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千葉県資料室所蔵年代別人物事典等一覧

和暦 西暦

明治26 1893 随聞随筆総房人物論誌1～3 博聞館 C28/Z11/1-3 あり 人名索引なし ○

明治26 1893 随聞随筆総房人物論誌4～5 博聞館 C28/Z11/4-5 あり 人名索引なし ○

明治28 1895 香取・海上・匝瑳北総三郡名家揃
（日本図書セン
ター）

C281/To18/1-1 なし
『都道府県別資産家地主総
覧　千葉編１』所収

明治29 1896
下埴生・印旛･南相馬･東東葛北総
区民名誉必携

（日本図書セン
ター）

C281/To18/1-1 なし
『都道府県別資産家地主総
覧　千葉編１』所収

明治31 1898
日本全国商工人名録（千葉県部
分）

（日本図書セン
ター）

C281/To18/1-2 なし
『都道府県別資産家地主総
覧　千葉編2』に所収

明治35 1902 千葉県紳士名鑑 多田屋書店 C28/B66/4 なし
市町村別/納税額・職業・氏
名あり/人名索引なし

明治37 1904 百家明鑑 千葉文庫発行本部 C28/O12/2 なし 法人と私人。肩書き等 ○

明治40 1907 常総名誉列伝 松門軒 C281/19 あり p311～486　千葉県ノ部

明治41 1908 房総紳士録 多田屋書店 C28/B66/3 なし
市町村別/納税額・職業・氏
名あり/人名索引なし

明治41 1908 房総の人物 多田屋書店 C28/Z/1 あり
武術家、義人、書画家、政
治家、俳優力士等

明治42 1909 房総人名辞書 千葉毎日新聞社 C281/C42/6 あり 人名索引あり

明治42 1909 千葉県人肖像録 柴合名会社 C28/Z/2 なし 肩書きと氏名、肖像写真

明治45 1912 房総紳士録 多田屋書店 C28/B66/１ なし
市町村別/納税額・職業・氏
名あり/人名索引なし

明治45 1912 房総紳士録　（復刻）
（日本図書セン
ター）

C281/To18/1-1 なし
『都道府県別資産家地主総
覧　千葉編１』所収

大正3 1914
日本全国商工人名録（千葉県部
分）

（日本図書セン
ター）

C281/To18/1-2 なし
『都道府県別資産家地主総
覧　千葉編2』に所収

大正4 1915 房総紳士録 多田屋書店 C28/B66/5 なし
市町村別/納税額・職業・氏
名あり/人名索引なし

大正7 1918 房総　町村と人物 多田屋書店 C28/Z/4 あり 市町村別/人名索引あり ○

大正8 1919 千葉県公私職員録 多田屋書店 C28/Z/22 なし
諸機関の職員録/人名索引
なし

大正11 1922 房総紳士録 多田屋書店 C28/B66/2 なし
市町村別/納税額・職業・氏
名あり/人名索引なし

大正11 1922 房総紳士録　（復刻）
（日本図書セン
ター）

C281/To18/1-2 なし
『都道府県別資産家地主総
覧　千葉編1.2』に所収

大正13 1924
五十町歩以上ノ大地主（千葉県部
分）

（日本図書セン
ター）

C281/To18/1-2 なし
『都道府県別資産家地主総
覧　千葉編2』に所収

大正14 1925 房総之偉人 多田屋支店 C28/Z/6 なし
国学者、儒学者、文学者、
政治家、医師、実業家、軍
人、俳優等

昭和2 1927 房総人文記 松田屋書店 C28/Z/14 あり
人物漫談、登載900余名の
うち索引190余名あり

昭和3 1928 自治団体之沿革 東京人事調査所 C28/Sh66/1 あり
先代人物/両院議員・県会
議員・附地方官/郡別名誉
録

昭和5 1930 大日本商工録（千葉県部分）
（日本図書セン
ター）

C281/To18/1-2 なし
『都道府県別資産家地主総
覧　千葉編2』に所収

昭和17 1942 人物と事業　千葉県版 帝国探報会 C28/Z/5 あり いろは順
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和暦 西暦

昭和23 1948 千葉県人事名鑑 千葉県読売会 C28/C42Yo/1 あり 郡市別/50音順目次あり

昭和24 1949 房総紳士録 房総興信所 C28/ZB/1 あり 50音順/漢字索引あり

昭和27 1952 全日本名鑑　千葉県版 新世界出版部 C28/Z/10 あり 郡市別/人名索引なし

昭和27 1952 房総紳士録 房総興信所 C28/ZB/2 あり 50音順/漢字索引あり

昭和28 1953 全日本名鑑　千葉県版 新世界出版部 C281/Z3/1 あり 郡市別/人名索引なし

昭和29 1954 房総紳士録 房総興信所 C28/ZB/3 あり 50音順/漢字索引あり

昭和31 1956 房総紳士録 房総興信所 C28/ZB/4 あり
郡市別/50音順目次あり/
巻頭肖像写真あり

昭和32 1957 千葉県人事録 千葉県人事連合会 C28/Z/6 あり
50音順目次あり、掲載順不
同

昭和36 1961 房総紳士録 房総興信所 C28/ZB/5 あり
郡市別/50音順目次あり/
巻頭肖像写真あり

昭和39 1964 房総紳士録 房総興信所 C28/ZB/6 あり
郡市別/50音順目次あり/
巻頭肖像写真あり

昭和42 1967 房総紳士録 房総興信所 C28/ZB/7 あり
郡市別/50音順目次あり/
巻頭肖像写真あり

昭和48 1973 自治産業史
地方自治調査会・
人事通信社

C281/J47/1 あり
索引あり/歴代総理大臣/
千葉県/埼玉県

昭和50 1975
千葉県紳士名鑑　第一版　付事業
所名簿

千葉日報社 C28/C42/14 あり
50音順人名録/官公庁・各
種団体名簿/人名・事業所
索引あり

昭和53 1978 現代千葉の百人 育英出版社 C281/G34/1 あり 50音順/人生観・座右の銘

昭和53 1978 千葉県人国記 昭和印刷 C281/C42/5 あり
人物索引あり/県内の政治
家と県北地域の人物

昭和54 1979
千葉県紳士名鑑　第二版　付主要
名簿

千葉日報社 C28/C42/14 あり
50音順人名録/主要名簿/
索引

昭和55 1980 郷土歴史人物事典　千葉
高橋在久編著　第
一法規出版

C281/Ta33/1 あり
第一部～第二部：古代～昭
和/第三部：昭和54年現存
者/巻末人名索引

平成4 1992 大東京の中の千葉県人 財界展望新社 C281/Ka28/1 なし

「財界展望」1992年2月号
の抜粋。首都圏在住千葉
県出身上場企業役員を紹
介

平成6 1994
千葉県人物・人材情報リスト
〔1994〕あ～す、せ～わ

日外アソシエーツ C281/N71/2-1・2 あり 人名の50音順

平成10 1998
千葉県人物・人材情報リスト　1998
あ～さ、し～わ

日外アソシエーツ C281/8/98-1・2 あり
活動分野別索引あり/人名
の50音順

平成11 1999
房総ふる里発見伝 千葉を彩る107
人

崙書房出版 C281/11 なし
103人と1グループのエピ
ソードを紹介

平成12 2000
千葉県人物・人材情報リスト　2000
あ～さ、し～わ

日外アソシエーツ C281/8/00-1・2 あり
活動分野別索引あり/人名
の50音順

平成12 2000 房総人物まんだら
清野文夫著　もくれ
ん文化交流の会

C281/13 あり
各分野で活躍する155名を
写真と文で紹介/索引なし

平成13 2001 千葉総覧　名簿編 千葉日報社 C03/1/2 なし 官公庁・各種団体代表者

平成14 2002
千葉県人物・人材情報リスト　2002
あ～さ、し～わ

日外アソシエーツ C281/8/02-1・2 あり
活動分野別索引あり/人名
の50音順

平成16 2004
千葉県人物・人材情報リスト　2004
あ～さ、し～わ

日外アソシエーツ C281/8/04-1・2 あり
活動分野別索引あり/人名
の50音順

平成19 2007 千葉県人物・人材情報リスト　2007 日外アソシエーツ C281/8/07 あり
活動分野別索引あり/人名
の50音順

平成21 2009 千葉県人物・人材情報リスト　2009 日外アソシエーツ C281/8/09 あり
活動分野別索引あり/人名
の50音順

平成23 2011
千葉県人物・人材情報リスト　2011
あ～さ、し～わ

日外アソシエーツ C281/8/11-1・2 あり
活動分野別索引あり/人名
の50音順
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