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は し が き      

　今号では、歴史部門として分類されている資料の中から特に人

物文献を取り上げ、活用の手掛かりになるよう解説を加えました。

　北海道・北方地域の黎明・草創期を彩る歴史上の人物、苦難を

乗り越え地域の開拓･発展に尽くした人、また現代において各地の

いろいろな分野で活躍する人々を紹介する資料群です。

　それらからは、開拓者の誇りや遠いふるさとへの思慕、先達へ

の敬意や後進への激励、そして現代社会を担い未来を築く人材に

対する期待など、さまざまな思いも感じられます。

　なお、北方地域に関する人名録については、さきに「北の人名

録」と題して『北の資料』51 号（教育関係篇）、52 号（地方篇）

の 2回にわたり紹介しています。合わせてご活用ください。
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北海道立図書館

北方資料参考図書解説目録 2
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凡 例     

1 収録範囲

（1） 平成 13 年 9 月末現在、当館北方資料室で所蔵する歴史分野の資料のうち、人物に関

する資料の中から 333 点を収録。

（2） 人物に関する調査は時代・地域、また有名無名の人など様々であるが、それらのニー

ズに対応できる資料はそれほど多くないため、厳密な意味での参考図書だけでなく読

み物的なものまで、レファレンスに活用できるものは収めてある。

2 排列

（1） 分類番号順とした。なお、同一請求記号の中は、書名のアルファベット順にした。

（2） 分類は日本十進分類法（ＮＤＣ）新訂 7 版による。ただし、郷土資料の特殊性から、

分類の変更、補足、新設がある。道内の地域区分については、当館で定めた「北海道

地域区分表」によっているが、この目録での各地域区分の名称はやや平易なものに改

めてある。

3 記載形式

（1） 記述

　　 つぎの例を基本とし、必要に応じて付加、削除がある。

　　　　　　　　　　　　　請求記号

　 書名　副書名　巻次・年次　著編者　出版者　出版年　ページ数　大きさ

叢書注記

（2）解題

　何の本で、どのように利用できるかがわかるような解説につとめ、人名の排列・収録

期間・収録人数・索引、その他の特記事項について述べた。

　　また、継続的な刊行物は、創刊年・終刊年などの出版の履歴について調査したが、追

求できなかったものも多い。さらに、北方資料室の所蔵状況についても記した。

 例　所蔵：年次の表記形＜出版年＞＋

　　　　　　　　　　　　　　＋は、それ以降の継続受入予定を表わす。
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《 280  伝記 》

281 列伝．叢伝

H281/A
北のパイオニアたち　朝日新聞社北海道支社編　北苑社　1968　231ｐ　図版　18cm

　　映画界、サケマス放流、洋食、アスパラガス栽培など、35 の各分野、業種について、

その草創期の生き証人が語る庶民史。事物起源の調査にも便利。図版多数。新聞連載を

まとめた。

H281/C
人物覚書帳　茶碗谷徳次著　事業と人社　1936　581,25ｐ　19cm

　　　著者の北海道・樺太における交遊を通じての人物評。教育界・財界・新聞人から政界

まで幅広く収録し、その数は 2,500 余名にのぼる。巻末に「人名索引表」あり。

H281/E
北方のビジョン　地域開発における人間研究　蝦名賢造著　らいらっく書房　1966

274ｐ　図版　19cm

　　 稲作・リンゴ産業・都市づくり・経済・文化・建築といった北海道の開発に貢献した

人物 7 人の肖像と経歴のほか、各分野の開発の歴史を記す。伊藤誠哉・島善鄰・吉村博・

青木金吾・永田昌綽・阿部謙夫・田上義也。

H281/E
北方のパイオニア　〔正〕・続　　蝦名賢造著　北海道放送　1964　2 冊　19cm

　 　開拓期の精神・文化的側面から功績のあった 14 人の肖像と略歴を紹介。また「明治

北海道の人脈」を収める。

　　 続編は、財界人 10 余人の肖像と略歴と人物紹介。また、「北海道の企業人脈」として

各業界・企業の人のつながりを紹介する。巻末に人名索引あり。

　　 HBC 月刊誌『ネットワーク』連載記事を改筆編集。新版（西田書店 1993 年刊　加筆あ

り）も所蔵。

H281/F
東北海道人物画伝　第 1 巻　古川忠一郎著　東北海道人物画伝発行会　1912　91ｐ 図版 91

枚　19×26cm

　　釧路・十勝・根室・北見の 4 か国の知名人士約 300 名を写真付で紹介する。各国のな

かは写真の到着順に排列。目次が人名一覧。

H281/Ho
ＦＯＲＥＩＧＮ　ＰＩＯＮＥＥＲＳ　北海道総務部文書課編　札幌外語サービスセンター翻訳校正

北海道　1968　162ｐ　図版　22cm

　　本文は英語。主として明治時代に活躍した人々の中から、北海道の開拓に功績のあっ
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た外国人 27 人の経歴を紹介。そのほか、北海道と外国・ならびに外国人との関係に焦点

をしぼり、時代を追って記述した。

H281/Ho
外国の先駆者（原文）　〔北海道総務部文書課〕編　北海道　〔1968〕　１冊　25cm

　　前述の、英文による“FOREIGN　PIONEERS”のうち、まえがきと PART2（第 2 部）の日

本語原文。ウィリアム Ｐ．ブレークほか外国人 19 人の経歴を紹介。

H281/Ho
北海道で成功した人々　業界人の立志秘録　北海タイムス社編・刊　1959　328ｐ　18cm

　　北海タイムス紙連載「大当たり一代」から、岩田徳治氏（岩田建設社長）ほか 34 人を

氏名のイロハ順に収録。写真あり。

H281/Ho
北海道開発功労者の声　録音目録　北海道総務部知事室道民課編　北海道　1968　162ｐ

図版　21cm

　　当館で所蔵する北海道開発振興功労者 161 人の談話を録音したテープの目録であるが、

肖像、略歴、受賞、事績を収め、氏名の五十音順に排列してあるので人名録として利用で

きる。目次が索引になる。

　　また、このテープは活字化されていないが、別編集のダイジェストとして『北海道回

想録』『北海道回想録 2　羽ばたけ北海道』がある。

H281/Ho
北海道回想録　〔１〕・2　北海道総務部文書課編　北海道　1964－1975　2 冊　21cm

　　「北海道開発功労者の声」の別編集。開拓初期の先人（遺族）、開拓の生き証人、直接

道政に関わった人と歴代長官の計 30 人の談話を収める。各項内の排列は、人物の年代に

よる。目次で人名と分野の一覧可。肖像あり。

　　第 2 巻「羽ばたけ北海道」（北海道総務部行政資料課編）は、道南・石狩・道北・日振・

十勝・根釧・オホーツクの各地方別に、地道に活躍した人々30 人の談話。

H281/Ho
北海道開拓功労者関係資料集録　上・下巻　北海道総務部行政資料室編　北海道　1971－

1972　2 冊　26cm

　　昭和 43 年の北海道百年記念で選ばれた開拓功労者 235人について、氏名・功績などの

プロフィール・略年譜・その人物についての参考文献などを記す総括目録。日本人名は

五十音順に排列し、外国人は別にまとめる。人名目次あり。下巻巻頭に都道府県別・国

籍別の出生一覧、巻末に道刊行の一連の北海道開拓功労者伝記の編集経過がある。
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H281/Ho
北海道拓殖功労者旌彰録　北海道庁編・刊　1919　634ｐ　26cm

　　大正 7 年 8月の開道五十年を記念して表彰された拓殖功労者 130人（うち 91人が故人）

について、その功績を肖像と共に紹介し、経歴を記す。出身地別の人数一覧（都道府県・

米国・仏国）と、五十音順の索引がある。

H281/Ho
受賞に輝く人々　北海道功労賞　北海道総務部知事室道民課編　北海道　1970－　23cm

　　昭和 44 年に設けられ、毎年表彰が行われる「北海道開発功労賞」（平成 10年より「北

海道功労賞」）受賞者各人の写真・年譜と親交のあった人々による紹介。贈呈式の記録と、

パンフレットの再録がある。昭和 52 年版から、巻末に歴代受賞者一覧あり。平成 9年ま

での書名は『北海道開発功労賞受賞に輝く人々』。編者も変遷あり。

　　所蔵：昭和 44 年－平成 12 年＜1970－2001＞+

H281/Ho
開道前後拓殖功績旌彰記　北海道編・刊　1918　15,98ｐ　19cm

　　大正 7 年 8 月の開道五十年記念式での開拓功績被表旌者 130 人の紹介に代えて参列者

に頒布された。支庁・区といった行政区別の索引があり、氏名、出身県、表旌事由が一覧

可能。

H281/Ho
開拓功労者事績　昭和 13 年行幸記念日表彰（第 3 回）　北海道編・刊　〔出版年不明〕

15ｐ　22cm

　　15 名の功労者の本籍・現住所・職業・生年月日と表彰の事績。順不同。昭和 12 年紀元

節表彰（11 名）もあり。共に目次で一覧可。

H281/I
北海道のいしずえ四人　黒田・ケプロン・岩村・永山　井黒弥太郎，片山敬次共著　北海

道開拓功労者顕彰像建立期成会　1967　359ｐ　22cm

　　黒田清隆、ホーレス・ケプロン、岩村通俊、永山武四郎 4 人の伝記。肖像あり。それ

ぞれ、年譜と主要参考文献を付す。

H281/Ho
遺墨展　北海道開発に関係した人々　主に幕末の儒家・勤王家　北海道交通株式会社編・

刊　1966　66ｐ　22cm

　　榎本武揚・黒田清隆ら北海道開拓の功労者 59 人に加え、明治の黎明を導いた先覚者、

さらには江戸時代の思想家まで、広く北海道・蝦夷地に関わる人物計 120 人を収める。遺

墨そのものは無く、展示に付随した人物紹介資料。
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H281/J
事績調　〔製作者不明〕 〔製作年不明〕　105 丁　27cm

　　北海道庁罫紙に筆書き。高田屋嘉兵衛、山田文右衛門、栖原小右衛門、藤野伊兵衛、

小林重吉、浅田清次郎、金子利吉、常野正義、今井市右衛門、平田兵五郎、平塚時蔵に

ついて記す。

H281/J
北の探険家たち　児童図書研究会編　みやま書房　1958　243ｐ　19cm　（北海道伝記文庫

1）

　　最上徳内・近藤重蔵・伊能忠敬・カラフト探検家（大石逸平・松田伝十郎・間宮林蔵・

栗山太平・岡本監輔）・松浦武四郎・内田瀞といった北方の探検家 10 人についての児童向

け伝記。

H281/Ki
北国に光を掲げた人々　第 1 集－　北海道科学文化協会編・刊　1983－　　19cm　（北海

道青少年叢書）

　　産業・経済・文化をはじめ各分野の発展の原動力になった先人の業績と、その生き方

や精神の高め方、社会への貢献を、青少年向けに紹介する。肖像あり。第 5 集から各巻末

には、「北国に光を掲げた人々」の群像としてバックナンバーの標題を収めてあり、紹介

された人物をながめることができる。

　　所蔵：第 1－18 集＜1983－2001＞+

H281/Ki
北に夢あり　当世移住者物語　後山一朗著　北海道新聞社　1998　159ｐ　22cm

　　雑誌『道新 TODAY』1995 年 4月から 1998年 3月までの連載に加筆修正したもの。道外

から様々な夢を持って移住した 32 組の生活の様子を、多数のカラー写真と文とで紹介す

る。農牧畜、芸術家、商業その他と分野は幅広く、一般の人々が対象。登場者の「移住者

マップ」、「北海道への移住相談窓口」一覧を収める。目次で人名・地域・職業が分かる。

　　第 2 部は、移住希望者をサポートする団体「私設北海道開拓使の会」の活動紹介を収

録。

H281/Ko
開拓の神々　北海道開拓神社御祭神の偉績　幸前伸編著　北海道神宮社務所　1984　333ｐ

19cm

　　開拓神社に祀られた 37 柱の神、つまりは栖原角兵衛ほか 37人の開拓功労者の人物伝。

排列は順不同。目次で一覧可。参照文献を付す。

H281/Ko
功労者関係資料　〔製作者不明〕　〔製作年不明〕　７冊　26cm



9

　　〔１〕：北海道関係功臣（故人）功績調書　〔２〕：拝謁功労者　〔３〕：奏上功労者　〔４〕：

宮内大臣ヲ経テ奏上功労者　〔５〕：道外在住功労者　〔６〕：御陪食功労者　〔７〕：単

独拝謁者名簿（功労者）。各巻頭に人名一覧あり。謄写版。

H281/Ky
共志会記念帳　共志会編・刊　1912　11ｐ　図版　16×23cm

　　明治 34 年から 45年までの会員の集合写真 7枚と、刊行時現在の 18名の会員名簿。排

列は順不同。回顧録も収録。創立 15 周年記念。

H281/Ma
北の人脈　三代の系譜・集団の系譜　毎日新聞社編　北海道出版企画センター　1972　324

ｐ　19cm

　　昭和 45 年 8月から 1年 2か月にわたり『毎日新聞』に連載された中から企業編 121回

分を収録したもの。北海道開拓の初期に根をおろした企業の生い立ちや発展を、その創業

者から 3 代にわたって紹介し、さらに、北海道の大手企業とその発展に関わった人物を紹

介する。一部肖像あり。目次が企業一覧。

H281/Mi
人物評論　第１編　蓑田政徳著　北日本刊行協会　1926　296ｐ　19cm

　　もと『札幌毎日』紙掲載。北海道、札幌の政・財・官・医師・弁護士など 48 人の人物

紹介。八田三郎氏（大学教授）ほか。順不同、索引なし。目次で人名と職業の一覧可。

H281/Mo
学芸史上の人々　森銑三著　二見書房　1943　376ｐ　19cm

　　最上徳内、本多利明、伊能忠敬、秦檍丸、木村謙、間宮林蔵、林子平、高山彦九郎、

蒲生君平、坪井信道、鈴木春山、本間玄調、野呂介石、井上通泰先生のことども

H281/Na
北辺の防人　永松浅造著　電通出版部　1943　311ｐ　19cm

　　大黒屋光太夫、高田屋嘉兵衛、松浦武四郎、郡司大尉と白瀬中尉、「シベリアお菊」と

呼ばれた出上キクなど北辺で活躍した人々の伝記的読み物。

H281/Na
洋紙業を築いた人々　成田潔英著　製紙記念館　〔1952〕　373,15ｐ　19cm　（紙業叢書

第 2 編）

　　各製紙会社の草創に関わった人々の小伝。目次に大項目として名前のある人物（38 人）

には肖像と生没年あり。附録として「日本洋紙業小史」を収め、巻末に人名索引（五十音

順）がある。
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H281/Na
洋紙業を築いた人々　続　長谷川正一著　紙の博物館　1990　　369ｐ　20cm

　　正編刊行以降の人物を収録。目次に見出しになっている人物 17 人には生没年と肖像が

ある。巻末に五十音順の人名索引と、昭和 20 年以降の年表を付す。1998 年刊の文庫版も

所蔵。

H281/O
えぞ金豪伝　北海道開拓経済人の秘話　奥田二郎著　共立書房　1964　182ｐ　19cm

　　北海道に名を成した経済人 15 人と一家を、当時の時代背景や経済状況を織り込んで紹

介。玉ねぎ王の一柳仲次郎ほか。

H281/Sa
北海道と九州人　佐藤一雄編・刊　1935　280ｐ　図版 88ｐ　19cm

　　札樽付近（人名イロハ順の中県別）、その他全道（人名イロハ順）の九州出身者の名簿。

ほかに写真編として約 380 名の顔写真をイロハ順に掲載し、附録に北海道および九州各地

の歌謡集（歌詞）を収める。道史に残る九州人や移住事情、本道産業と九州人といった記

事もあり。

H281/Sh/3
新・人物風土記　第 3 巻　読売新聞社　1955　262ｐ　19cm

　　　「北海道の巻」所収（ｐ181～225）。酪農の父・黒沢酉蔵ほか多数。目次で分野と人

名が分かる。新聞連載をまとめたもの。巻末に人名索引あり。

H281/Ta
阿寒国立公園の三恩人　種市佐改著　釧路観光連盟　1984　253ｐ 18cm （ざつ学新書 2）

　　日本の国立公園の父田村剛、阿寒国立公園の父永山在兼、北海道観光育ての親近藤直

人の 3 人について、その生涯と業績を当時の社会的背景と共に伝記風にまとめたもの。肖

像あり。

H281/Ta
ベスト・テンの男たち　北海道千万長者の背景と実態　丹野孝敏著　レポート社　1966

220ｐ　18cm

　　昭和 40 年の道高額所得者上位 10人を、1 位から順に生活信条や人生遍歴を通して紹介

する。伊藤義郎、松坂有祐、阿部長之助、舟橋要、加藤良雄、前川久治、小林九郎、差間

佐資、小林米三郎、岡本康夫。

H281/Ta
北海開発事績　高橋理一郎編　地方振興事績調査会　1921　812ｐ　27cm

　　前半は北海道開拓の沿革･概況･統計。後半の開拓功労者の事績旌彰には、松前藩祖武

田信広をはじめ、歴代道庁長官や、大正 7 年開道 50 周年記念に表彰された開拓功労者多
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数を列記。続いて道内各地域ごとに主要な企業および団体、有名無名を問わず功労者を紹

介。目次で一覧可。肖像付きで紹介される人物もある。

H281/Ta
北の先覚　高倉新一郎著　北日本社　1947　276ｐ　19cm

　　昭和 18 年 6 月より 100 回にわたって『北海道新聞』に連載された 37 人の伝記を加筆

訂正。昭和 15 年の開道 70年を記念して開拓神社の祭神に選ばれた、功績著しい人々につ

いて記す。巻末に各人に関する参考書を付す。北海道神宮末社開拓神社御鎮座 50 周年大

祭斎行記念の改訂版（新和 1987 年刊）も所蔵。

H281/Ta
明治の群像　8　開拓と探検　高倉新一郎編　三一書房　1971　251ｐ　20cm

　　探検と開拓・移住に重きを置いて、その中心人物 11 人と周辺の出来事を記す。巻末に

参考文献あり。松浦武四郎、伊達邦成、稲田邦植、鳥取県士族、内田瀞、高畑利宜、鈴木

清、依田勉三、郡司成忠、柳田藤吉など。

H281/W
北海道開拓秘録　第１篇－第 3 篇　若林功著　月寒学院　1949　3 冊　18cm

　　道内各地域の移住・開拓・開村の中心人物や農業の先達の業績を、成し遂げるに至る

難行苦行と共に紹介する列伝。排列は主に著者の調査順により、年次・地域なども順不同。

目次で分野、地域、人名等を一覧できる。

H281/W
北海道開拓秘録　第 1－4　若林功著　加納一郎改定　時事通信社　1964－1965　4 冊

18cm （時事新書）

　　前記原著の再録であるが、内容により郡別、改編し、現代かなづかいを用い、関係写

真と地図を添えて理解しやすくしてある。4 巻巻末に通巻の人名索引（アルファベット順）

あり。

H281/W
北海道農業開拓秘録　〔第 1 篇〕・第 2 篇　若林功著　八絋学院　1940－1942　2 冊　（八

絋叢書　第 1 輯・第 2輯）

　　北海道各地の開拓・移住の中心人物や団体について記したもので、排列は順不同。第 2

篇の発行者は水産社。また、『北海道開拓秘録』第 1 篇・第 2篇（1949 年刊）と同内容。

H281/W
北辺之物語　埋れた開拓者の歴史　渡瀬修吉著　回天発行所　1971　272ｐ　18cm

　北海道・樺太・千島の歴史を、その時々の中心人物を通して語る読み物。図版多数。
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H281/W
創業の人々を語る　若林功著　北海道農会　1938　139ｐ　19cm

　　移住や開拓、村の建設に功労のあった先人の横顔や裏面史を語る。北海道の開拓に寄

与した外国人についても記す。目次で地域・分野・人名等がわかる。『北海道農会報』ほ

かに掲載したものの一部の集録。

H281/Y
北海人物評論　吉田重貞著・刊　〔出版年不明〕　139ｐ　図版　16cm

　　朝野農商を問わず、医師や文士等も含む有為の人材 293 人。金子元三郎（小樽区）ほ

か 15 人の肖像写真あり。順不同、索引なし。

281.02 　忌辰録．墓誌（墓銘）
281.02/B

函館外人墓地  馬場脩著  図書裡会  1975  130ｐ  22cm

  　1854 年の箱館開港以来、埋葬されてきた外国人の墓碑数十基ひとつひとつの写真と、

各人の経歴や事蹟を紹介。著名人から無名の水夫、居留者まで年齢も国籍もさまざま。墓

地の歴史と現状にも触れる。

H281.02/Ha
戊辰己巳戦死者人名録　函館碧血会編・刊　1975　57ｐ　22cm

　　榎本軍の戦死人名録。士分の部、町人の部に分け、それぞれの人名を五十音順に記し、

戦没地を付してある。柳川家秘蔵の『戊辰己巳戦死人名録』原本の氏名順位を尊重して

氏名分散配置などを整備し、見やすく五十音順に再編したもの。

281.03 　書誌．人名辞典
H281.03/A

秋田県の人と事業　御大典記念　野川賢祐編　秋田人通信社　1928　１冊　19×27cm

　　北海道及び樺太に移住し、成功した秋田県人各個人を生年から事業、人となりについ

て紹介したもの。概ね肖像あり。索引・目次なし。居住地域ごとにまとめて掲載。

H281.03/G
現代北海道の１００人　太陽　1972　458ｐ　30cm

　　 「あなたが選ぶ北海道百傑コンクール」で選ばれた、昭和 47 年頃における北海道の

政・財界及び各界で活躍している 100 人の、アンケート 20問の回答と人となりについて

詳しく紹介。カラー肖像あり。目次は人名の五十音順。『クォリティ』カラー別冊。巻末

に附録として「明治大正の北海道百傑」（脇哲著）があり、官界、経済界など 100 人を紹

介している。別冊附録の『北海道百番附』（富貴堂書房　大正 7 年刊の復刻版）は 100人

を各分野別に番附表にしたもの。
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H281.03/G
北海道現代有名人事録　昭和 24 年版　現代有名人事録刊行会編　北方文化興信社　1949

400ｐ　18cm

　　開道八十周年を記念して刊行された人事録。昭和 23 年当時、北海道において政治、経

済、産業、文化その他あらゆる方面において活躍する北海道在住著名人を五十音順に排

列し、1,135 名を収録している。人名・地区別・業種別・広告索引あり。

H281.03 /Ho
北海道人物・人材情報リスト　日外アソシエーツ編・刊　1994－　30cm

　　北海道出身者および、勤務先あるいは自宅住所が北海道である人物を対象とし、現在

活躍中の人物を中心に、物故者および在日外国人も含め、明治から現代に至るあらゆる

分野の知名人を収録。記載事項は、見出し人名、人物のプロフィル、最近の文献までで、

典拠は「データベース WHO」である。五十音順で 1998 年版から3 分冊。隔年刊。

　　所蔵：1994,1996,1998,2000＜1994－2000＞+

H281.03/Ho
北海道・活動する女性人名事典　鷲田小弥太編・監修  三一書房　1995　19cm

　　北海道で現役で活躍する女性の事典として初めて刊行された。作成にあたり、ビジネ

ス・マスコミ・文化の分野では「面談」を主体とし、直接の執筆者は全員女性。ビジネ

ス・マスコミ・大学教育・司法・政治・市民運動・文化・スポーツと分野別に分け、人

名の五十音順に排列。総索引あり。

H281.03/Ho
「北海道百年」研究家名簿　札幌中央放送局放送事業部編・刊　1966　59ｐ　26cm

　「明治百年」研究家について調査した時に収集した北海道関係の研究・収集家の回答

をまとめたもの。筆名、研究テーマ、著作リスト、所蔵コレクション等。回答者 116 名

を五十音順に掲載。巻頭に人名索引。

H281.03/Ho/S24
北海道名士録　昭和 24 年版　北海日日新聞社編・刊　1949　566ｐ　26cm

　　北海道で活躍する名士の動態を広く知らしめるため、3,000 余名の現状を収録した。本

道選出衆参両議員、道議、市町村議員、産業界、教育界、法曹、宗教、文芸などあらゆ

る方面から網羅し、官衛、団体、銀行、会社は役員・幹部職員のみの掲載。各個人につ

いては、姓名の下に現職、家族、履歴、現住所を入れた。五十音順。

H281.03/Ho/S35
北海道名士録　昭和 35 年度版　北海タイムス社　1960　1 冊　27cm

　　昭和 34 年 10月 30日現在、北海道に在籍する官公署、公社、会社、各種団体、商工業

者、政治家、教育者、宗教家などの第一線で活躍する人々や在野の著名人を収録。
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　　昭和 34 年 6 月から 10 月までの間に訪問、または文書による照会により資料の提供を

得て調査し、本名・生年月日・出身地等を詳しく掲載する。氏名の排列は、五十音順で

索引もある。

H281.03/Ho
北海道歴史人物事典　北海道新聞社編・刊　1993　443ｐ　21cm

　　開拓期から平成まで、北海道の繁栄に指導的な役割を果たした先駆者たちの横顔と足

跡を詳しく著した人物事典。道内の政治、経済、文化、学術、芸術、スポーツなどの分

野で活躍した故人限定で 1,313 人を収録。人名項目は、『北海道大百科事典』のものをそ

のまま吸収し、刊行後故人となった人々を加筆した。さっぽろ文庫 66『札幌人名事典』

（H081.2/Sa/66）と合わせて利用するとより効果的な手引書である。肖像あり。

H281.03/Ho
北海道有名人年鑑　第 1 巻　昭和 30年度版　北海道商工新聞社編・刊　1955　129ｐ 21cm

　　北海道に在住し、当時、政治、経済、文化、その他の方面で活躍していた著名人を収

録し、年鑑として刊行したもので、全 10 巻まで刊行の予定であったが、所蔵はこの 1冊

のみ。一人ひとり面接してまとめたので内容が充実している。一部肖像あり。巻頭にイ

ロハ順索引がある。収録人数 354 名。

H281.03/J
 人名字彙原稿　〔製作者不明〕 〔製作年不明〕　１冊　26cm

　　北海道庁、室蘭市役所の罫紙に書き写したもので、「人名字彙」の生原稿の一部を一冊

にまとめてある。

H281.03/Ka
北海道人名辞書　金子郡平，高野隆之共著　北海道人名辞書編纂事務所　1914　690ｐ

20cm

　　本道開拓に寄与した先人と、刊行当時活躍していた政治家・教育者・宗教家・実業家・

美術家・侠客・芸人などあらゆる方面の人々を掲載している。札幌・小樽・函館・旭川

の四区の順に各々人名を五十音順に列挙、次に各支庁管内ごとに郡名を五十音順に分か

ち、さらに各町村ごとに五十音順に列記、人名も町村ごとに五十音順に列記している。

雑の部に故人、遺漏者を列挙している。一部肖像あり。巻頭に地方別・人名別索引。

H281.03/Ka
北海道人名辞書　第 2 版　金子信尚著　北海民論社　1923　660,9ｐ　20cm

　　著者が、兄郡平の遺志を継ぎ、第 1 版の改訂増補として刊行したもの。札幌・小樽・

函館・旭川・室蘭・釧路の順とし、人名をイロハ順に列挙、次いで各支庁管内ごとに郡

別とし、各町村の人名をイロハ順に列挙する。人名の最後に雑之部とし本道拓殖功労者

故人等を掲げ、追加分は順不同に列記した。一部肖像あり。巻頭に地方別・人名別索引。
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参考として巻末に明治維新以後の本道の年表あり。

H281.03/Ki
北海道樺太名士大鑑　増補　北日本出版編・刊　1935　1 冊　24cm

　　北海道、樺太における名士の偉大なる業績を子々孫々に伝えるべく刊行された名士大

鑑。肖像あり。概ね地域別排列。目次が人名一覧。巻末に附録として北海道選出貴族院

議員、北海道選出衆議院議員、北海道会議員などの名簿あり。初版（1934 年刊）も所蔵

するが、事情により樺太部は未収録のまま刊行された。

H281.03/Ko
北海道史附録人名字彙　　河野常吉著　〔製作者不明〕 〔製作年不明〕 9 冊　26cm

　　大正 5 年以前に物故した（外国人は生死問わず）、北海道の歴史上登場する政治、経済、

学術、文化に関わる千百余名の経歴・事蹟を五十音順に記す稿本（昭和 6、7 年　出戸栄

松書写）の複写本。『北海道史』の附録として上梓されるべきところ、刊行中止となった

もの。

H281.03/Ko
北海道史人名字彙　上・下　河野常吉編著　北海道出版企画センター　1979　2 冊　22cm

　　『北海道史人名字彙』の原本に、読解の便を考慮して校訂を加え刊行したもの。漢字

は人名のみ旧漢字使用、送り仮名は原本どおり旧仮名遣いとし、掲載順は努めて原本ど

おりとするが、誤記と思われる部分のみその排列を変更した。各巻末に新仮名遣いによ

る人名索引あり。

H281.03/Ta
北海道史人名辞典　第 1－4 巻　橘文七編修　北海道文化資料保存協会　1953　4 冊　19cm

　　『北海道史附録人名字彙』を底稿とし、修訂改ざんを加えて上梓したもの。原本の人

名字彙を尊重しつつ系統化と平明化を図り、誤りや未詳不明となっている部分など思い

きった改ざんを加えた。本書全 4 巻に収める人物は 1,300余家で、藩主、 開拓功労者、

侠客、俳優など多彩であり、本道歴史の裏付けとなりうる資料である。五十音順。各巻

の目次が人名索引。

　
H281.03/Ta

北方探検家文献目録（未定稿）　高木崇世芝著・刊　1997　1 冊　26cm

　　最上徳内・近藤重蔵・伊能忠敬・間宮林蔵・松浦武四郎の 5 人の探検家に関する文献

を、年代別に分け表記した。現物を確認したものは、印で表わしてある。雑誌新聞記事

も採録。

H281.03/Ta
家屋図入北海立志編　4　高崎龍太郎編　北島社　1893　75 丁　20cm

　　岩内郡、古宇郡の商店・会社・官庁・旅館など図入りで紹介し、各郡の概況や豪商の
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略伝を付す。当館所蔵は複写本。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.03/Ta
家屋図入北海立志図録　高崎龍太郎編・刊　1897　69 丁　21cm

　　北見国のうち 4 郡（利尻郡、枝幸郡、宗谷郡、礼文郡）の商店・会社等を図入りで紹

介し、各郡の概況や豪商の略伝を付す。

H281.03/Ta
新北の指導者　１００問１００答　全道編　太陽編・刊　1987　449ｐ　30cm

　　 活躍中の政財界人、医師など当時の北海道を背負ってたつ人々100 人をピックアップ

し、肖像からマイ・ビジネス、マイ・マインド、マイ・プライバシーまで詳細に掲載し

ている。人名の五十音順。雑誌『クォリティ』カラー別冊満 20 年記念出版。

H281.03/To
東北人銘鑑　　南部菊太郎編　「東北人銘鑑」刊行会　1958　1 冊　26cm

　　北海道で活躍する東北人 1,000 余人の経歴・役公職・趣味・家族を掲載。写真付き。

各県ごとに人名の五十音順。巻末には東北 6 県在住北海道大学同窓会名簿を収録。人名

索引あり。

281.035 　公卿名鑑．武鑑．人名録
H281.035/A

会津藩士人名録　山田勝伴著・製作 〔製作年不明〕　4 冊　25cm

　　山田勝伴氏直筆による、蝦夷地へ移住した会津藩士の人名録。約 470 名が収録されて

いる。稿本仮題は「蝦夷地移住会津藩士人名録」。複写本も所蔵（総目次・人名索引付き）。

H281.035/A
旭川市和歌山県人会人名表　旭川市和歌山県人会編・刊　〔1931〕　1 枚　23×55cm（折

りたたみ 23×9cm）

　　昭和 6 年 6 月現在、旭川市在住の和歌山県人の人名表である。出身地、渡道年月、現

住所、電話、職業、氏名（イロハ順）が掲載されている。38 名収録。

H281.035/A
慶応年間会津藩士人名録　会津郷土資料研究所編纂　勉強堂書店　1992　253ｐ　21cm

　　 明治時代初期に書き記された古記録 3 冊をもとにして編集したもので、誤字誤記があ

るが、百余年経過しているため再調査は省略。役職別に排列。重複する人名は役職兼務

の場合と思われるが、原本のまま記載。背の書名は「会津藩士人名録」。

H281.035/C
中小企業のための人材情報　社会科学系編　北海道商工労働観光部〔編〕・刊　1995　187

ｐ　30cm
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　　中小企業や指導機関で経営・技術指導や講演会・講習会等を開催する際の参考資料と

して、社会科学系の専門家を道内外 333 名収録。研究テーマ、著作、実績等紹介。分野

別に人名の五十音順。索引あり。北海道商工指導センターの協力を得て作成。平成 2 年

度作成のものに追加収録したもの。

H281.035/C
中小企業のための人材情報　自然科学系編　北海道商工指導センター〔編〕・刊　1995　　311

ｐ　30cm

　　前述タイトルの姉妹編。自然科学系大学・試験研究機関等の研究者、技術者など、道

内外合わせて 542 名を紹介。平成 3年度作成のものに追加収録した。

H281.035/Ｆ
風雪の群像　北海道農業を築いた人々　上・下　酒井勉著　日本農業新聞北海道支所

1993　2 冊　19cm

　　北海道の開拓、農協運動に大いに力を発揮した功労者 104 名に焦点を当て、『日本農業

新聞』昭和 64 年 1月から平成 4 年 12月まで 208回にわたって連載したものを上下 2 巻

にまとめた。人物伝として人間像を浮き彫りにしつつ、当時の社会的な背景、農協の変

遷など的確に描き、北海道農業の歩みを探る。目次で人名と活躍地（市町村名）が一覧

可。

H281.035/Ha
箱舘府附衛士人名帳　箱舘府編・製作　〔製作年不明〕１冊　28cm

　　箱館府附の衛士の名簿で和綴、筆写本。本国・生国・役職名・姓名・年齢の順に記載

し、旧幕府での役職や渡道の由来、出自などに触れている部分もある。

H281.035/He
平成　昭和回顧録　加戸宏平編　地方人事調査会　1992　272,646ｐ　31cm

　　前半 272 ページまでは皇室、昭和史、中央官庁機構図など一般的国内の概要で、「北海

道編」は後半の 646 ページ分。北海道において政治・産業・経済・教育・文化・福祉等

の各分野で本道の発展に貢献した人々、あるいは刊行当時活躍していた人々の足跡・業

績を紹介したもの。地域別に五十音順。肖像あり。巻末に人名索引を付す。

H281.035/Ho/T13
北海道実業大鑑　大正 13 年版　原野春太郎編　小樽図書　1924　1 冊　23cm

　　北海道・樺太の商工業について、広くその規模と所在・名称が約 1,000 ページに収め

られている。商工業者については、営業税納額 20 円以上のもののみ記載。函館、小樽、

札幌、旭川、釧路の 5 市は業種別に、各市ごとに索引（目次）を付し、他の地方は町村

別に列記するのみである。各章頭に各地域の会社広告（本支店を記載）があり、会社便

覧をも兼ねている。
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H281.035/Ho
北の研究者とその業績　農・畜・林・水産・食品・医・薬学部門編　北海道商工指導セン

ター北海道地域産業情報センター　1987　361ｐ　26cm

　　北海道内における農業技術や畜産・林業・水産・医学・薬学関係の研究機関や施設研

究者の名簿で、その各人の研究テーマと概要を記載する。研究内容は分野別氏名の五十

音順で、巻末には人名索引もあり。

H281.035/Ho
北海道銀行・会社・組合要覧・人事録　北海経済興信所編・刊　1941　532,525ｐ　31cm

　　北海道内における著名人の氏名・住所・職業・電話・位階勲等・宗教・趣味・生年月

日・出身地・略歴・家庭等を記載。調査期間は、昭和 14 年 6月から昭和 15年 11月。氏

名排列は五十音順で、目次で一覧可。

　　要覧は、道内に本支店・事務所を有する銀行・会社・組合ごとに五十音順。索引あり。

H281.035/Ho
北海道科学技術連盟会員名簿　北海道科学技術連盟編・刊　1949　106ｐ　21cm

　　道内の科学技術関係者に呼びかけ、約 3,000 名の会員で出発した連盟の名簿。第１篇

の趣意、要領、規約規定、第 2 篇の名簿、第 3篇の事業要覧からなっている。

H281.035/Ho
北海道関連団体役・職員名簿　北海道広報社編・刊　1979－　26cm

　　北海道の自治に関係する諸団体（道庁と関連のある団体や、各業界の主要な団体及び

市町村と結びつきの強い道内の一部事務組合＜消防、教育、保健衛生他＞）の役・職員

の住所・電話番号・年齢・現職または前職を掲載。

　　　所蔵：昭 54－平 13 年版＜1979－2001＞+

H281.035/Ho
北海道樺太人名録　北海タイムス社調査部編　北海タイムス社　19cm

　　北海道、樺太に在住及び関係の著名人士を収録。個人に関しては、問合わせに対する

回答及び直接調査を基礎として編纂している。北海道関係分は 1～203 ページまで、樺太

関係分は 203～242 ページ。『北海タイムス年鑑』別冊。　昭和 19 年版は『北海道年鑑』

別冊（北海道新聞社刊）。

　　　所蔵：昭 17,19 年版＜1941－1944＞

H281.035/Ho
北海道実業人名録　松井十郎編　北海道実業人名録編纂所　1894　507ｐ　23cm

　　全道の実業家の氏名、住所、営業、家号、商標、目印、および工場、会社、代理店な

どの所在・名称を記載。地域別だが、函館、札幌、小樽、根室は同業者が多いためさら

に営業種別に分けるが、他の地域は業目によりおおまかに類別する。各業目ごと氏名は
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イロハ順を基本とする。人名録ではあるが北海道の概要にも触れ、総説、行政、土地、

戸口、物産、農工商日用便覧、諸規則や地図など多彩な構成である。

H281.035/Ho
北海道十字之光　北海道十字之光編纂事務所編・刊　1919　1 冊　18×26cm

　　 日本赤十字社北海道支部社員名簿で、総裁、社長、副社長から支部全管内の特別社員

の肖像集。札幌、小樽、函館、旭川、室蘭の５区と各管内は特別社員に列せられた順に

記載されている。巻末に人名一覧表あり。

H281.035/Ho
北海道九洲出身者名簿　小樽九洲人会幹部編・刊　〔出版年不明〕１枚　40×60cm（折り

たたみ 20×15cm）

　　小樽区在住の九州人会の名簿が、出身地別に福岡県、大分県、熊本県から県不明まで

記載されている。次に北海道内各地に在住の九州県人会員の名簿が並ぶ。表裏 1 枚もの

に掲載。

H281.035/Ho
北海道信用録　北海経済興信所編・刊　1941　286ｐ　31cm

　　氏名の排列は五十音順で、氏名、店舗又は住所、職業、商号又は屋号、経営組織、開

業年月、信用録からなる。対物、対人、年商高、年収入高、現況は符号で表わし、符号

表は別冊として添付してある。

099/Y/35
H281.035/Ho

北民表誠録　札樽之部　遠藤虎竜太編　北民表誠録編纂所　1895　374ｐ　22cm

　　明治 27 年 7月、日清戦争のおり、国家に貢献（軍事公債、陸海軍献納金、軍馬献納等）

をした人々の名簿である。札幌区、小樽港に分け、氏名のイロハ順。詔勅、戦況も記載。

H281.035/Ho
芳名録　〔製作者不明〕 〔1931〕　1 冊　17cm

　　経済雑誌『事業人物評論』創刊（昭和 6 年 6 月）に際し、発刊に賛同した賛助員の直

筆の芳名帖。名士多数。

H281.035/Ho
芳名録　〔製作者不明〕 〔1938〕 1 冊　16cm

　　月刊雑誌『北海商報』を改題、経済雑誌『事業と人』を茶碗谷徳次を主幹として発刊

する（昭和 13 年 11月）に際しての、声援芳名録。函館日日新聞社長ほか。

H281.035/Ho
芳銘録　〔製作者不明〕 〔製作年不明〕 1 冊　15cm

　　表紙に「雅吉」とあり。内容は道内各地の商店主の芳銘録と思われる。人名のイロハ
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順。屋号、市町村名付記。池田七蔵（札幌郡下手稲村）ほか多数。

　　　　
H281.035/Ho

緑丘人士録　堀五郎編　財界評論社　1958　362ｐ　22cm

　　小樽高等商業学校、小樽経済専門学校、小樽商科大学と名称変更したが、その出身者

が社団法人緑丘会を組織し、作成した人名録。五十音順。肖像あり。巻頭に索引を付す。

H281.035/Ho/S53
社団法人北海道未来総合研究所役員名簿　北海道未来総合研究所編・刊　〔1978〕　5ｐ

26cm

　　顧問・参与は五十音順、副理事長以下は順不同。常務理事も掲載。肩書きと氏名のみ。

H281.035/J
人材情報　北海道商工指導センター編・刊　1989　151ｐ　26cm

　　道内中小企業に対する経営・技術指導や講演、講習、執筆等で活躍している社会科学

系各界の専門家を収録した参考資料。分野別に人名の五十音順排列。専門、著作、活動

実績等。道内外計 253 名収録。巻末に人名索引および分野一覧表。

H281.035/J
人材情報　自然科学系編　北海道商工指導センター編・刊　1992　118ｐ 26cm

　　道内の中小企業に対する経営・技術指導や講演、講習、執筆等で活躍している自然科

学系各界の専門家を収録した参考資料。分野別に人名の五十音順排列。専門、著作、活

動実績等。道内外計 173 名収録。巻末に人名索引および分野一覧表。

H281.035/Ka
樺太・北海道人名録　官公衛・銀行・会社・学校・団体職員録　樺太敷香時報社編・刊　1938

56ｐ　19cm

　　機関別に職名と氏名を列記。ただし、島外在住樺太関係縁故者のみ氏名の五十音順。

『樺太年鑑』昭和 13 年別冊。

H281.035/Ki
紀念　石川県の華　中村孝逸編　大成社商会　1910　214ｐ　23×30cm

　　明治 43 年、東宮殿下北陸行啓紀念の写真帖である。肖像写真のほか、住所・姓名・肩

書が記載されている。石川県出身の本道在住者も数名収録。イロハ順。目次が人名一覧。

H281.035/Ko
自治産業発達誌　皇紀二千六百年記念　国際通信社　1939　259,939ｐ　23cm

　　前半 259 ぺージまでは、日本全体の国史篇・政治篇・産業篇とあり、後半 939 ページ

分は北海道内の自治・産業界の名士等および各種団体の名鑑。肖像あり。巻頭に人名・

団体名一括で五十音順索引を付す。
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H281.035/Ky
郷土「加越能」　1961 年版　郷土加越能社　1961　565ｐ　27cm

　　北海道特集版。北海道の第一線で活躍する富山、石川、福井県出身者の人名録である。

地域別に、人名の五十音順排列。肖像あり。巻末の目次が地域別人名索引になる。別冊

附録として「加越能北海道会員名簿」があり、市町村別に各県の会員が記載されている。

H281.035/Ni
興亜日本史　国民精神総動員資料　日本文化研究会編・刊　1941　393,842ｐ　26cm

　　前半は日本全体の国史で、大本篇、国憲篇、行政篇など。人文北海道の巻（後半 842

ページ分）には、北海道大観と人文篇があり、本道の概要のみならず、各界の著名人か

ら官公庁、組合、会社、寺社など各種団体が網羅された名鑑となっている。一部肖像あ

り。巻頭の索引で人名・団体名を一覧できるが、順不同。

H281.035/No
東宮行啓記念写真帖　　野沢善三郎編　魁文社　1911　106ｐ　23cm

　　前半では当時の札幌・小樽・函館等の建築物や風景の写真、後半では道庁・各産業界

の名士の肖像写真が紹介されている。概ねイロハ順。

H281.035/Sa
分野別人材・研究機関要覧　1995 年版　札幌商工会議所編・刊　1995　165ｐ　30cm

　　分野を政治・産業・文化など 8 つに区分し、道内外の人材 715 名を紹介。五十音順。

各企業・団体等において開催する研修会や講習会および情報収集に幅広く活用できる。

巻末に国、道、市町各種機関を収録。分野別・人名・機関索引あり。

H281.035/Sa
北海表忠録　　坂牛祐直著　北海道教育会　1907　1262ｐ　26cm

　　日露戦争における陸軍第七師団の戦死者を写真付で収録。他に第七師団の戦歴や、殊

勲者人名（生存者）等が掲載されている。

H281.035/Sa
札幌・全道・全国講師団名簿　　札幌商工会議所編・刊　1986　103ｐ　30cm

　　企業内教育・情報の収集に利用できるよう作成されたもので、札幌・全道編（471 名）

と全国編（291 名）とに分け、講師が最も得意とする分野（テーマ）に基づいて分類さ

れている。分野内は人名の五十音順。人名および分野別索引を付す。

H281.035/Se
仙台藩人名鑑　開道五十年記念　関清輔編・刊　1918　132ｐ　20×27cm

　　開道五十年記念に編纂されたもので、仙台藩所縁の名士の経歴等を北海道の地域毎に

紹介。一部肖像写真あり。巻末に出版補助金出資者の名簿あり。
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H281.035/Ta
〔大政翼賛会北海道支部〕役員名簿　　大政翼賛会北海道支部編・刊　19--　76ｐ　21cm

　　支部長、常務委員、顧問など会の役員の氏名・官公職・住所（町村名まで）を収録。

H281.035/Te
帝国データバンク会社年鑑　北海道版　帝国データバンク編・刊　1994－　31cm

　　『帝国銀行会社役員知名人年鑑』の改題。道内の金融機関・企業と道内に事業所を持

つ道外企業を収めた「企業編・事業所編」（五十音順排列）と、会社役員、議員、知事、

各種団体役員を収めた「会社役員・知名人編」（氏名の五十音順を原則とした文字順排列）

とに分かれる。各編の前に索引が付く。上場企業から中小企業まで、主要企業を集大成。

2002 年版で 15,000 社、14,000人収録。継続前タイトルは『帝国銀行会社人事要録』昭和

47,48 年（帝国興信所 1972 創刊－1973 刊 以後休刊）、『帝国銀行会社役員知名人年鑑』

1987－1994（帝国データバンク 1986 創刊－1993 刊）。全巻所蔵。1993 年版までの知名人

編にはあらゆる分野の著名人が含まれていた。

　　所蔵：1995－2002＜1994－2001＞+

H281.035/Te
帝国会社役員知名人名鑑　北海道版　　帝国データバンク編・刊　1984　1289ｐ　31cm

　　産業経済界を中心に、政官界、学術、文化、スポーツ、芸術等あらゆる分野で活躍中

の 3 万人を五十音順に収録。以後は『帝国銀行会社役員知名人年鑑』に吸収された。

H281.035/Z
在伯北海道人史　北海道百年記念　在伯北海道協会編・刊　1968　204,261ｐ　28cm

　　北海道開拓百年記念の協賛事業として、北海道からブラジルへの移住者の実体と動向

を調査したもの。ブラジル移住の歴史等とともに、在伯北海道人名簿を出身市町村別に

掲載。人名の五十音順。

281.036 　職員録．役員録
H281.036/C

拓殖紳士・会社録　昭和 11 年度版　中央情報社編・刊　1935　373ｐ　18cm

　　当時、国内外で開拓や植民に携わっていた名士と会社を、東京及内地・朝鮮・台湾・

樺太・南洋・満州・中華の地域別に掲載。項目内は五十音順。東洋拓殖株式会社、王子

製紙、南満州鉄道等の幹部一覧と満州国官吏表も収録。

H281.036/Ho
北海道開拓史　郷土を造る人々　　人事調査所編・刊　1970　1178ｐ　28cm

　　北海道開拓の先人と刊行当時活躍していた名士について、市町村別に経歴・現職・住

所・生地・生年月日・趣味・家庭、と写真付で詳しく掲載。巻頭に市町村別索引と人名

索引を付す。
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H281.036/J
自治行政録　北海道編　　地方人事調査会編・刊　1979　1 冊　27cm

　　歴史と文化、政治と社会、人物と風土など多彩な内容を網羅した行政録。地域で活躍

している名士の現職・元職・生年・経歴・家庭を写真付きで掲載。北海道・山形県・長

野県分を収録している。章末に各県の人名索引を付す。

281.038 　肖像集
H281.038/F

福島県人写真帖　　福島県人写真帖編纂事務所編・刊　1916　1 冊　27cm

　　福島県出身の北海道人約 500 人の経歴等を、イロハ順に写真付で紹介。巻末にはこの

本の編纂時の寄付者の名簿を掲載する。

H281.038/F
北海道樺太在住福井県人写真帖　　藤田新太郎編　北海道樺太在住福井県人会　1914　184

ｐ　26cm

　　福井県出身の北海道人の肖像集。出生地・生年・現住所・渡道年を付記。自治体別に

排列。

281.038/G
御即位御大典賜饌拝載記念写真帖　御即位御大典賜饌拝載記念写真帖編纂協賛会  1917

87ｐ  19×27cm

  　道内の文武官有爵者優遇者など賜饌者約 500 名の肖像集。人名のイロハ順に掲載。目次

が人名索引を兼ねている。写真不着の 60 余名は氏名のみ掲載。

281.038/Ha
浜口内閣記念北海道民政党同志写真帖　〔出版者不明〕  1930  1 冊  28×43cm

  　肖像集。全員ではないが署名入り。巻頭の中央閣僚は 1 人 1 ページの大判写真。巻末

に道内同志各位の署名一覧あり。

H281.038/Ho
北海道　活躍する石川県人の群像　　北陸新聞社編・刊　1957　228ｐ　18cm

　　道内経済界を動かす石川県人や札幌・旭川・函館・小樽・釧路・稚内等の石川県人会

会員名簿を掲載。巻末には東京・大阪両県人会名簿を収録。

H281.038/Ho
北海道温故写真帖　第 1 集　　細川碧編・刊　1913　1 冊　20×27cm

　　明治維新前後から北海道の開拓に携わってきた名士の肖像集。生年、出身地等を付記

する。開拓使以来の地方庁長官、華族諸公を列叙。紳士録は渡道年月順（推定含む）。

H281.038/Ho
北海道社交倶楽部　1 集－　鴻文社編・刊　1905－　23cm
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　　北海道全土における知名人の肖像集。氏名・公職・職業・住所等を付記。第 1 集は北

鉄旅行案内所編・刊。排列は応募順。所蔵分のうち 8 集以降は地域別に掲載し、目次が

人名一覧を兼ねる。『北海道旅行案内』（『北鉄旅行案内』）の附録。

　　所蔵：1,5－6,8－10 集＜1905－1912＞

H281.038/Ho
北海道在住秋田県人録　　魁文社編・刊　1912　1 冊　23×31cm

　　北海道開拓時の秋田県人の肖像集。イロハ順。住所・出身地・生年・渡道年を付記。

目次が人名一覧。

H281.038/Ho
北海道在住滋賀県人　　北海道滋賀県人同盟会編・刊　1910　434ｐ　16cm

　　道在住の滋賀県人を出身郡別に、氏名・職業・住所・生年等を写真付で掲載。地域内

は人名のイロハ順。目次が人名一覧。

H281.038/Ki
喜久の薫　　木戸正英著　大成社　1913　1 冊　23cm

　　明治 44 年の東宮殿下北海道行啓紀念および大正改元紀念の肖像集。肩書・住所・氏名

を付記。札幌・小樽・函館の区部と、その他郡部の 2 部構成。各々人名のイロハ順。

H281.038/Ki
紀念文庫北海道号  〔出版者不明〕 〔出版年不明〕 1 冊  19×27cm

  　当時の北海道鉄道管理局長野村弥三郎氏の肖像をはじめとして、北海道鉄道関係職員

等多数の肖像集。道内各地の名士、建物・風景写真なども含む。野村局長在任中（明治

41 年 12 月～大正2 年 5 月）の刊行と思われる。

H281.038/Ni
北海道在住新潟県人写真帖　　新潟県人写真帖編纂事務所編・刊　1911　171ｐ　22×31cm

　　道在住の新潟県人の肖像集。北海道の地域別に肩書・氏名・住所を付記。目次が人名

一覧。

H281.038/No
北海道在住加越能人名録　　野沢善三郎著　加越能人名録発行所　1916　250ｐ　23×30cm

　　道在住の富山・石川・福井県出身者の肖像集。北海道の地域別人名イロハ順に、肩書・

氏名・住所・出身地・生年・渡道年を付記。目次が人名一覧。

H281.038/R
令女名鑑　小樽新聞社　1939　1 冊　30cm

　　北海道の名士の令女の肖像集。名前・経歴・趣味等を付記。
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H281.038/Sa
北の貌　佐藤雅英写真集　　佐藤雅英著　インフィニート　1991　114,10ｐ　29×31cm

　　北海道在住の作家・文化人 114 人の肖像写真集。巻末には経歴・作品名等を掲載。

H281.038/Z
在北海道茨城県人写真帳　　茨城県人共和会編・刊　1913　177ｐ　26cm

　　道在住の茨城県人の氏名・生年・経歴・職業等を写真付で掲載。

281.04 　人物評論
H281.04/A

新・人国記　3　朝日新聞社編・刊　1963　264ｐ　18cm

　　第 3 巻に北海道分を収録。北海道の風物や人物（在住・出身）を読み物風に紹介。巻

末に人名索引。新聞連載記事の単行本化。

H281.04/A
新人国記　3　朝日新聞社編・刊　1983　290ｐ　19cm

　　前シリーズから 20 年経て新たに企画されたもの。北海道在住および出身の文化人を多

数紹介。一部肖像写真あり。巻末に人名索引。昭和 57 年 5～7月の新聞連載を加筆修正。

H281.04/D
どさんこ輪あるど　北の人間ネットワーク　北海道ヒューマンネットワークプラザ編・刊

1998　268ｐ　26cm

　　北海道各地で活躍する 117 人を、肩書きにこだわらず取材し地域別に紹介。経歴や近

況報告を写真付で掲載。『北海タイムス』紙連載記事「北の人間ネットワーク」シリーズ

に追加、再編集。

H281.04/D
北進日本の先駆者たち　　伝記学会編　六甲書房　1941　334ｐ　19cm

　　最上徳内・近藤重蔵・木村謙次・間宮林蔵・松田伝十郎・松浦武四郎・国田兵右衛門・

大黒屋光太夫・小栗重吉・郡司成忠・福島安正・アイヌとアイノを紹介した年少者向け

の読み物。巻末に各人物ごとの参考文献が記されている。

H281.04/E
蝦夷地に名を残した人々　　竹内寛著　人間像出版　1994　235ｐ　19cm

　　コシャマインと武田信広・松前慶広・児玉喜左衛門・シャクシャイン・井原西鶴・横

死七十一人の墓・松前崇広・黒田清隆を紹介した読み物。巻末には参考文献。

H281.04/E
蝦夷地の外人ナチュラリストたち　　村元直人著　幻洋社　1994　186,5ｐ　20cm

　　開拓期に活躍した外国人博物学者たちの経歴を一部写真付で紹介。巻末に参考文献・

年表・索引あり。
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H281.04/E
北海道精神風土記　榎本守恵著  みやま書房  1967  299ｐ  19cm（みやま双書  2）

　　内村鑑三、本多新、渡辺惟精、鈴木清、武市安哉、関寛、二宮尊親、河野常吉、有島

武郎、小林多喜二の叢伝。北海道の思想史をまとめた開拓歴史館ともいうべき論究。『北

海教育評論』に連載したものを加筆修正。

H281.04/F
ふるさと人国記　1・2　　朝日新聞社編・刊　1999　2 冊　30cm

　　『朝日クロニクル週刊２０世紀』中に見開きで所収されている、北海道の知名人の紹

介記事。一部写真あり。

H281.04/F
「北海道在住新潟県人写真帳」にみえる見附出身者　　古廐忠夫著　見附市史編集委員会

1985　ｐ88～94　21cm

　　『見附市史研究』第 10 号所収。『北海道開拓功労者関係資料集録』に収録されている

新潟県出身者 17 名と、標題の写真帳に掲載された 33名の氏名・出身地・職業等を掲載。

H281.04/Ha
日本探検　　原田三夫編　万里閣書房　1931　345ｐ　19cm

　　日本人探検家の紹介。武田信広・本田利明・最上徳内・近藤重蔵・松田伝十郎・間宮

林蔵・高津泰・内山隆佐と早川弥五左衛門・松浦武四郎・ロシア漂流奇譚。

H281.04/Ho
不撓の猛者たち　　北海学園編・刊　〔1985〕　30ｐ　26cm

　　北海学園創基 100 周年を記念して、昭和 60年 7月から 9月にかけて読売新聞道内版に

掲載された記事をまとめたもの。学園の歴史とそれに縁のある人物を紹介している。

H281.04/Ho
芸妓黒清　黒田清隆の愛妾　明治・北海道人物誌　北海道ノンフィクション集団編　北の

浪漫社　1989　215ｐ　19cm

　　黒田清隆の愛妾・芸妓黒清をはじめ、Ｊ・クロフォード、高見沢権之丞、中目文平、

水原寅蔵、中川源左衛門、高畑利宜、笠原文治を紹介した人物誌。

H281.04/Ho
漁業を担う人々　　北海水産新聞社編・刊　1969　1 冊　37cm

　　北海道開基百年を記念して、北海道の漁業開拓に功労のあった人物 396 名を紹介。氏

名・経歴・職業等をカラー肖像写真付で掲載。道庁関係、漁協および関連団体、個人の

順に排列。人名の五十音順。『週刊水産北海道』連載の集大成。

H281.04/Ho
北海道ひと紀行　文化・芸能編　　北海道新聞社編・刊　1999　107ｐ　19×19cm
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　　1995 年 11 月から 1997 年末まで北海道新聞夕刊で連載された記事から、現在活躍中の

北海道出身の文化・芸能関係者 134 人をまとめたもの。経歴や職業等をカラー肖像写真

付で紹介している。巻末に索引あり。

H281.04/Ho
北海道１０４人人間の死に際　　合田一道著　北海道新聞社　1994　278ｐ　19cm

　　江戸時代から平成まで、北海道に縁のある人物の臨終の様子とその人生を紹介。クラ

ーク博士やスタルヒンなど外国人も 5 人収録。一部写真あり。巻末には参考文献を掲載。

H281.04/Ho
北海道人物誌　第 1 編・第 2編　北海道人物誌編纂所編・刊　1893－1894　2 冊　22cm

　　当時、北海道に現存していた偉人・名士の言行・経歴等を紹介。第 1 編には札幌・小

樽の人士 30 名をイロハ順に、第 2編には函館・岩内を中心に全道の人士 26 名を掲載。

写真無し。目次が人名一覧。

H281.04/Ho
北海道の１００人・対談集　　太陽編・刊　1974　495ｐ　31cm

　　道民の月刊誌『クォリティ』を発行している太陽が創立十周年を記念して編集。政界・

経済界の第一線で活躍する人物 100 人が一人ずつホストと対談をしたものをまとめてあ

る。氏名・生年・経歴・職業等を付記し、カラー肖像写真も掲載。目次が人名の五十音

順索引。

H281.04/Ho
北海道立志編　1－5　北海道図書出版合資会社編・刊　1903－1909　5 冊　21cm

　　道内の開拓・殖産の先駆的な功労者を各地で取材し、各人についてその伝記・写真を

掲載している。排列は原則人名のイロハ順。目次が人名索引。なお、この『北海道立志

編』については『北の資料 103』において特集している。

　　
H281.04/Ho

北大百年の百人　エルムの杜の頭脳群像　北海タイムス社編・刊　1976　217ｐ　21cm

　　北海道大学創基百年を記念して北海タイムス紙で連載されたものを編集。北大を育て

た人材、北大で育った人材 100 人の経歴等を写真付で紹介している。目次が人名一覧。

H281.04/Ho
人脈北海道　1－8　北海道新聞社編・刊　1973－1976　8 冊　19cm

　　北海道新聞夕刊の連載をジャンル毎にまとめたもの。それぞれの分野で活躍する人物

を読み物風に編集している。一部写真あり。赤レンガ編、学会編（上・下）、金融界編、

作家・評論家編、市町村長編、スポーツ編、農業編に分かれている。赤レンガ編は主に

戦後の道幹部を採録。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Ho
建設する人々　北海道綜合版　北海通信評論社編・刊 1955　150ｐ 19cm

　　新しい北海道をつくりあげてゆく人（建設人）をたずねて地方をまわり、渡島支庁長

北田堅吉氏はじめ 1955 年現在の 342名のエピソードなどを簡単に紹介する。目次が人名

一覧。

                                                                     H281.04/Ho
凍野の残映　北海道人物誌　北海道ノンフィクション集団著　みやま書房 1982　297ｐ

19cm

　　髭の捕手・久慈次郎、実録・女給小夜子、啄木と商傑・山県勇三郎、五寸釘寅吉の読

み物的人物紹介。

                                                                       H281.04/I
北海道経済を担う人々　財界４０人集　池田昌三郎編　経済評論社 1959　250ｐ 19cm

　　昭和 34 年当時の北海道経済を築き上げ、且つ推進してゆく原動力となっている人々の

功績について述べられている。小林米三郎氏（北海道酒類販売会長）ほか 39 名。目次が

人名一覧。

                                                                       H281.04/I
伊藤痴遊全集　第 12 巻　伊藤仁太郎著　平凡社　1929　415ｐ　20cm

　　『海外雄飛豪快伝　続』文中、近藤重蔵、間宮林蔵、高田屋嘉兵衞を中心とした読み

物としての人物像を描く。

                                                                       H281.04/I

ニシン漁家列伝　百万石時代の担い手たち　今田光夫著　幻洋社　1991　365ｐ 19cm

　　場所請負人および明治初期の漁家の列像を簡単な解説で触れている。それぞれに出典

を明記。巻末に人名索引を付す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Ki
あの人・この人　第１集　　竹中富男編　北日本プレス社　1967　97ｐ　22cm

　　北見市、旭川市在住の各界、各層の第一線で活躍する人達の“あれや、これや”を短

文にまとめ収録。人名の五十音順。概ね肖像あり。

H281.04/Ki
北へ…異色人物伝　〔正〕・続　北海道新聞社編・刊 　2000－2001　2 冊　20cm

　　道外、海外から北海道にやってきて、歴史上何らかの足跡、功績を残した人物を〔正〕

続各 50 人計 100人取り上げた。続の巻末には「登場人物一覧」を表示。生存期間・出身

地・肩書・関わりの深い道内の主な土地などを掲載。1999 年 7 月から2001 年 6 月まで

北海道新聞日曜版に連載されたものをまとめた。図版多数。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Ma
人物太平記　松尾三良著　「道政」出版局　1955　368ｐ　19cm

　　北海道の各界巨星、本道経済界の最高峰にある知名人の人物評論をまとめたもの。　栗

林徳一、平塚常次郎、町村敬貴氏等 30 名。肖像あり。目次が人名一覧。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Mi

辺境を歩いた人々　宮本常一著　さ・え・ら書房　288ｐ　23cm　(さ・え・ら伝記ライブ

ラリー 14）

　　近藤重蔵、松浦武四郎、菅江真澄、笹森儀助の 4 人について児童向けに書かれたもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Mi
日本漁民伝　上・中・下　宮城雄太郎著　いさな書房　1964　3 冊　18cm

　　漁民の事績について、北海道から鹿児島にわたる有名・無名百数十人の実在人物を登

場させる。中巻に山田文衛門、斎藤彦四郎、下巻には三上藤五郎が収録されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Mu
北海之商傑　村田栄次郎著・刊　1918　307ｐ　20cm

　　山本厚三、小熊幸一郎、岡本康太郎、本宮孝治郎、寺田省帰など、活躍する事業者を

紹介する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H281.04/Mu
郷土を拓く人々　村上久吉著　旭川市立郷土博物館　1956　320ｐ　19cm

　　上川地方開発の基礎を定めた岩村通俊から、盲目の開発功労者歌登村の安田金助まで、

上川・北見地方の開拓功労者を収録。北海道新聞夕刊（旭川版）に連載されたものに補

筆しまとめた。肖像あり。目次が人名一覧。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  H281.04/Ni
道北の顔　ＮＨＫ道北サンデーインタビューより　〔正〕・続　ＮＨＫ旭川放送局編　総北

海出版部　1988－1989　2 冊　22cm

　　ＮＨＫ旭川放送局が、上川、留萌、宗谷の三支庁管内を対象に「道北サンデーインタ

ビュー」に出演した各界で活躍している人々を掲載。〔正〕には 20 名、続には 18名が紹

介されている。肖像あり。目次で氏名と職業を一覧できる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Ni
日本フォークロアの先駆者　伝統と現代社　1974　208ｐ　21cm

　　『伝統と現代』第 25 号特集。北海道に関係する人物として、鳥居龍蔵、金田一京助、

知里真志保、管江真澄を収録。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  H281.04/O
北海道発達史　及川徳兵衞著　久松末吉　1911　642ｐ　 22cm

　　創立当時の村事跡を主とし、続いて先人の経歴を記して移民を奨励し後進を訓戒する
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目的で発行。各村誌は空知、上川の一部、人物伝は岩村八作氏ほか。肖像あり。イロハ

順。目次が人名一覧。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/O
北海道人物双六　奥田二郎著　北海道ノンフィクションクラブ　1977　306ｐ 19cm

　　1977 年に北海道を代表する人物にはどんな人物が実在したかということを、その職能

的ポストと人生双六と共に後世に残したいというのが出版の由来。順不同。目次が人名

一覧。

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/O
北海道人国記　上　奥田二郎著　山陽印刷　1968　555ｐ　19cm

　　開道百年目の人士をできるだけとらえる。五味彰（拓銀頭取）ほか丸井今井三代を含

め 17 名の人物を紹介。“人国記”というより参考になる人物読本と思っていただければ、

というのが著者の弁。北海タイムスに一年間（昭和 42 年）連載したもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/O
北海道の人物研究　奥田二郎著　北都工芸社　1982　204ｐ　19cm

　　五味彰（拓銀頭取）ほか、丸井今井三代を含め 17 名の人物を紹介。目次が人名一覧。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/O
北海道拓殖功労者列伝　小田孤舟編　北海道庁立空知農業学校北光寮　1921　94ｐ　18cm

　　本書に掲げる功労者には華族あり、農家あり、商人、教育者あり、アイヌの人あり。

32 名掲載。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H281.04/O
男たちの二十章　北海道の男たち２０人著　スカットプロモーション出版事業部　1994

249ｐ　19cm

　　地域と職業を超え、「新しい自分発見をしよう」という目的で昭和 20～30 年代生まれ

の 20 人が集まり、自分の半生を語る。肖像あり。目次で各人の職業、居住地がわかる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/O
歴代物語　道庁長官知事議長・北電拓銀　奥田二郎著・刊 1987　417ｐ 18cm

　　長官篇（開拓使を含む）には、初代開拓使長官鍋島直正をはじめ道庁初代長官岩村通

俊から 31 代岡田包義まで、また初代知事田中敏文から 4代知事横路孝弘までが紹介され

る。議長篇は初代平出喜三郎から 27 代吉田政一まで。付録に「昭和 60 歳」道幹部列伝

あり。その他、北電・拓銀歴代トップ、昭和 60 年に活躍中の 60 人の記念群像。目次が

人名一覧。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/O
静浪遺稿　沖亭著　渡辺常吉編　十一州社 1931　149ｐ 19cm



31

　　大正年間に北海道報紙上に連載されたもの。当時本道の政治・実業等各種の方面で活

躍していた有数の人士の北海道人物誌。一部肖像あり。目次が人名一覧。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Sa
大日本名誉録　北海道の部　佐藤慎策著・刊　1888　216ｐ　18cm

　　明治の聖代に沿う志をもつ人の列伝。名誉家あり、月彜（国後の総酋長）ほかアイヌ

の人 14 名の名あり。高田屋嘉兵衞など 62名掲載。巻頭に人名一覧あり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Sa
ふとどき放談　佐柳敏雄著　北門新報社　1952　132ｐ　19cm

　　十勝管内に住んでいる人だけを抽出し、第 1 部人物像（イロハ順）、第 2部村づくり談

義で十勝管内町村長の横顔を紹介。『北門新報』（昭 23.9.11 創刊）に掲載の紙上人物評

論をまとめたもの。目次が人名一覧。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H281.04/O
先人の足跡　尾角松一著　藻山吟社　1999　338ｐ　19cm

　　第 1 編北海道開拓人列伝（1 章最上徳内から30 章武林盛一まで）、第2 編日本歴史上人

物列伝（西暦 500 年代の人から 1900年代の章分け）、第3編日本の国技大相撲力士列伝。

目次が人名一覧。第 2 編は巻末索引あり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Sh
真理への途上　苦渋に満ちた生涯　雨貝行麿著　近代文芸社　1999　358ｐ 20cm

　　田中正造・原胤昭・新渡戸稲造の三人の業績を描く。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Sh
諸国人物志　1　脇哲〔ほか〕著　東洋書院　1966　274ｐ　22cm

　　北海道及び東北六県のその県で生まれ育つ、あるいはゆかりの深い歴史上の人物を取

り上げ紹介する。北海道については阿倍引田臣比羅夫はじめ 61 名が登場する。巻末に人

名索引を付す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Su
オホーツク探険史　北方領土を拓いた人たち　推理史話会編　波書房　医事薬業新報社

（発売）1973　268ｐ　19cm

　　北方領土の歴史的展望、北海のひげ将軍最上徳内、蝦夷地測量の先駆者伊能忠敬、オ

ホーツクの暴君近藤重蔵、悲運の探険者間宮林蔵、北海道の名付親松浦武四郎、軍事的

拓植者郡司成忠。『北方領土開拓史』（1975 刊 H281.04/Su）は、本書の改題。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/Ta
海とその先駆者　竹内尉著　健文社　1943　546ｐ　19cm

　　第 3 章北方および大陸への進出（林子平、本多利明、最上徳内、間宮林蔵、伊能忠敬、
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松田伝十郎、近藤重蔵、高田屋嘉兵衞など）、第4 章明治の二大探検（郡司成忠、白瀬矗）

を収める。

H281.04/Ts
めぐりあい北の街　ていたいむの人々　角田章二著　中西印刷事業部　1987　295ｐ 19cm

　　毎日新聞北海道文化欄に毎月掲載、登場した人達のインタビューをまとめたもの。1984

年 38 名、1985 年 41 名、1986年 40名、1987 年 18 名を登載。有名無名を問わず、一つ

のことに打ち込んでいる人々。肖像あり。目次が人名一覧。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/U
わたしの北海道　アイヌ・開拓史　上田満男著　すずさわ書店 1977　318ｐ　19cm　（す

ずさわ叢書 14）

　　北海道に生き、その歴史を自分の手で作り上げてきた証人たちの、ナマの言葉を中心

に、聞き書きの形式でまとめた。朝日新聞北海道支社版で、昭和 51 年 1月から長期連載

したものの中から、アイヌ関係と開拓に関連したものを中心に編集。第 1 部アイヌのゆ

くえには萱野茂氏ほか 14 名、第 2部開拓の歴史には関矢マリ子氏ほか 9名。目次で人名

と分野を一覧できる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.04/W
東北海道の人物　渡辺源四郎著　釧路日日新聞社　1926　99ｐ　22cm

　　釧路の部・十勝の部・根室の部・北見の部の東北海道の開拓につながる人々を網羅。

収録人数三百数十名。一部肖像あり。地域内はイロハ順。目次が人名索引。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H281.04/W
わが道を歩む　青少年へ贈る図書　北海道編上巻　文教図書出版　1998　87ｐ　22cm

　　シナリオ作家・小説家石森史郎ほか各界 24 名の“わが人生論”。肖像・略年譜あり。

五十音順。目次で人名と職業を一覧できる。

H281.04/Y
蝦夷から北海道へ　北方人物誌　吉田武三著　北海道新聞社　1976　279ｐ　19cm

　　古川古松軒はじめ各界 24 名の明治以前に北海道と深くかかわりのある人物の伝記を収

める。目次が人名一覧。

281.08 　双書．逸話集
H281.08/Ho

開拓につくした人びと　1－8　北海道総務部文書課編　北海道　1965－1968　8 冊　18cm

　　北海道百年記念事業の一つとして、北海道開拓功労者を顕彰するため各方面から推薦

を受けた 235 名の中から 108名を選んで全 8 集に収めた。肖像、図版多数。別冊付録に

「年表・索引」（総目次含む）あり。青少年向けに書かれた。理論社刊の普及版（1966

－1978 刊）もあり。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H281.08/Ho
開拓の群像　上・中・下　北海道総務部行政資料室編　北海道　1969　3 冊　18cm

　　『開拓につくした人びと』に続くもの。127 名収録。各巻に年表、参考文献を付す。下

巻の巻末には総目次があり、掲載者を一覧できる。

H281.08/Ho
わたしの道　第 1 集・第 2集　北海タイムス社編・刊　1974　2 冊　19cm

　　道内の政治・経済・産業・教育・文化など各分野で多彩な活躍をした人々の半生の記

録。昭和 47 年から北海タイムス紙上に連載したものの中から、第 1集には 12 氏、第 2

集には 10 氏を掲載。五十音順。肖像あり。

H281.08/Mo
立身冒険談　森彦太郎著　第 5 版　文学同志会　1909　204ｐ　19cm

　　北海道に関係する人物・高田屋嘉兵衛、西川伝右衛門、松前光広、近藤重蔵を含む。

H281.08/W
私のなかの歴史　1－7　北海道新聞社編・刊　1983－1987　7 冊　19cm

　　昭和 53 年から 60 年にかけて新聞紙上に連載された記事をまとめたもの。経済社会文

化の各方面で活躍した 87 人の先駆者のインタビュー集。人名よみ、略歴あり。7 巻目巻

末に全掲載者一覧がある。排列は順不同。写真あり。

H281.08/Y
有真楼文集　新井助信　1907　2 冊　23cm

　　『有真楼文集』『有真楼家乗』の 2 冊からなる。〔1〕『有真楼文集』には、「竹塘武田君

傳跋」（武田竹塘）が収録され、〔2〕の「有真楼家乗」では、梨本弥五郎（晴雪）、武田

斐三郎の事績が記されている。本文は漢文。

281.1 　宗谷・網走地方
H281.1/Ka

紋別市紋別郡名士録　家庭北見新聞社編・刊　1957　120ｐ　22cm

　　官公庁・会社・団体の部課長以上の紳士録。人名よみ、略歴の他、出生地、趣味、家

族構成を列記。661 名を収録。五十音順。

H281.12/Ho
さいほくの群像　稚内で活躍する人々　北方現代社編・刊　1984　171ｐ　22cm

　　稚内市の開基百年を機に刊行された紳士録。435 名を収録。五十音順。写真あり。

H281.12/I/3
生きている歴史　古老からのききとり　シリーズ第 3 号　稚内市郷土を学ぶ会編・刊　1995

79ｐ　21cm　

　　稚内市に住む 28 名の古老から音声及び VTRによる聞き取り調査を冊子にまとめたもの。
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シリーズの 3 号目だが、当館では第１号及び第２号は未収蔵となっている。写真あり。

H281.12/Ta
表情　稚内の人たち　第 1 巻　高津信行著　雑誌そうや社　1956　100ｐ　19cm

　　稚内市で活躍する 91 名の先駆者の紳士録。顔写真入り。排列は順不同。

H281.14/Ha
南宗谷の伝承　道北の人と事業　中篇　中頓別郷土物語　浜頓別郷土研究会,中頓別郷土

研究会編　天北新聞社　1973　110ｐ　22cm

　　中頓別、浜頓別の郷土史において開拓及び殖産、教育等に功があった人々について、

その功績を織り交ぜながら紹介した郷土読本。上篇及び下篇は当館未収蔵。

H281.15/G
午後の訪問この人と語る　北見新聞連載対談集　北見新聞社著　きたしん企画出版　1995

558ｐ　21cm　　

　　北見新聞で平成 4 年から 6 年にかけて連載された新聞社社長徳本章氏と各界の代表 56

名との対談集。収録者名・肩書きの確認は目次でできる。顔写真及び略歴あり。

H281.15/Hi
人物春秋・北見地方版　日比義明編　北海春秋社　1963　123ｐ　22cm （北海道人物シリ

ーズ　3）　

　　北見地方の紳士録。郷土を創る第一線の人々と題して、各市町村別に 52 名が掲載され

る。人物紹介が主で経歴等はほとんど掲載されていない。五十音順索引あり。写真あり。

H281.15/Ho
北見地方の産業と人　北都新聞社編・刊　1962　92ｐ　21cm

　　北見を中心とした網走支庁管内の産業関係人名録。収録 298 名。排列は順不同。索引

は無いが、目次で肩書きと人名の確認ができる。写真あり。

H281.15/Ka
常呂郡名士録　1961　家庭北見新聞社編・刊　1961　119ｐ　21cm

　　 端野、訓子府、置戸、留辺蘂、佐呂間、常呂の 6 町の官公庁・会社・団体の部課長以

上の紳士録。人名よみ、略歴の他、出生地、趣味、家族構成を列記。542 名を収録。五

十音順。

H281.15/Ki
北見（くんねっぷ原野）を拓いた　土佐の異骨相たち　岡村功著　北網圏北見文化センタ

ー協力会編・刊　2000　68ｐ　21cm（北見ブックレット No.6）

　　北見の礎を築いた高知県の「北光社」殖民団の歴史について、入植から原野開拓まで

を 5 人の功労者の功績を紹介し、それらをたどることで郷土の歴史を分かりやすく紹介
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する。

H281.15/Ki
北見之人　摂政宮殿下行啓記念　北見之人編纂会編・刊　1922　235ｐ　27cm　

　　昭和天皇（当時は摂政宮）の行啓を機に刊行された開拓紳士録。野付牛（現北見市）、

網走、留辺蘂町、訓子府、置戸、端野、相内（現北見市）、美幌村の名士 235 名を収録す

る。写真あり。

H281.15/Mu
躍進北見　人物と事業　向畠顕編　小樽新聞野付牛支局　1940　1 冊　19cm

　　支局開設 20 周年を記念して作成された網走管内の商工農の各組合、役場の名鑑写真帳。

各団体の長について略歴とともに紹介文が掲載されている。顔写真付き。排列は順不同。

H281.156/O
置戸町の産業と人物誌　町制１０周年記念　置戸タイムス社編・刊　1960　47,91,42ｐ

26cm

　　第 3 部人物編に 189名の各界の紳士録が掲載されている。人名よみ略歴のほか、肖像、

出生地、趣味、家族構成を列記。五十音順排列（章末に官公庁、団体の名簿あり）。ほか

に町の概要編、産業編、工場編を収録。

H281.156/R
留辺蘂と人脈　官公衛・学校・公職者・団体人名録　昭和 43 年度版　留辺蘂と人脈発行同

人会編・刊　1968　88ｐ　22cm

　　 開道 100 年を記念して発行された留辺蘂町内の人名録。240 余名を収録。排列は五十

音順。写真あり。

H281.157/Hi
自分史　開基八十年・村制施行四十年記念　東藻琴村寿大学自治会編　東藻琴村教育委員

会　1988　226ｐ　26cm

　　東藻琴村を拓いてきた 44 名の先人が自らまとめた自分史の文集。

H281.159/Ko
小清水を拓いた人々　小清水を拓いた人々編さん委員会編・刊　1968　359ｐ　25cm   

　　 町史編纂後に郷土史研究会が中心となって、郷土開拓の先人の偉業と功績をまとめあ

げた人物書誌及び団体誌。約 170 名の略歴と各団体の歴代役員名簿等を収録する。排列

は生年月日順。写真あり。

H281.16/J
人物と伝記　北見地方　1950 年　北海文化事業社　1950　88ｐ　21cm

　　北見・網走・紋別・遠軽地方の紳士録。役場、議会、病院等の職員名簿も一部収録。
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H281.16/Ka
網走市斜里郡郷土人物録　皇太子殿下御成婚記念　家庭北見新聞社編・刊　1959 　104ｐ

22cm

　　官公庁・会社・団体の部課長以上の紳士録。人名よみ略歴の他、出生地、趣味、家族

構成を列記。555 名を収録。排列は五十音順。

H281.161/A
顕彰録　網走市編・刊　1950　57ｐ　19cm　

　　 市制 3 周年、開基 80 年を記念して市が発行した顕彰録。「市政」「開拓」「産業」「衛

生」「教育」「社会事業」「自治」「公職」の各功労賞受賞者 69 名を収録。排列は五十音順。

人名よみあり。

H281.162/Ki
北見市名士録　北見市開基六十周年記念　家庭北見新聞社編・刊　1956　152ｐ　22cm

　　官公庁・会社・団体の部課長以上の紳士録。人名よみ、略歴の他、出生地、趣味、家

族構成を列記。626 名を収録。排列は五十音順。巻末に池田七郎述「屯田懐古録　屯田

子孫に贈る」を附録する。

281.2 　根室・釧路地方
H281.2/Hi/S29

人を中心とした釧路地方の案内　1954 年版　東北海道社編・刊　1954　231ｐ　21cm

　　 戦後 9 年間の釧路地方のトピックスとそれに関わった人を絡めて読みもの風に紹介す

る。第 2 部は官公庁、会社、団体の人名録。同社が発行する『東北海道年鑑』の前身。

H281.2/Ho
御大典記念根千両国人物銘鑑　本城文雄編　根室日報社　1929　1 冊　22cm

　　根室・千島の産業文化関係の人名鑑。各町村別にイロハ順で排列される。五百有余名

を収録。

H281.2/Ku
北海道人と企業　釧路新聞創刊 20 周年記念　釧路新聞社編・刊　1976　245ｐ　37cm

　　 道東の主要企業及び北海道を代表する企業の会社史名鑑。創業者及び現役員の写真多

数あり。関係官庁・団体等も併載。排列は順不同。目次で一覧可。

H281.2/Ku
釧根の人物　釧路新聞社編集局編　釧路新聞社　1964　318ｐ　26cm

　　釧根地方の開発 100 年を記念した人名録。略歴の他、自筆署名と人名のよみ、出生地、

趣味、家族構成を列記。各界の名士 298 名を収録。排列は五十音順。肖像あり。

H281.2/Ku
釧根を拓く二百人　釧路新聞社編・刊　1978　425ｐ　26cm　
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　　 新聞に連載された釧根地方を拠点に活躍する各界代表 200 人の紹介記事をまとめた人

名鑑。紹介文に加えて 1 ページ大の顔写真が付く。排列は五十音順。

H281.2/Ne
根室千島人名事典総目録　〔1〕－〔5〕 〔根室市博物館準備室〕　1997　5 冊　26×37cm

　 　編集中の未定稿。市町村史等を出典に約 24,000 名を収録する。排列は五十音順。「よ

みがな」「名前」「〔出典〕記述文献」の各項目がある。刊行予定は未定。

H281.2/Ne
根室千島人名事典掲載予定目録　〔根室市博物館準備室〕　1997　59,20ｐ　26×37cm

　　 前述の『根室千島人名事典総目録』から根室・千島の発展に特に影響が大きかった 836

名を掲載予定者として絞り込んだ「掲載予定目録」。掲載項目は同様。

H281.2/Ne
根室千島実業家名鑑　関口勝美編　市川常陽堂　1920　171,114,610ｐ　23cm

　　 本文は根室千島の産業要覧と、町村別の実業家の名簿。むしろ本書の後半部分の 600

ページを越す商店の「営業案内」が特長的である。屋号と商店主名、所在地の調査に有

用である。

H281.22/Ne
根室人国記　開基百年に因み　ぐるーぷ写楽編・刊　1995　133ｐ　26cm

　　 街とともに歩んできた普通の人々に焦点を当てた市民による写真風土記。昭和 43 年

から 3 年にわたり根室新聞に連載された 115 名を再編集。排列は発表順。各章の目次で

人名と職業の一覧可。

H281.25/W
釧路の人物　渡辺源四郎著　釧路日日新聞社　1922　302ｐ　図版　22cm

　　釧路で活躍中（当時）の 176 名の人物評伝。掲載は順不同、写真あり。

H281.258/Sh
風雪の歴史が語るこの百年　二世紀へ託そう夢と喜びを　白糠町開基百年記念事業協賛会

編・刊　1984　1 冊　26cm   

　　 記念式典の式次第だが、開拓功労者顕彰碑に名前のある 232 名の合祀者名簿がある。

内容は人名・職種のみ。

H281.26/F
釧路人物評伝　古川忠一郎著・刊　1911　308ｐ　19cm

　   一部十勝管内を含めた釧路管内で活躍する 91 名の人物評伝。排列は順不同。写真あ

り。巻末に「故武富善吉君評伝」あり。
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H281.26/Ku
わがマチの人物地図　第 1－4 集　釧路新聞社事業委員会編　釧路新聞社　1968－1977

4 冊　21cm

　　 市内 15 の町名を章立てに、それぞれの街のありふれた歴史やトピックスをそれに関

わる人々のエピソードで綴る。証言するのはごく一般の人々。新聞の連載記事をまとめ

たもの。写真あり。第 1 集のみ所蔵。

H281.26/To
鳥取を築いた人々　風雪百年郷土を拓いた人物史　釧路新聞社　1984　340ｐ　27cm   

　　士族の入植にはじまり昭和 24 年に釧路市と合併した鳥取町の百年史。本文の大半が「人

脈群」と題して 125 名の開拓功労者について、本人及び後継者らが語る談話形式で郷土

の歴史を深く掘り下げる。写真あり。排列は順不同。

281.3 　十勝地方
H281.3/To

十勝の人物　十勝毎日新聞社創刊 55 周年記念誌　十勝毎日新聞社編・刊　1976　104ｐ 27

×37cm

　　新聞創刊 55 年を記念して作成された写真アルバム帖。帯広十勝 19 ヶ町村の産業界に

文化界も加えた 443 名の紳士録名簿がある。略歴及び顔写真を掲載。後半は 74の事業所

について資本金及び現役員名簿を掲載する。

H281.31/D
東北海道人物大観　十勝帯広篇　道東評論社編・刊　1950　149ｐ　19cm

　  官公庁課長以上・公職在任者・一流実業人（記述どおり）の紳士録。十勝管内市町村

別、排列は五十音順。428 名の略歴を収録する。

H281.31/Ho
十勝人　北海道新聞社帯広報道部編　北海道新聞社　1988　309ｐ　19cm

　　十勝の人物を多数取り上げ、その人と行いから「十勝人」気質を探ろうという新聞連

載の記事をまとめたもの。索引なし。「故人列伝」、各界の代表を網羅した「十勝人名録」

（名前のみ）がある。

H281.31/Ku
十勝の百五十人　釧路新聞社編・刊　1987　360ｐ　27cm   

　　東北海道新聞に連載された十勝地方を拠点に活躍する各界の代表 150 人の紹介記事を

まとめた人名鑑。紹介文に加えて 1 ページ大の顔写真が付く。排列は五十音順。

H281.31/To
十勝人物評伝　阪本晃，十勝日日新聞社共編　十勝日日新聞社　1923　304ｐ　19cm

　　十勝で活躍する町村長、議員、産業界等の紳士録。103 名を収録する。写真あり。排列
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は順不同。

H281.31/To
十勝人物評論　山田一郎著　十勝人物評論刊行会編・刊　1938　209ｐ　19cm

　　 十勝毎日新聞社営業部長である著者が人脈を生かしてまとめあげた人名鑑。十勝地方

の産業・農業・医師・村長等 209 名を収録。イロハ順で排列される。写真あり。

H281.31/To
十勝の人　私の半世紀　十勝毎日新聞社編・刊　1977　400ｐ　22cm

　　「私の半世紀」として新聞に連載された 133 人の人物評伝。十勝 100 年の人物を通し

た民衆史。略歴、写真あり。排列は五十音順。人名よみあり。

H281.31/To
十勝を担う人々　帯広市開基１００年・市制施行５０年記念　十勝毎日新聞社　1983　292

ｐ　27cm

　　開基百年を迎えた帯広市・十勝圏において活躍する各界を代表する人物の人名録。記

述は略歴のみ。人名よみ、写真あり。排列は五十音順。巻末付録・十勝毎日新聞社の歴

史（年表１ページ）。人名よみあり。限定版。

H281.31/Y
山の上の星くず　清水町中央公民館講座自分史づくり教室　清水町中央公民館講座自分史

づくり教室受講者編・刊　1992　201ｐ　17cm

　　平成 3 年の清水町中央公民館講座自分史づくり教室の参加者 8 名の作品をまとめたも

の。

H281.312/I
生きることのすばらしさ　自分史　浦幌町中央寿大学編・刊　1994　235ｐ　26cm

　　浦幌町中央寿大学の学習の中で書かれた作品集。43 名の作品を収録。巻末に「思い出

の写真」として昔の浦幌町の様子の写真、十勝沖地震 1 周年記念特集号の『広報うらほ

ろ』の記事等を収録。

H281.32/Sa
帯広の人物　佐柳敏雄著・刊　1969　　221ｐ　18cm

　　月刊『ほくもん』に連載した人物紹介に加筆したもの。47 名を紹介。イロハ順。肖像

あり。目次が人名一覧。

281.4 　上川・留萌地方
H281.41/Ho

北海道市町村総覧　第 1 巻　旭川市上川支庁管内篇　全　北洋社編・刊　1927　　690ｐ

22cm
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　　 旭川市之部と上川管内之部、追加之部で構成され、それぞれの冒頭に市町村勢及び地

誌をつけ、31 市町村の名士など多数の人物について経歴等を紹介。人物の排列は自治体

別で、中は順不同。目次で一覧可。一部肖像あり。

H281.41/Ka
上川支庁管内成功者調　〔製作者不明〕〔製作年不明〕　1 冊　25cm

　　 東旭川村の開拓成功者 6 名についての出身、移住の動機、その後の功績、資産などを

調べたもの。北海道庁上川支庁の罫紙にカーボン紙による手書き複写物。

H281.417/Ka
神楽村東神楽村開拓功労者顕彰録　神楽村東神楽村村史編集委員会編　神楽村　1951　26

ｐ　21cm   

　　 神楽村 56 名と東神楽村 39名について、出身地、入村年、公職について経歴を記載。

肖像あり。

H281.418/B
美瑛町人銘録　美瑛町開基六十周年記念　美瑛町史研究編纂会編・刊　1960　22cm

　　 町の発展に寄与した人物および登載希望者を掲載。五十音順に排列。生年月日、出身

地、妻の名前、最終学歴、略歴、職業、現住所を記載。肖像あり。新訂版は 1979 年発行。

趣味・特技の項が新たに付加えられている。巻頭に索引あり。

H281.421/A/H9
旭川人名録　1997　北海道経済　1997　533,25ｐ　26cm   

　　 経済人を中心に政治、行政、文化等各界で活躍中の約 2,000 人を掲載。五十音順に排

列。肖像あり。目次が人名索引。巻末に企業団体（官公庁含む）の索引あり。

H281.421/A
旭川市人事・企業要覧　昭和 44 年版　北海公論社編・刊　1969　142ｐ　21cm

　  名簿編（官公庁・団体 110 件）、企業編（資本金一千万以上の商社 414 件）、人事編（198

名）、付録（19 件）の構成。企業編と人事編は五十音順に排列。企業編は昭和 43 年版の

『旭川商工業者名簿』（旭川商工会議所刊 昭和 38 年版のみ所蔵 H670.35/A/S38）から

収録。

H281.421/D/S45
道北地方要覧　旭川市　昭和 45 年版　北海公論社編・刊　1970　182ｐ　21cm

　  官公庁・団体、企業、人事の 3 構成。団体・企業については設置年、役員等の氏に加

え、簡略な説明がつけられている。企業・人事は五十音順。附録を多数収録しており、歴

代旭川市長、正副議長を掲載している。『旭川市人事・企業要覧』（昭和 44 年）の改題、

第 2 号版。
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H281.421/Ho
旭川九十年の百人　郷土の歴史に生きる　北海タイムス社編　　北海タイムス旭川本社

1980　136ｐ　26cm

　　 政治、経済、文化、社会各般にわたる分野から集めた人物伝。巻頭に馬堀方眼喜孝画

伯による肖像画がある。新聞連載記事の集大成。目次が人名一覧。

H281.421/Na
道北に生きる　企業と人　　名寄新聞社編・刊　1978　315ｐ　21cm

　　名寄市の企業 149 社の社史とその社長の人物伝。業種は製造業、建設、銀行、飲食店

経営等多様。新聞連載記事の集大成。社名の五十音順。

H281.421/O
歴代旭川市長会頭論　大西功著　共栄通信社　1963　263ｐ　22cm

　　 昭和 39 年までの歴代市長 8名及び旭川市商工会議所歴代会頭 9名の人物伝。経歴及

び在任中の出来事が細かく書かれている。巻末に歴代旭川市長・会頭年表があり、歴代

の市助役・副会頭・専務理事も併載。肖像あり。

H281.421/Y
旭川十傑　山崎有信著　博進堂　1923　410ｐ　20cm

　　 大正 11 年に北海タイムス社が行った投票により選ばれた 10人の経歴と抱負の他、投

票の途中経過、及び旭川名士の談話が納められている。得票順に掲載。

H281.421/Y
旭川市功労者伝　山崎有信著　日本書院　1940　231ｐ　19cm

　　功労者表彰を受けた 27 名及び商工会議所会頭・市長の人物伝。肖像あり。例言に功労

者表彰規程、附録に旭川区開市 30 年記念表彰功労者 282名の氏名一覧がある。『北方時

論』連載記事の単行本化。

H281.421/Y
大旭川建設へ　山崎有信著　日本書院　1939　196ｐ　19cm

　　 第 5 期旭川市会議員（昭和 13年 11月改選）36 名の抱負と経歴を紹介。巻末には第1

期から 4 期までの市議の氏名を掲載。肖像あり。旭川新聞連載記事の単行本化。

H281.45/R
留萌管内人材マップ　留萌の素敵な仲間たち　留萌ふるさと再発見委員会　199-　58ｐ

26cm

　   留萌管内 9 市町村で様々な分野で活躍している 26名の活動内容とインタビュー内容

を掲載。肖像あり。

H281.46/Ky
郷土の足あと　留萌市開基百十年顕彰　留萌新聞社編集部編　留萌新聞社 1987　75ｐ
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22cm

　　開基百十年、留萌港開港五十年、市制施行四十年を記念して、留萌市功労者表彰、顕

功賞、市政功績表彰を受賞した人々が紹介されている。日刊留萌新聞の連載記事をまと

めた。肖像あり。

H281.46/R
留萌の百人　日刊留萌新聞社　　1966　112ｐ　26cm

　  留萌市の名士 111 名の人物紹介。「一国一城の主」が基準。肖像あり。新聞連載記事の

単行本化。

281.5 　空知・石狩地方
  H281.5/Mi

南空知名士名鑑　南空知有名人名鑑刊行会編・刊　1959　257ｐ　18cm

　  岩見沢、長沼、栗山、由仁、栗沢、幌向、砂川、月形の 8 市町村の名士について、生

年月日、出身地、略歴、人物評・肖像を掲載。イロハ順の索引がついている。

H281.514/Se
先人の労苦をしのぶ　山口周吉著・刊　1989　75ｐ　21cm

　  滝川市江部乙町の開拓に従事した人の功績をまとめたもの。市史及び町史に取り上げ

られなかった人物を中心に 63 名を収録。肖像あり。目次が人名一覧。

H281.515/U
浦臼ゆかりの人びと　浦臼町教育委員会編・刊　1984　89ｐ　26cm

　   浦臼町開拓とその後の発展に貢献した人びとのほか、浦臼に来訪または縁のある人び

と、浦臼の名工について細かく書かれている。30 件 32 名を収録。肖像あり。

H281.516/A
私の出会った月形人の逸話集　〔正〕・続　中島正男著・刊　1989－1990　2 冊　19cm

　   著者が出会った人びとについての逸話集。〔正〕編は 74 件 75名ほか、続編は 49件 48

名ほかを収録。続編の付録に「故・五十嵐義太郎追悼文集」がある。目次が人名一覧。

H281.517/Ka
古老は語る　上砂川郷土研究会編・刊　1956　115ｐ　19cm

　　大正 9 年までに上砂川に移住した 32名の人物伝。肖像あり。目次が人名一覧。

H281.518/Ko
古老に聞く　第 1－3 部　加藤平兵衛〔編・刊〕　1992　3 冊　26cm

　　 由仁町東三川の人びとからインタビューしたものをまとめたもの。1 部は明治生まれ

の東三川の人物 36 名、2 部は明治生まれの東三川以外の人物15 名、3部は大正・昭和生

まれの 33 名と、特集として更科源蔵との対話記録を収録している。目次が人名一覧。
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H281.519/W
わたしの昭和史　南幌町郷土史研究会編・刊　1996　306ｐ　21cm

　　 町民 100 名の戦争についての体験及び思い出をまとめたもの。それぞれ著者の肖像略

歴あり。巻末に南幌町出身戦没者一覧表と五十音順の索引あり。

H281.52/G
御大典記念　松田喜作著　岩見沢と自治社　　1929　1 冊　20×28cm

　　岩見沢の発展に貢献した人物を収録した写真帖。肖像・経歴のほか、家屋等の写真あ

り。

H281.52/I
岩見沢二世紀を織りなす人々　’８３岩見沢開基１００年・市制施行４０周年記念　ジャ

ーナル道央社編・刊　1983　193ｐ　19×28cm

　　岩見沢市の第一線で活躍する代表的な人々の人名録。300 余名を収録。五十音順に排列。

肖像あり。巻末に「東京行進曲」モデルの女給“小夜子”の肖像も収録。

281.525/Ta/1
滝川市功労者名鑑　第１集　滝川市編・刊　1990　239ｐ　22cm

　　開基百年記念特別顕彰者 7 名、滝川市名誉市民 6名、叙勲・褒章受章者 136名及び団

体、滝川市政功労章授章者 51 名 22団体、滝川市政奨励章受賞者 33名を収録。肖像あり。

目次が人名・団体名一覧。

H281.525/Ta
滝川市政功労者名鑑　滝川市編・刊　1982　69p　22cm   

　　滝川名誉市民 3 名、叙勲・褒章受章者 76名 34団体、滝川市政功労者 42名を収録。付

録に叙勲・褒章受章者、紺綬褒章、滝川市政功労者の一覧あり。肖像あり。

H281.526/Na
砂川市郷土人物評論集　明治百年北海道百年砂川市制拾年記念　中空知新聞社編・刊

1968　1 冊　19cm

　　 巻頭に歴代の官公庁および関係団体等の役職員を収録。本文は 144 名の人物評論とな

っている。中空知新聞の連載「郷土人物評論集」を再編集。肖像あり。目次が人名一覧。

H281.527/Ko
美唄市開基９０年市制３０年記念写真帖  小松写真館  1980  1 冊  26×37cm

　　巻頭に歴史写真や市街地現況を配す。美唄市の様々な法人、個人の写真集。略歴等を

付記。法人名・個人名混みで五十音順排列。   

H281.528/Mi
人物三笠１００年史　三笠新報社編・刊　1982　116ｐ　26cm
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　　巻頭で三笠の歴史とゆかりの人々をふり返る。続いて三笠市を支える人々81 名の人名

録（五十音順）及び三笠市機関団体要覧を収録。ほかに開基百年・市制施行 25 年記念功

労表彰者一覧等がある。人名索引あり。

H281.528/Mi
三笠町開基七十年記念彰功録　昭和２５年９月３日　三笠町編・刊　1950　31ｐ　18cm

　　三笠町開基 70 年記念の際の感謝状、表彰状、彰功状、敬老状の授与者の一覧。

H281.528/Mi
三笠を担う人々　２１世紀を織りなす人々　南部谷友爾編　三笠タイムス　1992　233ｐ

19×27cm

　　三笠市開基 110 年市制施行 35周年記念として刊行。前半に三笠の歴史とゆかりの人々、

関連の『三笠タイムス』記事などを掲載。写真多数。後半は 187 名の人名録。五十音順。

肖像あり。

H281.529/Y
夕張名鑑　夕張民報社編・刊　1934　24ｐ　19cm

　　出身道府県別に排列した名士録。職業と名前程度で、経歴などは一切ない。出身県で

引ける目次あり。巻末に官公庁・商工人事録を付す。

H281.529/Y
夕張市の企業と名士録　夕張商工新聞社編・刊　1961　150ｐ　22cm

　　 企業 52 社の要覧及び名士 560名の人名録。名士については職種別及び居住地別にな

っており、五十音順に排列。肖像あり。巻末に市議会議員名簿、市職員録、夕張市内労

働組合一覧表がある。

H281.556/O
思い出の道　北広島を支えた人々・共栄編　橋本博編著　思い出の道を発刊する会　1998

533ｐ　22cm

　　 共栄地区の発展の足跡、歴史写真、大正 15 年に発行された『広島青年団史』（岩間鉄

次郎編）及び 53 件の人物紹介を収録。目次が人名一覧。肖像あり。

H281.56/W
笑って泣いて夢をみて…　地域社会の発展に寄与してきた人々　〔1〕・2　札幌の明日を考

える会〔編〕・刊　1998－1999　2 冊　27cm

　　 札幌市と江別市在住の地域社会の発展に寄与してきた人々の列伝。〔1〕は 70 名、2 は

61 名（再掲載含む）を収録。五十音順に排列。肖像あり。目次が人名一覧。

H281.561/Ho
明治・札幌の群像　北海道ノンフィクション集団著　北海道出版企画センター　1986　208
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ｐ　19cm

　　島義勇、志村鉄一、現如上人、三木勉、伊東山華の 5 名の人物伝。合田一道ほかの作

品集。章末に参考文献を付す。

H281.561/Ho
札幌百年の人　北海道新聞社編　北苑社　1969　159ｐ　18cm

　　札幌に関係する 299 名の簡単な人物評。順不同。北海道新聞札幌市内版連載記事の再

編集。史上の人から庶民まで、目次で一覧できる。

H281.561/Ka
輝く白石・厚別１２０年の人びと　白石開基１２０年・厚別分区記念　１２０年の人びと

編集委員会編　白石区ふるさと会　1990　295ｐ　22cm

　　第 1 部は白石区厚別区の年表、第 2部は功労者多数の人物評を五十音順に排列。肖像

あり。第 3 部は村長、区長、各議員 383名を収録。第 4部は 41の各種団体およびその代

表者約 1,400 名を収録。目次で人名、団体名を一覧できる。開拓こぼれ話もあり。

H281.561/Sa
業界を築く人々　サッポロの業界人紳士録　8 版　産業タイムス社編・刊　1960　285ｐ

19cm

　　札幌のロータリークラブ、ライオンズクラブ、産業クラブ、関西クラブ会員の人物誌。

214 名を収録。順不同。目次で一覧可。概ね肖像あり。

H281.561/Sa
札幌百年の人びと　札幌市史編さん委員会編　札幌市　1968　459,8ｐ　22cm

　　札幌の発展に参与した 61 名の人物伝を収録。排列は、その人物の活動の盛んな時期、

または顕著な事項を目安とする。目次が人名一覧。肖像あり。巻末に年表。

H281.561/Sa
札幌人物誌　〔1〕・続　札幌郷土資料調査会編・刊　1956－1957　2 冊　22cm

　　各界の名士録。〔1〕は 1956 年版で 276名、続は 1957年版で 66名を収録。五十音順に

排列。肖像あり。目次が人名索引。

H281.561/Sa
札幌人名録　札幌人名録出版社　26cm

　　『札幌市人名録』の改題。 45 年版より官公庁編と会社編の 2 冊に分かれる。昭和46

年版からの出版社は札幌人事情報社。昭和 50 年度版からそれぞれ『札幌人名録官公庁職

員録』『札幌人名録会社職員録』と書名変更。会社編には組合・団体・協会・政党・労組

等を含む。冊子体と加除式あり。

　　　所蔵：昭 44－47(1),48－54,55(1),56(1)57(1),58(1),59(1),60(1),61(1),62(1)

　　　　　＜1968－1987＞
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H281.561/Sa
札幌に生きる　〔正〕・続　札幌市市民局広報課編・刊  1986－1993  2 冊  26cm

　　『広報さっぽろ』で毎月紹介され好評を博した、札幌在住の地味ながらも各分野で光

る人々を再編集。〔正〕編は昭和 53 年から 61年まで掲載された 100 人。続編は昭和 61

年から平成 5 年まで掲載の 81人。肖像あり。目次で分野と人名が分かる。

      　
H281.561/Sa

札幌市人名録  札幌市人名録出版部編・刊  26cm

  　 1960 年版は官公庁主体で、報道・金融・北電関係を付す。昭和 37 年版以降は議員・

官公庁、大学、会社、政党・労組・各種団体を収録し、小樽市を付す。昭和 37 年版には

道内主要会社を、41 年版には旭川市をも収載。42 年版は会社の五十音順索引あり。

　   所蔵：1960,昭 37－38,40－42 年版＜1960－1966＞
　  

H281.561/Sa
札幌紳士録　札幌紳士録編纂会編・刊  1912　381ｐ  20cm

　　 明治 45 年 1 月現在札幌区在住の名士 400 余名の経歴を、姓名のイロハ順に排列。札

幌の区勢についても記す。目次が人名一覧。

 
H281.561/Sa

Ｓａｐｐｏｒｏ’ｓ　Ｌｅａｄｉｎｇ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓｍｅｎ　ａｎｄ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ　札幌青年会議所編・刊  1964

178ｐ　図版  30cm

　　札幌青年会議所の会員企業、特別会員、および経済人を収録。各項目ごとに人名のア

ルファベット順排列。すべて肖像付きだが、会員企業については、事業概要・代表者の

経歴のほか、社屋や商品等の写真も掲載。英文併記。

 
H281.561/Sh

白石知恵袋名鑑  白石 100 人の名人・達人  札幌市白石区編・刊  1994  175ｐ  26cm

　　 一芸に秀でた区民を地域学習のリーダーに、との主旨の白石区の呼びかけに応募のあ

った 100 人を、分野ごとに掲載。分野内は五十音順排列。芸事から料理、スポーツ、園

芸その他、各指導者の指導内容、受講条件なども記載。巻末に人名索引を付す。

H281.561/Su
現代札幌人物史　杉山潔，鈴木源十郎共編  札幌現代社  1931  351ｐ　23cm

　   各界の中心人物 300 余名の評伝。可能な限り同業者のイロハ順排列を試みているが、

原稿到着順の編纂のため必ずしもそうではない。官界知名人もそれほど多くない。巻頭

にイロハ順人名索引を付す。北海道・札幌の開拓史上の人物や札幌事業界の記事も掲載。

H281.561/Su
札幌之人  鈴木源十郎編・刊  1915  350ｐ　22cm

　　 大正 3 年 12月 15日現在札幌在住の名士 330余名の肖像と経歴。姓名のイロハ順排列。
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目次も人名索引を兼ね、イロハ順。会社商店の部では 13 事業所の概要を写真付きで紹介。

札幌区勢や名所、官公庁等の記事もあり。 

 
H281.561/Ta

新北の指導者　１００問１００答　札幌篇  太陽編・刊  1986  415ｐ　30cm

　　 札幌所在の主要企業 101 社の代表者を収録。各人につきフルカラー肖像 2ページ、100

問 100 答 2 ページ。姓名の五十音順排列。会社概要には社章とその由来や、社訓・社是

も含む。道民雑誌『クォリティ』創刊満 20 年記念出版で、カラー別冊。

 
H281.562/I

江別の顔　石狩タイムス社編・刊  1963　215ｐ  27cm

　　 江別市各界の名士 200 余名。商業、農・林業、工業、建設業、医業、社会・教育、行

政・警察、其の他の７部構成。氏名の五十音順排列。各章頭に人名一覧。肖像あり。

    
H281.562/I

江別市総覧　石狩タイムス社編・刊  1961  226ｐ　26cm

　　 江別市議会および各種委員会名簿、法人録、紳士録、官公庁録、学校及び関係諸団体

の 5 項目。法人録は種類別に細分し、法人名の五十音順排列。紳士録は順不同だが、肖

像入りで 102 名掲載。

　  
281.6 　日高・胆振地方

H281.61/Ho
日高開発功労者事蹟録  本庄英次編  日高教育会  1928　119ｐ  26cm

  　功労者 60 名の略歴、移住当時の状況、苦心談等を掲載。複写本。

H281.61/I/1
郷土に輝く人々  上巻  石田正雄著・刊  1958　250ｐ  22cm

　日高地方の 250 名を町村別に排列。1 人 1 ページで、略歴と著者による紹介・解説。

H281.62/I
電話番号にみる往時の浦河の人びと  石田明著・〔刊〕 1989  48ｐ  22cm

  　 大正 8年 8月 1日付けの浦河局電話番号簿をもとに、掲載者の電話番号順に往時の人々

を紹介。大正 8 年は電話開設の年であり、電話を引き得た当時の有力者たちは、実に全

国各地から浦河に集まっていることが分かる。出身県付記。

H281.62/I
街並に生きた人びと  昭和初期の浦河  石田明著・〔刊〕 1992   227ｐ  21cm

  　 個々人を詳述するのではなく、当時の歴史をふりかえりつつ、ゆかりの人々を散文的

に紹介。目次で人名・団体名等が分かる。図版多数。
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　　　  H281.65/Mu
道南人物名鑑　室蘭民報社編・刊  1951－

  　 胆振地方の各界著名人の人物名鑑。五十音順排列。1951 年版は室蘭中心、1968 年刊

は日高地方も収載。1986 年刊は胆振のみだが、管内の各市町村勢や過去の選挙結果、官

公庁・各種団体人名録など、1 冊の半分が資料編。判型はすべて異なる。肖像あり。

  　　所蔵：1951,〔1968〕,〔1986〕年版＜1951－1986＞
　

H281.65/Ta
室蘭地方人物風土記  谷村金次郎編著  室蘭民報社  1961  816ｐ　図版  22cm

  　 明治 2 年から昭和 20 年までを「歴史編」、昭和 21 年以降を「現代編」とし、それぞ

れ活躍した人を列記。現代編は業種別。昭和 34 年 1月から 36年 3月までの『室蘭民報』

連載記事を再編集したもの。巻頭に五十音順人名索引を付す。肖像あり。

　  
H281.652/Sa

顕彰誌  佐藤道三著  早来町  1979  158ｐ　22cm

  　過去に表彰を受けた早来町の功労者 26 名を、肖像とともに紹介。   

 
H281.658/A

この人その業績  虻田町小史  虻田町編・刊  1972  100ｐ  22cm

  　虻田町開基 90 年を記念し、開発功労者 12名を紹介。肖像あり。　  

 
H281.661/Sa

道南人物大観  佐々木正毅編・刊  1934  364,15ｐ　図版  19cm

  　室蘭市の名士 361 名の肖像と経歴。巻頭にイロハ順人名索引、巻末に銀行会社要録、

室蘭囲碁番付を付す。　  

 
H281.661/G

潮路  室蘭人気質  合田一道著  北海道新聞社編  2 版  室蘭文芸協会  1974  193ｐ

19cm

  　『北海道新聞』（夕刊地方版）に昭和 47 年 4 月から 48 年 12 月まで毎土曜日に連載さ

れた記事の集大成。著名人から市井の人まで。巻末に五十音順人名索引。

H281.661/Ki
聞き書きむろらん　市立図書館「声のライブラリー」から　室蘭民報社　1992  1 冊　37cm

　　 各界のパイオニアである古老 30 人が語る、人生と室蘭の歴史。市立室蘭図書館が昭

和 39 年から 63年にかけ「声のライブラリー」としてインタビューしたテープをもとに、

『室蘭民報』（夕刊）で平成 4 年 7月から 9月まで連載した記事のスクラップ。肖像あり。

      
H281.662/Ta

大苫小牧を囲繞せる人々  武内一著  北海平民新聞社  1925  1 冊  20×28cm

  　 苫小牧の名士約 100 名の肖像集。概ね 1人 1ページに経歴と商店や病院、学校その他、
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各人ゆかりの建物の写真もあわせて掲載している。

       
H281.662/To

苫小牧市開基八十周年市制施行五周年記念彰功録  苫小牧市編・刊  1953   16ｐ  22cm

　　苫小牧市が表彰した人々の記録。

 
281.7 　後志地方

H281.7/Sh
後志の文化  人と業績  後志管内文化団体連絡協議会編・刊  1978  133ｐ　22cm

　　明治からの後志出身の芸術文化人の経歴と代表作品を紹介する文化人名鑑。美術、文

学、書道、音楽、郷土史のジャンル別になっている。

H281.71/Sh
後志大観  大野紀陸編・刊  1930  1 冊　20×26cm

　　 発刊当時在住の後志の有志および創業以来の諸事の貢献者多数を、所属の建物や経歴

とともに紹介する肖像集。巻頭に後志支庁管内要覧を付す。『最近之岩宇』の後志版。

H281.717/O
最近之岩宇  人物と事業  大野紀陸編・刊  1927  1 冊　図版  20cm

　  岩内、古宇両郡の名士多数を、所属の建物写真・経歴とともに紹介する肖像集。各町

村勢についても記述あり。

　 
H281.719/Su

寿都外三郡大観  寿都外三郡大観編纂事務所編・刊  1930  1 冊　19×27cm

　   開拓期以来の功労者の肖像集。巻頭に当時の北海道庁長官・支庁長 4 郡の前代議士を

掲載。寿都町、樽岸村、黒松内村、歌棄村、磯谷村、西島牧村、東島牧村、政泊村の順

に収録。寿都町は多数につき歴代町長と町最初の運上屋を先にし、その他は姓名のイロ

ハ順排列。ゆかりの風景写真・経歴を付す。各自治体の沿革等も付記。

  
H281.722/O

小樽実業青年会々員肖像録  小樽実業青年会編・刊  1910  86ｐ　19cm

　　86 名の肖像と出身地、職業、氏名、住所。

 
H281.722/O

小樽を築く人々  開道百年記念  週刊小樽編・刊  1968  130ｐ　22cm

　　 小樽の歴史、市勢、景気、経済界、解説・所得政策、労働、港湾、水産業、観光、文

教、スポーツ界、小樽の裏側の 12 項目に分け、昭和 43 年現在の各界で活躍する人々を

紹介。肖像あり。巻末に小樽知名人名簿（議員・ロータリークラブほか）を付す。

　  
H281.722/Sa

小樽の人と名勝  坂牛祐直著・刊  1931  425,34ｐ　19cm
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  　 物故者も含めた小樽市の功労者・著名人等多数を業種・分野毎に分け紹介。名所旧跡

にも 40 ページほど当てている。巻末に小樽市史年譜、金満家名簿を付す。

 
H281.722/Ta

小樽区実業家百撰立志編  田尻稲堂編  〔出版者不明〕  1903  199,8ｐ  26cm

  　 小樽在住の有力実業家 100 名を選出。全員ではないが肖像あり。物故者も含む。目次

により業種と掲載者が分かる。順不同。巻頭には小樽港の歴史、輸出入の概況等あり。

   
281.8 　桧山・渡島地方

H281.8/D
道南函館総鑑  会社録・官庁録・紳士録  昭和 37 年版  道南函館総鑑編集部編  新広報

1962  682ｐ  22cm

　　 函館市を中心に、渡島・桧山・後志地方の昭和 36 年 7 月現在の内容。団体名簿は自

治体別で、各業種内は団体名の五十音順排列。紳士録は全市町村一括掲載で、氏名の五

十音順排列。道南の概況、統計資料なども収録。巻末に広告索引。　　  

 
H281.8/Ha

函館道南人名録  函館新聞社編・刊

  　 官公庁、商工ほか各種団体の人名録。目次で業種を選べる。1952 年版には、巻頭に函

館市内分のみのイロハ順団体名索引あり。経歴等は一切ない。函館市に重点を置き、渡

島・桧山管内の町村についてはそれほど詳細ではない。

  　　所蔵：1952,1955－1957,1959 年版＜1951－1959＞　  

   
H281.81/Hi

桧山地方開発功労者伝  附桧山郷土史　桧山協会編・刊  1939  102ｐ  25cm

　　 桧山支庁管内で、支庁・道庁ほか官公署の表彰を受けた人々が中心。また、町村長の

推挙によるものも含む。一部肖像あり。目次で掲載者を一覧できる。  

 
H281.85/Ne

渡島自治功労者小伝　並町村長略伝  自治制発布五十周年記念  根本勉編  渡島協会

1939    205ｐ　23cm

  　 渡島自治協会または町村長から表彰を受けた人々92 名を収録。自治体ごとに分かれる

が排列は順不同。目次で掲載者を一覧できる。大部分肖像あり。   

 
H281.86/F

函館名士録  深井清蔵編  函館名士録発行所  1936　344ｐ  24cm

  　 函館の名士 145 名の経歴と肖像。氏名の五十音順排列。目次で一覧可。そのほかに 13

の会社概要と、議会議員・商工会議所議員の名簿を収載。
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H281.86/Ha
函館人物誌  近江幸雄著  高杉印刷（印刷）  1992  236ｐ  19cm

  　「座談会  函館の四天王たち」に始まり、開拓以来函館の発展に寄与した人々約 100

名を収録。氏名の五十音順排列。目次で一覧可。見開き 2 ページで 1 人を紹介。肖像あ

り。昭和 54 年 3月から平成元年 8月までタウン誌『街』および商工会議所会報『ともえ』

に毎月連載したものの集大成。略年表、参考文献を付す。　  

 
H281.86/Ha

函館市と新潟県人  「函館市と新潟県人」発行所編・刊  1951  212ｐ　図版  22cm

  　 函館と新潟は古くより交易で結ばれており関係も深い。函館在住の新潟県出身者で、

函館の発展に寄与した著名人から市井の人まで多数を紹介。人名のイロハ順排列。一部

肖像あり。函館や新潟の産業についても触れている。目次が人名索引。

    
H281.86/Ha

ポケット函館要人録  昭和 12 年版  函館日日新聞社編・刊  1937  286ｐ  8.7×13cm

  　官公庁、商工、学校ほか各種団体の人名録。職名、氏名、連絡先。

  　      
H281.86/I

函館游寓名士伝  上・下  井口兵右衛門著  植田清治  1892  2 冊  20cm

  　 全国各地から函館に立ち寄ったことのある各界の名士 48 名を紹介。上巻の巻頭に収

録者一覧あり。下巻の巻末には「西岡宜軒杉浦梅潭合伝」を収載。『北へ…異色人物伝』

の明治版ともいえようか。すべて漢文。

  
H281.86/Ka

躍進函館  家庭新聞社編・刊  1955  168ｐ  19×26cm

  　 函館の商工業者を広く全国に紹介すべく編纂された人名録。「函館市の概況」「函館

市内官公庁案内」「商工業案内」「函館市観光案内」の 4 部構成。肖像あり。企業につい

ては社屋等の写真や事業概要も掲載。個人の略歴などはない。巻末に官公庁会社索引を

付す。

  
H281.86/O

函館市功労者小伝  岡田健蔵編  函館市  1935  64ｐ  22cm

  　 箱館草創の館主だった河野政通を始め、函館の発展に大きく貢献した人々65 名を、1

人 1 ページに肖像と経歴で紹介。昭和 10年の函館開港記念日に函館市功労者として市か

ら顕彰されており、第 1 回ということでほとんどが物故者。巻末に五十音順索引あり。

    
H281.86/Su

函館人物往来  須郷誓著  函館人物論編纂刊行会  1956  94ｐ  18cm

  　『婦人北海道』編集長による郷土人物抄。「代議士人物論」「函館の婦人団体と婦人た

ち」「郷土の雑誌とエッセイスト」といった記事のあと、「私の人物手帳」として 60 名を
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紹介。目次に「人物手帳」、記事部分それぞれの掲載者のイロハ順人名索引あり。

 281.9 　周辺地域（樺太）

H281.91/Ka
樺太人名鑑  全国樺太連盟情報部  1949  123,72ｐ  18cm

  　 かつて居住経験のある樺太関係者の人名録。姓名のイロハ順排列。特別附録として「終

戦の記録  恐怖の南樺太」（中尾襄甫記）を収録。

    
H281.91/Ni

樺太探検の人々  西鶴定嘉著  樺太庁  1939  164ｐ  18cm（樺太叢書 1）

  　 最上徳内、間宮林蔵、松田伝十郎、松浦武四郎、松川弁之助、早川弥五左衞門、岡本

監輔ら 7 名の叢伝。松田伝十郎以外は肖像あり。昭和 16年刊行の 6版を原本とする全国

樺太連盟 1991 年刊行の復刻版も所蔵。

H281.91/Sa
樺太探検家研究資料目録  佐藤美春著・刊  1943  1 冊  26cm

     最上徳内、間宮林蔵、松田伝十郎、松浦武四郎、松川弁之助、早川弥五左衞門、岡本

監輔、西久保豊一郎、近藤重蔵、大黒屋光太夫、国田兵右衛門、小栗重吉、郡司成忠、

木村謙次、福島安正、成富道正、遠藤米七、日持上人に関する文献目録。雑誌新聞記事

も収録。

   
H281.91/Sh

新興樺太人事録  昭和 12 年 8月現在  篠田秀作編・刊  1937  337ｐ  19cm

    豊原市ほか各町村別の人事興信録。自治体内は氏名のイロハ順。一部肖像あり。

　　　  
H281.91/Te

樺太商工人事興信録  帝国興信所樺太支所編・刊  1941  277ｐ  23cm

     昭和 15 年 11月末現在で樺太を 6地域に大別し、各々を法人・個人営業・人事の 3部

に分ける。法人は商号、個人営業は屋号、人事は姓名のイロハ順に排列。目次で一覧可。

巻末に稼行炭礦要覧、産業組合要覧、商工会議所及商工会、漁業組合聯合会及所属漁業

組合の役職員録を付す。
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