/3
「学校名簿」に県内国公私立
の小中高の校長、国公立幼
稚園園長、大学学長等掲載

千葉県の教育に灯をかかげた人々
第1巻～第5巻

千葉県教育会館維持財団文
化事業部　1989～1992

C372/C42/10-1～5
「千葉教育」連載を収録。OPAC
「全項目」で人名から検索可

教育功労者功績概要（年刊） 千葉県教育委員会 Ｃ37.37/Ky4/1

所蔵「教育功労者名簿」（昭和49
～55年度→「教育功労者表彰功
績概要」（平成4～16年度）→「教
育功労者功績概要」（平成17年
度～）

筆子塚資料集成－千葉県・群馬県・
神奈川県－

国立歴史民俗博物館 Ｃ372/39
近世の読み書き、手習いの師
匠の墓碑、顕彰碑の一覧。地
区別に配列。索引なし

千葉県の忠魂碑 御創立百二十年
記念

千葉県護国神社　1998 C281/9
戊辰戦争以後の殉難者、戦
没者、戦災者の碑を市町村
別に収録

軍士鑑 千葉県版 第21版 帝国軍士鑑刊行会　1930 C281/ 30
郡別に軍人掲載。肖像写真と
略歴

房總醫家人名録
英齋河埼吉輯録　1825(文政
8)序

C4909/KA97/1
上総国の医家について科名
と氏名列挙。菜の花ライブラ
リーで閲覧可

順天堂史　上巻
（第二編　伝記　門人録等）
（第三編第六章　順天堂の門人）

学校法人順天堂　1980 C4981/J96/1-1 巻末に索引あり

資料の広場 シリーズ千葉県の人
２：安房

千葉県立中央図書館　1978 C025/C42T/3 近世以前の房総の医家

光芒の人　千葉県人物事典①文化
編

ぎょうせい 1990 C281/I75/1-1

千葉県明治文化人事典（政界
人・経済人・実業人・外交官・医
学者・芸能関係者を除く）/参考文
献

房総の美術家資料編 千葉県立美術館　1987 C703/B42/2

巻末に人名索引あり。氏名・
雅号、所属生没年、出生・縁
故・物故地、履歴、作品歴
等。

千葉県美術家名鑑
千葉県美術家名鑑編集委員
会編　千葉日報社　2005

C703/2

現役で活動する美術家の代
表作や経歴等を、7部門に分
けて紹介。巻末に人名索引あ
り

房総書人名鑑
千葉県書道協会房総書人名
鑑刊行会　1967

C728/C42K/1-67
顔写真と作品、書歴/物故作
家収録

千葉県書道協会名鑑 千葉県書道協会　1988 C728/SH95/5
顔写真と作品、書歴/巻末目
録あり

千葉県の名工
千葉県商工労働部職業能力
開発課編　〔1994〕、1999、

C281/12
冊子では、昭和47年度～平
成15年度まで収録

千葉県商工労働部産業人材
課

千葉県ホームペー
ジ

平成18年度以降収録

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/ginoushinkou/meikou/index.html
ちばに生きる　郷土が生んだ名匠、
名工、名人

千葉相互銀行 C75/C42/1 26人の写真と略歴

房総文学事典 荒川法勝編　東京学芸館 C903/B66/1

奈良時代以降の文学者のう
ち、主に戦後の文壇で活動し
ている作家中心に収録。巻末
索引あり

房総歌人伝 田辺 弥太郎著 単独舎 1989 C911/TA83/1
古代から近現代に至る物故
歌人の略歴と作品等を年代
順に収録

房総歌人群像　〔1〕、２
新井章著　短歌新聞社
1989・1990

C9116/A62.1
「千葉日報」に連載。房総の
歌人101名収録

千葉県故俳人名鑑
雉子島雨情著　〔雉子島雨
情〕1978

C913/ki19/1
近世・近代の県内の俳人
1,230名。俳号の50音順

常総俳人名鑑
千葉県小見川町俳句連盟
1964

C913/J78/1
市町村別/顔写真と経歴、作
品

現代・房総の詩人
五喜田正巳著　LD書房
1995

C9152/1
房総在住現役詩人97名を50
音順に配列。評伝と作品掲載
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