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－平成 21 年１０月現在－ 

 

北海道立図書館 



＜凡 例＞ 
 
１ 収録範囲 
この目録は、明治（一部江戸時代を含む）から戦前期にかけて、北海道（樺太も含む）

において活躍した人物の記載のある文献を人名ごとに収録したものです。歴史的に重要

な人物も含まれますが、北海道開拓や、産業・政治などの分野で業績のあった市井の人

物が中心となっています。 
 
２ 並び方 
（１）名字の読みの五十音順に並んでいます。なお、名字の濁音・半濁音は無視しました。

読み方が不明な場合は『国立国会図書館著者名典拠録』（国立国会図書館／編・発行）

や当館の著者目録等を参考に配列しました。 
（２）名字の読みが同じ場合は、使用されている文字のカタカナ、ひらがな、漢字の順と

し、漢字は原則として音の五十音順に並んでいます。同名字の場合も、名前に使用さ

れている文字のカタカナ、ひらがな、漢字の順とし、漢字は原則として音の五十音順

に並んでいます。 
     例  佐々木ひろし 
        佐々木広 
        佐々木博 
        笹木寛 

 
※ 名字の漢字表記が異なる場合や、異なる読み方がある場合があります。調べる際

には、ご注意ください。 
   例  あべ 「阿部」と「安倍」 

       東  「ひがし」と「あずま」 
 
３ 記載内容 
 （１）人名の下段には、掲載資料のタイトル、掲載ページ、人名ヨミ、生没年、備考を

記載しました。『北海道歴史人物事典』（北海道新聞社／編・発行、1993 年）で人名

ヨミと生没年が確認できた場合は、それを人名の横の（ ）に記載しました。 
 （２）旧漢字・俗字・別字等の漢字は、対応する常用漢字に統一しています。 
     例：澤→沢、斎→斉、檜→桧、邊→辺、萬→万、嶋→島 
 （３）人名ヨミは、資料に掲載されているとおりに記載しました。ただし、表記はカタ

カナに統一しました。不明の場合は空欄のままとしました。 
 （４）生没年は、資料に掲載されているとおりに記載しました。生年と没年の間は「～」

で結び、不明の場合は空欄のままとしました。元号の後ろの〔 〕に西暦を記載し

ました。 
     例 生年が弘化 4 年、没年が大正 8 年の場合  弘化 4〔1847〕～大正 8〔1919〕 
       生年が弘化 4 年、没年が不明の場合    弘化 4〔1847〕～ 
      生年が不明、没年が大正 8 年の場合    ～大正 8〔1919〕 



＜出典資料一覧＞ 
 
 書名・編著者・出版地・出版者・出版年・ページ・大きさ・請求記号・資料番号の順に

記載されています。資料は出版年の古い順に並んでいます。 
 
1「函館游寓名士伝」 
井口兵右衛門／著 函館 植田清治 1892 
60 丁（上・下合本） 20ｃｍ 281.86/I 1101863304、1101863312 

2「北海道人物誌」 
北海道人物誌編纂所／編 札幌 北海道人物誌編纂所 1893－1894 

 2 冊（合綴） 22ｃｍ 281.04/HO  1101859963、1111076202（複写本） 
3「北海人物評論」 
吉田重貞／著 〔出版地不明〕 吉田重貞 〔1901〕 
139p 図版 16ｃｍ 281/Y  1101840179 

4「小樽区実業家百撰立志編」 
田尻稲堂，北海弾正台／編 〔出版地不明〕 〔出版者不明〕 1903 
199，8p 26ｃｍ 281.722/TA 1101859252 

5「北海道立志編 第 1 巻」 
北海道図書出版合資会社／編 札幌 北海道図書出版 1903 
426p 図版 21ｃｍ 281.04/HO/1 1101860177 

6「北海道立志編 第 2 巻」 
北海道図書出版合資会社／編 札幌 北海道図書出版 1903 
1 冊（項目別頁付） 21ｃｍ 281.04/HO/2 1101860185、1101860193 

7「北海道立志編 第 3 巻」 
北海道図書出版合資会社／編 札幌 北海道図書出版合資会社 1904 

 1 冊（項目別頁付） 21ｃｍ 281.04/HO/3 1101860201 
8「北海道立志編 第 4 巻」 
 北海道図書出版合資会社／編 増補訂正 札幌 北海道図書出版合資会社 1905 
 1 冊（項目別頁付） 21ｃｍ 281.04/HO/4  1101860219 
9「小樽区外七郡案内」 
 山崎鉱蔵／著 小樽区（後志国） 北世界支社 1909．9 

108 ， 248 ， 233p  20 ｃｍ 291.71/Y  1101872495 （ 1108731827 、 1108731835  
1108731843 は 3 分冊複写本） 

10「後志國要覧」 
 北海出版社／編 小樽 北海出版社 1909．8 
 264p  図版  19 ｃｍ 291.71/SH  1101872487 （ 1108731793 、 1108731801 、  

1108731819 は 3 分冊複写本） 
11「北海道立志編 第 5 巻」 
 北海道図書出版合資会社／編 第 2 版 札幌 北海道図書出版合資会社 1909 
 3，8，629p 図版 21ｃｍ 281.04/HO/5 1101860227、1106100249 
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12「北海道発達史 第 1 巻」 
 及川徳兵衛／著 札幌 久末末吉 1911  

642p 肖像 図版 21ｃｍ 281.04/O/1 1101861571、1106097163（複写本） 
13「札幌紳士録」 
 鈴木源十郎，戸石北陽／編 札幌 札幌紳士録編纂会 1912．5 

381p 20ｃｍ 281.561/SA 1101840427 
14「東北海道人物画伝」    
古川忠一郎／著 釧路 東北海道人物画伝発行会 1912 
91ｐ 図版 91ｐ 図版 19×26ｃｍ 281/F 1101850723 

15「北海道医事通覧 前編 附医家小伝」 
 永沢菊太郎／著 札幌 北海道医事倶楽部 1913  

91p 図版 肖像 22ｃｍ 490/NA/1 1102010111 
16「北海道人名辞書」 
金子郡平，高野隆之／共著 藻岩村（札幌郡） 北海道人名辞書編纂事務所 1914  
690p 肖像 20ｃｍ 281.03/KA 1101840302、1101840310 

17「札幌之人」 
 鈴木源十郎／編 札幌 鈴木源十郎 1915 
 350p 肖像 22ｃｍ 281.561/SU 1101840476、 1101840484 
18「開道五十年記念北海道」 
 沢石太，工藤忠平／編 函館区 鴻文社 1918  

437，742p 図版 肖像 26ｃｍ 281/SA 1100255288、1100255296、1100255304 
19「北海之商傑」 
 村田栄次郎／著 小樽区 村田栄次郎 1918  

307p 20ｃｍ 281.04/MU 1101861514 
20「北海道十字之光」 
 北海道十字之光編纂事務所／編 札幌区 北海道十字之光編纂事務所 1919  

1 冊 肖像 18×26ｃｍ 281.035/HO  1101841243、1106127267  
21「北海道拓殖功労者旌彰録」 
 北海道／編 〔札幌〕 北海道 1919  

634p 26ｃｍ 281/HO  1101850772、1109387504 
22「大泊之沿革と人物」 
 坂本泰助／著 大泊町（樺太） 三品昌光 1921 
 226p 22ｃｍ 219.1/SA 1101850186 
23「北海道拓殖功労者列伝」 
 小田孤舟／編 岩見沢 北海道庁立空知農業学校北光寮 1921．11 
 94p 18ｃｍ 281.04/O 1101861563 
24「樺太之豊原」 
 坂本泰助／著 豊原（樺太） 樺太著名町村史刊行会 1922 
 94，280p 図版 肖像 19ｃｍ 291.91/SA 1101874657 
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25「北海開発事績」 
 高橋理一郎／編 再版 札幌 地方振興事績調査会 1922 
 812p 27ｃｍ 281/TA 1101839775 
26「樺太之留多加」 
 坂本泰助／著 大泊町（樺太） 樺太町村史刊行会 1923 
 157，119p 図版 肖像 19ｃｍ 291.91/SA  1101874665 
27「北海道人名辞書 第 2 版」 
 金子信尚／著 札幌 北海民論社 1923 
 660，9p 20ｃｍ 281.03/KA 1101840328、1101840336、1107548404（複写本） 
28「最近之樺太」 
 坂本孝信／著 大泊町（樺太） 樺太宣伝協会 1924 
 164，91p 図版 肖像 19ｃｍ 291.91/SA 1101874673 
29「人物評論 第 1 編」 
 蓑田政徳／著 札幌 北日本刊行協会 1926 
 296p 19ｃｍ 281/MI 1101839510 
30「東北海道の人物」 
 渡辺源四郎／著 釧路 釧路日日新聞社 1926 
 99p 肖像 22ｃｍ 281.04/W 1101861860  
31「小樽の人と名勝」 
 坂牛祐直／著 小樽 坂牛祐直 1931  

425，34p 図版 肖像 19ｃｍ 281.722/SA 1101862892、1101862900、1101862918 
32「樺太人物大観」 
 藤井尚治／著 敷香町（樺太） 敷香時報社 1931．2 
 334p 20ｃｍ 281.04/KA 1107924258 
33「現代札幌人物史」 
 杉山潔／編 札幌 札幌現代社 1931 
 351p 肖像 23ｃｍ 281.561/SU  1101861712、1101861720、1101861738 
34「北海道畜産功労者写真帖」 
 北海道畜産組合連合会／編 札幌 北海道畜産協会 1931 

1 冊 20×29ｃｍ 640.3/HO 1103487011 
35「静浪遺稿」 
 沖亭／著、渡辺常吉／編 札幌 十一州社 1931 
 149p 19ｃｍ 281.04/O 1101861597 
36「樺太及樺太を担う人々」 
 高橋悌四郎／著 大泊町（樺太） 新興社 1932 
 185p 24ｃｍ 281.91/KA 1106638479 
37「北海道樺太名士大鑑」 
 北日本出版株式会社／編纂 札幌 北日本出版 1934 
 72，157p 16×22ｃｍ 281.03/KI 1101840344 
 

3 
 



4 
 

38「人物覚書帳」  
茶碗谷徳次／著 東京 事業と人社 1936 
581，25p 19ｃｍ 281/C 1101850632 

39「函館市功労者小伝」 
 岡田健蔵／編 函館 函館市 1935 
 64p 22ｃｍ 281.86/O 1101862967、1101862975 
40「函館名士録」 
 深井清蔵／編 函館 函館名士録発行所 1936  

344p 24ｃｍ 281.86/F 1101840724 
41「自治産業発達誌」 
 東京 国際通信社 1939  

306，908p 23ｃｍ 281.035/KO  1101858809  
42「郷土を拓く人々」 
 村上久吉／著 旭川 旭川市立郷土博物館 1956 
 320p 19ｃｍ 281.04/MU  1101861506 
43「北海道で成功した人々」 
 北海タイムス社／編 札幌 北海タイムス社 1959 
 328p 肖像 18ｃｍ 281/HO 1101839197 
44「北方のビジョン」 
 蝦名賢造／著 東京 らいらっく書房 1966  

274p 肖像 図版 19ｃｍ 281/E 1101850707、1101850715  
45「明治の群像 8 開拓と探検」 
 東京 三一書房 1971  

251p 20ｃｍ 281/TA  1101839791 
46「北海道開拓功労者関係資料集録 上巻」   
北海道総務部行政資料室／編 札幌 北海道 1971  
220ｐ 26ｃｍ 1101839130、1101857512、1106500588 

47「北海道開拓功労者関係資料集録 下巻」   
北海道総務部行政資料室／編 札幌 北海道 1972  
248ｐ 26ｃｍ 1101839148、1101839155、1106500638 

48「開道五十年記念北海道」 
 澤石太／編著 再版 〔出版地不明〕 〔出版者不明〕 〔1985〕  

10，4，595p 図版 26ｃｍ （背の書名：北海道開拓五十年史、「開道五十年記念北海

道 再版」（鴻文社 大正 10 年刊）の復刻） 281/SA 1100262524 
49「北の先覚」 
高倉新一郎／著 改訂版 札幌 新和 1987  
288p 19ｃｍ 281/TA 1111130918、1108999127 

50「北海道歴史人物事典」 ※ 目録に人名のある場合のみ参照   
北海道新聞社／編 札幌 北海道新聞社 1993  
443ｐ 21ｃｍ 291.03/TA 1101856944、1101857520 
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人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

《あ》

【あ／あ】

相内富太郎
北海道立志編　第3巻 164～166 安政5〔1858〕～ 肖像あり

相川浅吉
東北海道人物画伝 66 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

相川平八
小樽区外七郡案内 198

四十川清太郎
東北海道人物画伝 89 肖像あり

四十川直松
北海道立志編　第3巻 160～162 安政5〔1858〕～ 肖像あり

相木国太郎
北海道人名辞書　第二版 400 アイキクニタロウ 明治8〔1875〕～

愛甲隆俊
北海道人名辞書　第二版 372 アイコウタカトシ 明治4〔1871〕～

会沢武夫
樺太及樺太を担う人々 166～167 明治27〔1894〕～

相沢亀吉相沢亀吉
樺太人物大観 306～311 町村会議員

相沢元次郎　
札幌紳士録 297～298 明治6〔1873〕～ 肖像28
北海道人名辞書 8～9 アイザワモトジロウ 明治6〔1873〕～

相沢勇次
北海道人名辞書 9 アイザワユウジ 明治11〔1878〕～

相沢良恂
北海道医事通覧　前編 67 函館監獄医

※「合田」は「ごうだ」を見よ

会田熊次郎
開道五十年記念北海道 427 安政2〔1855〕～ 肖像あり

相田周平
小樽区実業家百撰立志編 7～9 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
北海人物評論 26 嘉永5〔1852〕～

相田泰三
樺太及樺太を担う人々 115 明治25〔1892〕～ 肖像あり

相田長吉
自治産業発達誌 262 明治17〔1884〕～

(愛奴)藤太
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人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

北海道拓殖功労者列伝 28～30 釧路国

藍野与吉
開道五十年記念北海道　再版 358 アイノヨキチ 弘化2〔1845〕～

饗場守三　
北海道人名辞書 233 アイバモリゾウ 明治5〔1872〕～

相原金治
北海道人名辞書　第二版 142 明治12〔1879〕～ 肖像あり

相原幸四郎
東北海道の人物 72～74 明治16〔1883〕～ 肖像あり

相原寅之助
開道五十年記念北海道 226 天保6〔1835〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 235～236 アイハラ　トラノスケ 天保6〔1835〕～

相原末次郎
自治産業発達誌 305 明治5〔1872〕～ 肖像あり

相吉松吉
自治産業発達誌 301 明治12〔1879〕～ 肖像あり

【あおき】

青木丑蔵
小樽区外七郡案内 79 肖像あり

青木栄吉青木栄吉
北海開発事績　再版 482 アオキエイキチ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 138 明治15〔1882〕～

青木益太郎
樺太及樺太を担う人々 115～116

青木乙松

小樽の人と名勝 326～327
明治6〔1873〕～
昭和5〔1930〕

後志國要覧 130 肖像(中間頁)
北海道十字之光 9 肖像あり
北海道人名辞書 176 アオキオトマツ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 217 明治6〔1873〕～
北海道立志編　第1巻 344～345 明治6〔1873〕～

青木吉太郎
樺太人物大観 314～317 町村会議員
樺太之豊原 258～259 肖像あり

青木京一郎
函館名士録 1～2 アオキキョウイチロウ 明治26〔1893〕～ 肖像あり

青木金吾
北方のビジョン 121～149 明治23〔1890〕～

青木熊七
開道五十年記念北海道　再版 356 アオキクマシチ 文久3〔1863〕～
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人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

青木源次郎
北海道人名辞書　第二版 138～139 明治13〔1880〕～

青木三哉　
北海開発事績　再版 521 アオキサンヤ 明治18〔1885〕～

青木順五郎
北海道人名辞書 586 アオキ　ジュンゴロウ 嘉永4〔1851〕～

北海道立志編　第1巻 340～342 嘉永4〔1851〕～
肖像では「青木甚五郎」
と表記

青木政徳

小樽の人と名勝 411～412
元治元〔1864〕～
明治33〔1900〕

青木清次郎　
北海道人名辞書 11 アオキ　セイジロウ 元治元〔1864〕～

青木貞治
人物覚書帳 19

青木定謙
札幌紳士録 302～303 安政3〔1856〕～ 肖像26

青木与八
北海開発事績　再版 773 アオキヨハチ 嘉永3〔1850〕～

青木利一（アオキ　トシカズ、嘉永5〔1852〕～昭和6〔1931〕）
北海開発事績 版 オキ カズ 嘉永 〔 〕北海開発事績　再版 365～366 アオキトシカズ 嘉永6〔1853〕～
北海道人名辞書 524 アオキリイチ 嘉永6〔1853〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 2～3 アオキ　トシカズ
嘉永5〔1852〕～
昭和6〔1931〕

空知地方の水田造成

北海道拓殖功労者旌彰録 485～488 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

青木隆礼
人物覚書帳 36

青木六蔵
開道五十年記念北海道　再版 112～113 アオキロクゾウ 弘化4〔1847〕～ 浦臼水田開祖
北海道十字之光 149 肖像あり
北海道拓殖功労者列伝 89～91 弘化4〔1847〕～ 石狩国浦臼村
北海道発達史　第1巻 164～165 弘化4〔1847〕～
北海道立志編　第2巻 3‐187～188 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

青坂伊之助
北海道立志編　第4巻　増補訂正 122～124 肖像あり

青地初三郎
北海道発達史　第1巻 507～509 明治8〔1875〕～ 肖像25

青地方男
東北海道の人物 358～359 明治13〔1880〕～

青塚喜七郎
函館名士録 3～4 アオヅカキシチロウ 明治14〔1881〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 278 明治14〔1881〕～
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人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

青塚房吉　
北海開発事績　再版 810 アオツカフサキチ 明治15〔1882〕～

青沼六五郎
北海道人名辞書　第二版 557 明治29〔1896〕～

青葉万六（アオバ　マンロク、明治7〔1874〕～昭和18〔1943〕）
札幌紳士録 302 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 139 明治7〔1874〕～

青柳一郎　
北海道人名辞書 611 アオヤギイチロウ 明治3〔1870〕～

青柳久平　
北海道人名辞書 11～12 アオヤギキュウヘイ 明治9〔1876〕～

青柳孝策
現代札幌人物史 218

青柳才次郎 
北海道人名辞書 236 アオヤギサイジロウ 嘉永6〔1853〕～

青柳守作
最近之樺太 巻頭 能登呂村第五部消防小

青柳秀夫
現代札幌人物史 317～318 明治30〔1897〕～
人物覚書帳 360～361

青柳正吉
開道五十年記念北海道 487 明治10〔1877〕～ 肖像あり

青柳末蔵
北海道人名辞書　第二版 428 明治16〔1883〕～ 肖像あり

青柳猶吉
北海道人名辞書　第二版 139 明治13〔1880〕～

青山栄松
郷土を拓く人々 168～170 文久2〔1862〕～ 肖像あり

青山教山
北海道発達史　第1巻 肖像45

青山虎蔵
北海道人名辞書　第二版 560～561 明治18〔1885〕～

青山三七　
北海開発事績　再版 724 アオヤマサンシチ 明治元〔1868〕～

青山醇一郎
北海道人名辞書　第二版 360 明治23〔1890〕～

青山政吉
開道五十年記念北海道　再版 343 アオヤママサキチ 安政3〔1856〕～ 祝津漁業開祖
小樽区外七郡案内 230
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北海道十字之光 8 肖像あり

青山長吉
樺太之豊原 109～110 明治4〔1871〕～ 肖像あり

青山定楠
北海道立志編　第3巻 471～473 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

青山鉄槍
函館游寓名士伝 3～4

【あ／か】

赤井幾蔵
北海道立志編　第3巻 166～168 安政5〔1858〕～ 肖像あり

赤石喜三郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 120～122 肖像（120と121の間)

赤石忠助
北海道人名辞書　第二版 315～316 アカイシタダスケ 明治19〔1886〕～

赤石徳太郎
北海道人名辞書　第二版 419 アカイシトクタロウ 明治23〔1890〕～

赤樫福平
自治産業発達誌 167 明治24〔1891〕～ 肖像あり

赤城徳四郎赤城徳 郎
北海道立志編　第3巻 477～479 安政元〔1854〕～ 肖像あり（477の次）

赤木救
北海道人名辞書　第二版 144 アカギタスク 明治22〔1889〕～ 肖像あり

赤木顕吉

小樽の人と名勝 324～326
文久2〔1862〕～
大正4〔1915〕

北海人物評論 49
北海道医事通覧　前編 56 肖像あり
北海道人物誌（第1・2編合綴本） 105～110 文久3〔1863〕～ 数は第一編のもの
北海道人名辞書 175 アカギケンキチ 文久3〔1863〕～

赤木鉄夫
現代札幌人物史 320 明治32〔1899〕～

赤坂市三郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 117～120 肖像（116と117の間)

赤坂八太郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 115～117 安政2〔1855〕～ 肖像（112と113の間)

赤迫三代蔵
樺太及樺太を担う人々 160～161

赤沢吉之　
北海道人名辞書 649～650 アカザワヨシユキ 明治2〔1869〕～
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明石一郎
現代札幌人物史 106～107 明治22〔1889〕～

明石正三郎
北海道十字之光 81 肖像あり
北海道人名辞書 232～233 アカシ　ショウサブロウ 慶応3〔1867〕～

明石忠平
樺太之留多加 35 明治29〔1896〕～ 肖像あり（付録の部口

明石美作
北海道立志編　第5巻　第二版 526～527 明治7〔1874〕～ 肖像あり

明石茂太郎
北海道立志編　第2巻 4‐139～140 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

県忍　
札幌紳士録 296 明治14〔1881〕～ 肖像20
北海道人名辞書 12 アガタシノブ 明治14〔1881〕～

赤塚ミス
開道五十年記念北海道　再版 28 アカツカミス 明治12〔1879〕～

赤塚茂吉
札幌紳士録 305～306 文久3〔1863〕～

北海道人名辞書 10 アカツカモキチ
文久3〔1863〕 ～
大正2〔1913〕

吾妻阿蘇男
北海道人名辞書 650 アガツマ アソオ 明治9〔1876〕北海道人名辞書 650 アガツマ　アソオ 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書　第二版 370 ワガツマアソオ 明治9〔1876〕～

吾妻謙（アガツマ　ケン、天保14〔1844〕～明治22〔1889〕）

開道五十年記念北海道　再版 16～20 ワガツマケン
弘化元〔1844〕～
明治22〔1889〕

北の先覚　改訂版 233～239
弘化元〔1844〕～
明治22〔1889〕

北海開発事績　再版 368～369 ワガツマケン
弘化元〔1844〕～
明治22〔1889〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 4～5 アガツマ　ケン
弘化元〔1844〕～
明治22〔1889〕

当別開拓

北海道人名辞書　第二版 639 アズマケン 弘化元〔1844〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 141～144
弘化元〔1844〕～
明治22〔1889〕

肖像あり

吾妻耕一
現代札幌人物史 46～47 肖像あり

※「我妻」は「わがつま」を見よ

赤羽乙二郎
札幌紳士録 304 明治9〔1876〕～ 肖像25

赤羽雄一
小樽区実業家百撰立志編 145～146 慶応元〔1865〕～
札幌紳士録 304～305 慶応元〔1865〕～ 肖像29
札幌之人 260 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
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静浪遺稿 61～63
北海人物評論 18
北海道人名辞書 10 アカバネユウイチ 慶応元〔1865〕～

赤星栄三郎
北海人物評論 95 肖像あり

赤堀勇蔵
北海道十字之光 239 肖像あり

赤松恵聞
北海道発達史　第1巻 505～507 明治8〔1875〕～ 肖像42

赤松兵三代文
北海道十字之光 225
北海道畜産功労者写真帖 89 肖像あり

安芸左代
北海道人名辞書　第二版 143 アキサヨ 明治9〔1876〕～

秋岡逸次郎　
北海道人名辞書 563 アキオカ　イツジロウ 明治12〔1879〕～

秋尾八四郎　
北海道人名辞書 234 アキオ　ハチシロウ 万延元〔1860〕～

秋沢秀紀
北海道人名辞書　第二版 141 アキサワヒデノリ 安政4〔1857〕～

秋沢与四郎
現代札幌人物史 105～106

秋田岳転
自治産業発達誌 521～522 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書 498 アキタガクテン 明治13〔1880〕～

秋田吉之助　
北海道人名辞書 233～234 アキタ　キチノスケ 明治6〔1873〕～

秋田金太郎
北海道立志編　第3巻 162～164 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

秋田清治
北海道人名辞書　第二版 341 アキタセイジ 明治9〔1876〕～

秋谷六三
北海道人名辞書　第二版 360 アキタニロクゾウ 明治17〔1884〕～

秋野音次郎
小樽区実業家百撰立志編 27～28 肖像あり
人物覚書帳 29～30
北海人物評論 47

秋野幸三郎
開道五十年記念北海道 466 肖像あり
札幌紳士録 313～314 肖像59
北海人物評論 57 明治2〔1869〕～
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北海道人名辞書 8 アキノ コウザブロウ 明治2〔1869〕～
北海道立志編　第3巻 481～483 肖像あり

秋野幸治

函館名士録 304
昭和6〔1931〕太平洋漁
業秘書

秋野大仙
自治産業発達誌 171 明治38〔1905〕～

秋野蓬仙
北海道人名辞書　第二版 403～404 アキノホウセン 明治7〔1874〕～ 肖像あり

秋野豊太
北海道人名辞書　第二版 141 アキノトヨタ 明治23〔1890〕～ 肖像あり

秋葉菊次
北海道人名辞書　第二版 384 アキバキクジ 明治19〔1886〕～

秋葉吉蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 220～221 元治元〔1864〕～ 肖像あり

秋葉小助
北海道発達史　第1巻 502～504 肖像41

秋葉新三郎
自治産業発達誌 485 明治12〔1879〕～ 肖像あり

秋葉静男
自治産業発達誌 治 〔 〕 肖像あり自治産業発達誌 574 明治21〔1887〕～ 肖像あり

秋葉又吉
自治産業発達誌 789

秋浜徳次郎
東北海道人物画伝 33 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

【あきもと】

秋元卯七郎
北海道人名辞書 8 アキモト ウシチロウ 文久元〔1861〕～

秋元嘉吉郎
北海道樺太名士大鑑 37 本文に肖像あり

秋元金四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 227～228 嘉永2〔1849〕～

秋元孝太郎
開道五十年記念北海道 630 安政5〔1858〕～ 肖像あり

秋元幸太郎
北海道人名辞書　第二版 360～361 アキモトコウタロウ 安政5〔1858〕～

秋元収也
東北海道の人物 371～372 明治26〔1893〕～
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秋元総三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

秋元徳三郎
小樽区外七郡案内 181～182 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

秋元勇三郎
北海道人名辞書　第二版 277～278 アキモトユウサブロウ 明治11〔1878〕～

秋本モト　
北海道人名辞書 234～235 アキモトモト 安政4〔1857〕～

秋本要吉
樺太及樺太を担う人々 116

【あきやま】

秋山五郎
樺太及樺太を担う人々 119

秋山康之進
札幌紳士録 314～315 慶応元〔1865〕～ 肖像巻頭

秋山四郎
樺太及樺太を担う人々 116～117 明治16〔1883〕～

秋山常吉
小樽の人と名勝 57～58 明治10〔1877〕～
人物覚書帳人物覚書帳 520～522
北海道樺太名士大鑑 47 明治10〔1877〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書 177～178 アキヤマツネキチ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 217 アキヤマツネキチ 明治10〔1877〕～

秋山信
人物覚書帳 388

秋山信三　
北海道人名辞書 233 アキヤマシンゾウ 明治元〔1868〕～

秋山政太郎
大泊之沿革と人物 115 明治7〔1874〕～

秋山彦太郎
北海道人名辞書 178 アキヤマ ヒコタロウ 明治6〔1873〕～

秋山弥穂造
樺太及樺太を担う人々 117～118 肖像あり

秋吉鶴吉
北海道樺太名士大鑑 72 本文に肖像あり

明田儀一
自治産業発達誌 226 明治35〔1902〕～ 肖像あり

明正太四郎
小樽区外七郡案内 148
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明峰正夫
札幌紳士録 306 明治9〔1876〕～ 肖像30
北海道人名辞書 13 アケミネマサオ 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書　第二版 144 アケミネマサオ 明治9〔1876〕～

【あ／さ】

浅井清規
北海道人名辞書 454 アサイセイキ 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書　第二版 414 アサイセイキ 安政6〔1859〕～

朝枝裕
小樽の人と名勝 327～330 文久元〔1861〕～

浅岡庄次郎
北海道十字之光 89

浅岡梅吉
開道五十年記念北海道 273

朝岡精一
北海道人名辞書 469 アサオカセイイチ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 437 アサオカセイイチ 明治11〔1878〕～

浅賀仙次
北海道人名辞書　第二版 542 アサカセンジ 明治25〔1892〕～ 肖像あり

浅川関治
北海道立志編　第5巻　第二版 532～533 慶応3〔1867〕～

浅川喜八
最近之樺太 53～54 明治22〔1889〕～ 肖像あり

浅川亀智
東北海道人物画伝 21 明治17〔1884〕～ 肖像あり

浅川義一
開道五十年記念北海道　再版 488 アサカワギイチ 明治15〔1882〕～
自治産業発達誌 286 肖像あり

浅川浩　
開道五十年記念北海道　再版 533～534 アサカワ　ヒロシ 明治2〔1869〕～
人物覚書帳 563
静浪遺稿 104～106 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 362～363 アサカワ　ヒロシ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 317 アサカワヒロシ

浅川真砂
北海道人名辞書 178 アサカワマサゴ 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書　第二版 216 アサカワマサゴ 明治16〔1883〕～

朝川久市
北海道立志編　第2巻 3‐185～187 安政2〔1855〕～ 肖像あり

朝倉勲
東北海道の人物 352～354 明治17〔1884〕～
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朝倉市五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 221～222 慶応元〔1865〕～

浅田キヨ　
北海道人名辞書 235 アサダキヨ 明治6〔1873〕～

浅田栄蔵
北海道人名辞書　第二版 545 アサダエイゾウ 明治12〔1879〕～

浅田亀吉　
北海開発事績　再版 597 アサダカメキチ 明治4〔1871〕～

浅田幸四郎
北海道立志編　第2巻 4‐142～143 肖像あり

浅田清次郎

開道五十年記念北海道 45～46
文化9〔1812〕～
明治29〔1896〕

開道五十年記念北海道　再版 64 アサダ　セイジロウ
文化9〔1812〕～
明治29〔1896〕

谷地頭開拓者

函館市功労者小伝 51
文化5〔1808〕～
明治29〔1896〕

肖像あり

北海道人名辞書 650 アサダ　セイジロウ
文化9〔1812〕～
明治29〔1896〕

浅田武三郎
自治産業発達誌 161～162 明治18〔1885〕～

浅田又次郎
自治産業発達誌 360 肖像あり

浅沼清八
北海道人名辞書　第二版 414 アサヌマセイハチ 明治23〔1890〕～ 肖像あり

浅沼忠兵衛
樺太之豊原 107～108 明治31〔1898〕～ 肖像あり

【あさの】

浅野識　
北海道人名辞書 634 アサノ　ミトム 明治6〔1873〕～

浅野磯次郎
樺太及樺太を担う人々 120～121 明治8〔1875〕～ 肖像あり

浅野一夫
現代札幌人物史 129～130

浅野健治
北海道立志編　第2巻 4‐141～142 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

浅野兼助
札幌紳士録 311～312 明治8〔1875〕～
札幌之人 264 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 2 アサノカネスケ 明治8〔1875〕～
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人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

浅野作治郎
開道五十年記念北海道 541 肖像あり

浅野次郎右衛門
札幌之人 265 元治元〔1864〕～ 肖像あり

浅野修二
北海道人名辞書　第二版 277 アサノシュウゾウ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

浅野小鹿
北海道樺太名士大鑑 38 明治25〔1892〕～ 本文に肖像あり

浅野帯刀
北海道人名辞書 450 アサノタイトウ
北海道人名辞書　第二版 394 アサノタテワキ

浅野鉄三郎
東北海道の人物 365～366 明治23〔1890〕～ 肖像あり

浅野徳蔵
北海道発達史　第1巻 511～513 明治13〔1880〕～ 肖像44

浅野目浦吉
自治産業発達誌 594,798

浅羽靖（アサバ　シズカ、安政元〔1858〕～大正3〔1914〕）

開道五十年記念北海道 49
安政元〔1854〕～
大正3〔1914〕

開道五十年記念北海道 再版 67～68 アサバ ヤスシ
安政元〔1854〕～
大 〔 〕

北海中校長開道五十年記念北海道　再版 67～68 アサバ　ヤスシ
大正3〔1914〕

北海中校長

現代札幌人物史 25
札幌紳士録 310～311 安政元〔1854〕～ 肖像28

北海開発事績　再版 379 アサバ　ヤスシ
安政元〔1854〕～
大正3〔1914〕

北海道人名辞書 1 アサバ　ヤスシ 安政元〔1854〕～

北海道人名辞書　第二版 640 アサバヤスシ
安政元〔1854〕～
大正3〔1914〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 6～7 アサバ　シズカ
安政元〔1854〕～
大正3〔1914〕

私学開拓の先覚

北海道拓殖功労者旌彰録 279～282
安政元〔1854〕～
大正3〔1914〕

浅原正稔　
北海道人名辞書 178 アサハラマサヨシ 明治13〔1880〕～

旭諌
北海道立志編　第5巻　第二版 226～227 明治4〔1871〕～ 肖像あり

旭太作
開道五十年記念北海道 427 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

朝日浅吉
北海道十字之光 229 肖像あり

朝日保明
自治産業発達誌 730
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人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

朝比奈策太郎
樺太人物大観 86～89 主要官人

浅見為三郎
開道五十年記念北海道 500 元治元〔1864〕～ 肖像あり

浅見鉄也
札幌之人 266 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 12 アサミテツヤ 慶応元〔1865〕～

浅村貞輔
人物覚書帳 144
北海道樺太名士大鑑 肖像4 釧路市助役

浅山正義
最近之樺太 肖像（巻頭） 樺太庁泊居支庁長

浅山正名
静浪遺稿 137～139
北海道人名辞書 363 アサヤママサナ 明治3〔1870〕～

朝山益雄
小樽区実業家百撰立志編 132～133 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海人物評論 37～38

朝山和一郎　
北海道人名辞書 524 アサヤマ　ワイチロウ 文久3〔1863〕～

浅利作次郎
大泊之 革と 物 治 〔 〕 肖像あり大泊之沿革と人物 61～62 明治20〔1887〕～ 肖像あり

浅利正
開道五十年記念北海道 122～124 肖像あり

麻里英三
小樽区実業家百撰立志編 3～5 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
小樽の人と名勝 330～332
北海人物評論 5～6
北海道立志編　第1巻 331～333 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

芦川良平
北海道人名辞書　第二版 317 アシカワリョウヘイ 明治8〔1875〕～

足羽美男
自治産業発達誌 442 明治38〔1905〕～

足利平
開道五十年記念北海道　再版 427 アシリ　タイラ 明治12〔1879〕～
自治産業発達誌 577 明治12〔1879〕～ 肖像あり

網代左門
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 177 アジロサモン 文久2〔1862〕～

安住寅男　
北海道人名辞書 634 アズミトラオ 明治23〔1890〕～
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人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

安住又平
開道五十年記念北海道　再版 278 アズミマタヘイ

安積一郎
北海道人名辞書　第二版 468 アズミイチロウ 明治22〔1889〕～

東英治
現代札幌人物史 149～150 明治11〔1878〕～
北海道樺太名士大鑑 14 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書 521 アズマ　エイジ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 138 アズマエイジ 明治10〔1877〕～ 本文に肖像あり

東幸三郎
北海人物評論 39

東庄作
北海道十字之光 194 肖像あり

東宗吉
北海道発達史　第1巻 509～511 明治8〔1875〕～ 肖像30

東晋吾
北海道立志編　第5巻　第二版 531～532 明治4〔1871〕～ 肖像あり

東仁太郎
北海道樺太名士大鑑 48 明治6〔1873〕～ 本文に肖像あり

東政兵衛
開道五十年記念北海道 489 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

東善作
開道五十年記念北海道 489 明治15〔1882〕～ 肖像あり
人物覚書帳 34

東蔵太
小樽区外七郡案内 81～82 肖像あり
北海道人名辞書 513 トウクラタ 嘉永2〔1849〕～

東富七
現代札幌人物史 41 肖像あり、目次は留七
人物覚書帳 476～477
北海道樺太名士大鑑 21 本文に肖像あり

東武（アズマ　タケシ、明治2〔1869〕～昭和14〔1939〕）
小樽区外七郡案内 肖像（巻頭） 小樽区選出代議士
開道五十年記念北海道 437 明治2〔1869〕～
現代札幌人物史 12～14 明治2〔1869〕～ 肖像あり
札幌紳士録 307～308 明治2〔1869〕～
札幌之人 261（肖像261） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
人物覚書帳 122,163
人物評論　第1編 206～218
静浪遺稿 7～10 肖像あり
北海開発事績　再版 414 ヒガシタケシ 明治2〔1869〕～
北海人物評論 67

北海道開拓功労者関係資料集録　上 8～9 アズマ　タケシ
明治2〔1869〕～
昭和14〔1939〕

北海タイムス社長

北海道樺太名士大鑑 2　肖像 代議士

14 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

北海道人名辞書 10～11 アズマタケシ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 137 アズマタケシ 明治2〔1869〕～

東福太郎
北海道発達史　第1巻 498～500 明治元〔1868〕～

※「東」は「ひがし」も見よ

畔津幾蔵
北海道人名辞書　第二版 441 アゼツイクゾウ 明治4〔1871〕～

麻生正一　
北海道人名辞書 1～2 アソウマサカズ 明治元〔1868〕～

阿曽沼次郎（アソヌマ　ジロウ、嘉永3〔1850）～大正5〔1916〕）

北海開発事績　再版 369 アソヌマ　ジロウ
嘉永3〔1850〕～
大正5〔1916〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 10 アソヌマ　ジロウ
嘉永3〔1850〕～
大正5〔1916〕

殖民地区画図作成に従
事

北海道拓殖功労者旌彰録 261～263
嘉永3〔1850〕～
大正5〔1916〕

肖像あり

【あ／た】

安宅平八
自治産業発達誌 241 明治15〔1882〕～ 肖像あり

愛宕佐次郎
最近之樺太 91 明治11〔1878〕～

【あだち】

安達一彦
人物覚書帳 34

安達吉平
小樽区外七郡案内 200
人物覚書帳 24
北海道人名辞書 176 アダチキチヘイ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 216～217 アダチキチヘイ 慶応元〔1865〕～
北海道立志編　第1巻 333～334 肖像あり

安達謙臓
人物評論　第1編 199～201

安達駒吉
北海人物評論 125～126

安達駿三郎　
北海道人名辞書 232 アダチ　シュンサブロウ 明治2〔1869〕～

安達常正
人物覚書帳 246～247

安達清吉
北海道畜産功労者写真帖 91 肖像あり
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安達辰寿
自治産業発達誌 242～243 明治23〔1890〕～ 肖像あり

安達文男
北海道立志編　第5巻　第二版 216～217 明治15〔1882〕～

安達弥惣平
北海人物評論 98

安達祐四郎
人物覚書帳 57～58

安達要吉

札幌紳士録 285～286 安政6〔1859〕～
肖像64、父岡島吉次郎
の項に記載あり

北海道人名辞書 7～8 アダチヨウキチ 安政6〔1859〕～

安達利三郎

北海道開拓功労者関係資料集録　上 11～12 アダチ　リザブロウ
明治6〔1873〕～
昭和31〔1956〕

神楽の治水・造田

北海道立志編　第5巻　第二版 222～223 明治6〔1873〕～

安達力三郎
札幌紳士録 284 明治4〔1871〕～
札幌之人 250 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 6 アダチ リキサブロウ 明治4〔1871〕～

足達健次郎
北海道立志編　第3巻 483～485 慶応元〔1865〕～

足立敬次郎
小樽区実業家百撰立志編 19～21 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 176 アダチ ケイジロウ 明治8〔1875〕～

足立収
人物覚書帳 128

足立正
北海之商傑 85 王子製紙苫小牧工場長

足立民治

開道五十年記念北海道　再版 33～34 アダチタミジ
弘化4〔1847〕～
大正8〔1919〕

現代札幌人物史 27
札幌紳士録 296～297 弘化4〔1847〕～ 肖像20
札幌之人 257 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

北海開発事績　再版 418～419 アダチタミジ
弘化4〔1847〕～
大正8〔1919〕

北海人物評論 108
北海道人名辞書 12～13 アダチミンジ 弘化4〔1847〕～

足立庸三
人物評論　第1編 174～178
北海道人名辞書　第二版 142 アダチヨウゾウ 明治15〔1882〕～

熱田真吉
札幌紳士録 306 明治4〔1871〕～
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北海道人名辞書 621～622 アツタシンキチ 明治4〔1871〕～

渥美正記
北海道人名辞書　第二版 142 アツミセイキ 明治15〔1882〕～

厚谷厚
人物覚書帳 365

厚谷外喜男
北海道十字之光 140 肖像あり

厚谷善平
北海道立志編　第5巻　第二版 228～229 嘉永6〔1853〕～

【あ／な】

穴釜竹夫
人物覚書帳 154

穴沢祐造

北海道人名辞書　第二版 638 アナザワユウゾウ
安政4〔1857〕～
大正8〔1919〕

穴田竜太郎
最近之樺太 71 明治3〔1870〕～

穴水熊雄
自治産業発達誌 600 明治13〔1880〕～ 肖像あり
函館名士録 312 帝国電力㈱取締役会長長

穴水清七
開道五十年記念北海道 392 明治6〔1873〕～ 肖像あり

穴水要七（アナミズ　ヨウシチ、明治8〔1875〕～昭和4〔1929〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 13～14 アナミズ　ヨウシチ
明治8〔1875〕～
昭和4〔1929〕

富士製紙専務取締役、
北海道電燈

姉崎助吉
東北海道人物画伝 73 明治9〔1876〕～ 肖像あり

姉崎宗次郎
自治産業発達誌 255 明治23〔1890〕～

姉歯正雄
北海道人名辞書 363 アネハマサオ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 316 アネハマサオ 明治11〔1878〕～

【あ／は】

阿彦豊
東北海道の人物 62～64

安孫子孝次（アビコ　タカツグ、明治15〔1882〕～昭和48〔1973〕）
人物覚書帳 49～50
北海道人名辞書 421～422 アビコ　タカツグ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 140 アビコタカツグ 明治15〔1882〕～
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【あべ】

阿倍小次郎
人物覚書帳 408～409

阿部一
北海道樺太名士大鑑 19 明治34〔1901〕～ 本文に肖像あり

阿部宇之八（アベ　ウノハチ、文久2〔1862〕～大正13〔1924〕）
開道五十年記念北海道 435 文久元〔1861〕～ 肖像あり
現代札幌人物史 26 文久元〔1861〕～
札幌紳士録 291～292 文久元〔1861〕～ 肖像87
札幌之人 253 文久元〔1861〕～ 肖像あり
静浪遺稿 4～7 肖像あり
北海人物評論 16～17 文久元〔1861〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 15 アベ　ウノハチ
文久元〔1861〕～
大正13〔1924〕

北海タイムス創刊、札幌
区長

北海道人名辞書 5 アべ　ウノハチ 文久元〔1861〕～
北海道人名辞書　第二版 135～136 アベウノハチ 文久元〔1861〕～

阿部外亀雄
東北海道の人物 360～361 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 361～362 アベトキオ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

阿部勘五郎
小樽区外七郡案内 51 肖像あり
開道五十年記念北海道 415 嘉永3〔1850〕～
北海道人名辞書 507～508 アベ　カンゴロウ 嘉永3〔1850〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 229～230 嘉永3〔1850〕～

阿部歓了
自治産業発達誌 24 明治30〔1897〕～ 肖像あり

阿部基一
北海道人名辞書　第二版 655 アベモトイチ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

阿部吉三郎
北海道で成功した人々 237～244

阿部久四郎
北海人物評論 51～52 嘉永2〔1849〕～
北海道人物誌（第1・2編合綴本） 95～98 数は第二編のもの
北海道人名辞書 4～5 アべ　キュウシロウ 寛永3〔1626〕～
北海道立志編　第2巻 5‐122～124 嘉永3〔1850〕～

阿部興人（アベ　オキト、弘化2〔1845〕～大正9〔1920〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 16～17 アベ　オキト
弘化2〔1845〕～
大正9〔1920〕

北海道セメント、渡島水
電設立

北海道人物誌（第1・2編合綴本） 145～149 弘化2〔1845〕～ 数は第二編のもの
北海道人名辞書 651 アベオキンド 弘化2〔1845〕～

北海道人名辞書　第二版 658 アベオキンド
弘化2〔1845〕～
大正9〔1920〕

阿部金衛
函館名士録 8～9 アベキンエイ 明治28〔1895〕～ 肖像あり

阿部金之丞
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北海道樺太名士大鑑 96 明治13〔1880〕～

阿部恵治郎
自治産業発達誌 337 慶応元〔1865〕～

阿部謙夫（アベ　シズオ、明治27〔1894〕～昭和47〔1972〕）
北方のビジョン 181～210 明治27〔1894〕～

阿部梧楼
北海人物評論 77～78

阿部三治
北海道十字之光 200

阿部粲二郎
北海道人名辞書 363～364 アベ　サンジロウ 明治8〔1875〕～

阿部次作
東北海道の人物 369～371 明治27〔1894〕～ 肖像あり

阿部守雄
北海道人名辞書 590 アベモリオ 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書　第二版 507～508 アベモリオ 明治9〔1876〕～

阿部秀雄
北海道で成功した人々 245～254

阿部春郎
大泊之沿革と人物 153～154 慶応2〔1866〕～

阿部庄太郎
開道五十年記念北海道 656 万延元〔1860〕～ 肖像あり
東北海道の人物 367～369 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海道十字之光 268 肖像あり

阿部松之助
後志國要覧 245 弘化元〔1844〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 224～226 弘化元〔1844〕～

阿部新一
北海道樺太名士大鑑 60 明治31〔1898〕～ 本文に肖像あり

阿部森吉
北海道十字之光 243 肖像あり

阿部真一郎
北海道人名辞書　第二版 278 アベシンイチロウ 明治11〔1878〕～

阿部仁太郎
開道五十年記念北海道 52～53 嘉永6〔1853〕～
開道五十年記念北海道　再版 72～73 アベ　ジンタロウ 嘉永6〔1853〕～
札幌紳士録 287～289 嘉永6〔1853〕～ 肖像60
札幌之人 251 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
北海人物評論 62～63
北海道人名辞書 3～4 アべ　ニタロウ 嘉永6〔1853〕～
北海道人名辞書　第二版 657～658 アベニタロウ 嘉永6〔1853〕～
北海道立志編　第1巻 326～330 肖像あり
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人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

阿部仁太郎

開道五十年記念北海道　再版 57 アベ　ジンタロウ
天保14〔1843〕～
大正4〔1915〕

円山村の開祖

阿部清右衛門
自治産業発達誌 751 明治14〔1881〕～ 肖像あり

阿部清吉
自治産業発達誌 237 明治20〔1887〕～
人物覚書帳 186

阿部清太郎
東北海道人物画伝 41 明治元〔1868〕～ 肖像あり

阿部善左衛門
自治産業発達誌 102～103 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 392 アベセンザエモン 明治3〔1870〕～

阿部竹二
自治産業発達誌 125

阿部竹之助
最近之樺太 89 明治17〔1884〕～

阿部猪五郎
北海開発事績　再版 655 アベ　イノゴロウ 安政5〔1858〕～
北海道人名辞書 468～469 アベ　イノゴロウ
北海道立志編　第4巻　増補訂正 257～258 安政5〔1858〕～ 肖像（256と257の間）

阿部鉄五郎
東北海道の人物 362～364 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

阿部伝吉
大泊之沿革と人物 105 明治11〔1878〕～

阿部藤太郎
自治産業発達誌 296～297 明治15〔1882〕～ 肖像あり

阿部寅四郎
開道五十年記念北海道 225 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

阿部半平
東北海道人物画伝 37 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 437 アベハンペイ 明治元〔1868〕～

阿部芳太郎
北海道立志編　第1巻 342～344 肖像あり

阿部又蔵
北海開発事績　再版 568 アベマタゾウ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 456 アベマタゾウ 明治5〔1872〕～

阿部弥一郎
札幌紳士録 293 万延元〔1860〕～ 肖像61
札幌之人 254 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 3 アべ　ヤイチロウ 万延元〔1860〕～
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阿部弥三次郎
東北海道の人物 356～358 明治15〔1882〕～ 肖像あり

阿部勇吉
自治産業発達誌 522～523 文久3〔1863〕～ 肖像あり

阿部由太郎
北海道人名辞書　第二版 136～137 アベヨシタロウ 明治10〔1877〕～

阿部与作
人物覚書帳 82
東北海道の人物 354～355 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 359～360 アベヨサク 明治11〔1878〕～

阿部与之助　初代

開道五十年記念北海道 51～52
文化13〔1842〕～
大正2〔1913〕

開道五十年記念北海道　再版 71～72 アベ　ヨノスケ
文化13〔1842〕～
大正2〔1913〕

豊平開祖

札幌紳士録 289～291 文化13〔1842〕～ 肖像63

北海道開拓功労者関係資料集録　上 18 アベ　ヨノスケ
文化13〔1842〕～
大正2〔1913〕

豊平・月寒・白石一帯の
開拓

北海開発事績　再版 423 アベ　ヨノスケ
文化13〔1842〕～
大正2〔1913〕

北海人物評論 119～120

北海道開拓功労者関係資料集録　上 18 アベ　ヨノスケ
文化13〔1842〕～
大正2〔1913〕

北海道十字之光 50 肖像あり
文化 〔 〕

北海道人名辞書 2～3 アべ　ヨノスケ
文化13〔1842〕～
大正2〔1913〕

北海道人名辞書　第二版 637 アベヨノスケ
文化13〔1842〕～
大正2〔1913〕

北海道立志編　第1巻 336～338 文化13〔1842〕～

阿部与之助　二代目
札幌之人 252 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 3 アべ　ヨノスケ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 136 アベヨノスケ 慶応元〔1865〕～

阿部竜夫
北海道人名辞書　第二版 279 アベタツオ 明治25〔1892〕～ 肖像あり

阿部良夫
現代札幌人物史 39～40 明治21〔1887〕～ 肖像あり
人物覚書帳 472～474 明治21〔1887〕～

阿部力蔵
自治産業発達誌 804 肖像あり

阿部六吉（アベ　ロクキチ、安政元〔1854〕～昭和9〔1934〕）
北海道立志編　第3巻 474～475 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

安部英二郎
現代札幌人物史 281～282 明治9〔1876〕～

安部義雄
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自治産業発達誌 244～245 明治27〔1894〕～

安部勝三郎
北海道発達史　第1巻 500～501 嘉永6〔1853〕～ 肖像40

安部清行
北海道樺太名士大鑑 62 明治8〔1875〕～ 本文に肖像あり

安部腰次郎
札幌紳士録 282～283 嘉永5〔1852〕～
北海人物評論 129
北海道人名辞書 7 アべ ヨウジロウ 嘉永5〔1852〕～ 「阿部腰次郎」と表記
北海道立志編　第1巻 338～340 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 466～468 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

阿部島鎌次郎
北海道人名辞書　第二版 388 アベシマカマジロウ 明治18〔1885〕～

安保辰五郎　
北海道人名辞書 434 アポウ　タツゴロウ 安政3〔1856〕～

安保平三郎
北海道立志編　第3巻 475～477 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

【あ／ま】

天岡大器
樺太及樺太を担う人々 180

甘粕速水甘粕速水
北海道人名辞書　第二版 316 アマカスソクスイ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

天倉富
自治産業発達誌 401～402 明治25〔1892〕～

天杉茂平
北海道立志編　第3巻 169～171 弘化元〔1844〕～ 肖像あり（172の次）

天沼直治
開道五十年記念北海道 397 安政6〔1859〕～

天野勝次郎
開道五十年記念北海道　再版 410 アマノ　カツジロウ 明治7〔1874〕～

天野吉辰
札幌紳士録 308～310 慶応元〔1865〕～ 肖像27

天野剛
北海道人名辞書　第二版 589 アマノツヨシ 明治3〔1870〕～

天野静吉
北海道人物誌（第1・2編合綴本） 111～114 慶応2〔1866〕～ 数は第一編のもの

天野多門　
北海道人名辞書 523 アマノタモン 嘉永4〔1851〕～

天野徳次郎
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北海道立志編　第5巻　第二版 223～224 明治5〔1872〕～

天野房次郎
人物覚書帳 19

天野文助
北海道人名辞書　第二版 141～142 アマノブンスケ 明治24〔1891〕～

天谷宇之助
北海道立志編　第3巻 469～471 慶応3〔1867〕～

網島貞助

北海道立志編　第3巻 88～90
天保11〔1840〕～
明治34〔1901〕

肖像あり

網塚忠兵衛　

北海道人名辞書 236～237 アミヅカ　チュウベエ
万延元〔1860〕～
明治43〔1910〕

【あ／や】

綾田貫五
札幌之人 263 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 13～14 アヤダカンゴ 明治2〔1869〕～

綾小路康之
北海道十字之光 200

鮎川義介
自治産業発達誌 860 明治13〔1880〕～

鮎田小隅
開道五十年記念北海道　再版 96 アユタコスミ 嘉永3〔1850〕～

阿由葉宗三郎
現代札幌人物史 128～129 文久2〔1862〕～
札幌紳士録 293～295 文久2〔1862〕～ 肖像巻頭
札幌之人 255 文久2〔1862〕～ 肖像あり
人物覚書帳 92
人物評論　第1編 183～188
静浪遺稿 72～73 肖像あり
北海人物評論 83 肖像あり
北海道人名辞書 5～6 アユバ　ソウザブロウ 文久2〔1862〕～
北海道人名辞書　第二版 141 アユバソウザブロウ 文久2〔1862〕～

【あ／ら】

荒勝記
北海道人名辞書　第二版 361 アラカツキ 明治11〔1878〕～

荒勇之助
自治産業発達誌 186 明治7〔1874〕～ 肖像あり

【あらい】

荒井孝蔵
小樽区外七郡案内 126 慶応元〔1865〕～
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北海道人名辞書 175 アライコウゾウ 慶応元〔1865〕～

荒井幸作　
北海道人名辞書 454 アライコウサク 安政2〔1855〕～

荒井初一
開道五十年記念北海道 531 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 315 アライハツイチ 肖像あり

荒井重治
開道五十年記念北海道　再版 518 アライシゲジ 文久2〔1862〕～

荒井徳太郎
北海道十字之光 173 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 525～526 明治3〔1870〕～ 肖像あり

荒井福治
人物覚書帳 133

荒井保吉
札幌之人 262 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海人物評論 96 肖像あり
北海道人名辞書 14 アライヤスキチ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 139 アライヤスキチ 慶応元〔1865〕～

新井鬼司
北海道人名辞書　第二版 487 アライキシ 文久元〔1861〕～
北海道発達史　第1巻 肖像41

新井 郎右衛門新井五郎右衛門
開道五十年記念北海道 251 明治2〔1869〕～ 肖像あり

新井幸三
大泊之沿革と人物 92～93 明治11〔1878〕～ 肖像あり

新井藤一
樺太及樺太を担う人々 119～120

新井藤一郎
人物覚書帳 364

新井隼人
北海道医事通覧　前編 44～45 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書 8 アライハヤト 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書　第二版 139～140 アライハヤト 明治13〔1880〕～

新井田角太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

新井田作蔵
自治産業発達誌 125

新井田要吉
自治産業発達誌 300 明治3〔1870〕～ 肖像あり

荒木丑平
北海道人名辞書　第二版 217 アラキウシヘイ 明治18〔1885〕～
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荒木金太郎
開道五十年記念北海道　再版 254 アラキ　キンタロウ 文久元〔1861〕～
北海道人名辞書　第二版 384 アラキキンジロウ 文久元〔1861〕～ 肖像あり

荒木慶吉
開道五十年記念北海道　再版 324 アラキケイキチ 明治24〔1891〕～

荒木源作
小樽区外七郡案内 27～28 肖像あり
北海道十字之光 137 肖像あり
北海道人名辞書 アラキゲンサク 安政5〔1858〕～

荒木七男二
現代札幌人物史 250～251 肖像あり

荒木庄吉
自治産業発達誌 116 明治21〔1887〕～

荒木松次郎
北海道人名辞書　第二版 419 アラキマツジロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

荒木照定
自治産業発達誌 394

荒木太三
開道五十年記念北海道　再版 562 アラキタイゾウ 明治3〔1870〕～
北海道拓殖功労者列伝 60～61 明治3〔1870〕～ 天塩国名寄町
北海道立志編　第5巻　第二版 218～219 明治3〔1870〕～

荒木文吉
小樽区外七郡案内 56～57 肖像あり

荒木文四郎　
北海道人名辞書 233 アラキ　ブンシロウ 明治15〔1882〕～

荒木勇三
北海人物評論 114

荒木友吉
小樽区外七郡案内 155
開道五十年記念北海道　再版 324 アラキトモキチ ～嘉永2〔1849〕

荒木与市
小樽区実業家百撰立志編 157～158 嘉永2〔1849〕～

新木中吉　
北海開発事績　再版 605 アラキチュウキチ 明治8〔1875〕～

安楽兼道
北海之商傑 108 大日本人造肥料会社会

荒沢秀次郎
樺太之豊原 171～172 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 124～126 元治元〔1864〕～ 肖像（124と125の間)

荒沢仙令
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北海道人名辞書　第二版 557 アラサワセンレイ 明治24〔1891〕～

荒沢定吉
自治産業発達誌 350～351 明治14〔1881〕～ 肖像あり

荒滝そよ子
北海道医事通覧　前編 79

荒滝とく子
北海道医事通覧　前編 76～77 肖像あり

荒滝実
自治産業発達誌 711 明治21〔1887〕～

荒戸文次郎
北海道人名辞書　第二版 427～428 アラトブンジロウ 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

荒蒔鬼一郎
開道五十年記念北海道　再版 516 アラマ　キキイチロウ 明治元〔1868〕～

新槙倉吉
北海道立志編　第5巻　第二版 529 明治元〔1868〕～

荒谷喜作　

北海道人名辞書 175 アラヤキサク
天保14〔1843〕～
明治37〔1904〕

北海道立志編　第2巻 3‐188～190 天保14〔1843〕～
肖像あり、「新谷喜作」で
表記

荒谷喜荒谷喜四三
北海道十字之光 267 肖像あり

荒谷初吉
北海道発達史　第1巻 504～505 明治元〔1868〕～

新谷専太郎
小樽の人と名勝 323～324 明治23〔1890〕～
人物覚書帳 85,532～535 明治23〔1890〕～

有海喜七
開道五十年記念北海道 719 弘化元〔1844〕～

有江巌
樺太及樺太を担う人々 121～122 明治24〔1891〕～ 肖像あり

有江金太郎
開道五十年記念北海道 246 安政5〔1858〕～ 肖像あり

北海道人名辞書 650～651 アリエ　キンタロウ
安政5〔1858〕～
大正2〔1913〕

北海道人名辞書　第二版 646～647 アリエキンタロウ 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 5‐191～194 安政5〔1858〕～ 肖像あり

有岡繁次
開道五十年記念北海道 580 明治17〔1884〕～

有賀源次郎
札幌紳士録 298～299 嘉永5〔1852〕～ 肖像26
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有賀篠夫

函館名士録
日魯漁業㈱取締役、昭
和8〔1933〕、9〔1934〕太
平洋漁業取締役

有賀光雄　
北海道人名辞書 176～177 アリガミツオ 明治2〔1869〕～

有川新吉
樺太之留多加 108～109 明治11〔1878〕～ 肖像あり（付録の部口

有木基　
北海道人名辞書 521 アリキ　モトエ 明治18〔1885〕～

有坂栄五郎
最近之樺太 90 明治19〔1886〕～

有坂極
函館名士録 6～7 アリサカ　キワム 明治27〔1894〕～ 肖像あり

有坂克己
開道五十年記念北海道 573～574 明治4〔1871〕～
自治産業発達誌 489 明治4〔1871〕～ 肖像あり

有沢久太郎
自治産業発達誌 264 明治28〔1895〕～

有島武郎
札幌紳 録 治 〔 〕 肖像札幌紳士録 300～301 明治11〔1878〕～ 肖像29
札幌之人 258 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 9～10 アリシマタケオ 明治11〔1878〕～

有末孫太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 528～529 元治元〔1864〕～ 肖像あり

在田一
北海道畜産功労者写真帖 87 肖像あり

有田喜代平
北海開発事績　再版 688 アリタ　キヨヘイ 明治3〔1870〕～
北海道十字之光 244 肖像あり

有田義昭
函館名士録 5 アリタヨシアキ 明治16〔1883〕～ 肖像あり
人物覚書帳 84～85
北海道人名辞書　第二版 277 アリタヨシアキ 明治17〔1884〕～

有田正盛
札幌紳士録 299～300 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書 9 アリタマサモリ 元治元〔1864〕～

有田正雄
静浪遺稿 53～56 肖像あり

有田法宗
北海道立志編　第1巻 330～331
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在竹富衛
札幌紳士録 301～302 慶応3〔1867〕～ 肖像24

有富春蔵
北海道十字之光 196 肖像あり

有馬英二（アリマ　エイジ、明治16〔1883〕～昭和45〔1970〕）
北海道人名辞書　第二版 143 アリマエイジ 明治16〔1883〕～

有光藤三郎
東北海道の人物 60～62 明治21〔1887〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 150 本文に肖像あり

有吉市郎
北海道人名辞書　第二版 316 アリヨシイチロウ 明治16〔1883〕～

アルドリッチ（スチュワルド・アルドリッチ）
北海道人名辞書 667

【あ／わ・ん】

阿波幸太郎　
北海開発事績　再版 621 アワ　コウタロウ 明治9〔1876〕～

淡川弥太郎
北海道十字之光 150 肖像あり

粟沢一清　
ズ北海開発事績　再版 484 アワサワカズキヨ 明治10〔1877〕～

淡路勘治
札幌紳士録 295～296 慶応2〔1866〕～ 肖像64
札幌之人 256 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 13 アワジカンジ 慶応2〔1866〕～

粟田尚吉
自治産業発達誌 452 肖像あり

粟野亀蔵
北海道人名辞書　第二版 142 アワノカメゾウ 明治24〔1891〕～ 肖像あり

粟屋貞一（アワヤ　サダイチ、弘化元〔1844〕～大正3〔1914〕）
小樽区外七郡案内 84

北海道開拓功労者関係資料集録　上 19～20 アワヤ　テイイチ
弘化元〔1844〕～
大正3〔1914〕

旧毛利藩士、大江村（仁
木町）の開拓

安斉虎一
北海道人名辞書　第二版 561 アンザイトライチ 明治元〔1868〕～

安斉虎禧
札幌紳士録 286 安政元〔1854〕～

アンチエン（テー・エチ・アンチエン）
札幌之人 59 明治13〔1880〕～ 肖像あり、フランス人

【あんどう】
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安東俊明
札幌紳士録 283～284 明治3〔1870〕～ 肖像62
札幌之人 249 明治3〔1870〕～ 肖像あり
人物評論　第1編 54～58
静浪遺稿 140～142 肖像あり
北海人物評論 41 「安藤俊明」で表記
北海道人名辞書 6～7 アンドウトシアキ 明治3〔1870〕～ 「安藤俊明」で表記
北海道人名辞書　第二版 140 アンドウトシアキ 明治3〔1870〕～ 「安藤俊明」で表記

安東正胤
北海道人名辞書　第二版 278～279 アンドウマサタネ 明治5〔1872〕～

開道五十年記念北海道 300 明治5〔1872〕～
肖像あり、「安藤正胤」で
記述

安東猛四郎
人物覚書帳 35

安藤一次
樺太人物大観 84～86 主要官人

安藤運子
北海道医事通覧　前編 74 肖像（巻頭）

安藤樫蔵
北海道人名辞書　第二版 382 アンドウカシゾウ 明治元〔1868〕～

安藤久之助
樺太之留多加 70～71 明治3〔1870〕～ 肖像あり

安藤三蔵
開道五十年記念北海道　再版 109 アンドウサンゾウ 慶応2〔1866〕～

安藤信彦
樺太之豊原 132～133
現代札幌人物史 29～30
人物評論　第1編 258～261

安藤甚右衛門
北海道立志編　第5巻　第二版 530～531 明治9〔1876〕～ 肖像あり

安藤太郎
函館游寓名士伝 17

安藤辰次郎
北海道畜産功労者写真帖 93 肖像あり

安藤繁三郎
樺太之留多加 80～81 明治14〔1881〕～ 肖像あり

安藤輔之
最近之樺太 肖像（巻頭） 野田森林主事

安中幸太郎
現代札幌人物史 282～283 明治2〔1869〕～ 肖像あり

安羅五右衛門
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樺太及樺太を担う人々 118～119 肖像あり
樺太人物大観 293～300 町村会議員
大泊之沿革と人物 32～33 明治12〔1879〕～

《い》

【い／あ行】

伊井億右衛門
北海道十字之光 143 肖像あり
北海道人名辞書 469 イイ　オクウエモン 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 435 イイオクウエモン 明治12〔1879〕～

伊井豊次郎
小樽の人と名勝 105～107 文久2〔1862〕～

飯尾円蔵　
北海道人名辞書 387～388 イイオエンゾウ 安政元〔1854〕～

飯尾企
自治産業発達誌 378 肖像あり

飯岡新吉
北海道立志編　第2巻 3‐17～19 安政2〔1855〕～ 肖像あり

飯岡彦助
北海道立志編 第2巻 5‐7～9 慶応2〔1866〕～ 肖像あり北海道立志編　第2巻 5‐7～9 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

飯倉文甫
札幌紳士録 24 明治17〔1884〕～
札幌之人 20（肖像20） 明治17〔1884〕～ 肖像あり

飯坂金之助

北海道立志編　第1巻 28 明治5〔1872〕～
肖像では「井坂金之助」
と表記

飯沢直次郎
開道五十年記念北海道 600～601 安政2〔1855〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 303～305 安政2〔1855〕～

夷石雅太郎
東北海道の人物 15～16 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

飯島覚道
自治産業発達誌 154 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 325 イイジマカクドウ 慶応2〔1866〕～

飯島近之助
北海道人名辞書　第二版 325 イイジマチカノスケ 明治11〔1878〕～

飯島三治
北海道樺太名士大鑑 26 明治14〔1881〕～ 本文に肖像あり

飯島真吉
樺太之豊原 224～225 明治19〔1886〕～ 肖像あり
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【いいだ】

飯田ろく子
北海道医事通覧　前編 80～81 肖像（巻頭）

飯田嘉吉
北海道十字之光 36 肖像あり

飯田喜太郎
北海道人名辞書 242～243 イイダ　キタロウ 弘化2〔1845〕～
北海道立志編　第2巻 4‐6～8 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

飯田喜代作
小樽区外七郡案内 185 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 14～16 安政5〔1858〕～

飯田九太郎
北海道十字之光 230 肖像あり

飯田兼次郎
自治産業発達誌 330～331 明治6〔1873〕～ 肖像あり

飯田源一郎
東北海道人物画伝 49 明治7〔1874〕～ 肖像あり

飯田広治
開道五十年記念北海道　再版 502 イイダヒロジ 明治6〔1873〕～

飯 広太郎（ ダ タ ウ 治 〔 〕 和 〔 〕）飯田広太郎（イイダ　ヒロタロウ、明治37〔1904〕～昭和29〔1954〕）
現代札幌人物史 96～97 明治27〔1894〕～

飯田三次郎
北海道十字之光 52 肖像あり

飯田三治
北海道人名辞書　第二版 294～295 イイダサンジ 明治14〔1881〕～ 肖像あり

飯田三郎
大泊之沿革と人物 78～79 明治15〔1882〕～ 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 4～5 明治15〔1882〕～

飯田初次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 12～13 元治元〔1864〕～ 肖像あり

飯田勝次郎
北海道人名辞書　第二版 417～418 イイダカツジロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

飯田信三

開道五十年記念北海道 44～45
弘化2〔1845〕～
大正3〔1914〕

開道五十年記念北海道　再版 62～63 イイダシンゾウ
文化13〔1842〕～
大正3〔1914〕

北海道人名辞書 582 イイダシンゾウ
文化13〔1842〕～
大正3〔1914〕

飯田正次
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北海道人名辞書　第二版 226～227 イイダマサツグ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

飯田誠一　
北海道人名辞書 183 イイダセイイチ 明治4〔1871〕～

飯田博
北海道樺太名士大鑑 148 明治36〔1903〕～ 本文に肖像あり

飯田富五郎
北海道十字之光 129 肖像あり
北海道人名辞書 468 イイダ　トミゴロウ 嘉永3〔1850〕～

飯田復鹿
小樽の人と名勝 78～79 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書 366 イイダマタロク 明治11〔1878〕～

飯田要次郎
東北海道の人物 8～11 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 752 イイダ　ヨウジロウ 明治6〔1873〕～
北海道樺太名士大鑑 126 本文に肖像あり

飯田竜太郎
開道五十年記念北海道　再版 132 イイダ　リュウタロウ 明治元〔1868〕～

飯田良三郎
東北海道の人物 5～6 明治14〔1881〕～

飯田廉平　
北海道人名辞書 243 イイダレンぺイ 文久3〔1863〕～

飯塚城之助
東北海道人物画伝 60 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
東北海道の人物 26～28 慶応3〔1867〕～ 巻頭に肖像あり

飯塚松太郎
北海道十字之光 204 肖像あり

飯沼佐蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 298～299 嘉永5〔1852〕～

飯間覚順
大泊之沿革と人物 23～24 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 2～3 明治23〔1890〕～
最近之樺太 肖像（巻頭） 真言寺住職

井内歓二
開道五十年記念北海道 529 明治4〔1871〕～
北海道十字之光 37 肖像あり
北海道人名辞書 385～386 イウチカンジ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 645～646 イウチカンジ 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海之商傑 286～287 旭川区

井内豊次
北海道人名辞書　第二版 296 イウチトヨジ 明治6〔1873〕～

家坂孝平
函館名士録 293 日魯漁業㈱漁業課長
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家崎文之助
樺太之豊原 238～239 明治11〔1878〕～ 肖像あり

家田於兎之助
札幌紳士録 38～39 慶応3〔1867〕～
札幌之人 27（肖像27） 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 16 イエダ オトノスケ 慶応3〔1867〕～

家田三太郎
樺太人物大観 306～311 町村会議員

家地与八郎
北海人物評論 95 肖像あり

家村住義
北海道発達史　第1巻 肖像あり
北海道立志編　第1巻 1～3 天保10〔1839〕～ 肖像あり

【い／か行】

伊賀亀太郎
自治産業発達誌 494 明治27〔1894〕～ 肖像あり

井形喜三十郎
自治産業発達誌 335～336 明治13〔1880〕～ 肖像あり

【いがらし】

五十嵐栄次郎
北海開発事績　再版 569 イガラシ　エイジロウ 文久2〔1862〕～
北海道人名辞書　第二版 448～449 イガラシエイジロウ 文久2〔1862〕～

五十嵐億太郎（イガラシ　オクタロウ、明治6〔1873〕～昭和4〔1929〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 21～22 イガラシ　オクタロウ
明治6〔1873〕～
昭和4〔1929〕

留萌港築港に尽力

北海道人名辞書 590 イガラシ　オクタロウ

北海道立志編　第3巻 1～3 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻 1～3 肖像あり

五十嵐嘉吉
自治産業発達誌 599 明治8〔1875〕～

五十嵐久助
札幌紳士録 23～24 嘉永2〔1849〕～
北海人物評論 52
北海道人名辞書 25～26 イガラシ　キュウスケ 寛永2〔1625〕～

五十嵐熊吉
北海道人名辞書　第二版 472 イガラシクマキチ 明治14〔1881〕～ 肖像あり

五十嵐綱治
北海道立志編　第1巻 46～48 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

五十嵐国松
自治産業発達誌 872
北海道発達史　第1巻 188～189 明治8〔1875〕～ 肖像31
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五十嵐佐市
人物覚書帳 52 文久3〔1863〕～
北海人物評論 124
北海道十字之光 13 肖像あり
北海道人名辞書 26 イガラシサイチ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 10 イガラシサイチ 文久3〔1863〕～

五十嵐蠶爾
自治産業発達誌 108 明治17〔1884〕～

五十嵐治郎吉
自治産業発達誌 881 「五十嵐次郎吉」と表記
北海道人名辞書　第二版 512 イガラシジロキチ 明治13〔1880〕～

五十嵐政吉
北海道立志編　第2巻 4‐25～26 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

五十嵐孫三郎　
北海開発事績　再版 793 イガラシ　マゴサブロウ

五十嵐孫太郎
開道五十年記念北海道 431

五十嵐太郎吉　
北海開発事績　再版 564 イガラシ　タロウキチ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書 539 イガラシ　タロウキチ 明治12〔1879〕～

五十嵐大法
自治産業発達誌 治 〔 〕 肖像あり自治産業発達誌 140 明治6〔1873〕～ 肖像あり

五十嵐貞治
自治産業発達誌 319～320 明治27〔1894〕～

五十嵐友吉
樺太之豊原 244～235 明治14〔1881〕～ 肖像あり

五十嵐猶四郎
北海道人名辞書　第二版 10～11 イガラシナオシロウ 明治10〔1877〕～

五十嵐与三
樺太人物大観 253～255 実業家

五十嵐与六
小樽区外七郡案内 153 肖像あり
北海道立志編　第1巻 35～36 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

五十嵐利三郎
大泊之沿革と人物 6～7 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
樺太之豊原 1～2 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

五十嵐鐐馬
北海道人名辞書　第二版 324 イガラシリョウマ 明治11〔1878〕～

井狩弥太郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 282～284 明治5〔1872〕～ 肖像（284と285の間）
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猪狩清右衛門
開道五十年記念北海道 499 嘉永元〔1848〕～
北海道人名辞書 563 イガリ　セイウエモン 嘉永元〔1848〕～
北海道立志編　第1巻 44～45 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

猪狩孫三郎
北海道人名辞書　第二版 326 イカリマゴサブロウ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

衣川伊之助
開道五十年記念北海道　再版 520 イカワ　イノスケ 明治8〔1875〕～

井川伊平（イガワ　イヘイ、明治28〔1895〕～昭和54〔1979〕）
現代札幌人物史 111～112
人物覚書帳 53
北海道人名辞書　第二版 88～89 イカワイヘイ

井川真太郎
北海道人名辞書　第二版 222～223 イカワシンタロウ 明治9〔1876〕～

井川磐彦
北海道人名辞書　第二版 88 イカワイワヒコ 明治18〔1885〕～

壱岐隼太
現代札幌人物史 32～33
人物覚書帳 87
東北海道の人物 1～2 明治18〔1885〕～
北海道人名辞書　第二版 12 イキハヤタ 明治18〔1885〕～

井岸留太郎
自治産業発達誌 治 〔 〕 肖像あり自治産業発達誌 13 明治23〔1890〕～ 肖像あり

幾井旧七　
北海道人名辞書 498～499 イクイキュウシチ 安政2〔1855〕～

生尾久治　
北海道人名辞書 183～184 イクオヒサハル 慶応2〔1866〕～

井口賢三
札幌之人 17（肖像17） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 88 イクチケンゾウ 明治16〔1883〕～

井口為二郎
札幌之人 16（肖像16） 明治6〔1873〕～ 肖像あり

井口利助
北海道立志編　第1巻 43～44 天保元〔1830〕～ 肖像あり

池内喜八
北海道立志編　第5巻　第二版 302～303 明治2〔1869〕～ 肖像あり

池内柳吉
開道五十年記念北海道 537 明治5〔1872〕～ 肖像あり

池内与惣吉
札幌紳士録 37～38 元治元〔1864〕～
北海道十字之光 57 肖像あり
北海道人名辞書 25 イケウチ　ヨソウキチ 元治元〔1864〕～
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池浦文竜　
北海道人名辞書 238 イケウラブンリュウ 明治5〔1872〕～

池上芳輝
人物覚書帳 364
北海人物評論 57

池端千吉
最近之樺太 30～31 明治2〔1869〕～

【いけだ】

池田醇　
北海道人名辞書 237 イケダ　アツシ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第1巻 39～41 肖像あり

池田一彦
開道五十年記念北海道 405 慶応元〔1865〕～

池田一郎
北海道人名辞書　第二版 598～599 イケダイチロウ 明治15〔1882〕～

池田卯之助
大泊之沿革と人物 134 明治5〔1872〕～

池田栄吉
開道五十年記念北海道　再版 214～215 イケダエイキチ 明治23〔1890〕～
北海道立志編　第3巻 281～284 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

池田嘉吉
札幌紳士録 37 明治元〔1868〕～

池田金五郎　

北海道人名辞書 238 イケダ　キンゴロウ
天保11〔1840〕～
明治39〔1906〕

池田金太郎
北海道立志編　第3巻 305～307 安政元〔1854〕～

池田熊蔵
郷土を拓く人々 44～51 肖像あり

池田慧仙
自治産業発達誌 73 明治9〔1876〕～

池田源蔵
開道五十年記念北海道　再版 457 イケダゲンゾウ 慶応3〔1867〕～

池田五郎　
北海道人名辞書 24 イケダゴロウ 明治5〔1872〕～

池田広信
北海道立志編　第1巻 34～35 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

池田広蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 307～308 明治6〔1873〕～ 肖像あり
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池田佐右衛門
自治産業発達誌 460～461 明治8〔1875〕～

池田作次郎
函館名士録 21～22 イケダ　サクジロウ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

池田三平
人物覚書帳 358～359

池田市太郎
大泊之沿革と人物 47～48 明治7〔1874〕～

池田次雄
東北海道の人物 1～2 文久6～

池田治三郎
最近之樺太 74～75 明治5〔1872〕～

池田七郎
自治産業発達誌 482～483 肖像あり
北海開発事績　再版 716 イケダシチロウ 明治13〔1880〕～

池田種之助　
北海道人名辞書 238 イケダ　タネノスケ 明治4〔1871〕～

池田秀雄
人物覚書帳 101

池 初太郎池田初太郎
開道五十年記念北海道 640 明治5〔1872〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 59 明治5〔1872〕～ 肖像あり
東北海道の人物 1～3 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 747 イケダ　ハツタロウ 明治5〔1872〕～
北海道樺太名士大鑑 128 本文に肖像あり
北海道人名辞書 622～623 イケダ　ハツタロウ 明治5〔1872〕～

池田勝右衛門
開道五十年記念北海道 291 万延元〔1860〕～
北海道人名辞書 237～238 イケダ　カツウエモン 万延元〔1860〕～
北海道立志編　第2巻 4‐8～9 万延元〔1860〕～ 肖像あり

池田松吉
人物覚書帳 41
北海道人名辞書　第二版 228 イケダマツキチ 明治13〔1880〕～

池田穣
北海道で成功した人々 43～50

池田新三郎
現代札幌人物史 71 明治19〔1886〕～
北海開発事績　再版 446 イケダ　シンザブロウ 明治19〔1886〕～
北海道樺太名士大鑑 37 明治19〔1886〕～
北海道人名辞書　第二版 13 イケダシンザブロウ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

池田新七
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北海道人名辞書 24～25 イケダシンシチ
弘化2〔1845〕～
明治24〔1891〕

北海道立志編　第2巻 4‐11～13 弘化巳～ 肖像あり

池田慎太郎 
北海道人名辞書 25 イケダ　シンタロウ 明治9〔1876〕～

池田浅次郎　
開道五十年記念北海道　再版 220 イケダ　アサジロウ 明治7〔1874〕～

池田増次郎
小樽区外七郡案内 150 肖像あり

池田孫七
北海道発達史　第1巻 179～181 明治2〔1869〕～

池田泰夫
北海道で成功した人々 31～42

池田辰蔵
開道五十年記念北海道　再版 491 イケダタツゾウ 万延元〔1860〕～

池田貞治
人物覚書帳 143～144

池田藤次郎
自治産業発達誌 774 明治31〔1898〕～

池田八郎
自治産業発達誌 治 〔 〕自治産業発達誌 70 明治41〔1908〕～

池田繁八　
北海道人名辞書 184 イケダシゲハチ 万延元〔1860〕～

池田富治
開道五十年記念北海道 708～709
北海道立志編　第3巻 9～11 弘化4〔1847〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 9～11 肖像あり

池田末吉
北海道立志編　第2巻 4‐15～16 文政4〔1821〕～ 肖像あり

池田弥吉
樺太及樺太を担う人々 11 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書 366 イケダヤキチ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 295 イケダヤキチ 慶応元〔1865〕～

池田弥白
開道五十年記念北海道　再版 406 イケダヤハク 嘉永6〔1853〕～

池田祐吉
北海道十字之光 201 肖像あり

池田良作
自治産業発達誌 921

池田良穂
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北海人物評論 126

池戸一太郎
北海道樺太名士大鑑 97 明治35〔1902〕～

池永佳次郎
東北海道の人物 7～8 明治13〔1880〕～ 肖像あり

池野勇
北海道人名辞書　第二版 448 イケノイサム 明治21〔1887〕～

池野虎次郎
北海道人名辞書　第二版 194 イケノトラジロウ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

池ノ内一郎
樺太及樺太を担う人々 12～13

池ノ内柳吉　
北海道人名辞書 366 イケノウチ　リウキチ 明治4〔1871〕～

池原松之助
自治産業発達誌 748 明治10〔1877〕～ 肖像あり

池広寿一
樺太及樺太を担う人々 14～15 肖像あり

池淵宏
樺太之留多加 66～67 明治13〔1880〕～ 肖像あり

池水昌作池水昌作
自治産業発達誌 345～346,898 明治22〔1889〕～

池村喜三吉
人物覚書帳 329～330

池本楳吉　
北海道十字之光 148 肖像あり
北海道人名辞書 521 イケモトウメキチ 万延元〔1860〕～

池盛松
北海道人名辞書　第二版 502 イケモリマツ 明治9〔1876〕～

井越和吉　
開道五十年記念北海道 45 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 63～64 イコシカズキチ 慶応元〔1865〕～
北海開発事績　再版 340 イゴシカズキチ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書 689 イゴエワキチ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 616～617 イゴエワキチ 慶応元〔1865〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 463～467 慶応元〔1865〕～

生駒保足
東北海道人物画伝 17 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 525 イコマヤスタリ 明治9〔1876〕～

生駒湊
北海道人名辞書 435 イコマ　ミナト 安政2〔1855〕～
北海道人名辞書　第二版 382～383 イコマミナト 安政2〔1855〕～
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生駒猛
大泊之沿革と人物 129～130

生駒良治　
北海道人名辞書 652～653 イコマリョウジ 安政4〔1857〕～

【い／さ行】

伊佐孝太郎
樺太及樺太を担う人々 9～10 肖像あり
樺太之留多加 88～89 明治3〔1870〕～

伊坂員維（イサカ　カズイ、明治25〔1892〕～昭和42〔1967〕）
現代札幌人物史 168 明治25〔1892〕～
人物覚書帳 184,232 明治25〔1892〕～

井坂金之助
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

井坂定吉
北海道十字之光 84 肖像あり

井坂森
樺太及樺太を担う人々 10

井崎長太郎
最近之樺太 20～21

砂金佐太郎　
北海道人名辞書 406 イサゴ　サタロウ 嘉永4〔1851〕～

伊佐山房吉
北海道人名辞書　第二版 225～226 イサヤマフサキチ 明治17〔1884〕～

伊沢広曹
現代札幌人物史 166
自治産業発達誌 742
人物覚書帳 76～77
北海道人名辞書　第二版 4～5,347 イザワヒロトモ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

伊沢富之助
現代札幌人物史 182～183 明治10〔1877〕～

井沢梅陵
函館游寓名士伝 12～13

【いしい】

石井為太郎
自治産業発達誌 734,933

石井喜代松
東北海道の人物 25～26 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

石井喜兵衛
札幌之人 28（肖像28） 文久2〔1862〕～ 肖像あり
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北海道人名辞書 24 イシイキヘエ 文久2〔1862〕～

石井啓次
樺太及樺太を担う人々 7～8 明治26〔1893〕～ 肖像あり

石井幸太郎
樺太及樺太を担う人々 174～175
樺太人物大観 327～332 町村会議員
樺太之豊原 206～207 明治14〔1881〕～ 肖像あり

石井佐賀恵
樺太及樺太を担う人々 2 明治26〔1893〕～

石井四郎
樺太及樺太を担う人々 1～2 明治28〔1895〕～ 肖像あり

石井俊平
北海道人名辞書　第二版 346 イシイシュンペイ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

石井春省（イシイ　ハルミ、明治20〔1887〕～昭和12〔1937〕）
現代札幌人物史 233～234

石井昌議
北海道立志編　第4巻　増補訂正 332～334 弘化3〔1846〕～ 肖像（332と333の間）

石井善見
樺太及樺太を担う人々 6～7 明治31〔1898〕～ 肖像あり

石井惣五郎
東北海道 物 文久 〔 〕東北海道の人物 11～13 文久3〔1863〕～
北海道十字之光 260
北海道畜産功労者写真帖 3 肖像あり

石井直孝
現代札幌人物史 257 明治15〔1882〕～

石井貞治
札幌紳士録 44～45 元治元〔1864〕～

石井鉄太郎
北海道人名辞書　第二版 228 イシイテツタロウ 安政5〔1858〕～

石井徳一郎
樺太及樺太を担う人々 13～14 明治21〔1887〕～
樺太人物大観 152～154 教育家

石井富士
自治産業発達誌 330 明治33〔1900〕～ 肖像あり

石井武淑
北海道人名辞書　第二版 324～325 イシイタケヨシ

石井弁蔵
北海道立志編　第3巻 284～285 肖像あり

石井峰太郎
札幌紳士録 39～40 文久3〔1863〕～
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石井方淑
開道五十年記念北海道 484 安政6〔1859〕～ 肖像あり

石井芳宗
樺太及樺太を担う人々 13

石井豊一
自治産業発達誌 215 明治26〔1893〕～

石井利兵衛
開道五十年記念北海道 352 安政4〔1857〕～
後志國要覧 204 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第1巻 29～30 安政4〔1857〕～ 肖像あり

石井隆
北海道人名辞書　第二版 229 イシイタカシ 文久元〔1861〕～

石井良韜　
北海道人名辞書 544 イシイリャウタウ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 447 イシイリョウトウ 明治4〔1871〕～

石井麟〔ショウ〕（〔ショウ〕はこざとへんに羊）
北海道人名辞書　第二版 8 イシイリンショウ 明治24〔1891〕～

石居良三
北海道人名辞書　第二版 511～512 イシイリョウゾウ 明治10〔1877〕～

石岡常作
自治産業発達誌 治 〔 〕 肖像あり自治産業発達誌 134～135 明治23〔1890〕～ 肖像あり

石岡政五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 3～4 安政2〔1855〕～

石岡政治
北海道立志編　第5巻　第二版 9～10 文久2〔1862〕～

石岡正寿
東北海道の人物 17～19 明治17〔1884〕～ 肖像あり

石岡石五郎
自治産業発達誌 732

石岡雪治
札幌紳士録 43～44 文久3〔1863〕～

石岡長吉
北海道立志編　第5巻　第二版 17～18

石岡八太郎
函館名士録 12～13 イシオカ　ヤ(ハチ)タロウ 明治25〔1892〕～ 肖像あり

石尾和作
北海道人名辞書　第二版 448 イシオワサク 明治24〔1891〕～

石垣儀助
北海道立志編　第4巻　増補訂正 155～157 明治11〔1878〕～ 肖像（156と157の間)
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石垣隈太郎
開道五十年記念北海道 157～158 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 243 イシガキ　クマタロウ

北海道立志編　第2巻 4‐1～3 肖像あり

石垣秀助
北海道立志編　第2巻 3‐24～26 安政3〔1856〕～ 肖像あり

石垣彦三郎
開道五十年記念北海道 506～507 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海道十字之光 159 肖像あり

石和柏蔵
樺太及樺太を担う人々 4 明治24〔1891〕～

【いしかわ】

石川宇之松
北海道立志編　第2巻 3‐21～24 肖像あり

石川外記
北海道人名辞書　第二版 399～400 イシカワゲキ 明治19〔1886〕～

石川岩吉　
北海道人名辞書 495 イシカワイワキチ 弘化元〔1844〕～

石川岩太郎
北海道樺太名士大鑑 82 文久3〔1863〕～ 本文に肖像あり

石川喜太郎

北海道立志編　第1巻 37～38 嘉永5〔1852〕～
肖像では「石川善太郎」
と表記

石川喜平
北海道立志編　第4巻　増補訂正 161～163 文久2〔1862〕～ 肖像（160と161の間)

石川錦一郎
開道五十年記念北海道 106～107 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 5 肖像あり

石川啓
北海道人名辞書　第二版 434 イシカワケイ 文久3〔1863〕～

石川恵助
北海道立志編　第2巻 3‐20～21 肖像あり

石川渓翁
函館游寓名士伝 18～19

石川源吉
樺太之留多加 2 明治23〔1890〕～ 肖像あり

石川虎之助
北海道立志編　第4巻　増補訂正 160～161 嘉永5〔1852〕～ 肖像（160と161の間)

石川光輝
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札幌之人 30（肖像30） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 21 イシカワミツテル 明治16〔1883〕～

石川光親
開道五十年記念北海道 19～20
開道五十年記念北海道　再版 29 イシカワミツシタ
北海道人名辞書 654 イシカワミツチカ

石川恒市
東北海道人物画伝 21 明治19〔1886〕～

石川剛三
現代札幌人物史 112～113 明治14〔1881〕～

石川佐兵衛
北海道立志編　第2巻 5‐5～6 肖像あり

石川市太郎
北海道立志編　第2巻 3‐28～30 文久3〔1863〕～

石川時治
開道五十年記念北海道 381 安政2〔1855〕～ 肖像あり

石川秋吉
東北海道の人物 23～24 明治21〔1887〕～

石川松蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 10～11 元治元〔1864〕～

進石川進
北海道立志編　第3巻 211～212 肖像あり

石川正蔵
開道五十年記念北海道 389 元治元〔1864〕～ 肖像あり

石川正叟
現代札幌人物史 25

北海開発事績　再版 337 イシカワセイソウ
文政9〔1826〕～
明治2〔1869〕

北海道人名辞書 22～23 イシカワショウゾウ
文政9〔1826〕～
明治2〔1869〕

北海道拓殖功労者旌彰録 183～186
文政9〔1826〕～
明治2〔1869〕

肖像あり

石川太兵衛
北海道人名辞書　第二版 654 イシカワタヒョウエ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

石川大三郎
北海道発達史　第1巻 183～184 安政5〔1858〕～ 肖像40

石川卓男
自治産業発達誌 398～399 明治33〔1900〕～ 肖像あり

石川通太郎
開道五十年記念北海道　再版 140 イシカワ　ツウタロウ 明治4〔1871〕～
北海道発達史　第1巻 186～188 明治4〔1871〕～
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石川貞治
札幌之人 29（肖像29） 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海人物評論 30 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書 21～22 イシカワテイジ 元治元〔1864〕～

石川東馬
自治産業発達誌 427 明治13〔1880〕～ 肖像あり

石川藤助

開道五十年記念北海道 227
弘化4〔1847〕～
大正6〔1917〕

肖像あり

北海道人名辞書 654～655 イシカワトウスケ 弘化4〔1847〕～

石川徳太郎
樺太及樺太を担う人々 5～6 肖像あり
人物覚書帳 40
北海道立志編　第3巻 290～292 元治元〔1864〕～ 肖像あり

石川武三郎
自治産業発達誌 773 明治12〔1879〕～ 肖像あり

石川亦三
樺太之豊原 2～3 明治17〔1884〕～ 肖像あり

石川友明
北海道立志編　第5巻　第二版 16～17 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

石川利平
北海道人名辞書　第二版 499 イシカワリヘイ 明治13〔1880〕～

石川留治
自治産業発達誌 227 明治31〔1898〕～ 肖像あり

石倉勝次郎
北海道立志編　第2巻 5‐205～206 安政4〔1857〕～ 肖像あり

石倉新
東北海道の人物 30～32 明治20〔1887〕～

【いしぐろ】

石黒為次郎
北海道十字之光 147 肖像あり

石黒円平
樺太之豊原 9～10 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

石黒権次郎　
北海道人名辞書 525 イシグロ　ゴンジロウ 万延元〔1860〕～

石黒元
樺太之留多加 1 明治24〔1891〕～ 肖像あり

石黒弘
樺太之留多加 写真肖像 留多加村役場書記

石黒才吉
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開道五十年記念北海道 712 明治2〔1869〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 83 明治2〔1869〕～ 肖像あり
東北海道の人物 2～4 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道十字之光 267 肖像あり
北海道人名辞書 635 イシグロサイキチ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 598 イシクロサイキチ 明治2〔1869〕～
北海道立志編　第3巻 11～14 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 11～14 肖像あり

石黒俊夫
人物覚書帳 386

石黒祖教
樺太之豊原 243～244 明治22〔1889〕～ 肖像あり

石黒忠悳
北海道十字之光 3 肖像あり

石黒長平　
北海道人名辞書 524～525 イシグロチョウヘイ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 447 イシククロチョウヘイ 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 15～16 肖像あり

石黒房男
北海道人名辞書　第二版 448 イシクロフサオ 明治32〔1899〕～ 肖像あり

石黒茂治
北海道十字之光 166 肖像あり

毛郡次石毛郡次
北海道人名辞書　第二版 522～523 イシケグンジ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

石坂泰三
人物覚書帳 334

石坂豊一
樺太人物大観 72～80 主要官人

石崎益太郎　
北海道人名辞書 394 イシザキ　マスタロウ 弘化2〔1845〕～

石崎嘉一郎
自治産業発達誌 309～310 明治21〔1887〕～

石崎金作
自治産業発達誌 453～454 明治32〔1899〕～ 肖像あり

石崎哲三
北海道人名辞書　第二版 294 イシザキテツゾウ 明治15〔1882〕～

石崎徳次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 296～297 明治8〔1875〕～ 肖像あり

石沢仙秀
樺太及樺太を担う人々 3 明治20〔1887〕～

石沢孫十郎
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北海道立志編　第2巻 5‐1～3 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

石沢達夫
札幌之人 31（肖像31） 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 23 イシザワタツオ 明治8〔1875〕～
北海道畜産功労者写真帖 9 肖像あり

石沢直
東北海道の人物 13～14 肖像あり

【いしだ】

石田栄八　
開道五十年記念北海道　再版 213 イシダエイハチ

石田玉蔵　

開道五十年記念北海道　再版 223 イシダタマゾウ
文久元〔1861〕～
大正2〔1913〕

石田啓次
北海道十字之光 113

石田幸八
北海人物評論 74 肖像あり（巻頭）
北海道人名辞書 183 イシダコウハチ 明治12〔1879〕～

石田康
現代札幌人物史 254～255 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 8 イシダコウ 元治元〔1864〕～

石田駒吉
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

石田小一郎
北海道立志編　第1巻 50～51 文久3〔1863〕～

石田松太郎
北海道人名辞書　第二版 566 イシダマツタロウ 明治16〔1883〕～

石田常勝
最近之樺太 25 明治18〔1885〕～ 肖像あり

石田甚兵衛
小樽区実業家百撰立志編 141～142 天保12〔1841〕～

石田正信
自治産業発達誌 511～512 明治37〔1904〕～ 肖像あり

石田直次郎
小樽区実業家百撰立志編 21～23 安政3〔1856〕～ 肖像あり

石田直太郎
北海道十字之光 62

石田鼎
北海道人名辞書　第二版 8 イシダカナエ
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石田八平
人物覚書帳 28～29

石田富三郎
北海道人名辞書　第二版 346 イシダトミサブロウ 明治3〔1870〕～ 肖像あり

石田兵吉
開道五十年記念北海道 233 安政元〔1854〕～ 肖像あり

石田万作二
北海道十字之光 93 肖像あり

石田連治

人物覚書帳 124,297～298,383 肖像あり
函館名士録 14～15 イシダ　レンジ 明治21〔1887〕～
北海道人名辞書　第二版 406～407 イシダレンジ 明治21〔1887〕～

石田磊三
人物覚書帳 94,304

石館清太郎 
北海道人名辞書 435 イシダテ　セイタロウ 万延元〔1860〕～

石館友作
函館名士録 16 イシダテ　トモサク 明治5〔1872〕～

石館清太郎
北海道人名辞書　第二版 228 イシダテセイタロウ 万延元〔1860〕～

石津竜輔
函館名士録 312 帝国電力㈱取締役

石塚のぶ子
北海道医事通覧　前編 86 肖像（巻頭）

石塚重五郎　
北海道人名辞書 23 イシズカ　 ジュウゴロウ 万延元〔1860〕～

石塚衛
東北海道人物画伝 90 明治7〔1874〕～ 肖像あり

石塚重治郎
開道五十年記念北海道 679 弘化3〔1846〕～ 肖像あり
札幌紳士録 46 万延元〔1860〕～

石塚惣吉
北海開発事績　再版 517 イシズカソウキチ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 9 イシズカソウキチ 明治8〔1875〕～

石塚保吉
大泊之沿革と人物 102～103 明治15〔1882〕～

石塚弥太郎

開道五十年記念北海道 236
安政2〔1855〕～
大正7〔1918〕

肖像あり

函館名士録 330 北日本油脂工業㈱監査
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石築伊太郎
自治産業発達誌 525

石戸政則
人物覚書帳 374

石戸谷源太郎
北海道人名辞書　第二版 590 イシドヤゲンタロウ 明治17〔1884〕～

石動幸太郎
人物覚書帳 97～98
北海道人名辞書 183 イシドウ コウタロウ 元治元〔1864〕～

石橋久吉　
北海開発事績　再版 600 イシバシヒサキチ 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第3巻 209～210 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

石橋象山
自治産業発達誌 553～554 明治17〔1884〕～

石橋繁蔵
人物覚書帳 119～120

石橋彦三郎
開道五十年記念北海道 420 安政5〔1858〕～
小樽の人と名勝 198～201 安政2〔1855〕～
人物覚書帳 1～2
北海開発事績　再版 783 イシバシ　ヒコサブロウ 安政2〔1855〕～
北海道十字之光 肖像あり北海道十字之光 14 肖像あり
北海道人名辞書 182～183 イシバシ ヒコサブロウ 安政2〔1855〕～
北海道人名辞書　第二版 195～196 イシハシヒコサブロウ 安政2〔1855〕～

【いしはら】

石原安　
北海道人名辞書 20～21 イシハラヤス 文久2〔1862〕～

石原健三
開道五十年記念北海道 8 元治元〔1864〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 8～9 イシハラケンゾウ 元治元〔1864〕～
札幌紳士録 40～41 元治元〔1864〕～
北海開発事績　再版 330～331 イシハラケンゾウ 元治元〔1864〕～

石原弘　
北海道人名辞書 21 イシハラ ヒロシ 明治9〔1876〕～

石原孝信
現代札幌人物史 6
北海道人名辞書　第二版 9 イシハラタカノブ 明治10〔1877〕～

石原洪三
北海道人名辞書　第二版 10 イシハラキヨゾウ 明治22〔1889〕～

石原三郎
北海道人名辞書　第二版 294 イシハラサブロウ 明治3〔1870〕～
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石原重方
東北海道人物画伝 25 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

石原初夫
北海道人名辞書　第二版 324 イシハラハツオ 明治16〔1883〕～

石原石彦
東北海道の人物 1～2 明治18〔1885〕～

石原忠孝　
北海道人名辞書 21 イシハラタダタカ 明治10〔1877〕～

石部勝蔵
開道五十年記念北海道　再版 450 イシベカツゾウ ～明治27〔1894〕

石丸ちず子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

石丸滝蔵
開道五十年記念北海道 557 明治10〔1877〕～
自治産業発達誌 375
北海道十字之光 175 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 494 イシマルタキゾウ 明治10〔1877〕～

石道泰輔
札幌紳士録 41～43 明治12〔1879〕～

石村政吉
北海道人名辞書　第二版 9 イシムラマサキチ 明治26〔1893〕～ 肖像あり

石母田正輔
札幌紳士録 46～47 文久2〔1862〕～

石本清規　
北海道人名辞書 393 イシモトセイキ 文久元〔1861〕～

石本民治　
北海道人名辞書 23～24 イシモトミンジ 明治元〔1868〕～

石家覚治
人物覚書帳 20～21

石山常次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 303～305 明治3〔1870〕～ 肖像あり

石山時人
北海道人名辞書　第二版 536 イシヤマトキンド 明治12〔1879〕～ 肖像あり

井尻清蔵
小樽区実業家百撰立志編 23～25 ～明治35〔1902〕 肖像あり
小樽の人と名勝 290～294
人物覚書帳 125
北海道十字之光 63 肖像あり
北海道人名辞書 229～230 イジリセイゾウ 明治13〔1880〕～
北海道立志編　第1巻 23～25 肖像あり

井尻碌
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現代札幌人物史 321～322 明治9〔1876〕～

石渡栄次郎
開道五十年記念北海道 687 明治7〔1874〕～

【いずみ】

泉宇吉
北海道十字之光 185 肖像あり

泉菊太郎
東北海道の人物 4～6 明治13〔1880〕～ 肖像あり

泉孝三　
北海道人名辞書 243～244 イヅミ　コウゾウ 明治8〔1875〕～

泉周吉
現代札幌人物史 255～256

泉庄蔵　→　和泉庄蔵も見よ
北海道立志編　第3巻 7～9 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 7～9 肖像あり

泉泰三
北海道人名辞書　第二版 227 イズミタイゾウ 明治15〔1882〕～

泉大三郎
開道五十年記念北海道 430 肖像あり

泉忠広泉忠広

北海道立志編　第4巻　増補訂正 334～336
文政10〔1827〕～
明治31〔1898〕

肖像（332と333の間）

泉鉄三郎　
開道五十年記念北海道 358 文久2〔1862〕～ 肖像あり
後志國要覧 186 文久2〔1862〕～ 肖像(中間頁)
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 478 イズミ　テツサブロウ 文久2〔1862〕～
北海道立志編　第1巻 26～27 文久2〔1862〕～ 肖像あり

泉麟太郎（イズミ　リンタロウ、天保13〔1842〕～昭和4〔1929〕）
開道五十年記念北海道 35 文化13〔1842〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 52 イズミ　リンタロウ 文化13〔1842〕～
北海開発事績　再版 334 イズミ　リンタロウ 文化13〔1842〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 23～24 イズミ　リンタロウ
文化13〔1842〕～
昭和4〔1929〕

角田村開拓の祖

北海道人名辞書 651～652 イズミ　リンタロウ 文化13〔1842〕～
北海道人名辞書　第二版 617～618 イズミリンタロウ 文化13〔1842〕～
北海道拓殖功労者列伝 40～46 石狩国角田村
北海道拓殖功労者旌彰録 307～312 文化13〔1842〕～
北海道発達史　第1巻 146～147 肖像43
北海道立志編　第1巻 11～15 肖像あり

和泉佳平
樺太之豊原 246 明治21〔1887〕～

和泉源三
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開道五十年記念北海道 716

和泉佐吉
自治産業発達誌 316～317 明治9〔1876〕～ 肖像あり

和泉庄蔵　→　泉庄蔵も見よ
開道五十年記念北海道 693～695 肖像あり
東北海道人物画伝 79 肖像あり
北海道十字之光 268 肖像あり
北海道人名辞書 635 イズミショウゾウ

和泉伝八
北海道十字之光 131 肖像あり

泉沢清松
北海道人名辞書　第二版 14 イズミサワセイマツ 明治4〔1871〕～

泉田二郎
小樽区実業家百撰立志編 81～84 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海人物評論 100～101

泉谷力造
北海道立志編　第3巻 279～281 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

泉谷久
人物覚書帳 352～353

泉山多門　
北海道人名辞書 19 イズミヤマタモン 明治元〔1868〕～

伊豆本栄次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 297～298 明治10〔1877〕～ 肖像あり

伊勢俊三郎
北海道人名辞書　第二版 489 イセシュンザブロウ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

伊勢甚之助
樺太之豊原 6～8 明治14〔1881〕～ 肖像あり

伊勢昌浩
人物覚書帳 185

井関益太郎　
北海道人名辞書 523 イセキ　マスタロウ 安政3〔1856〕～

伊関保次郎
北海道樺太名士大鑑 51 明治6〔1873〕～ 本文に肖像あり

伊勢谷吉蔵
小樽の人と名勝 202～204 明治2〔1869〕～
北海道十字之光 79 肖像あり

伊勢谷正一
北海道人名辞書　第二版 13 イセヤショウイチ 明治21〔1887〕～

伊勢谷清吉
北海人物評論 42～43
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磯為彦
札幌紳士録 31～32 慶応3〔1867〕～

磯谷光亨
北海道人名辞書　第二版 13 イソガイミツタカ 明治26〔1893〕～

磯浪新造
自治産業発達誌 53 明治14〔1881〕～ 肖像あり

磯野九一郎
樺太及樺太を担う人々 13 明治24〔1891〕～

磯野進
小樽の人と名勝 205～206 明治5〔1872〕～
人物覚書帳 91

磯野定繁
小樽区外七郡案内 136 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 321 イソノサダシゲ 明治4〔1871〕～ 美国漁業権威
北海道人名辞書 495 イソノサダシゲ 明治4〔1871〕～
北海道立志編　第1巻 25～26 肖像あり

磯前房次郎

最近之樺太 肖像（巻頭）
樺太庁指定商官行斫伐
物資供給所

磯前芳次郎
樺太之留多加 95 明治24〔1891〕～

磯村増雄
人物覚書帳 77

磯谷久五郎　
北海道人名辞書 447～448 イソヤ　キュウゴロウ 安政元〔1854〕～

磯山広居
札幌之人 24（肖像24） 元治元〔1864〕～ 肖像あり

【い／た行】

井田金之助
大泊之沿革と人物 128～129 明治12〔1879〕～ 肖像あり

井田善敬
北海道人名辞書　第二版 418 イダヨシノリ 明治4〔1871〕～

井田良三
樺太及樺太を担う人々 3～4 明治22〔1889〕～

板井一治
北海道人名辞書　第二版 294 イタイカズハル 明治15〔1882〕～

板垣贇夫（イタガキ　ヨシオ、安政4〔1857〕～大正8〔1919〕）
北海開発事績　再版 334 イタガキインオ 安政4〔1857〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 25～26 イタガキ　ヨシオ
安政4〔1857〕～
大正8〔1919〕

南幌町の基礎を築く
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北海道拓殖功労者旌彰録 421～424 安政4〔1857〕～ 肖像あり

板垣城平
自治産業発達誌 372 明治32〔1899〕～

板垣善之助
自治産業発達誌 913

板垣外次郎
樺太人物大観 321～327 町村会議員
最近之樺太 57 明治11〔1878〕～

板垣平五郎
樺太之豊原 155

板垣文蔵
小樽区外七郡案内 54

板倉才助
北海道立志編　第5巻　第二版 293～294 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

板沢庄五郎
北海道人名辞書　第二版 323 イタザワショウゴロウ 明治12〔1879〕～

伊谷半次郎（イタニ　ハンジロウ、明治22〔1889〕～昭和45〔1970〕）
人物覚書帳 148～149

伊多波嘉一郎　
北海道人名辞書 242 イタハ　カイチロウ 明治11〔1878〕～

板橋敬哉
北海人物評論 121

板橋孝造
人物覚書帳 130

板橋重雄
人物覚書帳 139

板橋仁三郎
北海道発達史　第1巻 181～183 明治3〔1870〕～ 肖像あり

伊丹貞衛
北海道人名辞書　第二版 4 イタミサダエ 明治3〔1870〕～

板谷吉次郎
小樽の人と名勝 201～202 明治18〔1885〕～

函館名士録 333
拓殖無盡㈱函館支店監
査役

人物覚書帳 131 明治18〔1885〕～
北海道人名辞書 184 イタヤ キチジロウ 明治18〔1885〕～
北海道人名辞書　第二版 194～195 イタヤキチジロウ 明治18〔1885〕～

板谷宮吉（イタヤ　ミヤキチ、安政4〔1857〕～大正13〔1924〕）
開道五十年記念北海道 420 安政4〔1857〕～
小樽の人と名勝 48～52 明治18〔1885〕～
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人物覚書帳
99,398～
399,513～516

北海開発事績　再版 783 イタヤミヤキチ 安政4〔1857〕～
北海人物評論 43 安政4〔1857〕～
北海道人名辞書 184 イタヤミヤキチ 安政4〔1857〕～

北海之商傑 243
板谷商船会社重役、順
助の養父

板谷順助（イタヤ　ジュンスケ、明治10〔1877〕～昭和24〔1949〕）
小樽の人と名勝 54～57 明治10〔1877〕～
人物覚書帳 95～96,516 明治10〔1877〕～
人物評論　第1編 46～54
北海之商傑 243～245 板谷商船会社重役

板谷初治郎
北海道立志編　第2巻 3‐15～17 慶応元〔1865〕～

市岡勝
北海道人名辞書　第二版 12 イチオカシグル 明治29〔1896〕～

市川忍　
北海道人名辞書 20 イチカワ シノブ 明治4〔1871〕～

市川安平
札幌紳士録 25～26 明治14〔1881〕～

市川源三郎
北海道立志編　第3巻 288～290 安政元〔1854〕～ 肖像あり

市 午之助市川午之助
最近之樺太 31～32 慶応3〔1867〕～

市川厚一（イチカワ　コウイチ、明治21〔1888〕～昭和23〔1948〕）
北海道人名辞書　第二版 11～12 イチカワコウイチ 明治21〔1887〕～

市川三郎
自治産業発達誌 568 明治12〔1879〕～ 肖像あり

市川訊
札幌紳士録 26～27
札幌之人 22（肖像22） 明治4〔1871〕～ 肖像あり

市川藤十郎
小樽区外七郡案内 147
北海道人名辞書 495 イチカワ　トウジュウロウ 天保12〔1841〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 22～23 天保12〔1841〕～ 肖像あり

一木百太郎
自治産業発達誌 249～250 明治2〔1869〕～ 肖像あり

市来源一郎
開道五十年記念北海道 527 慶応元〔1865〕～
北海道十字之光 89
北海道人名辞書 364 イチキ　ゲンイチロウ 慶応元〔1865〕～

市毛三郎
北海道十字之光 199
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北海道人名辞書　第二版 492 イチケサブロウ 明治15〔1882〕～

市毛子之介
樺太及樺太を担う人々 6 肖像あり

一条豊治
自治産業発達誌 600 明治24〔1891〕～

函館名士録 10～11,312 イチジョウ　トヨジ 明治24〔1891〕～
肖像あり、帝国電力㈱営
業部長

市田亀次郎
函館名士録 331 函館無盡㈱監査役

市田太郎
北海道人名辞書　第二版 370 イチタタロウ 明治2〔1869〕～ 肖像あり

一瀬米治郎
大泊之沿革と人物 64～65

一戸幸吉

開道五十年記念北海道　再版 38 イチノヘコウキチ
天保14〔1843〕～
大正8〔1919〕

札幌玉葱功労

市橋サタ子
開道五十年記念北海道　再版 269 イチハシ　サタコ
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

市橋由蔵

開道五十年記念北海道 再版 269 イチハシヨシゾウ
嘉永4〔1851〕～

治 〔 〕
開道五十年記念北海道　再版 269 イチハシヨシゾウ

明治42〔1909〕
北海道立志編　第5巻　第二版 7～9 肖像あり

市村キヨ子
北海道十字之光 102 肖像あり

市村亀松
開道五十年記念北海道　再版 536～537 イチムラカメマツ 慶応2〔1866〕～
北海道十字之光 33 肖像あり
北海道人名辞書 364～365 イチムラカメマツ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 295 イチムラカメマツ 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

市村慶三
札幌紳士録 28～29 明治17〔1884〕～

市村信次
北海道人名辞書　第二版 227～228 イチムラノブジ 明治14〔1881〕～

市村甚助
開道五十年記念北海道　再版 564 イチムラジンスケ 安政4〔1857〕～

市村相吉
札幌紳士録 27～28 嘉永5〔1852〕～
北海人物評論 112 嘉永5〔1852〕～
北海道人名辞書 19～20 イチムラアイキチ 寛永5〔1628〕～
北海道立志編　第2巻 5‐6～7 肖像あり

市村邦二
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自治産業発達誌 450～451 明治25〔1892〕～

市村与三郎

北海道発達史　第1巻 173～177
明治5〔1872〕～
明治38〔1905〕

一柳庄五郎
北海道十字之光 115 肖像あり

一柳慎
樺太人物大観 159～163 実業家

一柳仲次郎（イチヤナギ　ナカジロウ、明治元〔1868〕～昭和14〔1939〕）
現代札幌人物史 19～20 肖像あり
札幌紳士録 24～25 明治元〔1868〕～
札幌之人 21（肖像21） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
人物覚書帳 560～561
静浪遺稿 35～38 肖像あり
北海道人名辞書 20 イチヤナギ ナカジロウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 13 イチヤナギナカジロウ 明治元〔1868〕～

一柳直一
樺太及樺太を担う人々 10

一柳直枝
自治産業発達誌 578 明治21〔1887〕～ 肖像あり

一色則之
北海道人名辞書　第二版 194 イッシキノリユキ 慶応元〔1865〕～

※　「逸見」は「へんみ」を見よ

井出清
北海道畜産功労者写真帖 7 肖像あり

井出智
函館名士録 293 日魯漁業㈱監査役

井出繁三郎
札幌之人 15（肖像15） 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 166 イデ　シゲサブロウ 元治元〔1864〕～

井手孫七
北海道十字之光 193 肖像あり

出茂作
北海道立志編　第5巻　第二版 301～302 明治2〔1869〕～ 肖像あり

出田愛之助
北海道人名辞書　第二版 346～347 イデタアイノスケ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

出田平馬　
北海道人名辞書 590～591 イデタヘイマ 明治元〔1868〕～

井戸源次郎

北海道立志編　第1巻 41～43
天保元〔1830〕～
明治28〔1895〕
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井戸唯吉
北海道立志編　第1巻 41～43 文久3〔1863〕～ 肖像あり

糸井良七
樺太人物大観 256～257 実業家

【いとう】

伊東家四郎　→　伊藤家四郎も見よ
自治産業発達誌 902

伊東重記

東北海道人物画伝 21 明治3〔1870〕～
写真では「伊東重輝」と
表記

伊東初二
北海道人名辞書　第二版 535 イトウハツジ 明治12〔1879〕～

伊東小太郎
北海道立志編　第2巻 4‐3～6 文久2〔1862〕～ 肖像あり

伊東松太郎
北海道人名辞書 241 イトウ　マツタロウ 安政5〔1858〕～

伊東新吉
小樽区外七郡案内 225 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書 180 イトウシンキチ 明治8〔1875〕～

伊東 （ ウ ウゾウ 治 〔 〕 大 〔 〕）伊東正三（イトウ　ショウゾウ、明治4〔1871〕～大正2〔1913〕）
札幌紳士録 19～20 明治4〔1871〕～

北海道人名辞書 18 イトウショウゾウ
明治4〔1871〕～
大正2〔1913〕

伊東忍　
北海道人名辞書 622 イトウ　シノブ 安政5〔1858〕～

伊藤カツ
樺太之豊原 10～11

伊藤とら子
北海道医事通覧　前編 74 肖像では「伊東とら子」と表記

伊藤安太郎
自治産業発達誌 121～122 明治15〔1882〕～

伊藤安之助
北海人物評論 87

伊藤伊三郎
自治産業発達誌 126～127 明治38〔1905〕～

伊藤為助
北海道樺太名士大鑑 63 明治29〔1896〕～ 本文に肖像あり

伊藤磯治郎　
北海開発事績　再版 567 イトウ　イソジロウ 慶応2〔1866〕～
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伊藤磯八
開道五十年記念北海道 593 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 16～18 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 16～18 肖像あり

伊藤一隆（イトウ　カズタカ、安政6〔1859〕～昭和4〔1929〕）
北海開発事績　再版 333 イトウカズタカ 安政6〔1859〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 29～30 イトウ　カズタカ
安政6〔1859〕～
昭和4〔1929〕

さけ・ます人工ふ化

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 1～4 安政6〔1859〕～ 数は第一編のもの
北海道拓殖功労者旌彰録 379～382 安政6〔1859〕～ 肖像あり

伊藤永吉
樺太及樺太を担う人々 8～9 明治24〔1891〕～ 肖像あり

伊藤褜蔵
北海道発達史　第1巻 178～179 明治8〔1875〕～ 肖像32

伊藤覚
北海道人名辞書　第二版 3～4 イトウカク 明治29〔1896〕～

伊藤勘助
札幌紳士録 21 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書 17 イトウカンスケ 明治16〔1883〕～

伊藤喜之助
北海道立志編　第1巻 4～5 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

伊藤喜之輔伊藤喜之輔
北海道十字之光 72 肖像あり
北海道人名辞書 179 イトウキノスケ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

伊藤幾之進
北海道医事通覧　前編 54 肖像（巻頭）

伊藤亀蔵
北海道立志編　第2巻 4‐20～21 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

伊藤亀太郎（イトウ　カメタロウ、文久3〔1863〕～昭和19〔1944〕）
開道五十年記念北海道 445 文久3〔1863〕～ 肖像あり
現代札幌人物史 292～293 文久3〔1863〕～
札幌紳士録 20～21 文久3〔1863〕～
札幌之人 18（肖像18） 文久3〔1863〕～ 肖像あり
人物覚書帳 51～52

北海道開拓功労者関係資料集録　上 31～32 イトウ　カメタロウ
文久3〔1863〕～
昭和19〔1944〕

土建業界で活躍

北海開発事績　再版 424 イトウ　カメタロウ 文久3〔1863〕～
北海道十字之光 10 肖像あり
北海道人名辞書 16 イトウ  カメタロウ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 1～2 イトウカメタロウ 文久3〔1863〕～ 肖像あり

伊藤義彪
北海道立志編　第3巻 292～294 安政元〔1854〕～ 肖像あり

伊藤義良
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自治産業発達誌 716～717 明治35〔1902〕～ 肖像あり

伊藤久三郎
北海道発達史　第1巻 185～186 明治元〔1868〕～

伊藤久米
北海道立志編　第5巻　第二版 294～295 明治3〔1870〕～ 肖像あり

伊藤金蔵
自治産業発達誌 66 明治20〔1887〕～ 肖像あり

伊藤銀作
東北海道人物画伝 9 明治3〔1870〕～ 肖像あり

伊藤熊吉
自治産業発達誌 314～315 明治13〔1880〕～
北海道発達史　第1巻 肖像27

伊藤軍治郎
北海道立志編　第3巻 294～296 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

伊藤家四郎　→　伊東家四郎も見よ
自治産業発達誌 346～347 明治19〔1886〕～ 肖像あり

伊藤慶太郎
北海道人名辞書　第二版 2 イトウケイタロウ 明治8〔1875〕～

伊藤賢治
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

伊藤元治
北海道樺太名士大鑑 155 明治10〔1877〕～ 本文に肖像あり
北海道十字之光 260

伊藤源吾
北海道立志編　第3巻 285～288 肖像あり

伊藤源作
北海道立志編　第3巻 288 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

伊藤源三郎
北海人物評論 108
北海道立志編　第1巻 32～33 文化13〔1842〕～ 肖像あり

伊藤源助
東北海道の人物 3～4 明治3〔1870〕～ 肖像あり

伊藤孝作
現代札幌人物史 242～243 明治20〔1887〕～

伊藤幸市
東北海道人物画伝 87 明治10〔1877〕～ 肖像あり

伊藤広幾　
北海道人名辞書 653～654 イトウヒロキ

北海道人名辞書　第二版 640～641 イトウヒロキ
明治2〔1869〕～
大正12〔1923〕
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北海道立志編　第1巻 19～21 肖像あり

伊藤恒次郎
北海道人名辞書　第二版 195 イトウツネジロウ 明治9〔1876〕～

伊藤恒治郎　
北海道人名辞書 179～180 イトウ ツネジロウ 明治9〔1876〕～

伊藤今朝吉
北海道人名辞書　第二版 471～472 イトウケサキチ 明治13〔1880〕～

伊藤三夫
自治産業発達誌 273～274 明治32〔1899〕～ 肖像あり

伊藤治左衛門
北海道立志編　第2巻 4‐13～14 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

伊藤治七
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

伊藤秀末
北海道人名辞書　第二版 596～597 イトウヒデスエ 明治10〔1877〕～

伊藤重蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 4～5 万延元〔1860〕～ 肖像あり

伊藤勝五郎
自治産業発達誌 138 明治5〔1872〕～ 肖像あり

伊藤庄 郎伊藤庄五郎
北海道立志編　第3巻 300～301 安政2〔1855〕～ 肖像あり（298の次）

伊藤章
開道五十年記念北海道 100～101 肖像あり

伊藤鉦一
自治産業発達誌 545～546 明治31〔1898〕～

伊藤常八

北海道立志編　第4巻　増補訂正 4～6
嘉永3〔1850〕～
明治35〔1902〕

肖像（4と5の間）

伊藤信次　
北海道人名辞書 180 イトウシンジ 文久2〔1862〕～

伊藤信太郎
樺太之豊原 266～267 明治6〔1873〕～ 肖像あり

伊藤甚五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 308～309 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

伊藤政
自治産業発達誌 431 明治35〔1902〕～

伊藤清吉
自治産業発達誌 72～73 明治25〔1892〕～
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伊藤清司　
北海道人名辞書 398 イトウセイシ 嘉永2〔1849〕～

伊藤清治
北海道樺太名士大鑑 105 明治32〔1899〕～ 本文に肖像あり

伊藤精一郎
東北海道の人物 32～34 明治19〔1886〕～ 肖像あり

伊藤誠哉（イトウ　セイヤ、明治16〔1883〕～昭和37〔1962〕）
現代札幌人物史 53～54
札幌紳士録 22～23 明治16〔1883〕～
札幌之人 19（肖像19） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 3 イトウセイヤ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

北方のビジョン 15～40
明治16〔1883〕～
昭和37〔1962〕

伊藤仙五郎
自治産業発達誌 727 肖像あり

伊藤増吉
開道五十年記念北海道 490 慶応3〔1867〕～

伊藤孫右衛門
北海道立志編　第2巻 4‐21～22 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

伊藤沢右衛門
北海開発事績　再版 697 イトウ　サワウエモン 明治9〔1876〕～

伊藤 郎伊藤辰四郎　
北海道人名辞書 241 イトウ　タツシロウ 明治元〔1868〕～

伊藤辰造
北海人物評論 97
北海道人名辞書 16～17 イトウタツゾウ 寛永3〔1626〕～

伊藤鋳之助（イトウ　イノスケ、天保2〔1831〕～明治40〔1907〕）

函館市功労者小伝 44
天保2〔1831〕～
明治40〔1907〕

肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 27～28 イトウ　イノスケ
天保2〔1831〕～
明治40〔1907〕

函館新聞発行

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 111～114 天保2〔1831〕～ 数は第二編のもの

伊藤長右衛門（イトウ　チョウエモン、明治8〔1875〕～昭和14〔1939〕）
北海道人名辞書　第二版 2 イトウチョウエモン 明治8〔1875〕～

伊藤長市　
北海道人名辞書 178～179 イトウチョウイチ 明治8〔1875〕～

伊藤鶴吉
樺太及樺太を担う人々 11～12 明治24〔1891〕～

伊藤鶴松
自治産業発達誌 121～122 肖像あり

伊藤定治
人物覚書帳 103～104
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伊藤悌造　
北海道人名辞書 241～242 イトウテイゾウ 文久3〔1863〕～

伊藤哲三
樺太之豊原 8～9 明治13〔1880〕～ 肖像あり

伊藤鉄三郎
人物評論　第1編 84～88
北海道人名辞書　第二版 2～3 イトウテツサブロウ 明治9〔1876〕～

伊藤鉄次郎
東北海道の人物 21～23 明治19〔1886〕～ 肖像あり

伊藤伝蔵
北海道立志編　第1巻 31～32 慶応3〔1867〕～

伊藤藤太郎　
北海道人名辞書 240～241 イトウ　トウタロウ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第2巻 4‐9～11 安政3〔1856〕～ 肖像あり

伊藤惇一
自治産業発達誌 182 明治38〔1905〕～ 肖像あり

伊藤二郎
人物覚書帳 149

伊藤八郎
現代札幌人物史 294～295 明治8〔1875〕～
東北海道 物 伝 （肖像）東北海道人物画伝 62（肖像）
東北海道の人物 3～5 明治8〔1875〕～ 肖像あり

伊藤繁太郎
自治産業発達誌 593 明治10〔1877〕～
開道五十年記念北海道　再版 479 イトウ　シゲタロウ 明治10〔1877〕～

伊藤繁雄
東北海道の人物 7～9 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 535～536 イトウシゲオ 明治6〔1873〕～

伊藤美代子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

伊藤文平
北海道人名辞書　第二版 512～513 イトウブンペイ 明治17〔1884〕～

伊藤平左衛門
開道五十年記念北海道 30～32 文政12〔1815〕～

開道五十年記念北海道　再版 47～49 イトウ　ヘイザエモン
文政12〔1815〕～
大正5〔1916〕

伊藤保次　
北海道人名辞書 17～18 イトウヤスツグ 文久3〔1863〕～

伊藤芳太郎
小樽区実業家百撰立志編 101～103 安政6〔1859〕～ 肖像あり
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伊藤紋蔵
北海道十字之光 224 肖像あり

伊藤谷荘
自治産業発達誌 126～127

伊藤弥次郎　
北海道人名辞書 241 イトウ　ヤジロウ 明治13〔1880〕～

伊藤勇之進
北海道人名辞書　第二版 3 イトウユウノシン 明治11〔1878〕～

伊藤由造
大泊之沿革と人物 52～53

伊藤由太夫　
開道五十年記念北海道　再版 187 イトウ　ヨシタユウ

伊藤祐覚　
北海道人名辞書 240 イトウユウガク 明治3〔1870〕～

伊藤祐啓
北海道樺太名士大鑑 68 明治18〔1885〕～

伊藤祐市
北海人物評論 89～90 肖像あり

伊藤祐勝
人物覚書帳 153

伊藤雄助
北海道立志編　第2巻 4‐16～18 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

伊藤与三郎
開道五十年記念北海道 502 安政元〔1854〕～ 肖像あり
人物覚書帳 391
北海道人名辞書　第二版 476 イトウヨサブロウ 明治8〔1875〕～
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

伊藤要太郎
札幌紳士録 21～22 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 2 イトウヨウタロウ 明治15〔1882〕～

伊藤隆治
後志國要覧 161
小樽区外七郡案内 62～63
北海道人名辞書 508 イトウリュウジ 明治6〔1873〕～

伊藤竜七
北海道樺太名士大鑑 156 明治40〔1907〕～ 本文に肖像あり

伊藤亮太郎
開道五十年記念北海道　再版 368 イトウ　リョウタロウ 明治27〔1894〕～

伊藤和三郎
北海道発達史　第1巻 177～178 安政5〔1858〕～
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井戸川春三
樺太及樺太を担う人々 4

糸瀬岩次
開道五十年記念北海道 371 明治7〔1874〕～ 肖像あり

糸谷義勇
自治産業発達誌 887～888 明治40〔1907〕～

【い／な行】

稲垣益穂　
北海道人名辞書 180～181 イナガキマスホ 安政5〔1858〕～

稲垣喜代次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 5～6 明治7〔1874〕～ 肖像あり

稲垣吉慎　
北海道人名辞書 599 イナガキヨシチカ 安政2〔1855〕～

稲垣源一　
北海開発事績　再版 642 イナガキゲンイチ 明治28〔1895〕～

稲垣清
北海道人名辞書　第二版 655 イナガキキヨシ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

稲垣兵太郎 
北海道人名辞書 365 イナガキ　ヒョウタロウ 明治2〔1869〕～

稲垣与三松
大泊之沿革と人物 155～156 明治10〔1877〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 6～7 明治15〔1882〕～ 肖像あり

稲垣竜
北海道立志編　第3巻 4～7 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 4～7 肖像あり

稲川直養
北海人物評論 57～58
北海道人名辞書 16 イナガワナオヤス 寛永5〔1628〕～
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

稲積豊次郎
小樽の人と名勝 208～210 文久元〔1861〕～
小樽区外七郡案内 124～125 文久元〔1861〕～ 肖像あり
小樽区実業家百撰立志編 11～13 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海道十字之光 16 肖像あり
北海道人名辞書 181 イナズミ トヨジロウ 文久元〔1861〕～
北海道立志編　第2巻 3‐26～28 文久元〔1861〕～
北海之商傑 248～249 稲積倉庫会社社長

稲田九門
東北海道人物画伝 86 明治8〔1875〕～ 肖像あり

稲田虎平　
北海開発事績　再版 641 イナダトラヘイ 明治3〔1870〕～
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稲田梅次郎
北海道人名辞書　第二版 638 イナタウメジロウ 明治2〔1869〕～ 肖像あり

稲田邦植（イネダ　クニタネ、安政2〔1855〕～昭和6〔1931〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 33～34 イナダ　クニタネ
安政2〔1855〕～
昭和6〔1931〕

静内の開拓

北海道拓殖功労者旌彰録 313～317 安政2〔1855〕～ 肖像あり
明治の群像　8　開拓と探検 72～94

稲田邦衛　
開道五十年記念北海道　再版 78～79 イナダクニエ

稲田邦直　
北海開発事績　再版 336～337 イナダクニナオ

稲波とう子
北海道医事通覧　前編 89 肖像（巻頭）

稲葉健之助
北海道人名辞書　第二版 11 イナバケンノスケ 明治10〔1877〕～

稲葉助右衛門
北海道発達史　第1巻 169～170 慶応元〔1865〕～ 肖像39

稲葉信泰
現代札幌人物史 97

稲葉百太郎
自治産業発達誌 39 明治31〔1898〕～

稲葉平右衛門
開道五十年記念北海道　再版 548 イナバ　ヘイウエモン 安政3〔1856〕～

稲葉林之助
小樽区外七郡案内 141 肖像あり
小樽の人と名勝 206～207 明治4〔1871〕～
北海人物評論 26～27 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書 181 イナバ リンノスケ 明治4〔1871〕～

稲見貞蔵　
人物評論　第1編 265～271
北海道人名辞書 525 イナミテイゾウ 明治5〔1872〕～

犬上慶五郎
人物覚書帳 557～559
北海道十字之光 16 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 656 イヌカミケイゴロウ 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

伊能忠敬（イノウ　タダタカ、延享2〔1745〕～文政元〔1818〕）

北の先覚　改訂版 44～48
延享2〔1745〕～
文政元〔1818〕

北海開発事績　再版 333～334 イノウタダタカ 永享2〔1745〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 35～36 イノウ　タダタカ
延享2〔1745〕～
文政元〔1818〕

蝦夷地測量

北海道拓殖功労者旌彰録 553～558
延享2〔1745〕～
文政元〔1818〕

肖像あり
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【いのうえ】

井上とく子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

井上安次郎
人物覚書帳 371

北海之商傑 255
北海道雑穀同業組合連
合会副組長

井上一
大泊之沿革と人物 41～42 明治23〔1890〕～ 肖像あり

井上外幾雄
人物覚書帳 75～76,117～118

人物評論　第1編 127～134

静浪遺稿 66～67
見出しの名は「村山と井
上」

北海道人名辞書　第二版 87 イノウエトキオ 明治22〔1889〕～

井上角五郎（イノウエ　カクゴロウ、安政6〔1859〕～昭和13〔1938〕）
北海開発事績　再版 337～338 イノウエ　カクゴロウ 安政3〔1856〕～
北海人物評論 39～40

北海道開拓功労者関係資料集録　上 37～38 イノウエ　カクゴロウ
万延元〔1860〕～
昭和13〔1938〕

北海道炭鉱汽船、製鉄・
鉄鋼事業に尽力

北海道人名辞書　第二版 657 イノウエカクゴロウ 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 417～420 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海之商傑 119 イノウエカクゴロウ 北海道人造肥料会社

上勘蔵井上勘蔵
北海道十字之光 180 肖像あり

井上喜代一
北海之商傑 128 湯浅貿易取締役

井上儀助
北海之商傑 129 湯浅綿花監査

井上久男
自治産業発達誌 31 明治31〔1898〕～ 肖像あり

井上興左衛門
北海道立志編　第2巻 3‐131～134 万延元〔1860〕～ 肖像あり

井上近蔵　
北海道人名辞書 386 イノウエチカゾウ 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書　第二版 452 イノウエチカゾウ 安政6〔1859〕～ 肖像あり

井上君治
北海道樺太名士大鑑 86 明治27〔1894〕～ 本文に肖像あり

井上謙治
北海道立志編　第5巻　第二版 466～467 明治16〔1883〕～ 肖像あり

井上元一郎
北海道立志編　第2巻 3‐129～131 慶応元〔1865〕～

67 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

井上悟
自治産業発達誌 209～210 明治31〔1898〕～ 肖像あり

井上四郎　
北海道人名辞書 167 慶応元〔1865〕～

井上進
北海道十字之光 62

井上清造
北海道人名辞書　第二版 87～88 イノウエセイゾウ 明治11〔1878〕～

井上善碌
自治産業発達誌 85 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

井上長秋

北の先覚　改訂版 128～130
天保2〔1831〕～
明治元〔1868〕

井上直一　
北海道人名辞書 649 イノウエナオイチ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 602 イノウエナオキチ 明治7〔1874〕～

井上定七
開道五十年記念北海道 481 明治9〔1876〕～

井上諦円　
北海道人名辞書 356 イノウエタイエン 文久2〔1862〕～

上徳之助井上徳之助
後志國要覧 234～235 安政2〔1855〕～ 肖像(中間頁)

井上敦美
札幌紳士録 18～19 万延元〔1860〕～
北海道人名辞書 166 イノウエアツヨシ 万延元〔1860〕～

井上明
現代札幌人物史 205 明治18〔1885〕～

井上弥七
北海道立志編　第3巻 117～119 肖像あり（120の次）

井上楢太郎
現代札幌人物史 197～198
北海開発事績　再版 436～437 イノウエ　ユウタロウ

北海道人名辞書　第二版 12 イノウエナラタロウ 明治16〔1883〕～

井上隆根
東北海道の人物 53～55 明治23〔1890〕～

猪川武一
自治産業発達誌 383 肖像あり

猪師友吉
開道五十年記念北海道　再版 384 イノシトモキチ 明治2〔1869〕～

稲延吉太郎
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北海道立志編　第2巻 4‐16～19 安政5〔1858〕～ 肖像あり

猪間信一郎
北海道人名辞書　第二版 226 イノマシンイチロウ 明治21〔1887〕～

猪股孫八
小樽の人と名勝 294～295 明治31〔1898〕～
人物覚書帳 409 明治31〔1898〕～
北海道十字之光 78 肖像あり

猪股忠司
北海道立志編　第1巻 48～50 弘化元〔1844〕

猪俣キン　
北海道人名辞書 517 イノマタキン

北海道立志編　第5巻　第二版 1～2
肖像あり、「猪俣キン子」
と表記

猪俣安造
小樽区外七郡案内 21～22 明治18〔1885〕～

後志國要覧 142～143 明治18〔1885〕～
「猪俣安蔵」と表記、妻、
猪俣キン子の肖像あり

北海道十字之光 17 肖像あり
北海道人名辞書 517 イノマタヤスゾウ 明治18〔1885〕～
北海道人名辞書　第二版 445 イノマタヤスゾウ 明治18〔1885〕～

猪俣安之丞　

北海道人名辞書 516～517 イノマタ　ヤスノジョウ
天保11〔1840〕～
明治34〔1901〕

北海道立志編 第 巻 第 版 保 〔 〕 肖像あり北海道立志編　第5巻　第二版 1～2 天保11〔1840〕～ 肖像あり

猪俣七治
北海道人名辞書　第二版 427 イノマタシチジ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

猪俣守造
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

猪俣順平
人物覚書帳 368

猪俣保造
開道五十年記念北海道 410～411 明治18〔1885〕～

猪俣雷道
小樽区外七郡案内 23～24 肖像あり
後志國要覧 149 明治10〔1877〕～ 肖像と漁場(中間頁)

【い／は行】

井林清介
人物覚書帳 152～153

井原栄松
自治産業発達誌 389

井原為世
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後志國要覧 256 明治2〔1869〕～

井原彦太郎

北海道発達史　第1巻
牧場写真134の次の折り
込み

北海道立志編　第5巻　第二版 214～215 明治8〔1875〕～ 肖像あり

菴原〔かん〕斉（〔かん〕はくさかんむりの下に函）、イバラ　カンサイ、寛政6〔1794〕～安政5〔1858〕）
北海開発事績　再版 332～333 アイハラキンサイ ～安政4〔1857〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 39 イバラ　カンサイ
寛政6〔1794〕～
安政4〔1857〕

亀尾の御手作場

北海道拓殖功労者旌彰録 605～608 アイハラカンサイ ～安政4〔1857〕 肖像あり

茨木竹松
北海道十字之光 114

茨木与八郎
小樽区外七郡案内 227～228 肖像あり
北海道立志編　第1巻 6～8 肖像あり

井深清治
北海道人名辞書　第二版 88 イブカセイジ 明治9〔1876〕～

伊夫伎房太郎
北海道人名辞書　第二版 12 イブキフサタロウ 明治17〔1884〕～

伊吹万太郎
最近之樺太 肖像（巻頭） 泊居造材業

伊福部利伊福部利三
北海道人名辞書　第二版 567 イフクベトシゾウ 慶応3〔1867〕～

伊保武一郎
北海道立志編　第5巻　第二版 305～306 明治3〔1870〕～ 肖像あり

【い／ま行】

今井一三郎
自治産業発達誌 616 明治41〔1908〕～

今井勘右衛門
北海道発達史　第1巻 170～172 明治6〔1873〕～ 肖像31

今井喜七
小樽区外七郡案内 139 肖像あり
北海人物評論 44～45

今井元悠
開道五十年記念北海道 715 安政元〔1854〕～
東北海道人物画伝 91 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 634～635 イマイゲンユウ 安政元〔1854〕～
北海道立志編　第3巻 14～16 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 14～16 肖像あり

今井源五平
北海道立志編　第2巻 5‐3～4 弘化2〔1845〕～ 肖像あり
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今井広作
北海道人名辞書　第二版 491 イマイコウサク 明治9〔1876〕～ 肖像あり

今井市右衛門

函館市功労者小伝 39
天保7〔1836〕～
明治20〔1887〕

肖像あり

北海道人名辞書 239～240 イマイ　イチウエモン
天保7〔1836〕～
明治15〔1882〕

北海道立志編　第2巻 3‐4～7 肖像あり

今井松太郎
小樽区外七郡案内 113～114 肖像あり

今井辰太郎
開道五十年記念北海道 247 文久元〔1861〕～
函館名士録 331 函館無盡㈱取締役
北海道人名辞書 240 イマイ　タツタロウ 文久元〔1861〕～

今井智能吉
現代札幌人物史 61～62
人物評論　第1編 137～142

今井定太郎
開道五十年記念北海道 272 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 240 イマイ　サダタロウ 明治3〔1870〕～
北海道立志編　第2巻 5‐142～143 明治3〔1870〕～ 肖像あり

今井藤七（イマイ　トウシチ、嘉永2〔1849〕～大正14〔1925〕）
開道五十年記念北海道 451 肖像あり

代札幌 物史現代札幌人物史 27
札幌紳士録 32～34 嘉永元〔1848〕～
札幌之人 25（肖像25） 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり
静浪遺稿 38～40
北海人物評論 46

北海道開拓功労者関係資料集録　上 40～41 イマイ　トウシチ
嘉永2〔1849〕～
大正14〔1925〕

丸井今井

北海道十字之光 10 肖像あり
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 5～12 嘉永2〔1849〕～ 数は第一編のもの
北海道人名辞書 14～15 イマイトウシチ 嘉永元〔1848〕～
北海道立志編　第1巻 8～11 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

今井徳弥
人物覚書帳 40～41

今井武七
開道五十年記念北海道 451 肖像あり
札幌紳士録 35～36 安政元〔1854〕～
札幌之人 26（肖像26） 安政元〔1854〕～ 肖像あり
静浪遺稿 40～41
北海人物評論 29 肖像あり（巻頭）
北海道十字之光 28 肖像あり
北海道人名辞書 15 イマイブシチ 安政元〔1854〕～
北海道人名辞書　第二版 10 イマイブシチ 安政元〔1854〕～
北海道立志編　第1巻 17～19 安政元〔1854〕～ 肖像あり

今井福次郎
人物覚書帳 36
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今井平五郎　
北海道人名辞書 498 イマイ　ヘイゴロウ 慶応元〔1865〕～

今井弥平次
北海道樺太名士大鑑 71 安政6〔1859〕～

今井雄七
人物覚書帳 170

今井利兵衛
北海道立志編　第5巻　第二版 13～14 肖像あり

今井良一
人物覚書帳 151

今井良七
開道五十年記念北海道 451
北海道十字之光 28 肖像あり
北海道人名辞書 239 イマイリョウシチ 安政元〔1854〕～
北海道立志編　第1巻 21～23 安政3〔1856〕～ 肖像あり

今井林之助　
北海開発事績　再版 812 イマイ　リンノスケ 文久3～

今井和助
開道五十年記念北海道 595 文化13〔1842〕～
北海道立志編　第3巻 18～20 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 18～20 肖像あり

今泉りつ子
北海道医事通覧　前編 78 肖像（巻頭）

今泉勝太郎　
北海道人名辞書 454～455 イマイズミ　カツタロウ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 407～408 イマイズミカツタロウ 明治4〔1871〕～

今泉丈吉
北海道人名辞書　第二版 196 イマイズミジョウキチ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

今泉壬太郎
開道五十年記念北海道 341 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 30～31 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

今泉福太郎
自治産業発達誌 722～723
東北海道の人物 19～20 明治8〔1875〕～

今川国太郎
小樽区外七郡案内 50

今田件吉
札幌紳士録 36～37 慶応元〔1865〕～

今田重平
樺太及樺太を担う人々 14
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今田庄五郎
大泊之沿革と人物 151 慶応3〔1867〕～ 大福亭の項

今田房次郎
北海道十字之光 103 肖像あり
北海道人名辞書 564 イマダ　フサジロウ
北海道立志編　第3巻 315～317 明治6〔1873〕～

今中忠雄
北海道人名辞書　第二版 590 イマナカタダオ 明治20〔1887〕～

今成彦策
北海道人名辞書　第二版 407 イマナリヒコサク 明治22〔1889〕～ 肖像あり

今西次太郎
自治産業発達誌 6 肖像あり

今藤浅太郎
自治産業発達誌 748～749 明治32〔1899〕～ 肖像あり

今堀吉兵衛
開道五十年記念北海道　再版 100 イマホリ　キチベエ 安政4〔1857〕～

今松次郎
北海道人名辞書　第二版 1 イママツジロウ 明治31〔1898〕～

今村栄三
北海道人名辞書　第二版 525 イマムラエイゾウ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

今村喜代松今村喜代松
樺太之豊原 3～4 肖像あり

今村順次郎
開道五十年記念北海道 583 明治12〔1879〕～

東北海道人物画伝 43 明治12〔1879〕～
写真では「今村順太郎」
と表記

今村省哉　
北海道人名辞書 508 イマムラセイヤ 明治8〔1875〕～

今村親能　
北海道人名辞書 15～16 イマムラチカヨシ 明治4〔1871〕～

今村政吉
北海道樺太名士大鑑 142 明治元〔1868〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 588 イマムラマサキチ 明治元〔1868〕～

今村政太郎
北海道人名辞書　第二版 554 イマムラマサタロウ 明治14〔1881〕～

今村正美
北海道人名辞書　第二版 1 イマムラマサヨシ 明治17〔1884〕～

今村浅次郎
東北海道人物画伝 16 明治4〔1871〕～ 肖像あり

今村藤次郎
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自治産業発達誌 190～191 明治3〔1870〕～

今村武志
樺太及樺太を担う人々 167～168 明治13〔1880〕～
人物覚書帳 415

今村六太郎
樺太之豊原 5～6 明治16〔1883〕～ 肖像あり

井村廉
大泊之沿革と人物 139 井村病院の項

井元松蔵
人物覚書帳 80

井本由定
最近之樺太 39 明治29〔1896〕～

井守喜太郎
北海道立志編　第2巻 5‐157～160 明治3〔1870〕～ 肖像あり

【い／や～ら行】

伊与田章一
樺太及樺太を担う人々 10

伊予田徳次郎
北海道人名辞書　第二版 227 イヨタトクジロウ 明治15〔1882〕～

入江伊吉
北海道立志編　第5巻　第二版 299～300 明治9〔1876〕～ 肖像あり

入江鼎
北海之商傑 129 湯浅綿花支配人

入江矩夫
樺太及樺太を担う人々 1 明治18〔1885〕～
樺太人物大観 97～101 町村長

入江善吉

函館市功労者小伝 10
文化7〔1810〕～
天保14〔1843〕

入沢重郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 1～4 明治11〔1878〕～ 肖像あり

入船繁蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 300～301 元治元〔1864〕～ 肖像あり

入山知祥
北海道立志編　第5巻　第二版 291～292 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

入山知一　
北海道人名辞書 364 イリヤマトモカズ 明治3〔1870〕～

入山祐治郎
北海人物評論 35～36 慶応元〔1865〕～
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【い／わ・ん】

岩井栄吉
自治産業発達誌 374 肖像あり

岩井久太郎
自治産業発達誌 13 明治35〔1902〕～ 肖像あり

岩井信六（イワイ　シンロク、万延元〔1860）～明治30〔1897〕）

開道五十年記念北海道 470
万延元〔1860〕～
明治30〔1897〕

肖像あり

札幌紳士録 30～31 明治6〔1873〕～

岩井太吉
北海道立志編　第3巻 298～300 安政5〔1858〕～ 肖像あり

岩井治三郎
自治産業発達誌 864 明治15〔1882〕～

岩井祐五郎
北海道人名辞書　第二版 6 イワイユウゴロウ 安政5〔1858〕～

祝島男
北海道樺太名士大鑑 11 明治20〔1887〕～ 本文に肖像あり

岩泉菊蔵
自治産業発達誌 64～65 明治6〔1873〕～ 肖像あり

岩泉浅次郎
自治産業発達誌 882～883 明治18〔1885〕～

岩泉哲三郎
現代札幌人物史 167 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 19 イワイズミ テツサブロウ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 6 イワイズミテツサブロウ 慶応3〔1867〕～

岩城松太郎
開道五十年記念北海道 485 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書 575～576 イワキ　マツタロウ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 325～326 イワキマツタロウ 慶応3〔1867〕～

岩城定春
現代札幌人物史 147 明治21〔1887〕～
人物覚書帳 152

岩城定二
人物覚書帳 175

岩城理蔵（イワキ　リゾウ、明治13年～昭和30〔1955〕）
北海開発事績　再版 477 イワキリゾウ 明治13〔1880〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 42 イワキ　リゾウ
明治13〔1880〕～
昭和30〔1955〕

農機具改良・製作のパイ
オニア

岩城隆平
人物覚書帳 354
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岩倉菊五郎
自治産業発達誌 202 明治21〔1887〕～ 肖像あり

岩倉奈良市
北海道人名辞書　第二版 5 イワクラナライチ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

岩倉梅吉
北海道樺太名士大鑑 161 明治4〔1871〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 545～546 イワクラウメキチ 明治4〔1871〕～

岩佐寅太郎
北海道で成功した人々 11～20

【いわさき】

岩崎栄吉　
北海開発事績　再版 588 イワサキエイキチ 明治4〔1871〕～

岩崎久弥

北海之商傑 90
三菱合資会社社長､弥之
助の子

岩崎粂三郎
北海人物評論 112 天保12〔1841〕～

北海道人名辞書 18～19 イワサキ クメサブロウ
天保12〔1841〕～
明治43〔1910〕

岩崎恒右衛門
開道五十年記念北海道　再版 237 イワサキ　コウウエモン 明治10〔1877〕～ 中山村開祖
自治産業発達誌 治 〔 〕 肖像あり自治産業発達誌 129～130 明治10〔1877〕～ 肖像あり

岩崎小弥太

北海之商傑 89
弥之助とともに三菱合資
会社設立

岩崎昌彦
開道五十年記念北海道 399 明治7〔1874〕～

岩崎常七
開道五十年記念北海道 287 慶応2〔1866〕～

岩崎政義
人物覚書帳 57

岩崎弥太郎
北海之商傑 89

岩崎弥之助
北海之商傑 89 弥太郎の弟

岩崎猶蔵
自治産業発達誌 495～496 明治11〔1878〕～

岩崎猶造
北海道十字之光 207 肖像あり

岩沢鴻二郎
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北海道人名辞書　第二版 293 イワサワコウジロウ 明治26〔1893〕～

岩下芳太郎
北海開発事績　再版 465 イワシタ　ヨシタロウ 明治23〔1890〕～
北海道人名辞書　第二版 7 イワシタヨシタロウ 明治23〔1890〕～

岩島勇夫
北海道で成功した人々 21～30

岩清水恭太郎
北海道人名辞書　第二版 226 イワシミズキョウタロウ 明治元〔1868〕～

岩瀬珪次郎
小樽区実業家百撰立志編 134～136 慶応2〔1866〕～

岩瀬幸太郎
北海道人名辞書　第二版 407 イワセコウタロウ 明治14〔1881〕～

岩瀬弥重
北海道人名辞書　第二版 566～567 イワセヤジュウ 明治23〔1890〕～

【いわた】

岩田外喜男
北海道樺太名士大鑑 73 明治2〔1869〕～ 本文に肖像あり

岩田吉弥
自治産業発達誌 93～94 明治13〔1880〕～ 肖像あり

岩 金蔵岩田金蔵
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 141～144 数は第二編のもの

岩田広之助
北海道樺太名士大鑑 13 本文に肖像あり

岩田叉七　
北海道人名辞書 434～435 イワタマタシチ 文久元〔1861〕～

岩田三平
小樽の人と名勝 207～208 明治7〔1874〕～
人物覚書帳 143,541～543
北海之商傑 250～253 北辰社　主幹

岩田七郎
北海道医事通覧　前編 45 肖像（巻頭）

岩田宗晴　
北海道人名辞書 610 イワタムネハル 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 548 イワタムネハル 慶応3〔1867〕～

岩田秀三　
北海道人名辞書 182 イワタシュウゾウ 明治18〔1885〕～

岩田正道
北海道人名辞書　第二版 6～7 イワタマサミチ 明治27〔1894〕～

岩田卓道
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自治産業発達誌 93

岩田辰五郎
樺太之豊原 228～229 安政3〔1856〕～

岩田徳治（イワタ　トクジ、明治27年～昭和57〔1982〕）
北海道で成功した人々 1～10

岩田徳二
自治産業発達誌 447～448 明治33〔1900〕～

岩田博
北海道人名辞書　第二版 293～294 イワタヒロシ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

岩永新太郎
北海人物評論 20 明治8〔1875〕～

岩波勇五郎
北海道人名辞書 399～400 イワナミ　ユウゴロウ 明治元〔1868〕～
北海道発達史　第1巻 184～185 明治元〔1868〕～ 肖像43

岩波六郎
北海道人名辞書　第二版 7 イワナミロクロウ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

岩根静一

開道五十年記念北海道　再版 505 イワネセイイチ
嘉永5〔1852〕～
大正6〔1917〕

畜産界の恩人

北海道人名辞書 653 イワネセイイチ 嘉永5〔1852〕～

北海道人名辞書 第二版 643 イワネセイイチ
嘉永5〔1852〕～
大 〔 〕

肖像あり北海道人名辞書　第二版 643 イワネセイイチ
大正7〔1918〕頃

肖像あり

北海道畜産功労者写真帖 1 肖像あり

岩野幸重
札幌紳士録 29 明治6〔1873〕～

岩野三作

開道五十年記念北海道　再版 275 イワノサンサク
嘉永3〔1850〕～
明治34〔1901〕

岩野長蔵
開道五十年記念北海道　再版 276 イワノチョウゾウ 明治元〔1868〕～

岩橋浅次
自治産業発達誌 246～247 明治6〔1873〕～
北海開発事績　再版 595 イワハシアサジ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 469 イワハシアサジ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

岩橋轍輔

北海道開拓功労者関係資料集録　上 43～44 イワハシ　テツスケ
天保6〔1835〕～
明治17〔1884〕

開進社の10万町歩開墾
計画

岩原幾馬
最近之樺太 46 明治17〔1884〕～

岩淵儀三郎
開道五十年記念北海道　再版 371 イワブチ　ヨサブロウ 明治元〔1868〕～
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岩淵軍三郎
北海開発事績　再版 525 イワブチ　グンサブロウ 明治5〔1872〕～

岩淵周之助　
北海道人名辞書 607 イワブチ　シュウノスケ 明治4〔1871〕～

岩淵道三
小樽区実業家百撰立志編 61～63 「岩淵道三」と表記
北海人物評論 51
北海道人名辞書 181 万延元〔1860〕～
北海道立志編　第1巻 38～39 万延元〔1860〕～ 肖像あり

岩渕周之助
北海道人名辞書　第二版 541～542 イワフチシュウノスケ 明治4〔1871〕～

岩渕利助
北海道立志編　第3巻 296～298 天保11〔1840〕～ 肖像あり（294の次）

岩船ヤス　

北海道人名辞書 244～245 イワフネヤス
文政元〔1818〕～
明治25〔1892〕

岩船銀次郎
自治産業発達誌 142 明治16〔1883〕～

岩船孫次郎
函館名士録 19～20 イワフネ　マゴジロウ 明治37〔1904〕～

岩船峰次郎
開道 十年 念北海道 肖像あり開道五十年記念北海道 199 肖像あり
函館名士録 17～18 イワフネ　ミネジロウ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書 245 イワフネ　ミネジロウ 明治7〔1874〕～

岩間覚之助
北海人物評論 122

岩間幸次郎
自治産業発達誌 526～527 明治18〔1885〕～ 肖像あり

岩松惣四郎
自治産業発達誌 219 明治28〔1895〕～ 肖像あり

岩見永次郎　
北海道人名辞書 244 イワミ　エイジロウ 明治6〔1873〕～

岩村通俊（イワムラ　ミチトシ、天保11〔1840）～大正4〔1915〕）
開道五十年記念北海道 6 天保11〔1840〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 6～7 イワムラミチトシ 天保11〔1840〕～
郷土を拓く人々 1～13 天保11〔1840〕～ 肖像あり

北の先覚　改訂版 253～264
天保11〔1840〕～
大正4〔1915〕

北海開発事績　再版 328 イワムラミチトシ 天保11〔1840〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 45～46 イワムラ　ミチトシ
天保11〔1840〕～
大正4〔1915〕

初代の北海道長官

北海道人名辞書 687 イワムラミチトシ 天保10〔1839〕～

北海道人名辞書　第二版 641～642 イワムラミチトシ
天保11〔1840〕～
大正4〔1915〕
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北海道拓殖功労者旌彰録 113～116
天保11〔1840〕～
大正4〔1915〕

肖像あり

北海之商傑 159 イワムラミチトシ 明治初期の政治家

岩村徳次郎
北海道十字之光 73 肖像あり
北海道人名辞書 182 イワムラ トクジロウ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 195 イワムラトクジロウ 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海之商傑 255～256 小樽商業会議所副会頭

岩村八作
開道五十年記念北海道　再版 29～35 イワムラハッサク 「岩村八朔」と表記
北海道十字之光 34 肖像あり
北海道発達史　第1巻 145～146 元治元〔1864〕～ 肖像42

岩本永助　
北海道人名辞書 563～564 イワモトエイスケ 文久元〔1861〕～

岩本熊雄
北海道人名辞書 365～366 イワモトクマオ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 5～6 イワモトクマオ 明治4〔1871〕～

岩本正寿
札幌紳士録 30 明治10〔1877〕～

岩本辰雄　
北海道人名辞書 400 イワモトタツオ 明治13〔1880〕～

岩本忠
樺太 樺太を担う 治 〔 〕樺太及樺太を担う人々 13 明治22〔1889〕～

岩本湧一
北海道人名辞書　第二版 4 イワモトユウイチ 明治14〔1881〕～

岩谷英太郎（イワヤ　エイタロウ、慶応元〔1865〕～没年不詳）
札幌之人 23（肖像23） 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 7 イワヤエイタロウ 慶応元〔1865〕～

岩谷重吉
東北海道の人物 28～30 明治13〔1880〕～

岩谷静衛
人物覚書帳 106～107

岩谷倉治
開道五十年記念北海道 677 天保12〔1841〕～ 肖像あり

岩谷定蔵
北海人物評論 45

因光太郎
北海開発事績　再版 740 イン　コウタロウ 明治11〔1878〕～

《う》
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【う／あ行】

上枝平八
北海道十字之光 260

上垣安造
北海道樺太名士大鑑 11 本文に肖像あり

上木弥一郎
北海道十字之光 95 肖像あり

植木長治
現代札幌人物史 7～8 肖像あり

植木寿吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 270～272 嘉永5〔1852〕～ 肖像（268と269の間）

上島正

開道五十年記念北海道　再版 35～36 ウエシマ　タダシ
天保9〔1838〕～
大正9〔1920〕

上島清
北海道人名辞書　第二版 53 カミシマキヨシ 明治14〔1881〕～

上島職
開道五十年記念北海道 359 安政元〔1854〕～ 肖像あり
後志國要覧 189～190 安政元〔1854〕～ 肖像(中間頁)

上杉儀太郎儀
樺太之留多加 59～60 明治9〔1876〕～

上杉真治
東北海道の人物 51～53 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道十字之光 32 肖像あり

【うえだ】

上田勘兵衛
開道五十年記念北海道 648 肖像あり
東北海道人物画伝 70 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり
東北海道の人物 243～245 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり
北海道十字之光 260
北海道人名辞書 620～621 ウエダ　カンベエ 嘉永元〔1848〕～

上田薫行
樺太及樺太を担う人々 182

上田源松
北海道人名辞書　第二版 86 ウエダゲンマツ 明治19〔1886〕～

上田光曦
樺太及樺太を担う人々 81～82
樺太人物大観 126～128 教育家

上田載憲
北海人物評論 125
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上田市左衛門
北海道立志編　第4巻　増補訂正 59～61 明治3〔1870〕～ 肖像（56と57の間)

上田守蔵
札幌紳士録 207 明治12〔1879〕～
札幌之人 180（肖像180） 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 414～415 ウエダモリゾウ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 307 ウエダモリゾウ 明治12〔1879〕～

上田寿久子
人物覚書帳 386

上田重弥
北海道人名辞書　第二版 336 ウエダシゲヤ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

上田重良（ウエダ　シゲヨシ、文久2〔1862〕～大正4〔1915〕）
小樽区実業家百撰立志編 108～109 文久2〔1862〕～ 肖像あり

小樽の人と名勝 286～289
文久2〔1862〕～
大正4〔1915〕

北海人物評論 15～16 文久2〔1862〕～
北海道人名辞書 184～185 ウエダジウリョウ 文久2〔1862〕～

上田丈吉
北海道立志編　第3巻 410～412 安政4〔1857〕～ 肖像あり

上田森治　
北海道人名辞書 655 ウエダモリジ 明治10〔1877〕～

上田甚七
北海道立志編 第 巻 第 版北海道立志編　第5巻　第二版 164～165

上田石松
開道五十年記念北海道 599 明治10〔1877〕～ 肖像あり

上田善七　
北海道人名辞書 413～414 ウエダゼンシチ 安政元〔1854〕～

上田大法　
北海道人名辞書 247 ウエダタイホウ

上田伝次郎
北海道立志編　第1巻 242～243 肖像あり

上田梅次郎
北海道人名辞書　第二版 571 ウエダウメジロウ 明治10〔1877〕～

上田万平
開道五十年記念北海道 38～41 ～大正6〔1917〕 肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 54～56 ウエダマンヘイ
天保6〔1835〕～
大正6〔1917〕

円山開祖

北海道開拓功労者関係資料集録　上 47～48 ウエダ　マンペイ
天保12〔1841〕～
大正6〔1917〕

円山開祖

北海開発事績　再版 542～543 ウエダマンペイ
天保6〔1835〕～
大正6〔1917〕

北海道十字之光 116 肖像あり
北海道人名辞書 410～413 ウエダマンぺイ 天保12〔1841〕～
北海道人名辞書　第二版 375～376 ウエダマンベイ 明治元〔1868〕～
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北海道拓殖功労者列伝 62～65 天保12〔1841〕～ 石狩国円山村

上田勇　
北海道人名辞書 414 ウエダ　イサム 明治元〔1868〕～

上田与蔵
東北海道人物画伝 22 安政6〔1859〕～ 写真では「上田友蔵」

植田栄次郎
北海道人名辞書　第二版 543 ウエダエイジロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

植田漆
北海道医事通覧　前編 53～54 写真（巻頭）では「植田

植田重太郎　
北海道人名辞書 518 ウエダ　ジュウタロウ 明治8〔1875〕～

植田昇
自治産業発達誌 260 明治33〔1900〕～ 肖像あり

植田和次郎
北海道十字之光 190 肖像あり

上館春治
北海道樺太名士大鑑 83 明治8〔1875〕～ 本文に肖像あり

上茶清吉
北海道立志編　第3巻 53～55 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり（56の次）
北海道立志編　第4巻　増補訂正 53～55 肖像あり

上戸佐吉
北海道人名辞書　第二版 517 ウエトサキチ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

【うえの】

上野勘助　

北海道人名辞書 525 ウエノカンスケ
慶応2〔1866〕～
大正2〔1913〕

上野貫一
現代札幌人物史 304～305 肖像あり
人物評論　第1編 134～137

上野久吉
開道五十年記念北海道 266 明治18〔1885〕～ 肖像あり

上野君平
樺太及樺太を担う人々 82 明治22〔1889〕～

上野幸次郎
北海道人名辞書　第二版 546 ウエノコウジロウ 安政3〔1856〕～

上野鴻順　
北海道人名辞書 591 ウエノコウジュン 慶応3〔1867〕～

上野三郎
樺太及樺太を担う人々 83～84
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上野庄次郎
最近之樺太 51 明治8〔1875〕～

上野常造
北海道人名辞書　第二版 85 ウイノツネゾウ 慶応元〔1865〕～

上野常太郎
北海道人名辞書　第二版 85 ウイノツネタロウ 明治3〔1870〕～

上野正
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 127～129 弘化3〔1846〕～ 数は第二編のもの

上野盛松
北海道人名辞書 450～451 ウエノモリマツ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 57～59 明治元〔1868〕～ 肖像（56と57の間)

上野節夫
札幌紳士録 207～208 明治17〔1884〕～
札幌之人 181（肖像181） 明治17〔1884〕～ 肖像あり

上野道故
北海道医事通覧　前編 43 明治12〔1879〕～ 肖像（巻頭）

上野武雄
樺太及樺太を担う人々 182～183

上野福三郎
北海道人名辞書　第二版 208 ウエノフクサブロウ 明治20〔1887〕～

上野勇
北海道人名辞書　第二版 336 ウエノイサム 明治9〔1876〕～

上野亮太
北海道人名辞書　第二版 451 ウエノリョウタ 明治17〔1884〕～

上之原寿吉　
北海道人名辞書 479 ウエノハラ　ジュキチ

植場鉄蔵
樺太及樺太を担う人々 168～169

上浜虎吉
函館名士録 25～26 ウエハマ　トラキチ 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

上原一郎
樺太及樺太を担う人々 78 明治13〔1880〕～

上原清
東北海道の人物 245～249 肖像あり

上原仙吉
開道五十年記念北海道 471 明治8〔1875〕～ 肖像あり
静浪遺稿 89～91 肖像あり
北海道人名辞書 27 ウエハラセンキチ 明治8〔1875〕～

上原泰吉
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開道五十年記念北海道 297 明治5〔1872〕～

上原竹松
人物覚書帳 348～349

上原忠五郎
北海道発達史　第1巻 387～389 明治5〔1872〕～ 肖像32

上松藤兵衛
開道五十年記念北海道　再版 376 ウエマツ　トウベエ 元治元〔1864〕～

上松民吾
北海道十字之光 145

植松健
小樽の人と名勝 286～290 明治13〔1880〕～
人物覚書帳 391～392
北海道人名辞書　第二版 208 ウエマツタケシ 明治13〔1880〕～

北海之商傑 137
湯浅貿易小樽支店函館
出張所

植松清五郎
樺太之留多加 13～14 明治8〔1875〕～

上村銀作　
北海道人名辞書 475 ウエムラギンサク 安政5〔1858〕～

上村浩太郎
自治産業発達誌 201～202 明治16〔1883〕～ 肖像あり

上村政五郎
樺太及樺太を担う人々 170 明治25〔1892〕～

上村清之助
自治産業発達誌 164 明治13〔1880〕～

上村定太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 382～383 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

植村永稔
樺太及樺太を担う人々 80 明治24〔1891〕～

植村尚清
札幌紳士録 208 明治14〔1881〕～

植村澄三郎（ウエムラ　スミサブロウ、文久2〔1862〕～昭和16〔1941〕）
現代札幌人物史 26
北海開発事績　再版 358～359 ウエムラ　スミサブロウ 文久2〔1862〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 49 ウエムラ　スミサブロウ
文久2〔1862〕～
昭和16〔1941〕

サッポロビール育ての親

北海道拓殖功労者旌彰録 387～390 文久2〔1862〕～ 肖像あり

植村貞吉
現代札幌人物史 300～301

上山千吉
自治産業発達誌 289 明治19〔1886〕～
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植山金次郎
北海道樺太名士大鑑 156,168 本文に肖像あり

ウェルソン（ジョン・エ・ウェルソン）
開道五十年記念北海道 55～56 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 76～77 大正5〔1916〕～

宇尾吉太郎
現代札幌人物史 122～123 肖像あり

魚木信次郎
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

魚谷粂次郎
樺太人物大観 321～327 町村会議員
最近之樺太 肖像（巻頭） 泊居町評議員議長

【う／か行】

鵜飼キク
樺太之豊原 70～71 元治元〔1864〕～

鵜飼覚城
自治産業発達誌 191 明治8〔1875〕～

宇賀治修造
札幌紳士録 206～207 明治2〔1869〕～

宇川亀三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 462～463 明治7〔1874〕～ 肖像あり

宇川豹治
東北海道人物画伝 33 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

宇川頼渡
北海道発達史　第1巻 382～383 明治11〔1878〕～ 肖像18

宇喜多秀夫　
開道五十年記念北海道　再版 244～245 ウキタ　ヒデオ 文久3〔1863〕～ 大沼開祖

浮田富十郎
北海道十字之光 156 肖像あり

浮田房之助
北海道人名辞書　第二版 86 ウキダフサノスケ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

鶯沢直人
樺太之留多加 96～97 明治19〔1886〕～ 肖像あり
最近之樺太 肖像（巻頭） 泊尾青年団長同如水会

【う／さ行】

宇佐美庫二
北海道樺太名士大鑑 67 明治25〔1892〕～ 本文に肖像あり

宇佐美俊次郎
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北海人物評論 82～83 肖像あり

宇佐美甚次郎
人物覚書帳 45

鵜沢謙造　
北海道人名辞書 655 ウザワケンゾウ

牛来一
北海人物評論 28～29 安政5〔1858〕～

牛島助
北海道立志編　第4巻　増補訂正 278～280 嘉永3〔1850〕～ 肖像（276と277の間）

氏家政治
樺太之豊原 68 明治19〔1886〕～

氏家並衛　
北海道人名辞書 547 ウジイエナミエ 安政3〔1856〕～

宇治川伊三郎　
北海道人名辞書 522 ウジガワ　イサブロウ 文久2〔1862〕～

丑谷幸一
自治産業発達誌 874～875 明治39〔1906〕～

氏原惣治
人物覚書帳 10

後木織吉後木織吉
北海道発達史　第1巻 379～380 明治3〔1870〕～ 肖像19

後山庄太郎
開道五十年記念北海道 250 肖像あり

【うすい】

碓井藤作
開道五十年記念北海道 432 明治10〔1877〕～ 肖像あり

碓氷栄
函館名士録 328 北海道漁業缶詰㈱取締

碓氷勝三郎　
開道五十年記念北海道 696～698 肖像あり
東北海道人物画伝 79 安政元〔1854〕～ 肖像あり
東北海道の人物 32～34 安政元〔1854〕～ 　
北海開発事績　再版 357 ウスイ　カツサブロウ 安政元〔1854〕～
北海道人名辞書 636 ウスイ　カツサブロウ 安政元〔1854〕～

　 北海道人名辞書　第二版 648～649 ウスイカツサブロウ
安政元〔1854〕～
大正5〔1916〕

肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 50 ウスイ　カツサブロウ
安政元〔1854〕～
大正5〔1916〕

さけ・ます・かに缶詰工
場建設

北海道拓殖功労者旌彰録 287～291
安政元〔1854〕～
大正5〔1916〕

碓氷藤作
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北海道十字之光 77 肖像あり

臼井三代吉
　 北海道発達史　第1巻 383～385 明治5〔1872〕～

北海道立志編　第5巻　第二版 160～161 明治5〔1872〕～
肖像あり、「臼井巳代吉」
と表記

臼井拾
　 自治産業発達誌 483～484 明治8〔1875〕～ 肖像あり

北海開発事績　再版 753 ウスイ　シュウ 明治5〔1872〕～

薄井寅次郎
自治産業発達誌 503 肖像あり

薄井友治
樺太及樺太を担う人々 177

臼杵善三郎
北海之商傑 293 大和鉱業会社専務

薄作太郎
北海道人名辞書　第二版 582 ウスキサクタロウ 慶応元〔1865〕～

薄木虎二郎
樺太及樺太を担う人々 79～80 明治23〔1890〕～

【う／た行】

宇田浅吉　
北海道人名辞書 247 ウタアサキチ 明治18〔1885〕～

宇多信哉
北海道人名辞書　第二版 87 ウタシンヤ 明治27〔1894〕～

内川源作
開道五十年記念北海道 209～210 明治13〔1880〕～ 肖像あり

打田光五郎
開道五十年記念北海道 369 明治7〔1874〕～

【うちだ】

内田一栄
北海道十字之光 150 肖像あり

内田郡司
現代札幌人物史 247～248 明治33〔1900〕～

内田玄良
最近之樺太 肖像（巻頭） 久春内真言寺主任

内田瀞（ウチダ　キヨシ、安政5〔1858〕～昭和8〔1933〕）
北海開発事績　再版 357～358 ウチダ　セイ 安政5〔1858〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 51～52 ウチダ　キヨシ
安政5〔1858〕～
昭和8〔1933〕

殖民地選定、松平農場
経営

北海道人名辞書 583 ウチダ　キヨシ 安政5〔1858〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 473～476 安政5〔1858〕～
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北海道発達史　第1巻 各村史32,46,86
　 北海道立志編　第5巻　第二版 463～465 安政5〔1858〕～ 肖像あり

明治の群像　8　開拓と探検 110～128
安政5〔1858〕～
昭和8〔1933〕

内田浅吉
　 開道五十年記念北海道 298 明治19〔1886〕～ 肖像あり

北海道人名辞書　第二版 262 ウチダアサキチ 明治19〔1886〕～

内田太蔵
樺太之豊原 186 慶応2〔1866〕～

内田竹作
樺太之豊原 肖像(巻頭)

内田仲四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 158～159 安政6〔1859〕～ 肖像あり

内田寅次郎
樺太之留多加 91～93 明治11〔1878〕～ 肖像あり（付録の部口

内田由太郎
自治産業発達誌 120 明治13〔1880〕～

内野彦一
樺太及樺太を担う人々 82～83 肖像あり

打保常次郎
樺太及樺太を担う人々 78～79

内村鑑三（ウチムラ　カンゾウ、文久元〔1861〕～昭和5〔1930〕）　

北海道開拓功労者関係資料集録　上 53～54 ウチムラ　カンゾウ
文久元〔1861〕～
昭和5〔1930〕

思想言論会・キリスト教
界に多大な影響、水産
学にも業績

内村喜助　
北海道人名辞書 246 ウチムラキスケ 嘉永3〔1850〕～

【うちやま】

内山宇吉
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

内山勘太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 162～164 明治2〔1869〕～ 肖像あり

内山喜兵衛
開道五十年記念北海道　再版 265 ウチヤマ　キヘイ 嘉永3〔1850〕～
北海道人名辞書 488 ウチヤマ　キヘエ 嘉永5〔1852〕～

北海道立志編　第3巻 414～416
肖像では「内山音兵衛」
と表記

内山儀平　

北海道人名辞書 635～636 ウチヤマギヘイ
嘉永2〔1849〕～
明治29〔1896〕

内山吉太
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北海道人名辞書 245～246 ウチヤマキチタ 文久2〔1862〕～
北海道立志編　第2巻 5‐202～205 文久2〔1862〕～ 肖像あり

内山金次郎
函館名士録 326 ㈱函館漁商市場取締役

内山虎之助
北海道立志編　第5巻　第二版 465～466 元治元〔1864〕～ 肖像あり

内山幸三
札幌紳士録 209 明治16〔1883〕～

内山三次郎
札幌紳士録 209～210 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書 27 ウチヤマ　サンジロウ 明治3〔1870〕～

内山三男三郎
人物覚書帳 344～345

内山次郎八　
北海道人名辞書 564 ウチヤマ　ジロウハチ 明治7〔1874〕～

内山重太郎
最近之樺太 61 明治6〔1873〕～

内山循吉　
北海道人名辞書 636 ウチヤマジュンキチ 明治4〔1871〕～

内山勝平
樽 と名勝小樽の人と名勝 114～115

内山数雄
樺太人物大観 158～159 教育家

内山浅次郎
自治産業発達誌 754～755 明治7〔1874〕～ 肖像あり

内山繁太郎
北海道人名辞書　第二版 451～452,644 ウチヤマシゲタロウ 肖像あり

内山明義
北海道で成功した人々 183～194

内山茂三郎
北海道人名辞書　第二版 261 ウチヤマモサブロウ 明治14〔1881〕～

内山良時
北海道人名辞書　第二版 368 ウチヤマヨシトキ 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

内山盧　
北海道人名辞書 611～612 ウチヤマ　ロ 文化13〔1842〕～

宇津木喜一
　 樺太及樺太を担う人々 83 明治14〔1881〕～

樺太人物大観 115～117 町村長

宇都野勲
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北海道人名辞書　第二版 262 ウツノイサオ 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

宇都宮仙太郎（ウツノミヤ　センタロウ、慶応2〔1866〕～昭和15〔1940〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 55～56 ウツノミヤ　センタロウ
慶応2〔1866〕～
昭和15〔1940〕

酪農発展に尽力

北海道十字之光 120 肖像あり
北海道人名辞書 400～401 ウツノミヤセンタロウ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 373～374 ウツノミヤセンタロウ 慶応2〔1866〕～
北海道畜産功労者写真帖 69 肖像あり
北海之商傑 283 北海道煉乳㈱取締役

宇都宮梅次郎 
開道五十年記念北海道　再版 374～375 ウツノミヤ　ウメジロウ 安政6〔1859〕～

内海虎雄
札幌紳士録 210～211 元治元〔1864〕～
札幌之人 183（肖像183） 元治元〔1864〕～ 肖像あり

内海芳八
北海道人名辞書　第二版 209 ウツミヨシハチ 明治5〔1872〕～

【う／な行】

宇苗長造（ウナエ　チョウゾウ、天保9〔1838〕～大正5〔1916〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 57 ウナエ　チョウゾウ
天保9〔1838〕～
大正5〔1916〕

奥尻、ほたて貝柱製造

宇野応助
樺太人物大観 321～327 町村会議員議

宇野鶴太
北海人物評論 62
北海道十字之光 14 肖像あり
北海道人名辞書 545 ウノツルタ 文久2〔1862〕～

北海之商傑 86～87
北海道炭鉱汽船専務、
石狩石炭重役

宇野諦導
北海道人名辞書　第二版 261 ウノテイドウ 明治24〔1891〕～ 肖像あり

宇野保太郎
北海人物評論 39

宇野本空
現代札幌人物史 332～333

宇野和一郎
人物覚書帳 170～171

【う／ま行】

馬越恭平
静浪遺稿 43～44

馬部平一郎
開道五十年記念北海道　再版 417 ウマベ　ヘイイチロウ 明治元〔1868〕～
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馬目常松
北海道人名辞書　第二版 85～86 ウマメツネマツ 明治10〔1877〕～

宇美弟吉
開道五十年記念北海道　再版 210～211 ウミテイキチ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 378 ウミテイキチ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 412～414 安政3〔1856〕～

宇美豊松

北海道立志編　第3巻 412～414
宇美弟吉と同一項、写真
412の次にあり

海田綱太郎
小樽区外七郡案内 153

海谷くま子
北海道医事通覧　前編 85 肖像（巻頭）

海野末吉
北海道人名辞書　第二版 582～583 ウミノスイキチ 明治17〔1884〕～
北海開発事績　再版 672 ウンノスエキチ 明治17〔1884〕～

梅川磯次郎
開道五十年記念北海道 286 文久2〔1862〕～ 肖像あり
北海道十字之光 79 肖像あり
北海道人名辞書 246～247 ウメカワ　イソジロウ 文久2〔1862〕～
北海道立志編　第2巻 3‐113～115 文久2〔1862〕～ 肖像あり

梅崎幸治
北海道 名辞書 第 版 ウ ザキ ウジ 治 〔 〕 肖像あり北海道人名辞書　第二版 261～262 ウメザキコウジ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

梅沢栄之助
北海開発事績　再版 810 ウメザワ　エイノスケ 明治7〔1874〕～
北海道十字之光 138 肖像あり

梅沢源吉
樺太及樺太を担う人々 77～78 明治18〔1885〕～ 肖像あり

梅沢耕輔　
北海道人名辞書 436 ウメザワコウスケ 嘉永6〔1853〕～

梅沢市太郎 初代
開道五十年記念北海道 357 天保3〔1832〕～

北海開発事績　再版 804～805 ウメザワ　イチタロウ
天保3〔1832〕～
明治44〔1911〕

北海道人名辞書 478 ウメザワ　イチタロウ 天保3〔1832〕～
北海道立志編　第2巻 4‐132～133 天保3〔1832〕～ 肖像あり

梅沢市太郎 2代
北海道十字之光 38 肖像あり
北海道人名辞書 478～479 ウメザワ　イチタロウ 文久3〔1863〕～

梅田政一
自治産業発達誌 561 明治41〔1908〕～ 肖像あり

梅沢退輔
北海道立志編　第4巻　増補訂正 61～63 嘉永2〔1849〕～ 肖像（56と57の間)

92 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

梅田巳之助
北海道発達史　第1巻 385～387 明治2〔1869〕～ 肖像47

梅田与三太郎
北海開発事績　再版 557 ウメダ　ヨサタロウ 明治8〔1875〕～

梅谷岩松
北海道立志編　第3巻 110～112 安政6〔1859〕～ 肖像あり

梅谷周造
開道五十年記念北海道 725 安政6〔1859〕～
東北海道の人物 34～35 明治21〔1887〕～

梅谷豊三郎
東北海道の人物 49～51 明治元〔1868〕～

梅津寛蔵　
開道五十年記念北海道　再版 175 ウメツヒロゾウ 明治8〔1875〕～

梅津久太郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 192～194 明治4〔1871〕～ 肖像（192と193の間）

梅津藤吉
現代札幌人物史 274～275 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 18 明治23〔1890〕～ 本文に肖像あり

梅津福次郎
開道五十年記念北海道 231 肖像あり

館名 録 ヅ ジ 安政 〔 〕 肖像あり函館名士録 23～24 ウメヅ　フクジロウ 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 246 ウメヅ　フクジロウ 安政5〔1858〕～

梅津芳太郎
開道五十年記念北海道 731 明治4〔1871〕～ 肖像あり

梅津与吉
自治産業発達誌 140～141 肖像あり

梅野富蔵　
北海道人名辞書 499 ウメノトミゾウ 弘化4〔1847〕～

梅野良蔵
最近之樺太 60 明治9〔1876〕～

梅原巳之助
開道五十年記念北海道　再版 490 ウメハラ　ミノスケ 明治2〔1869〕～

梅村貞明
札幌之人 185（肖像185） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
静浪遺稿 113～115 明治元〔1868〕～

梅村多十郎

開道五十年記念北海道 317
明治5〔1872〕～
明治42〔1909〕

梅村多蔵
開道五十年記念北海道 317 肖像あり
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梅村勉
東北海道の人物 23～25 明治16〔1883〕～ 肖像あり

梅本好文
北海道医事通覧　前編 64

【う／や～ら行】

宇山勘助
北海道立志編　第5巻　第二版 161～162 明治5〔1872〕～ 肖像あり

浦源次郎
人物覚書帳 381

浦二郎
小樽区実業家百撰立志編 136～139 明治2〔1869〕～ 肖像あり

浦典相
北海道立志編　第5巻　第二版 461～462 文化13〔1842〕～ 肖像あり

浦上啓太郎
北海道人名辞書　第二版 87 ウラカミケイタロウ 明治21〔1887〕～

浦島忠太郎
人物覚書帳 369～370

浦田久吉
北海道立志編　第2巻 5‐209～211 安政4〔1857〕～ 肖像あり

卜部岩太郎
人物覚書帳 356

浦本角次郎
樺太之豊原 69～70 慶応3〔1867〕～

瓜田友衛
樺太及樺太を担う人々 80～81 肖像あり

瓜生篠橘
北海道十字之光 129 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 416～417 ウリュウシノキツ 明治元〔1868〕～

瓜生卓爾
札幌之人 179（肖像179） 明治14〔1881〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 10 明治14〔1881〕～ 本文に肖像あり

漆間雲竜　
北海道人名辞書 435～436 ウルマウンリュウ 嘉永6〔1853〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 204～207 嘉永6〔1853〕～

《え》

【え／あ～さ行】
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栄慶太郎
北海道樺太名士大鑑 55 明治16〔1883〕～ 本文に肖像あり

江上七之助
北海道人名辞書　第二版 427 エガミシチノスケ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

江上新太郎
北海道人名辞書　第二版 432～433 エガミシンタロウ 明治25〔1892〕～ 肖像あり

江上直
北海道人名辞書 247～248 エガミ　ナオシ 明治7〔1874〕～
北海之商傑 225～226 四社売炭所次長

江柄三七
札幌紳士録 278～279 明治8〔1875〕～ 肖像60
北海道人名辞書 28～29 エガラサンシチ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 365～366 エカラサンシチ 明治8〔1875〕～

江川元吉
自治産業発達誌 136

江川多吉
北海道立志編　第5巻　第二版 11～12 安政6〔1859〕～ 肖像あり

江河勝郎
人物覚書帳 349

江口きち子
北海道 事通覧 前編北海道医事通覧　前編 81～82

江口英通　

北海道人名辞書 455 エグチヒデミチ
天保14〔1843〕～
明治45〔1912〕

江口輝蔵
人物覚書帳 248

江口常重
北海道樺太名士大鑑 46 明治20〔1887〕～ 本文に肖像あり

江口照蔵
北海道人名辞書　第二版 181 エグチショウゾウ 明治4〔1871〕～ 肖像あり

江口徳雄
北海道人名辞書　第二版 181～182 エグチトクオ 明治25〔1892〕～

江口芳作
自治産業発達誌 743 明治21〔1887〕～

江口友弥
北海道人名辞書　第二版 229 エクチトモヤ 明治13〔1880〕～

江刺家雄吉
北海道立志編　第1巻 323～324 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

【え／た行】

95 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

枝沢栄太
開道五十年記念北海道　再版 288 エダザワエイタ 嘉永3〔1850〕～ 赤井川開発祖

枝沢武八郎
開道五十年記念北海道　再版 150 エダザワ　タケハチロウ 萬延元～

越後研
自治産業発達誌 532 明治36〔1903〕～ 肖像あり

越後谷源蔵
自治産業発達誌 481 明治34〔1901〕～ 肖像あり

江連俊彦
北海人物評論 135～136

江戸蔵夫
自治産業発達誌 331

江藤恭太郎　
北海道人名辞書 540 エトウ　キョウタロウ 安政2〔1855〕～

江藤玄三
札幌紳士録 278 明治13〔1880〕～

江藤三六
北海道立志編　第5巻　第二版 306～307 明治元〔1868〕～ 肖像あり

江藤捨三
北海道十字之光北海道十字之光 113

【え／な行】

江縫多平
北海道立志編　第3巻 158～160 肖像あり

江野力
自治産業発達誌 96～97 明治32〔1899〕～

榎本巌
札幌紳士録 279 文久2〔1862〕～
北海道人名辞書 27～28 エノモトイワオ 文久2〔1862〕～

榎本仁太郎
東北海道の人物 342～344 明治18〔1885〕～ 肖像あり

榎本達蔵
樺太之留多加 22～23 明治17〔1884〕～ 肖像あり

榎本武揚（エノモト　タケアキ、天保7〔1836〕～明治41〔1908〕）
函館游寓名士伝 27～34

北海道開拓功労者関係資料集録　上 58～59 エノモト　タケアキ
天保7〔1836〕～
明治41〔1908〕

箱館戦争後、北海道の
資源開発

榎本芳二　
北海道人名辞書 591 エノモトヨシジ 明治9〔1876〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 285～287 明治9〔1876〕～ 肖像（284と285の間）
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【え／は行】

江畑七郎
北海道樺太名士大鑑 5 本文に肖像あり

江原玄治郎（エバラ　ゲンジロウ、明治14〔1881〕～昭和36〔1961〕）
人物覚書帳 101
北海道樺太名士大鑑 34 明治16〔1883〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 455～456 エバラゲンジロウ 明治14〔1881〕～

蛯子吉蔵
函館市功労者小伝 11

蛯子信治
自治産業発達誌 213 明治26〔1893〕～ 肖像あり

蛯子太郎左衛門
北海道立志編　第3巻 463～466 弘化元〔1844〕～ 肖像あり

海老沢亮
北海道人名辞書　第二版 182 エビサワアキラ 明治16〔1883〕～

蛯沢永八
最近之樺太 28～29 慶応3〔1867〕～

海老名広吉
北海道人名辞書　第二版 461 エビナヒロキチ 慶応3〔1867〕～
北海道発達史　第1巻 642～643 慶応3〔1867〕～ 肖像18
北海道立志編　第5巻　第二版 292～293 慶応3〔1867〕～

【え／ま行～ん】

江道栄次郎　
北海道人名辞書 612 エミチ　エイジロウ 明治10〔1877〕～

円城寺君治
自治産業発達誌 569 明治15〔1882〕～ 肖像あり

遠藤伊勢松
北海道人名辞書　第二版 577 エンドウイセマツ 明治14〔1881〕～ 肖像あり

遠藤為吉
樺太之豊原 247～248 嘉永5〔1852〕～

遠藤一治
自治産業発達誌 52～53 明治25〔1892〕～ 肖像あり

遠藤喜四郎
現代札幌人物史 217
北海道人名辞書　第二版 180～181,577 エンドウキシロウ 明治14〔1881〕～

遠藤義策
自治産業発達誌 175～176 明治7〔1874〕～ 肖像あり

遠藤吉三郎（エンドウ　キチサブロウ、明治6〔1873〕～大正10〔1921〕）
札幌紳士録 280～281 明治7〔1874〕～ 肖像59
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北海道人名辞書 167 エンドウ　キチサブロウ 明治7〔1874〕～

遠藤吉平
開道五十年記念北海道 47 天保12〔1841〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 65 エンドウヨシヘイ 天保12〔1841〕～

函館市功労者小伝 52
天保12〔1841〕～
昭和7〔1932〕

肖像あり

北海開発事績　再版 378 エンドウヨシヘイ 天保12〔1841〕～
北海道十字之光 87 肖像あり
北海道人名辞書 355～356 エンドウキッペイ 天保11〔1840〕～
北海道人名辞書　第二版 651～652 エンドウキッペイ 天保11〔1840〕～ 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 329～333 天保12〔1841〕～
北海道立志編　第2巻 4‐159～162 天保11〔1840〕～ 肖像あり
北海之商傑 207 函館船渠会社監査役

遠藤久衛
北海道人名辞書　第二版 180 エンドウキュウエ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

遠藤久浪
北海道人名辞書　第二版 222 エンドウヒサナミ 明治13〔1880〕～

遠藤金吉
開道五十年記念北海道　再版 530 エンドウキンキチ 安政3〔1856〕～ 平取村開祖

遠藤金祐　
北海開発事績　再版 507 エンドウキンスケ 明治9〔1876〕～

遠藤熊吉
開道五十年記念北海道 575

遠藤慶蔵
北海道人名辞書　第二版 180 エンドウケイゾウ 明治3〔1870〕～

遠藤源蔵
開道五十年記念北海道 590 ～大正5〔1916〕 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 234～237 嘉永元〔1848〕～

遠藤五一郎
札幌紳士録 279～280 安政元〔1854〕～ 肖像61
北海道立志編　第2巻 4‐162～163 肖像あり

遠藤高野丞
現代札幌人物史 251～252

遠藤克巳　
北海道人名辞書 168 エンドウカツミ 元治元〔1864〕～

遠藤治郎右エ門
小樽区実業家百撰立志編 86～87 安政元〔1854〕～
北海道立志編　第1巻 322～23 安政元〔1854〕～

遠藤十七吉
開道五十年記念北海道 524 明治2〔1869〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 346～348 明治3〔1870〕～ 肖像（344と345の間）

遠藤俊
北海人物評論 84 肖像あり
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遠藤庄松
最近之樺太 29～30 明治元〔1868〕～

遠藤昌光
自治産業発達誌 81～82 明治20〔1887〕～ 肖像あり

遠藤政太郎
北海開発事績　再版 767 エンドウ　マサタロウ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 562～563 エンドウマサタロウ 明治11〔1878〕～

遠藤清一
東北海道の人物 345～347 明治15〔1882〕～ 肖像あり

東北海道人物画伝 62
肖像あり（人物解説は白
紙）

北海開発事績　再版 756 エンドウセイイチ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 364～365 エンドウセイイチ 明治15〔1882〕～

遠藤盛雄
自治産業発達誌 748 明治15〔1882〕～ 肖像あり

遠藤石太郎
開道五十年記念北海道 444 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 167～168 エンドウ イシタロウ 慶応元〔1865〕～

遠藤善四郎
開道五十年記念北海道 467
札幌紳士録 281 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書 168 エンドウ ゼンシロウ 明治15〔1882〕～
北海道 名辞書 第 版 ド ゼ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 181 エンドウゼンシロウ 明治15〔1882〕～

遠藤善治
北海道樺太名士大鑑 96 明治21〔1887〕～

遠藤善助
北海道人名辞書　第二版 563 エンドウゼンスケ 明治16〔1883〕～

遠藤倉松
北海道十字之光 90

遠藤忠次
北海道人名辞書　第二版 660 エンドウチュウジ 慶応2〔1866〕～

遠藤長治
北海道人名辞書　第二版 365 エンドウチョウジ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

遠藤貞蔵
人物覚書帳 60～61

遠藤藤松
北海道人名辞書　第二版 595 エンドウトウマツ 明治35〔1902〕～

遠藤豊吉
北海人物評論 105～106

遠藤八三郎
北海道人名辞書　第二版 179～180 エンドウハチサブロウ 明治16〔1883〕～ 肖像あり
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遠藤米七
樺太及樺太を担う人々 154～155 明治8〔1875〕～ 肖像あり
樺太人物大観 205～212 実業家
樺太之豊原 166～169 明治8〔1875〕～ 肖像あり
最近之樺太 4～5 肖像あり
大泊之沿革と人物 38～39

遠藤又兵衛

小樽の人と名勝 316～317
天保14〔1843〕～
大正12〔1923〕

北海人物評論 8
北海道人名辞書 230 エンドウ マタベエ 天保14〔1843〕～

遠藤茂一郎
開道五十年記念北海道 590 明治20〔1887〕～ 肖像あり

遠藤裕久
樺太及樺太を担う人々 114 明治27〔1894〕～ 肖像あり

遠藤留吉
開道五十年記念北海道　再版 60 エンドウトメキチ 安政5〔1858〕～
北海道人名辞書 403 エンドウトメキチ 安政5〔1858〕～

遠堂次郎右衛門
北海道立志編　第1巻 肖像

《 》《お》

【お／あ行】

及川亀之助
自治産業発達誌 254

及川亀之進
札幌紳士録 89～90 明治8〔1875〕～
札幌之人 97（肖像97） 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 41～42 オイカワカメノシン 明治8〔1875〕～

及川鯉蔵
開道五十年記念北海道　再版 476 オイカワコイゾウ 明治19〔1886〕～

及川重次郎
自治産業発達誌 934

及川専治　
北海道人名辞書 405～406 オイカワセンジ 安政6〔1859〕～

及川貞助
北海道立志編　第5巻　第二版 340～341 明治7〔1874〕～ 肖像あり

及川徳次郎
樺太之豊原 80～81 明治11〔1878〕～ 肖像あり

及川徳兵衛
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北海道発達史　第1巻 肖像19

及川八三郎
自治産業発達誌 709 明治22〔1889〕～ 肖像あり

及川武三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 47～48 明治16〔1883〕～ 肖像あり

及川愿作
最近之樺太 40～42 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

笈川弥三郎
東北海道の人物 38～40 明治15〔1882〕～

尾泉良太郎
北海道発達史　第1巻 肖像46
北海道立志編　第5巻　第二版 48～49 万延元〔1860〕～ 肖像あり

及能仁三郎
函館名士録 331 函館無盡㈱取締役

汪順定　
北海道人名辞書 251 オウ　ジュンテイ 慶応2〔1866〕～

黄木善助
北海道発達史　第1巻 411～413 文久3〔1863〕～ 肖像10

扇田彦助
大泊之沿革と人物 14～15,33～34 肖像あり（巻頭）
樺太 樺太を担う樺太及樺太を担う人々 150～151
樺太人物大観 300～302 町村会議員
最近之樺太 15 明治9〔1876〕～
人物覚書帳 39

王鞍善次郎
自治産業発達誌 56～57 明治16〔1883〕～ 肖像あり

桜坂源三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 357～358 明治13〔1880〕～

近江栄作
東北海道の人物 259～261 明治7〔1874〕～ 肖像あり

近江久治
北海道立志編　第2巻 5‐171～173 明治4〔1871〕～ 肖像あり

近江幸一郎
北海道人名辞書　第二版 341 オオミコウイチロウ 慶応2〔1866〕～

近江新三郎

開道五十年記念北海道　再版 230～231 オウミ　シンザブロウ
嘉永6〔1853〕～
明治35〔1902〕

北海道十字之光 128 肖像あり

近江政太郎

函館名士録 63～64,292～293 オウミ　マサタロウ 明治25〔1892〕～
肖像あり、日魯漁業㈱事
業部長、取締役
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近江孫三郎
自治産業発達誌 131 明治18〔1885〕～ 肖像あり

近江谷由五郎
開道五十年記念北海道　再版 200～201 オウミヤ　ヨシゴロウ 明治3〔1870〕～
自治産業発達誌 269 明治24〔1891〕～ 肖像あり
北海道十字之光 121 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 394 オウミタニヨシゴロウ 明治24〔1891〕～

大井啓太
北海道立志編　第5巻　第二版 343～344 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

大井昌次郎　初代
開道五十年記念北海道　再版 293 ～明治37〔1904〕 岩内産業界功労
北海開発事績　再版 812 ～明治37〔1904〕 「大井昌治郎」と表記

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 115～118 嘉永5〔1852〕～
数は第二編のもの
(.116,117欠頁)

大井昌次郎　2代
開道五十年記念北海道　再版 293 明治16〔1883〕～

大井代次郎　
北海道人名辞書 37 オオイ ダイジロウ 慶応2〔1866〕～

大井留八
北海道立志編　第3巻 416～418 安政5〔1858〕～ 肖像あり（414の次）

大池惣平
北海道発達史 第 巻 弘化 〔 〕 肖像北海道発達史　第1巻 418～420 弘化4〔1847〕～ 肖像45

大石石太郎
樺太之留多加 106～107

大石徳助
北海道人名辞書　第二版 94 オオイシトクスケ 明治17〔1884〕～

大石養淳
小樽区外七郡案内 115
北海道人名辞書 499 オオイシヨウジュン

大泉安寿
札幌之人 75（肖像75） 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 94 オイズニヤストシ 明治11〔1878〕～

大泉清雄
札幌紳士録 90～91 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書 35 オオイズミキヨオ 明治10〔1877〕～

大泉対山
樺太人物大観 187～190 実業家

大磯仁太郎
北海道人名辞書　第二版 551 オオイソニタロウ 明治3〔1870〕～

大井上輝前（オオイノウエ　テルサキ、嘉永元〔1848〕～明治45〔1912〕）
北海人物評論 40
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大井上義近
札幌紳士録 91 明治9〔1876〕～
札幌之人 76（肖像76） 明治9〔1876〕～ 肖像あり

大井上前
開道五十年記念北海道 563 明治6〔1873〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 6 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 612 オオイノウエ　ススム 明治6〔1873〕～

大岩玉一
自治産業発達誌 585～586 明治25〔1892〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 165 明治25〔1892〕～ 本文に肖像あり

【おおうち】

大内きく子
北海道医事通覧　前編 87 肖像（巻頭）

大内英次　
北海道人名辞書 249 オオウチエイジ 明治14〔1881〕～

大内匡　
北海道人名辞書 32～33 オオウチ　タダシ 明治17〔1884〕～

大内出
北海開発事績　再版 581 オオウチ　スイ 明治24〔1891〕～
北海道樺太名士大鑑 8 明治24〔1891〕～ 本文に肖像あり

大内 六大内小六　
北海道人名辞書 32 オオウチコロク 慶応2〔1866〕～

大内清
開道五十年記念北海道 503 明治17〔1884〕～ 肖像あり

大内孫兵衛
開道五十年記念北海道 328 明治5〔1872〕～

大内兵吉郎
北海道立志編　第2巻 3‐135～137 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

大内勇記
郷土を拓く人々 204～206 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 346～347 安政6〔1859〕～ 肖像あり

大内由松
北海道人名辞書　第二版 444 オオウチヨシマツ 明治13〔1880〕～

大江与四蔵
開道五十年記念北海道 586 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

大岡助右衛門（オオオカ　スケエモン、天保7〔1836〕～明治35〔1902〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 60～61 オオオカ　スケエモン
天保6〔1835〕～
明治35〔1902〕

豊平橋・豊平館の工事を
手掛ける

大岡叢
札幌之人 80（肖像80） 明治14〔1881〕～ 肖像あり
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北海道人名辞書　第二版 96 オオオカクサムラ 明治14〔1881〕～

大柿金次郎
樺太之留多加 93～95 明治11〔1878〕～ 肖像あり

大加瀬国一
開道五十年記念北海道 428 明治13〔1880〕～

大川タケ子
小樽区外七郡案内 209 肖像あり（櫛引タケ子）

大川大全
北海道樺太名士大鑑 120 本文に肖像あり

大川平三郎（オオカワ　ヘイザブロウ、万延元〔1860）～昭和11〔1936〕）

樺太及樺太を担う人々 65（本編） 文久元〔1861〕～
樺太パルプ工業界の主
要人物

北海道開拓功労者関係資料集録　上 62～63 オオカワ　ヘイサブロウ
万延元〔1860〕～
昭和11〔1936〕

富士製紙社長、洋紙業
のパイオニア

大川末吉　
北海道人名辞書 34 オオカワスエキチ 明治2〔1869〕～

大川原コビサントク
自治産業発達誌 47～48 肖像あり

大川原善蔵
人物覚書帳 494～495 明治19〔1886〕～

函館名士録 318 320
函館水産販売㈱専務、
㈱ 館運送社 締役

函館名士録 318,320
㈱函館運送社取締役

北海道人名辞書　第二版 262～263 オオカワラゼンゾウ 明治19〔1886〕～

大河原浅衛
北海道立志編　第5巻　第二版 44～45 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

大河原文蔵
北海人物評論 54 文久3〔1863〕～

大木玄碩
北海道人名辞書　第二版 456～457 オオキゲンセキ 明治18〔1885〕～

大岸清一
東北海道の人物 263～265 明治23〔1890〕～

大串喜好
北海人物評論 52～53

大久保伊一
樺太之豊原 79 明治25〔1892〕～

大久保磯吉
自治産業発達誌 109 明治22〔1889〕～ 肖像あり

大久保逸郎
北海道人名辞書　第二版 94 オオクボイツロウ 明治23〔1890〕～ 肖像あり

大久保確太郎 
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北海道人名辞書 488 オオクボ　カクタロウ 文久元〔1861〕～

大久保虎吉
開道五十年記念北海道 554 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道十字之光 146
北海道立志編　第5巻　第二版 360～361 明治5〔1872〕～ 肖像あり

大久保行雄
東北海道の人物 261～263 明治15〔1882〕～ 肖像あり

大久保準一郎
北海開発事績　再版 732 オオクボ　ジュンイチロウ

北海道十字之光 210 肖像あり

大久保己之吉
北海道人名辞書　第二版 465 オオクボミノキチ 明治14〔1881〕～ 肖像あり

大久保利助
開道五十年記念北海道 177 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 248 オオクボ　リスケ 安政5〔1858〕～

大窪賰太郎
北海道人名辞書　第二版 579 オオクボシュンタロウ 明治5〔1872〕～

大熊八百蔵
札幌紳士録 99 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書 368 オオクマ　ヤオゾウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 527 オオクマヤオゾウ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

大熊大熊又一　
北海道人名辞書 187 オオクラマタイチ 文久2〔1862〕～

大倉喜三郎
北海人物評論 74～75 肖像あり（巻頭）

大倉長二
自治産業発達誌 162 明治34〔1901〕～ 肖像あり

太黒薫
北海道人名辞書　第二版 95 オオクロカオル 明治24〔1891〕～

大黒三次郎
函館名士録 47～48 オオクロ　サンジロウ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

大河内作蔵
開道五十年記念北海道　再版 29 オオコウチ　サクゾウ 明治14〔1881〕～

大河内時夫

人物覚書帳
15,388,353～
354

大河内敏夫
人物覚書帳 43

大越久太郎
開道五十年記念北海道 282 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 249 オオコシ　キュウタロウ 万延元〔1860〕～
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大坂フミ
樺太之豊原 249～250 明治6〔1873〕～

大坂滝之助
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

大坂竹次郎
樺太之豊原 256～257 明治12〔1879〕～

大坂竜之助
北海道立志編　第5巻　第二版 353～355 嘉永2〔1849〕～

大崎栄吉　
北海開発事績　再版 594 オオサキエイキチ 明治13〔1880〕～

大崎亀吉
北海道立志編　第1巻 112～113 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

大崎宗恭
小樽区実業家百撰立志編 155～156 嘉永元〔1848〕～
北海人物評論 50

大崎庄七
北海道立志編　第5巻　第二版 51～52 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

大崎正平
北海道人名辞書 469～470 オオサキショウヘイ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 97 オオサキショウヘイ 明治10〔1877〕～

大崎利吉
自治産業発達誌 250～251 明治24〔1891〕～ 肖像あり

大沢佳郎
北海道人名辞書 185～186 オオサワヨシロウ 明治6〔1873〕～

北海之商傑 242～243
第一銀行小樽支店　支
配人

大沢岩吉
樺太之留多加 98～99 明治元〔1868〕～

大沢菊太郎

人物覚書帳
65～
66,70,121～
122

大沢源逸
自治産業発達誌 402 明治25〔1892〕～

大沢広司
北海道立志編　第1巻 肖像

大沢敏雄
自治産業発達誌 886 明治24〔1891〕～

大沢保次郎
北海道人名辞書　第二版 264 オオサワヤスジロウ 明治15〔1882〕～
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【おおしま】

大志摩孫四郎
函館名士録 292 日魯漁業㈱取締役

大島喜一郎
札幌紳士録 101～102 文久3〔1863〕～
札幌之人 87（肖像87） 文久3〔1863〕～ 肖像あり
人物評論　第1編 253～258 文久3〔1863〕～
北海人物評論 127
北海道十字之光 54 肖像あり
北海道人名辞書 30 オオシマ　キイチロウ 文久3〔1863〕～
北海道立志編　第2巻 5‐66～67 文久3〔1863〕～ 肖像あり

大島金蔵
札幌紳士録 103～104 嘉永5〔1852〕～
札幌之人 89（肖像89） 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 31 寛永5〔1628〕～
北海道人名辞書　第二版 98 オオシマキンゾウ 嘉永5〔1852〕～

大島金太郎
札幌紳士録 102～103 明治4〔1871〕～
札幌之人 88（肖像88） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 31 明治4〔1871〕～

大島計太
人物覚書帳 389

大島宗太郎大島宗太郎 
北海道人名辞書 186 オオシマ ソウタロウ 明治元〔1868〕～

大島重一郎　
北海道人名辞書 455 オオシマ　ジュウイチロウ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 413～414 オオシマジュウイチロウ 明治8〔1875〕～

大島重太郎

北海道立志編　第4巻　増補訂正 73～75
明治8〔1875〕～
明治37〔1904〕

肖像（72と73の間)

大島順兵衛
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 107～109 天保12〔1841〕～ 数は第二編のもの

大島新長
自治産業発達誌 391 明治37〔1904〕～

大島孫次郎
樺太之豊原 77～78 明治11〔1878〕～ 肖像あり

大島鍜（オオシマ　キトウ、明治4〔1871〕～昭和9〔1934〕）
北海道拓殖功労者列伝 61～62 明治4〔1871〕～ 渡島国八雲町
北海道人名辞書　第二版 403 オオシマキタウ 明治4〔1871〕～

大島忠康
樺太及樺太を担う人々 30～31

大島寅吉
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人物覚書帳 564
自治産業発達誌 354～355 肖像あり
函館名士録 43～44 オオシマ　トラキチ 明治8〔1875〕～ 肖像あり、衆議院議員

大島良治 
北海道人名辞書 186 オオシマヨシハル 明治14〔1881〕～

大島六七男
北海道人名辞書　第二版 527,645 オオシマムナオ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

大島六郎
北海人物評論 73～74 肖像あり（巻頭）
北海道立志編　第1巻 121～122 肖像あり

大照徳順
現代札幌人物史 69～70 明治13〔1880〕～

大城清右衛門
自治産業発達誌 471 肖像あり

大須秀三　
北海道人名辞書 187 オオスシュウゾウ 明治20〔1887〕～

大関栄作
自治産業発達誌 351 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 431 オオセキエイサク 明治元〔1868〕～

大関信雄
北海道樺太名士大鑑 71 本文に肖像あり

大関清治
開道五十年記念北海道　再版 105 オオゼキセイジ 慶応2〔1866〕～

【おおた】

太田一夫
人物覚書帳 76

太田栄之助
樺太之留多加 15 明治11〔1878〕～ 肖像あり

太田紀
自治産業発達誌 155 明治24〔1891〕～

太田亀太郎
函館名士録 41～42 オオタ　カメタロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

太田金平
開道五十年記念北海道　再版 162 オオタカネヘエ 安政6〔1859〕～
北海道十字之光 197 肖像あり

太田駒雄
現代札幌人物史 169 明治29〔1896〕～

太田熊太郎
北海道樺太名士大鑑 16 本文に肖像あり
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太田健太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 50～51 明治4〔1871〕～ 肖像あり

太田兼太郎
樺太之留多加 78～79 明治9〔1876〕～

太田建五郎
札幌紳士録 104 明治7〔1874〕～

太田庫太郎
開道五十年記念北海道 467 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 37 オオタ クラタロウ 明治5〔1872〕～

太田虎蔵
開道五十年記念北海道　再版 387 オオタトラゾウ 慶応2〔1866〕～

太田子々松
開道五十年記念北海道 688 元治元〔1864〕～
東北海道の人物 255～256 元治元〔1864〕～ 肖像あり

太田俊賢
北海道人名辞書　第二版 264～265 オオタトシカタ 明治24〔1891〕～ 肖像あり

太田昇一郎
人物覚書帳 93～94
北海道人名辞書　第二版 643～644 オオタショウイチロウ 明治3〔1870〕～ 肖像あり

太田松次郎
北海道立志編　第2巻 3‐142～144 慶応～ 肖像あり

太田新五郎
樺太及樺太を担う人々 28～29 肖像あり
樺太人物大観 216～218 実業家

太田瑞祥
自治産業発達誌 302 明治37〔1904〕～ 肖像あり

太田政策
開道五十年記念北海道 330 安政3〔1856〕～

太田太吉
北海道人名辞書　第二版 92 オオタタキチ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

太田鎮雄
樺太及樺太を担う人々 28
樺太人物大観 272～273 新聞人

太田定衛
樺太之留多加 97～98 明治15〔1882〕～ 肖像あり

太田鉄太郎
開道五十年記念北海道　再版 565 オオタ　テツタロウ 明治16〔1883〕～

太田道之助
開道五十年記念北海道　再版 512 オオタ　ミチノスケ 文久2〔1862〕～

太田半三郎
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開道五十年記念北海道 318 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書 451 オオタ　ハンサブロウ 明治15〔1882〕～ 「大田半三郎」と表記
北海道人名辞書　第二版 402～403 オオタハンザブロウ 明治15〔1882〕～

太田繁次
北海道人名辞書　第二版 91～92 オオタシゲジ 明治23〔1890〕～

太田平六
人物覚書帳 368

太田豊治
開道五十年記念北海道　再版 565 オオタトヨジ ～明治40〔1907〕

太田万寿太
北海道発達史　第1巻 396～397 明治4〔1871〕～ 肖像46

太田紋助（オオタ　モンスケ、弘化3〔1846〕～明治25〔1892〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 64 オオタ　モンスケ
弘化3〔1846〕～
明治25〔1892〕

太田村、厚岸開拓

太田与三郎
自治産業発達誌 144

太田竜太郎
郷土を拓く人々 124～129 肖像あり

太田鐐治
最近之樺太 83～84 慶応3〔1867〕～

大 義之助大田義之助
開道五十年記念北海道 282 明治18〔1885〕～

大田資忠　
北海道人名辞書 398 オオタスケタダ 安政元〔1854〕～

大滝喜八郎　
北海道人名辞書 249～250 オオタキ　キハチロウ 明治3〔1870〕～

大滝勝蔵　
現代札幌人物史 34～36 慶応元〔1865〕～
北海道十字之光 48 肖像あり

北海道人名辞書 436～437 オオタキカツゾウ
天保2〔1831〕～
明治29〔1896〕

大滝甚太郎（オオタキ　ジンタロウ、慶応2〔1866〕～昭和15〔1940〕）
開道五十年記念北海道 441 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
札幌紳士録 100～101 慶応元〔1865〕～
札幌之人 85（肖像85） 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
人物覚書帳 162
人物評論　第1編 245～252
静浪遺稿 17～18 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 65～66 オオタキ　ジンタロウ
慶応2〔1866〕～
昭和15〔1940〕

本州経済とのパイプ役

北海道人名辞書 36 オオタキ　ジンタロウ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 98 オオタキジンタロウ 慶応元〔1865〕～

大滝友三郎
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北海開発事績　再版 768 オオタキ　トモサブロウ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 559 オオタキトモサブロウ 明治15〔1882〕～

大滝林之助
札幌之人 86（肖像86） 明治13〔1880〕～ 肖像あり
人物評論　第1編 286～290

大竹敬助
札幌紳士録 95～96 安政2〔1855〕～
人物覚書帳 51
北海道十字之光 49 肖像あり
北海道人名辞書 34～35 オオタケケイスケ 安政2〔1855〕～
北海道人名辞書　第二版 98～99 オオタケケイスケ 安政2〔1855〕～
北海道立志編　第1巻 119～121 肖像あり

大竹幸次郎
自治産業発達誌 4～5 肖像あり

大竹康造　

北海道人名辞書 540～541 オオタケコウゾウ
嘉永6〔1853〕～
明治45〔1912〕

大竹作右衛門

北海道立志編　第1巻 101～103 文政11〔1828〕～
肖像では「大竹作衛門」
と表記

大竹正雄
人物覚書帳 61

大竹多気大竹多気
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

大竹邦平　
北海道人名辞書 368 オオタケクニヘイ 明治16〔1883〕～

大嶽瑞巌
自治産業発達誌 752 明治25〔1892〕～ 肖像あり

大谷安兵衛
自治産業発達誌 381 明治7〔1874〕～ 肖像あり

大谷岩太郎
開道五十年記念北海道 530 元治元〔1864〕～
人物覚書帳 28
北海道人名辞書 367 オオタニ　イワタロウ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 309 オオタニイワジロウ 元治元〔1864〕～ 肖像あり

大谷幾蔵　
北海道人名辞書 33 オオタニイクゾウ 元治元〔1864〕～

大谷光勝
北海開発事績　再版 346～347 オオタニコウショウ 文化14〔1817〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 67～68 オオタニ　コウショウ
文化14〔1817〕～
明治27〔1894〕

本願寺道路

北海道拓殖功労者旌彰録 69～72
文化14〔1817〕～
明治27〔1894〕

肖像あり
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大谷光沢
北海開発事績　再版 347 オオタニミツサワ

北海道拓殖功労者旌彰録 609～612
寛政10〔1798〕～
明治4〔1871〕

肖像あり

大谷最
北海道人名辞書　第二版 522 オオタニサイ 明治13〔1880〕～

大谷次右工門
北海道樺太名士大鑑 68 明治27〔1894〕～ 本文に肖像あり

大谷清蔵
北海道人名辞書　第二版 592～593 オオタニセイゾウ 明治2〔1869〕～

大谷盛蔵

開道五十年記念北海道　再版 72 オオタニモリゾウ
天保8〔1837〕～
大正元〔1912〕

大谷精一
小樽区外七郡案内 162

大谷長秋
自治産業発達誌 157 明治41〔1908〕～ 肖像あり

大谷長敏
北海道人名辞書　第二版 263～264 オオタニナガトシ 明治14〔1881〕～

大谷長豊
開道五十年記念北海道 299 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり
北海道 名辞書 オオタ ガ 嘉永 〔 〕北海道人名辞書 248 オオタニナガトヨ 嘉永3〔1850〕～
北海道人名辞書　第二版 263 オオタニナガトヨ 嘉永3〔1850〕～

大谷貞七
開道五十年記念北海道　再版 73 オオタニサダシチ 明治3〔1870〕～

大谷隆一
北海道人名辞書　第二版 200～201 オオタニタカカズ 明治20〔1887〕～ 肖像あり

大津さん子
北海道医事通覧　前編 88 肖像（巻頭）

大津禅良
自治産業発達誌 306 肖像あり

大津蔵之助
開道五十年記念北海道 569 安政4〔1857〕～
東北海道の人物 25～27 安政4〔1857〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 26 安政4〔1857〕～ 肖像あり

大津滝三郎
開道五十年記念北海道 733 明治13〔1880〕～ 肖像あり

【おおつか】

大塚嘉輝
札幌之人 81（肖像81） 文久2〔1862〕～ 肖像あり
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大塚嘉久次
北海道立志編　第1巻 肖像

大塚嘉平
北海道人名辞書　第二版 92 オオツカカヘイ 明治15〔1882〕～

大塚賀久治

北海道立志編　第1巻 105～106 天保14〔1843〕～
肖像では「大塚嘉久次」
と表記

大塚巌

函館名士録 45～46,307 オオツカ　イワオ 明治15〔1882〕～
昭和7〔1932〕年太平洋
漁業監査役

北海道人名辞書 249 オオツカ　イワオ 明治15〔1882〕～

大塚国太郎
樺太及樺太を担う人々 32～33 明治14〔1881〕～

大塚守穂
北海道人名辞書　第二版 308 オオツカモリホ 肖像あり

大塚助吉
開道五十年記念北海道　再版 441～443 オオツカスケキチ 慶応2〔1866〕～ 畜産界重鎮
北海道十字之光 31 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 19 肖像あり

大塚清七
開道五十年記念北海道 284 明治13〔1880〕～ 肖像あり

大塚仙 郎大塚仙五郎
開道五十年記念北海道 635 明治9〔1876〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 30 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道十字之光 262 肖像あり

大塚代助
自治産業発達誌 448 明治4〔1871〕～ 肖像あり

大塚東陽
函館游寓名士伝 4～5

大塚徳雄
北海道人名辞書　第二版 92～93 オオツカトクオ 明治24〔1891〕～ 肖像あり

大塚磐五郎
北海之商傑 211～213 第一銀行函館支店支配
北海道人名辞書 249 オオツカ　バンゴロウ 明治7〔1874〕～

大月亀太郎
札幌紳士録 96～97 弘化2〔1845〕～
北海道人名辞書 36 オオツキ　カメタロウ 弘化2〔1845〕～
北海道人名辞書　第二版 571～572 オオツキカメタロウ 弘化2〔1845〕～

大月清三郎
北海道立志編　第2巻 5‐57～58 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

大槻修二
函館游寓名士伝 15～16
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大戸昇六
自治産業発達誌 566 明治15〔1882〕～ 肖像あり

大刀川善吉
北海之商傑 221～222 函館商業会議所副会頭

大童真澄
自治産業発達誌 175 明治7〔1874〕～

大徳要三郎
北海道人名辞書　第二版 391 オオトクヨウザブロウ 明治4〔1871〕～

大伴岳陽
北海道立志編　第2巻 3‐140～142 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

大友亀太郎（オオトモ　カメタロウ、天保5〔1834〕～明治30〔1897〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 69～70 オオトモ　カメタロウ
天保5〔1834〕～
明治30〔1897〕

大友堀

【おおにし】

大西一郎
札幌之人 78（肖像78） 明治20〔1887〕～ 肖像あり
静浪遺稿 101～103 明治20〔1887〕～
北海道人名辞書 36 オオニシイチロウ 明治20〔1887〕～

大西栄治
開道五十年記念北海道 374 安政5〔1858〕～ 肖像あり

大西吉次郎
北海道発達史　第1巻 413～415 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

大西兼吉
北海道立志編　第5巻　第二版 49～50 元治元〔1864〕～ 肖像あり

大西今太郎
自治産業発達誌 221～222 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

大西佐源太
自治産業発達誌 919

大西春夫
自治産業発達誌 597 肖像あり

大西丈太郎
自治産業発達誌 918

大西慎二
小樽の人と名勝 241～243
人物覚書帳 66～67
北海道人名辞書　第二版 210 オオニシシンジ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

大西慎二郎
北海道十字之光 74 肖像あり

大西真平
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自治産業発達誌 765 肖像あり

大西正一
現代札幌人物史 100 明治20〔1887〕～

大西正信
札幌紳士録 92～93 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 485 オオニシマサノブ 明治6〔1873〕～

大西哲雄
現代札幌人物史 262～263
北海道で成功した人々 195～204

大西敏勝
北海道人名辞書　第二版 488 オオニシトシカツ 文久2〔1862〕～

大西又五郎
自治産業発達誌 722 明治11〔1878〕～ 肖像あり

大西頼之
北海人物評論 69

大西六三郎
北海道人名辞書　第二版 469 オオニシロクサブロウ 肖像あり

【おおの】

大野九平
開道五十年記念北海道 429 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

大野三蔵　
北海開発事績　再版 626 オオノサンゾウ 安政5〔1858〕～

大野秀和
札幌之人 83（肖像83） 明治9〔1876〕～ 肖像あり
人物覚書帳 142
静浪遺稿 69～71
北海道人名辞書 186 オオノヒデカズ 明治9〔1876〕～
北海之商傑 265～266,271 オオノヒデカズ 北海道拓殖銀行第二部

大野純一
人物覚書帳 351

大野純喜
自治産業発達誌 114 明治24〔1891〕～ 肖像あり

大野順末
大泊之沿革と人物 2～4 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 34～35 明治10〔1877〕～ 肖像あり
樺太人物大観 195～204 実業家
最近之樺太 8～9
人物覚書帳 168～169

大野新造
自治産業発達誌 396 明治17〔1884〕～ 肖像あり

大野竹四郎
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北海道十字之光 192 肖像あり

大野直枝
札幌紳士録 98～99 明治8〔1875〕～

北海道人名辞書 33～34 オオノナオエ
明治8〔1875〕～
大正2〔1913〕

大野藤蔵
北海道立志編　第2巻 5‐69～71 肖像あり

大野芳蔵
北海道発達史　第1巻 403～404 安政2〔1855〕～ 肖像34

大野類太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 358～359 天保12〔1841〕～ 肖像あり

大鋸友吉
樺太及樺太を担う人々 34
樺太人物大観 255～257 明治9〔1876〕～ 実業家
樺太之豊原 254～256 明治9〔1876〕～ 肖像あり

大場鑑次郎
札幌之人 77（肖像77） 明治21〔1887〕～ 肖像あり
静浪遺稿 99～100 明治21〔1887〕～
北海道人名辞書 36～37 オオバ カンジロウ 明治21〔1887〕～

大場又二良
自治産業発達誌 124 慶応2〔1866〕～

大場与作大場与作
札幌紳士録 91～92 嘉永6〔1853〕～

大庭松斉
函館游寓名士伝 1～3

大庭清吉
自治産業発達誌 723 明治26〔1893〕～

大庭千代三
自治産業発達誌 37 明治32〔1899〕～ 肖像あり

【おおはし】

大橋安蔵
北海道発達史　第1巻 394～396 文久3〔1863〕～

大橋宇佐衛門
北海道立志編　第4巻　増補訂正 78～80 肖像（80と81の間)

大橋喜三郎
北海道立志編　第2巻 5‐55～57 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

大橋謙三
自治産業発達誌 275 明治36〔1903〕～ 肖像あり

大橋佐七
自治産業発達誌 395,926 明治16〔1883〕～
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大橋秀次
樺太及樺太を担う人々 31
樺太人物大観 212～216 実業家
樺太之豊原 71～74 明治8〔1875〕～ 肖像あり
最近之樺太 2

大橋助治郎　
北海開発事績　再版 630 オオハシ　スケジロウ 明治16〔1883〕～

大橋松次郎
北海道人名辞書　第二版 93 オオハシマツジロウ 明治12〔1879〕～

大橋織太郎
北海道立志編　第2巻 5‐168～169 文久2〔1862〕～

大橋仁吉
北海道立志編　第1巻 106～108 安政3〔1856〕～ 肖像あり

大橋千次郎
自治産業発達誌 403～404 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 93 オオハシセンジロウ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

大橋代吉
開道五十年記念北海道 609 ～明治32〔1899〕

大橋辰治
自治産業発達誌 504 明治43〔1910〕～ 肖像あり

大橋悌大橋悌
静浪遺稿 58～59
北海之商傑 278～279 第一銀行札幌支店支配

大橋伝
自治産業発達誌 170 明治44〔1911〕～ 肖像あり

大橋徳太郎
樺太及樺太を担う人々 172
樺太人物大観 246～248 実業家
自治産業発達誌 614 明治19〔1886〕～ 肖像あり
人物覚書帳 167～168

大橋敏
北海道人名辞書　第二版 93 オオハシサトシ 明治22〔1889〕～

大橋保
北海道人名辞書　第二版 93～94 オオハシタモツ 明治22〔1889〕～

大橋良太郎
樺太之留多加 33～34 明治8〔1875〕～

大畑為二郎
北海人物評論 108～109

大畑政吉
東北海道人物画伝 81 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 636～637 オオハタマサキチ 安政3〔1856〕～
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大林熊平　
北海道人名辞書 584 オオハヤシクマヘイ 明治6〔1873〕～

大原卯吉　
北海開発事績　再版 499 オオハラウキチ 明治20〔1887〕～

大原忠次郎
自治産業発達誌 435 明治33〔1900〕～ 肖像あり

大針栄蔵
北海道立志編　第4巻　増補訂正 7-71～73 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

大比良秀子
北海道医事通覧　前編 84

大房清一　
北海道人名辞書 509 オオヒラナルノリ 安政4〔1857〕～
北海道人名辞書 367 オオフサセイイチ 明治3〔1870〕～

大淵幸三
人物覚書帳 18

大淵親衛
北海道人名辞書　第二版 97 オオフチチカラ 明治19〔1886〕～

大星三松
札幌紳士録 93～94 明治7〔1874〕～

大星鶴松大星鶴松
北海道人名辞書　第二版 96 オオホシツルマツ 明治4〔1871〕～

大堀盛治
札幌之人 79（肖像79） 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 33 オオホリセイジ 寛永5〔1628〕～

大堀定成

樺太之留多加 54～55 明治26〔1893〕～
肖像あり、付録の部口絵
にもあり

大澗一郎
人物覚書帳 98

大政正雄
人物覚書帳 391

大見首太郎
自治産業発達誌 498～499 明治22〔1889〕～ 肖像あり

大溝勇
北海道人名辞書　第二版 96 オオミゾイサム 明治22〔1889〕～

大道栄蔵
開道五十年記念北海道　再版 131 オオミチエイゾウ 慶応2〔1866〕～

大道英仙
東北海道人物画伝 61 明治9〔1876〕～ 肖像あり
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大道和作　
北海道人名辞書 248～249 オオミチワサク 嘉永5〔1852〕～

大宮栄五郎
東北海道人物画伝 22 明治5〔1872〕～ 肖像あり

大宮太兵衛
東北海道人物画伝 28 明治8〔1875〕～ 肖像あり

大村丑太郎
北海道立志編　第1巻 109～110 天保11〔1840〕～ 肖像あり

大村亀太郎
北海道発達史　第1巻 393～394 明治元〔1868〕～

大村吉太郎
東北海道人物画伝 57 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 750 オオムラ　キチタロウ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 355 オオムラキチタロウ 明治15〔1882〕～

大村国豊
現代札幌人物史 114～115 肖像あり

大村正治
東北海道人物画伝 16 安政3〔1856〕～ 肖像あり

大村卓一
札幌紳士録 97～98 明治5〔1872〕～
札幌之 （肖像 ） 治 〔 〕 肖像あり札幌之人 82（肖像82） 明治5〔1872〕～ 肖像あり
静浪遺稿 116～118
北海道人名辞書 35 オオムラタクイチ 明治5〔1872〕～

大村半七　

北海道人名辞書 509～510 オオムラハンシチ
文化10〔1813〕～
明治18〔1885〕

大村由太郎
小樽区外七郡案内 47～48 肖像あり

北海道人名辞書 510 オオムラ　ヨシタロウ
安政6〔1859〕～
大正2〔1913〕

大椋善一
自治産業発達誌 443～444 明治27〔1894〕～

大森喜一郎
自治産業発達誌 930

大森源四郎
北海道立志編　第2巻 5‐59～61 安政元〔1854〕～ 肖像あり

大森鎮平
大泊之沿革と人物 25～26 肖像あり

大森徳次郎
開道五十年記念北海道 285 明治元〔1868〕～ 肖像あり
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大森六之助
北海道十字之光 167 肖像あり

大家吉平
北海道立志編　第3巻 274～276 天保12〔1841〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 338～339 天保12〔1841〕～ 肖像（336と337の間）

大屋常次郎
北海道発達史　第1巻 399～400 明治5〔1872〕～ 肖像49

大矢鹿蔵　
北海道人名辞書 186～187 オオヤシカゾウ 安政4〔1857〕～

大矢貢　
北海道人名辞書 31～32 オオヤ　ミツグ 元治元〔1864〕～

大矢四郎
札幌紳士録 100 明治11〔1878〕～
札幌之人 84（肖像84） 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 32 オオヤシロウ 明治11〔1878〕～

大矢寅次
北海道十字之光 199

大山栄蔵
開道五十年記念北海道 305 明治10〔1877〕～ 肖像あり

大山円助
自治産業発達誌 257～258 明治32〔1899〕～ 肖像あり

大山覚一
函館名士録 49 オオヤマ　カクイチ 明治30〔1897〕～ 肖像あり

大山岩美
北海道人名辞書　第二版 308 オオヤマイワミ 明治32〔1899〕～

大山五郎
北海之商傑 93 北洋漁業㈱本社取締役

大山重武
北海道畜産功労者写真帖 21 肖像あり

大山登
北海道人名辞書　第二版 200 オオヤマノボル 明治9〔1876〕～ 肖像あり

大山黙笑
人物覚書帳 150～151

大類哲夫
人物覚書帳 19

大和田近之進
北海人物評論 41～42

大和田三竿
札幌紳士録 94～95 明治9〔1876〕～
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大和田誠寿
北海道人名辞書　第二版 264 オオワダセイジュ 明治18〔1885〕～

【お／か行】

岡伊之助
北海道立志編　第3巻 122～125 肖像あり

岡鹿門
函館游寓名士伝 9～13

岡喜一郎
北海道立志編　第2巻 3‐138～140 安政6〔1859〕～ 肖像あり

岡久雄
現代札幌人物史 199 明治20〔1887〕～
北海開発事績　再版 458 オカ　ヒサオ 明治20〔1887〕～
北海道人名辞書　第二版 39 オカヒサオ 明治20〔1887〕～

岡佐平
北海道十字之光 48 肖像あり

岡三蔵
札幌紳士録 105～106 慶応2〔1866〕～
札幌之人 91（肖像91） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 172～173 オカ サンゾウ 慶応2〔1866〕～

岡正雄
札幌紳士録 105 明治15〔1882〕～
札幌之人 90（肖像90） 明治15〔1882〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 173 オカ マサオ 明治15〔1882〕～

岡七郎兵衛　
北海道人名辞書 358～359 オカ　シチロウベエ 嘉永3〔1850〕～

岡千賀次
自治産業発達誌 234～235 明治15〔1882〕～ 肖像あり

岡統一
自治産業発達誌 239 明治25〔1892〕～

岡猶吉
開道五十年記念北海道 717 安政2〔1855〕～
北海道立志編　第3巻 418～419 安政2〔1855〕～

岡理右衛門
北海道人名辞書　第二版 485 オカリウエモン 慶応3〔1867〕～

岡井捷美
樺太及樺太を担う人々 32
樺太人物大観 101～104 町村長

【おかざき】

岡崎恵真　
北海道人名辞書 174 オカザキケイシン 万延元〔1860〕～
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岡崎謙
小樽の人と名勝 231～233 明治10〔1877〕～
小樽区外七郡案内 129 明治8〔1875〕～
人物覚書帳 526～528 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 200 オカザキケン 明治10〔1877〕～ 肖像あり

岡崎元雄
小樽の人と名勝 234～235
人物覚書帳 164
北海道人名辞書 231 オカザキモトオ 明治7〔1874〕～

岡崎今雄
人物覚書帳 108

岡崎清直
北海道人名辞書　第二版 330 オカザキキヨナオ 明治23〔1890〕～

岡崎善重郎
北海道人名辞書　第二版 40 オカザキゼンジュウロウ 明治26〔1893〕～

岡崎長吉　
北海開発事績　再版 772 オカザキチョウキチ 明治6〔1873〕～

岡崎美登留
自治産業発達誌 892 明治34〔1901〕～

岡崎文吉（オカザキ　　ブンキチ、明治5〔1872〕～昭和20〔1945〕）
札幌紳士録 107～108 明治5〔1872〕～
札幌之人 93（肖像93） 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道 名辞書 オカザキブ キ 治 〔 〕北海道人名辞書 174 オカザキブンキチ 明治5〔1872〕～

岡崎豊吉　
北海開発事績　再版 712～713 オカザキトヨキチ 文久3〔1863〕～

岡崎豊三郎　
北海開発事績　再版 713 オカザキ　トヨサブロウ

小笠原安太郎
自治産業発達誌 791

小笠原栄治
現代札幌人物史 312～313 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書　第二版 37 オガサワラエイジ 明治13〔1880〕～

小笠原音次郎
北海道十字之光 100 肖像あり

小笠原金次郎
開道五十年記念北海道 279 肖像あり

小笠原秀雄
函館名士録 293 日魯漁業㈱人事課長

小笠原純一
北海人物評論 123

小笠原清治　

122 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

北海開発事績　再版 535 オガサワラ　セイジ 明治12〔1879〕～

小笠原惣吉
北海道発達史　第1巻 409～410 文久3〔1863〕～ 肖像48

小笠原辰治
小樽の人と名勝 238～240 明治元〔1868〕～
北海人物評論 80～81
北海道医事通覧　前編 55 肖像あり

岡島勘右衛門
北海道人名辞書 359 オカジマ　カンウエモン 嘉永4〔1851〕～

岡島吉次郎
北海道発達史　第1巻 404～405 安政6〔1859〕～ 肖像52

岡島元治郎
小樽の人と名勝 245～246 明治21〔1887〕～

岡島宗平
北海道発達史　第1巻 405 明治18〔1885〕～

【おかだ】

岡田伊太郎（オカダ　イタロウ、明治10〔1877〕～昭和36〔1961〕）
人物覚書帳 562 肖像あり
静浪遺稿 93～94 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 3　肖像 代議士
北海道人名辞書 397～398 オカダ　イタロウ 明治10〔1877〕～
北海道 名辞書 第 版 オカダ タ ウ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 371 オカダイタロウ 明治10〔1877〕～

岡田伊之助
開道五十年記念北海道 642 明治8〔1875〕～ 肖像あり
東北海道の人物 89～91 明治8〔1875〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 67 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 745 オカダ　イノスケ 明治8〔1875〕～

岡田栄五郎
人物覚書帳 167

岡田喜十郎
最近之樺太 21～22 明治13〔1880〕～ 肖像あり

岡田久楠
北海道人名辞書　第二版 38～39 オカダキュウナン 明治17〔1884〕～

岡田琴湖
小樽の人と名勝 187～189

岡田金作
開道五十年記念北海道 346 弘化2〔1845〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 487～488 オカダキンサク

岡田熊太郎
東北海道人物画伝 9 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 617 オカダ　クマタロウ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 568 オカダクマタロウ 元治元〔1864〕～
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岡田健蔵（オカダ　ケンゾウ、明治16〔1883〕～昭和19〔1944〕）
人物覚書帳 36
函館名士録 58～60 オカダ　ケンゾウ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 71～72 オカダ　ケンゾウ
明治16〔1883〕～
昭和19〔1944〕

函館図書館設立

岡田元八
現代札幌人物史 329～330 明治12〔1879〕～

岡田虎次
北海道人名辞書　第二版 38 オカダトラジ 明治9〔1876〕～

岡田幸三　
北海開発事績　再版 513 オカダコウゾウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書 173 オカダコウゾウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 37～38 オカダコウゾウ 明治元〔1868〕～

岡田幸助
自治産業発達誌 919～920
函館名士録 55～57 オカダ　コウスケ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

岡田佐市
自治産業発達誌 557 明治15〔1882〕～ 肖像あり

岡田佐助
北海人物評論 66～67 嘉永6〔1853〕～
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 57～60 嘉永6〔1853〕～ 数は第一編のもの

治岡田三治
自治産業発達誌 58 明治17〔1884〕～ 肖像あり

岡田市松
小樽の人と名勝 233～234 明治6〔1873〕～
人物覚書帳 21～22,418
北海道人名辞書 232 オカダイチマツ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 199 オカダイチマツ 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 3‐134～135 明治6〔1873〕～

岡田重次郎
人物覚書帳 359,505～506

岡田春夫
人物覚書帳 566～567

岡田信
人物覚書帳 177,484～486

岡田政雄
自治産業発達誌 438 明治35〔1902〕～

岡田辰次郎
北海道十字之光 200

岡田忠著
現代札幌人物史 99～100 明治29〔1896〕～
人物覚書帳 102～103
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北海道人名辞書　第二版 38 オカダタダアキ 明治3〔1870〕～ 肖像あり

岡田直次郎
自治産業発達誌 593 明治29〔1896〕～ 肖像あり

岡田鶴峰
現代札幌人物史 190～191 肖像あり

岡田藤市郎
北海道十字之光 61

岡田博
北海人物評論 50

岡田八市郎
大泊之沿革と人物 60～61 明治8〔1875〕～ 肖像あり

岡田八十次
北海人物評論 44

岡田普理衛（オカダ　フリエ、安政6〔1859〕～昭和22〔1947〕）
北海開発事績　再版 347 オカダ　フリエ 安政6〔1859〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 181～182 オカダ　フリエ
安政6〔1859〕～
昭和22〔1947〕

フランス人、当別トラピス
ト創業

北海道拓殖功労者旌彰録 447～451 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 25 肖像あり

岡田文次
樺太人物大観 16～20 歴代長官

岡田平吉
東北海道人物画伝 46 肖像あり

岡田保城
北海道人名辞書　第二版 553 オカダヤスシロ 慶応2〔1866〕～

岡田弥三右衛門
小樽の人と名勝 20～23
北海開発事績　再版 347 オガタ　ヤソウエモン ～大正2〔1913〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 73～74 オガタ　ヤザエモン
天正元〔1573〕～
大正2〔1913〕

10代目、小樽場所の開
発

北海道拓殖功労者旌彰録 495～498 ～慶安3〔1650〕

岡田勇作
北海道立志編　第2巻 3‐125～127 文政2〔1819〕～ 肖像あり

岡田利次
樺太及樺太を担う人々 180

岡田廉平
開道五十年記念北海道　再版 484 オカダレンヘイ 明治11〔1878〕～
北海道畜産功労者写真帖 23 肖像あり

緒方秋来
北海道立志編　第5巻　第二版 57～58 万延元〔1860〕～ 肖像あり

尾形正夫
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自治産業発達誌 168 明治37〔1904〕～

尾形碧（オガタ　ミドリ、生没年不詳）
北海人物評論 106
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

岡野啓朔
大泊之沿革と人物 137～138 安政6〔1859〕～ 肖像あり（巻頭）
樺太及樺太を担う人々 30 肖像あり

岡野孝治郎
北海道人名辞書　第二版 449 オカノコウジロウ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

岡野高麿
北海道人名辞書　第二版 402 オカノタカマロ 慶応3〔1867〕～

岡野豪夫
函館名士録 312 帝国電力㈱監査役

岡野貞夫
樺太及樺太を担う人々 164 明治32〔1899〕～ 肖像あり

岡野末男
札幌之人 92（肖像92） 明治12〔1879〕～ 肖像あり

人物覚書帳
13～14,359～
360

静浪遺稿 64～66
北海道人名辞書　第二版 40 オカノスイオ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

野隆麿岡野隆麿　
北海道人名辞書 453 オカノタカマロ 慶応3〔1867〕～

岡野懿
樺太及樺太を担う人々 31～32 明治24〔1891〕～

岡部栄吉
北海道人名辞書　第二版 238～239 オカベエイキチ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

岡部外世吉
北海人物評論 131

岡部金吾
北海道十字之光 256 肖像あり

岡部五郎
開道五十年記念北海道 324 明治15〔1882〕～
自治産業発達誌 808 明治15〔1882〕～

岡部四郎
北海道人名辞書　第二版 329 オカベシロウ 明治19〔1886〕～

岡部長太郎
自治産業発達誌 125～126 明治8〔1875〕～

岡部貞三郎
東北海道の人物 101～103 明治15〔1882〕～
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岡部貞治
北海道立志編　第5巻　第二版 351～352 明治15〔1882〕～ 肖像あり（岡部貞次）

岡部徹兵
東北海道の人物 103～195 明治23〔1890〕～

岡部福太郎
開道五十年記念北海道　再版 378 オカベ　フクタロウ 元治元〔1864〕～
北海道十字之光 161 肖像あり
北海道人名辞書 580 オカベ　フクタロウ 元治元〔1864〕～

岡部弥策
北海道人名辞書　第二版 198～199 オカベヤサク 明治13〔1880〕～

岡村三治
現代札幌人物史 175～176 文久3〔1863〕～
札幌紳士録 106～107 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書 173～174 オカムラミツハル 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 39 オカムラミツハル 文久3〔1863〕～

岡村鹿太郎
北海道発達史　第1巻 410～411 明治元〔1868〕～ 肖像47

岡村重雄
現代札幌人物史 210～211 明治22〔1889〕～ 肖像あり

岡村小三郎
開道五十年記念北海道 275 文政9〔1826〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 3‐123～125 文政9〔1826〕～ 肖像128と129の間

岡村小太郎
北海道十字之光 224 肖像あり

岡村信雄
北海道人名辞書　第二版 39 オカムラノブオ 明治16〔1883〕～

岡村静雄
開道五十年記念北海道　再版 70～71 オカムラシズオ 嘉永元〔1848〕～

岡村藤治
開道五十年記念北海道 218 安政5〔1858〕～ 肖像あり
函館名士録 331 函館無盡㈱取締役
北海道人名辞書 358 オカムラトウジ 安政5〔1858〕～
北海道立志編　第2巻 5‐223～225 安政5〔1858〕～ 肖像224と225の間

岡村梅蔵
大泊之沿革と人物 59～60

岡村富蔵
北海道立志編　第4巻　増補訂正 328～329 明治3〔1870〕～ 肖像（328と329の間）

岡村文四郎（オカムラ　ブンシロウ、明治23〔1890〕～昭和43〔1968〕）
自治産業発達誌 414,896 明治22〔1889〕～ 肖像あり

【おかもと】

岡本一之助
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北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 386 オカモト　カズノスケ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 300 オカモトイチノスケ 明治元〔1868〕～

岡本栄三郎

函館名士録 53～54,316 オカモト　エイザブロウ 明治21〔1887〕～
肖像あり、函館製網船具
㈱取締役支配人

北海道人名辞書　第二版 40 オカモトエイサブロウ 明治21〔1887〕～

岡本幹輔
静浪遺稿 115～116 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 52 明治18〔1885〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 329 オカモトカンスケ 明治18〔1885〕～

岡本監輔（オカモト　ケンスケ、天保10〔1839〕～明治37〔1904〕）

北の先覚　改訂版 145～157
天保10〔1839〕～
明治37〔1904〕

北海開発事績　再版 347～348 オカモトカンスケ
天保10〔1839〕～
明治37〔1904〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 75～76 オカモト　ケンスケ
天保10〔1839〕～
明治37〔1904〕

北方警備の必要性を説く

北海道拓殖功労者旌彰録 629～634
天保10〔1839〕～
明治37〔1904〕

岡本暁
樺太及樺太を担う人々 29～30 明治20〔1887〕～
人物覚書帳 166～167

岡本幸信
自治産業発達誌 治 〔 〕自治産業発達誌 898 明治24〔1891〕～

岡本康太郎
開道五十年記念北海道 189 明治7〔1874〕～ 肖像あり

函館名士録
50～
52,307,316,33
0

オカモト　コウタロウ 明治7〔1874〕～

肖像あり、函館商工会議
所会頭、昭和7〔1932〕年
太平洋漁業社長、函館
製網船具㈱社長、北日
本油脂工業㈱取締役

北海道開拓功労者関係資料集録　上 77 オカモト　コウタロウ
明治7〔1874〕～
昭和29〔1954〕

アミラン漁網の開発

北海道人名辞書 357～358 オカモト　コウタロウ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 240～241 オカモトコウタロウ 明治7〔1874〕～
北海道立志編　第2巻 4‐123～124 明治7〔1874〕～ 肖像120と121の間

北海之商傑 48～57 明治7〔1874〕～
函館製網船具㈱末富氏
併記

岡本才次郎
開道五十年記念北海道　再版 177 オカモト　サイジロウ 明治14〔1881〕～

岡本実
樺太之豊原 76～77 明治24〔1891〕～ 肖像あり

岡本昌喜
樺太之豊原 132～133

岡本松次
北海道人名辞書　第二版 459 オカモトマツジ 文久元〔1861〕～

128 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

岡本政道
北海道十字之光 205 肖像あり

岡本善蔵
現代札幌人物史 340～341 明治14〔1881〕～

岡本達三
東北海道の人物 93～95 明治14〔1881〕～

岡本辰之輔
小樽の人と名勝 237～238 明治13〔1880〕～

岡本忠蔵

函館市功労者小伝 58
安政4〔1857〕～
昭和6〔1931〕

肖像あり

北海道人名辞書 357 オカモトチュウゾウ 安政4〔1857〕～
北海道人名辞書　第二版 240 オカモトチュウゾウ 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第2巻 5‐132～134 安政4〔1857〕～ 肖像128と129の間

北海之商傑 207,227～228 オカモトチュウゾウ
函館船渠会社取締役、
函館商業会議所会頭

岡本猪千代
東北海道の人物 25～27 明治14〔1881〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 537 オカモトイノチヨ 明治14〔1881〕～

岡本佃
東北海道の人物 95～97 明治11〔1878〕～

本鶴松岡本鶴松
北海道十字之光 112 肖像あり

岡本提太郎
北海道人名辞書　第二版 199 オカモトテイタロウ 明治6〔1873〕～

岡本唐太郎
北海道十字之光 29 肖像あり

岡本篤太郎
北海道発達史　第1巻 398～399 安政5〔1858〕～ 肖像巻頭わ
北海道立志編　第5巻　第二版 45～46 安政5〔1858〕～

岡本半次郎（オカモト　ハンジロウ、明治15〔1882〕～昭和35〔1960〕）
札幌紳士録 108 明治15〔1882〕～
札幌之人 94（肖像94） 明治15〔1882〕～ 肖像あり

岡本繁雄　
北海開発事績　再版 508 オカモトシゲオ 明治9〔1876〕～

岡本芳五郎
開道五十年記念北海道 704～705 天保9〔1838〕～ 肖像あり
北海道十字之光 22 肖像あり
北海道立志編　第3巻 420～422 肖像あり

岡本与三八
北海道人名辞書　第二版 239 オカモトヨサハチ 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
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岡山英次郎
最近之樺太 肖像（巻頭） 泊居町評議員

岡山峰吉　
開道五十年記念北海道　再版 240～241 オカヤマミネキチ 明治4〔1871〕～ 大野町果樹者
北海道人名辞書 426 オカヤマミネキチ 明治4〔1871〕～

【おがわ】

小川濬治
東北海道の人物 12～14 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 599 オガワシュンジ 明治18〔1885〕～

小川喜三郎
北海人物評論 76

小川輝国
開道五十年記念北海道 564 明治4〔1871〕～ 肖像あり

小川錦一
樺太人物大観 290～293 町村会議員

小川権平
北海道発達史　第1巻 417～418 嘉永3〔1850〕～ 肖像53

小川幸太郎
札幌紳士録 85 明治5〔1872〕～
札幌之人 72（肖像72） 明治5〔1872〕～ 肖像あり
小樽の人と名勝 75～77 明治5〔1872〕～
北海道 名辞書 オガ ウタ ウ 治 〔 〕北海道人名辞書 169 オガワ コウタロウ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 300 オガワコウタロウ 明治5〔1872〕～ 肖像あり

小川幸兵衛　
北海道人名辞書 359 オガワ　コウベエ 弘化2〔1845〕～

小川晃邦
北海道人名辞書　第二版 567～568 オガワテルクニ 明治2〔1869〕～

小川佐喜治　
北海開発事績　再版 470 オガワ　サキジ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 34～35 オガワサキジ 慶応元〔1865〕～

小川佐助
開道五十年記念北海道 284 明治4〔1871〕～ 肖像あり

小川四郎
自治産業発達誌 808～809 明治36〔1903〕～ 肖像あり

小川助次郎
開道五十年記念北海道 316 万延元〔1860〕～
北海道人名辞書 453 オガワ　スケジロウ 元治元〔1864〕～

小川勝治
北海道発達史　第1巻 406～407 明治2〔1869〕～ 肖像50

小川信次　
北海道人名辞書 360 オガワシンジ 明治14〔1881〕～

130 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

小川千里
小樽区外七郡案内 221～222 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 231 オガワチサト 明治5〔1872〕～

小川善一
自治産業発達誌 542 明治30〔1897〕～

小川全次　
北海道人名辞書 230～231 オガワゼンジ 嘉永6〔1853〕～

小川宅治
自治産業発達誌 200～201 明治12〔1879〕～ 肖像あり

小川忠之助　
北海道人名辞書 168～169 オガワ チュウノスケ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 34 オガワタダノスケ 慶応3〔1867〕～

小川長之助
開道五十年記念北海道 268 肖像あり

北海道立志編　第2巻 5‐169～171
天保2〔1831〕～
明治33〔1900〕

肖像168と169の間

小川直吉　
北海開発事績　再版 520 オガワナオキチ 安政4〔1857〕～

小川徹竜　
北海道人名辞書 359～360 オガワ　テツリュウ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 241 オガワテツリュウ 慶応3〔1867〕～

小川桃太郎
自治産業発達誌 455～456 明治6〔1873〕～ 肖像あり

小川藤松
北海道人名辞書　第二版 35～36 オガワフジマツ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

小川徳吉
札幌之人 71（肖像71） 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 35 オガワトクキチ 明治3〔1870〕～

小川二郎（オガワ　ジロウ、明治3〔1870）～昭和31〔1956〕）
札幌紳士録 84～85 明治3〔1870〕～
北海人物評論 127 興農園を創立

北海道開拓功労者関係資料集録　上 78～79 オガワ　ジロウ
明治3〔1870〕～
昭和31〔1956〕

五番館の基礎をつくる

北海道人名辞書 169～170 オガワジロウ 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 35 オガワジロウ 明治3〔1870〕～

小川冨吉
東北海道人物画伝 7 明治4〔1871〕～ 肖像あり

小川溥
開道五十年記念北海道 549 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 208～209 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

小川武右衛門
北海道立志編　第1巻 108～109 嘉永2〔1849〕～ 肖像100と101の間
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小川弥四郎

函館名士録 39～40,318 オガワ　ヤシロウ 明治21〔1887〕～
肖像あり、函館水産販売
㈱監査役

北海道人名辞書 360 オガワ　ヤシロウ
弘化3〔1846〕～
大正3〔1914〕

小川柳太郎
小樽区実業家百撰立志編 174～175 天保14〔1843〕～
北海人物評論 75～76

小川林之右衛門
開道五十年記念北海道 320 明治15〔1882〕～

岡和田仁太郎
北海道発達史　第1巻 407～409 安政3〔1856〕～ 肖像51
北海道立志編　第5巻　第二版 355～356 安政3〔1856〕～ 肖像あり

小川原政信（オガワラ　マサノブ、明治15〔1882〕～昭和28〔1953〕）
北海道人名辞書　第二版 436 オガワハラマサノブ 明治15〔1882〕～

小河原貞治
北海道人名辞書　第二版 398～399 オガワラテイジ 明治26〔1893〕～ 肖像あり

沖伊三郎
函館名士録 318 函館水産販売㈱監査役

荻丹栄
東北海道の人物 21～23 明治20〔1887〕～ 肖像あり
北海道 名辞書 第 版 オギタ 治 〔 〕 肖像あり北海道人名辞書　第二版 538 オギタンエイ 明治20〔1887〕～ 肖像あり

沖垣寛（オキガキ　ヒロシ、明治26〔1893〕～昭和44〔1969〕）
人物覚書帳 116～117

沖島鎌三
樺太及樺太を担う人々 27～28
樺太人物大観 263～269 新聞人
樺太之豊原 74～76 肖像あり

沖津熊次郎
北海道人名辞書　第二版 97 オキツクマジロウ 明治13〔1880〕～

興津憲一郎
現代札幌人物史 261～262 肖像あり

興津寅亮
北海道立志編　第4巻　増補訂正 185～187 嘉永2〔1849〕～ 肖像（184と185の間)

沖永清三郎 　
北海開発事績　再版 534 オキナガ　セイサブロウ

翁家さん馬
人物覚書帳 39 八代目

荻野豊次郎
自治産業発達誌 613 肖像あり
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沖原林介
北海道立志編　第5巻　第二版 350～351 明治7〔1874〕～ 肖像あり

興村吉五郎 
北海道人名辞書 250 オキムラ　キチゴロウ 安政5〔1858〕～

荻原明　
北海道人名辞書 250 オグワラ　アキラ 明治20〔1887〕～

荻原茂
人物覚書帳 155～156

奥九一
自治産業発達誌 406 明治20〔1887〕～

奥井直吉
北海道人名辞書　第二版 496 オクイナオキチ 明治3〔1870〕～

奥泉安太郎
札幌紳士録 108～109 明治6〔1873〕～
札幌之人 95（肖像95） 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 29 オクイズミ　ヤスタロウ 明治6〔1873〕～

奥角智現

北海道立志編　第1巻 103～105 弘化2〔1845〕～
肖像では「奥住智現」と
表記

【おくだ】

奥 奥太郎奥田奥太郎　
北海道人名辞書 250 オクダ　オクタロウ 慶応2〔1866〕～

奥田乙松
自治産業発達誌 484～485 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 45 明治12〔1879〕～ 本文に肖像あり

奥田久馬太
札幌紳士録 109～110 嘉永4〔1851〕～

奥田熊太郎
北海道十字之光 222 肖像あり

奥田佐兵衛
北海道立志編　第4巻　増補訂正 80～82 肖像（80と81の間)

奥田惣兵衛
開道五十年記念北海道　再版 411 オクダ　ソウベエ 明治3〔1870〕～

奥田千春（オクダ　チハル、明治元〔1868〕～昭和24〔1949〕）
郷土を拓く人々 60～67 明治元〔1868〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 80～81 オクダ　チハル
明治元〔1868〕～
昭和24〔1949〕

旭川市長

北海道人名辞書 366～367 オクダチハル 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第1巻 116～117 100と101の間

奥田藤松
北海道十字之光 264 肖像あり
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奥田平蔵
東北海道人物画伝 55 明治5〔1872〕～ 肖像あり

奥田祐安
現代札幌人物史 158～159 肖像あり
札幌之人 96（肖像96） 明治14〔1881〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 430～431 オクダユウヤス 明治14〔1881〕～
北海道医事通覧　前編 40 肖像あり
北海道人名辞書 29～30 オクダスケヤス 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書　第二版 95 オクダスケヤス 明治14〔1881〕～

奥田良平
札幌紳士録 110～111 嘉永5〔1852〕～
北海開発事績　再版 430 オクダリョウヘイ 嘉永5〔1852〕～
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 29 オクダリョウヘイ 寛永5〔1628〕～
北海道立志編　第2巻 5‐67～69 肖像64と65の間

奥田懋
小樽の人と名勝 244～245 明治7〔1874〕～
北海人物評論 131～132
北海道人名辞書 185 オクダ ツトム 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 199～200 オクダツトム 明治7〔1874〕～

奥平義行
樺太及樺太を担う人々 32 明治30〔1897〕～

奥谷甚吉
樽 と名勝 治 〔 〕小樽の人と名勝 243～244 明治18〔1885〕～

人物覚書帳 113

奥寺松蔵　
北海道人名辞書 508～509 オクデラマツゾウ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 59～60 明治元〔1868〕～ 肖像あり

奥寺徳太郎
開道五十年記念北海道　再版 305～306 オクデラ　トクタロウ 慶応元〔1865〕～ 余市大漁業家
北海道人名辞書 509 オクデラトクタロウ 慶応元〔1865〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 52～54 慶応元〔1865〕～

奥寺由蔵　
北海道人名辞書 509 オクデラヨシゾウ

奥長源蔵
自治産業発達誌 141～142 明治35〔1902〕～

奥野治郎右衛門
北海道発達史　第1巻 400～402 明治4〔1871〕～

奥野小四郎
開道五十年記念北海道 559 安政4〔1857〕～ 肖像あり
東北海道の人物 27～29 明治13〔1880〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 13 安政4〔1857〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 678 オクノ　コシロウ 明治13〔1880〕～
北海道十字之光 232 肖像あり
北海道人名辞書 612 オクノ　コシロウ 安政4〔1857〕～
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北海道人名辞書　第二版 572 オクノコシロウ 明治13〔1880〕～
北海道畜産功労者写真帖 27 肖像あり
北海道発達史　第1巻 150～153 安政4〔1857〕～ 肖像50

奥野長四郎
樺太人物大観 314～317 町村会議員

奥野定八
人物覚書帳 416～417

奥原晴翠
函館游寓名士伝 24～25

奥平敬太郎
開道五十年記念北海道　再版 334～335 オクダイラ　ケイタロウ 明治4〔1871〕～
北海道立志編　第1巻 肖像 100と101の間

奥平剛三
自治産業発達誌 268 明治9〔1876〕～

奥平貞貫
北海道立志編　第1巻 110～112 明治4〔1871〕～ 100と101の間

小熊捍（オグマ　カン、明治18〔1885〕～昭和46〔1971〕）
北海道人名辞書　第二版 37 オグマタケシ 明治18〔1885〕～

小熊幸一郎（オグマ　コウイチロウ、慶応2〔1866〕～昭和27〔1952〕）
開道五十年記念北海道 144～145,265 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
人物覚書帳 171

肖像あり 館 老

函館名士録
32～
34,316,318,33
0

オグマ　コウイチロウ 慶応2〔1866〕～

肖像あり、函館の元老、
函館製網船具㈱取締
役、函館水産販売㈱相
談役、北日本油脂工業

北海道十字之光 12 肖像あり
北海道人名辞書 360～361 オグマ　コウイチロウ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 236 オグマコウイチロウ 慶応2〔1866〕～
北海道立志編　第2巻 5‐52～53 慶応2〔1866〕～ 肖像48と49の間

北海之商傑 33～46,221 慶応2〔1866〕～
㈱小熊商店、中浜倉庫、
弁天倉庫

小熊幸吉
北海道立志編　第2巻 5‐53～55 天保7〔1836〕～ 肖像56と57の間

小熊幸四郎
札幌紳士録 266～267 安政5〔1858〕～ 肖像巻頭

小熊小五郎
函館名士録 37～38 オグマ　コゴロウ 明治27〔1894〕～ 肖像あり

小熊信一郎
函館名士録 35～36 オグマ　シンイチロウ 明治28〔1895〕～ 肖像あり

小熊新三郎
北海道人名辞書　第二版 237 オグマシンザブロウ 明治21〔1887〕～

小熊豊治
人物覚書帳 372
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【おくむら】

奥村伊兵衛
北海道立志編　第1巻 113～114 天保11〔1840〕～ 100と101の間

奥村円洵
北海道人名辞書　第二版 90～91 オクムラエンジュン 明治15〔1882〕～

奥村季吉
北海道人名辞書　第二版 91 オクムラスエキチ 明治18〔1885〕～

奥村紀雄
北海道医事通覧　前編 35 明治10〔1877〕～ 肖像（巻頭）

奥村求
開道五十年記念北海道　再版 356 オクムラ　モト 明治23〔1890〕～

奥村健治
開道五十年記念北海道 486 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書 564 オクムラケンジ 明治元〔1868〕～

奥村芝三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 341～342 明治9〔1876〕～ 肖像あり

奥村重太郎
北海道人名辞書　第二版 91 オクムラジュウタロウ 明治2〔1869〕～

奥村順司
物覚書帳人物覚書帳 52

奥村助市
自治産業発達誌 55 明治24〔1891〕～ 肖像あり

奥村数次郎
北海人物評論 28
北海道人名辞書 185 オクムラ カズジロウ 明治元〔1868〕～

奥村又雄
人物覚書帳 9
函館名士録 328 北海道漁業缶詰㈱監査

奥山角三
現代札幌人物史 66～67 明治元〔1868〕～
札幌紳士録 111～113 元治元〔1864〕～
北海人物評論 86
北海人物評論 86 肖像あり
北海道十字之光 59 肖像あり
北海道人名辞書 30 オクヤマカクゾウ 元治元〔1864〕～

奥山喜代太郎
北海道立志編　第1巻 118～119 100と101の間

奥山啓
北海道人名辞書　第二版 95 オクヤマヒラク 明治11〔1878〕～

奥山賢蔵
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最近之樺太 肖像（巻頭）

奥山清左衛門
北海人物評論 89 文化13〔1842〕～ 肖像あり

奥山富作
小樽区外七郡案内 130 肖像あり
北海道十字之光 39 肖像あり

奥山万蔵
自治産業発達誌 251 明治24〔1891〕～ 肖像あり

奥山朗々
樺太人物大観 258～260 民間の異彩

小倉寛由
自治産業発達誌 755～756 明治15〔1882〕～

小倉源市
自治産業発達誌 779～780 明治39〔1906〕～ 肖像あり

小倉源次郎
開道五十年記念北海道　再版 301 オグラ　ゲンジロウ 慶応3〔1867〕～
後志國要覧 221 慶応2〔1866〕～

小倉広吉　
北海道人名辞書 231 オグラヒロキチ 明治3〔1870〕～

小倉鉀太郎
札幌紳 録 慶応 〔 〕札幌紳士録 88 慶応2〔1866〕～
札幌之人 74（肖像74） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 171 オグラ コウタロウ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 36 オクラコウタロウ 慶応元〔1865〕～

小倉俊丈
大泊之沿革と人物 17～18 明治元〔1868〕～ 肖像あり
最近之樺太 肖像（巻頭） 楠渓寺住職

小倉春之助
現代札幌人物史 238～239 明治10〔1877〕～

小倉春野
自治産業発達誌 549 明治27〔1894〕～

尾倉伊作　
北海道人名辞書 187 オクライサク 明治5〔1872〕～

小栗松三郎

北海之商傑 257
小栗合資会社小樽支店
業務担当

小栗富蔵
開道五十年記念北海道 413 安政元〔1854〕～ 肖像あり
小樽区外七郡案内 75～76 肖像あり
北海道人名辞書 517～518 オグリトミゾウ 安政元〔1854〕～

小黒嘉右衛門
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開道五十年記念北海道 308～309 ～明治45〔1912〕 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 409～410 オグロカエモン 慶応3〔1867〕～

北海道立志編　第4巻　増補訂正 75～78
3代目、4代目（同名）の
肖像（76と77の間)、ナヨ
子（祖母とある）の肖像も

小黒喜三治
開道五十年記念北海道 605 ～明治38〔1905〕 肖像あり
北海人物評論 69～70

小黒市蔵
小樽区外七郡案内 17～20 肖像あり
後志國要覧 148 明治18〔1885〕～ 肖像(中間頁)

小黒浜蔵
後志國要覧 147 安政3〔1856〕～ 肖像(中間頁)
北海道立志編　第1巻 115～116 安政3〔1856〕～ 100と101の間

開道五十年記念北海道　再版 309～310 オグロハマゾウ
明治16〔1883〕～
大正9〔1920〕

桶正義

函館名士録 67～68,331 オケ　マサヨシ 慶応3〔1867〕～
肖像あり、函館無盡㈱専
務

人物覚書帳
159～161,343
～344

北海道人名辞書　第二版 238 オケマサヨシ 慶応3〔1867〕～

長得一
現代札幌人物史 320 明治35〔1902〕～

尾阪戒運　
北海道人名辞書 450 オサカカイウン 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 389 オサカカイウン 明治4〔1871〕～

【おざき】

尾崎〔キン？〕四郎（〔キン？〕は金へんに山＋斥）
北海道立志編　第5巻　第二版 339～340 明治2〔1869〕～ 肖像あり

尾崎三五
人物覚書帳 146～147

尾崎信智　
北海道人名辞書 387 オザキノブトモ 安政3〔1856〕～

尾崎天風
人物覚書帳 570

尾崎洞五郎
郷土を拓く人々 198～200 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 348～349 安政3〔1856〕～

尾崎伴治
北海道人名辞書　第二版 40～41 オサキハンジ 明治12〔1879〕～

尾崎文英
現代札幌人物史 330～331 肖像あり
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北海開発事績　再版 498 オザキブンエイ 明治6〔1873〕～

尾崎勇
自治産業発達誌 769～770 明治34〔1901〕～

尾崎勇次郎
静浪遺稿 80～81
北海道十字之光 6 肖像あり

尾崎良太郎
自治産業発達誌 493 明治24〔1891〕～ 肖像あり

尾作長次郎
北海道立志編　第3巻 125～127 肖像あり（128の次）

長田真幸　
北海道人名辞書 421 オサダマサキ 明治15〔1882〕～

長田富蔵　
北海道人名辞書 361 オサダトミゾウ 嘉永6〔1853〕～
北海道立志編　第2巻 3‐110～111 嘉永6〔1853〕～ 肖像112と113の間

納富喜雄
北海道樺太名士大鑑 29 明治18〔1885〕～ 本文に肖像あり

小山内邦助
北海道人名辞書　第二版 36～37 オサナイクニスケ 明治7〔1874〕～

長内音四郎
肖像（ と 間) 夫妻

北海道立志編　第4巻　増補訂正 82～84 慶応元〔1865〕～
肖像（84と85の間) 夫妻
での写真と思われる

長内幾三郎
北海道立志編　第3巻 121～122 肖像あり（120の次）

長内滋雄
函館名士録 69～70 オサナイ　シゲオ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

長内清
現代札幌人物史 44～45 明治16〔1883〕～ 肖像あり
人物覚書帳 147～148
北海道人名辞書　第二版 41 オサナイキヨシ 明治16〔1883〕～

長船威憲
樺太及樺太を担う人々 155～156 肖像あり

長船克巳
北海道人名辞書　第二版 239 オサフネカツミ 明治31〔1898〕～

長船梅治
開道五十年記念北海道 389 万延元〔1860〕～

納茂
自治産業発達誌 373 明治27〔1894〕～

小沢賢梧
最近之樺太 36 明治17〔1884〕～
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小沢藤三郎
北海道人名辞書　第二版 36 オザワトウサブロウ 明治16〔1883〕～

小沢猛
北海道人名辞書　第二版 484～485 オザワタケシ 明治12〔1879〕～

小沢勇介
東北海道の人物 27～29 明治26〔1893〕～

小沢与吉　
北海開発事績　再版 574 オザワヨキチ 明治元〔1868〕～

男沢敬之進　
北海道人名辞書 361～362 オザワ　ケイノシン 元治元〔1864〕～

尾沢清太郎
樺太及樺太を担う人々 35～36 明治29〔1896〕～

押尾龍道
北海道立志編　第5巻　第二版 55～56 明治4〔1871〕～ 肖像あり

押田辰次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 344～345 明治元〔1868〕～

尾島仁助
東北海道の人物 19～21 明治13〔1880〕～

尾角仁三郎
樺太之豊原 治 〔 〕 樺太津運株式会社樺太之豊原 38～39 明治7〔1874〕～ 樺太津運株式会社

小関岩吉　
開道五十年記念北海道　再版 226 オゼキイワキチ 元治元〔1864〕～

尾関義広
自治産業発達誌 178～179 明治39〔1906〕～ 肖像あり

尾関研吉
人物覚書帳 5

【お／た行】

小田孝作
自治産業発達誌 465～466 明治14〔1881〕～ 肖像あり

小田鉱一郎
東北海道の人物 97～99 明治26〔1893〕～

小田四十一
札幌紳士録 85～86 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 361 オダ　シジュウイチ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 239 オダシジュウイチ 明治5〔1872〕～

小田小八
北海道立志編　第2巻 5‐83～84 万延元〔1860〕～ 肖像80と81の間

小田信蔵　
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北海開発事績　再版 526 オダシンゾウ 明治15〔1882〕～

小田正作
樺太人物大観 332～333 町村会議員

小田清兵衛
自治産業発達誌 789 肖像あり

小田千太郎
北海道人名辞書　第二版 237～238 オダセンタロウ 明治20〔1887〕～

小田哲弥
小樽の人と名勝 240～241 明治19〔1886〕～
人物覚書帳 44～45

小田良治
札幌紳士録 86～87 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 170 オダリョウジ 明治5〔1872〕～

織田将一
自治産業発達誌 173 明治34〔1901〕～
北海道人名辞書　第二版 330 オダマサイチ 明治24〔1891〕～ 肖像あり

尾田松蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 349～350 弘化4〔1847〕～

小田柿捨次郎

北海之商傑 75,81
三井物産常務、小樽支
店長

小田川周吉
自治産業発達誌 149～150 明治13〔1880〕～ 肖像あり

小田桐政信
函館名士録 320 ㈱函館運送社取締役

小田切栄三郎
東北海道の人物 99～101 元治元〔1864〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 82～83 オダギリ　エイサブロウ
慶応元〔1865〕～
昭和13〔1938〕

阿寒地帯の有畜農業

北海道人名辞書　第二版 36 オダギリエイサブロウ 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

小田島嘉一郎
自治産業発達誌 532 明治28〔1895〕～ 肖像あり

小田島仙崖　
北海道人名辞書 170 オダジマ センガイ 明治4〔1871〕～

小田島孫次郎
東北海道の人物 23～25 明治6〔1873〕～

尾立方實
北海道立志編　第1巻 122～123 万延元〔1860〕～ 100と101の間

小谷真了　
北海道人名辞書 170～171 オタニシンリョウ 安政元〔1854〕～
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越智為助
開道五十年記念北海道　再版 547 オチタメスケ 明治2〔1869〕～

越智久良之助
東北海道人物画伝 27 元治元〔1864〕～ 肖像あり

越智靖純　
北海開発事績　再版 468 オチヤススミ 明治17〔1884〕～

越智貞見
北海道人名辞書　第二版 41 オチテイケン 明治16〔1883〕～

越智民助
北海道十字之光 188 肖像あり

越智弥三郎
郷土を拓く人々 225～230 明治9〔1876〕～ 肖像あり

越智友一
北海道立志編　第5巻　第二版 512～514 明治10〔1877〕～ 肖像あり

落合宇七
樺太及樺太を担う人々 33～34 明治14〔1881〕～ 肖像あり
最近之樺太 肖像（巻頭） 豊原町助役

落合幸助
開道五十年記念北海道 323

落合守平
代札幌 物史 治 〔 〕現代札幌人物史 173～174 明治18〔1885〕～

落合成人
北海道人名辞書　第二版 349 オチアイナリンド 明治17〔1884〕～

落合善一
最近之樺太 54～55 明治14〔1881〕～

落合第蔵

北海道立志編　第3巻 422～424
文政10〔1827〕～
明治36〔1903〕

肖像では「弟造」と表記

乙竹仲太
札幌之人 98（肖像98） 明治12〔1879〕～ 肖像あり
静浪遺稿 46～47
北海道人名辞書　第二版 97～98 オトタケチュウタ 明治12〔1879〕～

乙武善正
自治産業発達誌 411 明治43〔1910〕～ 肖像あり

【お／な行】

鬼窪重作
現代札幌人物史 80～81

鬼丸丑蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 352～353 安政3〔1856〕～ 肖像あり
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小貫庸徳
函館游寓名士伝 13

【おの】

小野愛助　
北海開発事績　再版 604 オノアイスケ

小野卯佐次
北海道人名辞書　第二版 377 オノウキジ 明治6〔1873〕～

小野栄太
北海道十字之光 199
北海道立志編　第5巻　第二版 521～522 明治9〔1876〕～ 肖像あり

小野幾太
北海道十字之光 37 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 345～346 明治元〔1868〕～ 肖像あり

小野亀治
北海道立志編　第4巻　増補訂正 68～70 弘化3〔1846〕～ 肖像（68と69の間)

小野銀太郎
樺太之豊原 81～82 明治10〔1877〕～

小野能太郎
北海道医事通覧　前編 66 肖像(巻頭)

小野駒吉
開道 十年 念北海道 肖像あり開道五十年記念北海道 424 肖像あり

小野光衛
北海道立志編　第2巻 5‐175～177 安政3〔1856〕～

小野弘介
小樽の人と名勝 236～237 明治13〔1880〕～
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 231 オノコウスケ 明治13〔1880〕～

小野四郎三郎
北海人物評論 91 肖像あり

小野俊造　
自治産業発達誌 285 「小野俊蔵」と表記
北海道人名辞書 426 オノシュンゾウ 明治9〔1876〕～

小野純一
現代札幌人物史 160 明治27〔1894〕～
北海道人名辞書　第二版 37 オノジュンイチ 明治27〔1894〕～

小野庄吉
開道五十年記念北海道 252 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 656 オノショウキチ
北海道人名辞書　第二版 237 オノショウキチ 慶応2〔1866〕～

小野昌信
北海道樺太名士大鑑 147 明治32〔1899〕～ 本文に肖像あり
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小野政衛　

北海道人名辞書 171 オノマサエイ
安政6〔1859〕～
大正3〔1914〕

小野誠
北海道人名辞書　第二版 330 オノマコト 明治20〔1887〕～

小野辰五郎
北海人物評論 71
北海道立志編　第2巻 3‐101～103 弘化元〔1844〕～ 肖像96と97の間

小野豊貢
樺太及樺太を担う人々 157

小野雄治
北海道立志編　第4巻　増補訂正 343～344 明治13〔1880〕～ 肖像（344と345の間）

小野与太郎　
北海開発事績　再版 565 オノ　ヨタロウ 明治2〔1869〕～

小野利永
北海道十字之光 230 肖像あり

小野林蔵
東北海道人物画伝 13 明治7〔1874〕～ 肖像あり

小野塚快玉 

北海道人名辞書 432 オノズカ カイギョク
文久元〔1861〕～
大 〔 〕

北海道人名辞書 432 オノズカ　カイギョク
大正2〔1913〕

小野塚三作
北海道立志編　第5巻　第二版 58～59 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

小野寺卯之吉
北海道立志編　第5巻　第二版 359～360 天保15～

小野寺吉五郎
人物覚書帳 342

小野寺金助
自治産業発達誌 387～388 明治37〔1904〕～ 肖像あり

小野寺只治
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

小野寺茂吉
大泊之沿革と人物 135～136 明治13〔1880〕～ 肖像あり（巻頭）

小野寺勇
樺太之豊原 82～83 明治29〔1896〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 119 明治21〔1887〕～ 本文に肖像あり

小野谷操三
小樽の人と名勝 310～311

【お／は行】
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小畑甚松
東北海道の人物 105～107 明治15〔1882〕～

小畑鶴之介
東北海道の人物 91～93 明治23〔1890〕～

小畠正長
札幌紳士録 262～263 明治5〔1872〕～ 肖像3

尾花綱蔵
北海道十字之光 209 肖像あり
北海道拓殖功労者列伝 46～47 明治2〔1869〕～ 石狩国山部村
北海道発達史　第1巻 633～634 明治2〔1869〕～ 肖像49

北海道立志編　第5巻　第二版 56～57
肖像あり、「押花綱蔵」と
表記

尾花兵蔵
開道五十年記念北海道　再版 115 オバナヘイゾウ 明治6〔1873〕～
北海道発達史　第1巻 243～244 肖像53

小原憲一
現代札幌人物史 161～162 明治20〔1887〕～

小原士麿
開道五十年記念北海道 361 明治8〔1875〕～ 肖像あり

小原市松　
北海道人名辞書 169 オバライチマツ 明治6〔1873〕～

小原信次
北海道立志編　第2巻 3‐179～181 嘉永6〔1853〕～

小原倉治
北海道樺太名士大鑑 167 明治16〔1883〕～

小原多十次
現代札幌人物史 184～185
人物覚書帳 34

小原明太郎
現代札幌人物史 303～304 明治2〔1869〕～

帯刀助三
自治産業発達誌 477～478 明治28〔1895〕～ 肖像あり

帯向与衛門　
北海道人名辞書 488～489 オビナタ　ヨエモン 嘉永元〔1848〕～

帯向与惣衛
後志國要覧 242 嘉永元〔1848〕～ 肖像(中間頁)
北海道立志編　第5巻　第二版 356～357

小保方卯市　
北海道人名辞書 581 オボカタ　ウイチ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 554～555 オボカタウイチ 明治4〔1871〕～
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【お／ま行～わ・ん】

尾村藤次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 54～55

表和平
北海開発事績　再版 761 オモト　カズヘイ 安政2〔1855〕～
北海道十字之光 165 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 558～559 オモテワヘイ 安政2〔1855〕～

尾本為四郎
開道五十年記念北海道　再版 326 オモト　タメシロウ 明治元〔1868〕～

尾本元次郎
北海人物評論 134 嘉永4〔1851〕～

折井勘一
現代札幌人物史 244～245 明治27〔1894〕～

折居橘弥　
北海道人名辞書 386～387 オリイキツヤ 明治7〔1874〕～

折内平三郎
樺太人物大観 122～124 町村長

オリエ（Marie　Olier）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 183～184 マリ　オリエ
嘉永元〔1848〕～
大正9〔1920〕

フランス人、白百合学園
開校

北海道人名辞書 330～331 嘉永元〔1848〕～

折笠庄蔵　
北海開発事績　再版 627 オリガサショウゾウ 文久3〔1863〕～

折田正　
北海道人名辞書 172 オリタ タダシ 明治3〔1870〕～

折橋岩次郎　
北海開発事績　再版 480 オリハシ　イワジロウ 明治18〔1885〕～

折原浅吉
開道五十年記念北海道 184～185 弘化2〔1845〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 362 オリハラアサキチ 明治17〔1884〕～
北海道立志編　第2巻 5‐61～64 弘化2〔1845〕～ 肖像60と61の間

折目留一
北海道樺太名士大鑑 104 明治20〔1887〕～ 本文に肖像あり

折本利三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 347～348 安政2〔1855〕～

恩賀徳之助
開道五十年記念北海道 262
開道五十年記念北海道　再版 207 オンガ　トクノスケ 明治10〔1877〕～
函館名士録 61～62 オンガ　トクノスケ 明治10〔1877〕～ 肖像あり、衆議院議員
北海道人名辞書 251 オンガ　トクノスケ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 263 オンガトクノスケ 明治10〔1877〕～ 肖像あり
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《か》

【か／あ行】

甲斐一之
北海道人名辞書　第二版 52 カイカズユキ 明治3〔1870〕～

海江田信哉
北海道立志編　第5巻　第二版 384～385 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

改田秀吉
北海道樺太名士大鑑 43 慶応元〔1865〕～ 本文に肖像あり

甲斐荘正顕
北海道人名辞書　第二版 52 カイノショウマサアキ 明治23〔1890〕～

【か／か行】

加賀与吉

函館市功労者小伝 64
明治元〔1868〕～
大正4〔1915〕

肖像あり

北海道人名辞書 255 明治元〔1868〕～

加賀城理
北海道発達史　第1巻 265～266 明治12〔1879〕～ 肖像48

加賀美忠吉加賀美忠吉
北海道立志編　第5巻　第二版 78～79 明治3〔1870〕～ 肖像あり

加賀美彦道
北海道人名辞書　第二版 436 カガミヒコミチ 明治17〔1884〕～

加賀谷真一
人物覚書帳 79～80
人物評論　第1編 111～114 明治18〔1885〕～
北海道人名辞書　第二版 47 カガヤシンイチ 明治18〔1885〕～

加賀谷直治
東北海道の人物 120～122 明治4〔1871〕～ 肖像あり

加賀谷彦三
最近之樺太 58 明治23〔1890〕～

加賀谷与市
自治産業発達誌 202～203 明治15〔1882〕～ 肖像あり

賀川源治

開道五十年記念北海道　再版 12～14 カガワゲンジ
安政5〔1858〕～
明治44〔1911〕

北海道立志編　第1巻 肖像 100と101の間

賀川保寛
人物覚書帳 18
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柿倉司馬
樺太之留多加 5～6 明治24〔1891〕～ 肖像あり（付録の部口

柿崎一精
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加村役場収入役
最近之樺太 肖像（巻頭） 久春内村長

蛎崎清彦
開道五十年記念北海道　再版 429 カキザキキヨシコ 嘉永4〔1851〕～

柿崎定吉　
北海開発事績　再版 570 カキザキサダキチ 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書 525～526 カキサキサダキチ 安政5〔1858〕～

蛎崎知二郎（蛎崎知次郎の通称）　→　蛎崎知次郎も見よ
札幌之人 120 明治10〔1877〕～ 肖像あり
静浪遺稿 110～112 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書 38 カキサキ トモジロウ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 449～450 カキサキトモジロウ 明治10〔1877〕～

蛎崎知次郎（カキザキ　トモジロウ、明治10〔1877〕～昭和20〔1945〕）　→　蛎崎知二郎も見よ

北海道開拓功労者関係資料集録　上 84～85 カキザキ　トモジロウ
明治10〔1877〕～
昭和20〔1945〕

道庁技師、副業としての
わら細工奨励

蛎崎礼太郎
北海開発事績　再版 541 カキザキ　レイタロウ 明治3〔1870〕～
北海道十字之光 206 肖像あり

柿島軍治
北海道 名辞書 第 版 カキ グ ジ北海道人名辞書　第二版 465 カキシマグンジ

柿田常次郎
函館名士録 293 日魯漁業㈱常任監査役

柿田亨
東北海道人物画伝 53 弘化2〔1845〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 751 カキタ　トオル 弘化2〔1845〕～

柿田亮
北海道立志編　第3巻 221～223 弘化2〔1845〕～ 肖像あり（224の次）

柿原武熊　
北海道人名辞書 258～259 カキハラタケクマ 文久2〔1862〕～

柿本作之助　
北海道人名辞書 256 カキモト　サクノスケ 文久2〔1862〕～

柿本恒二
北海道十字之光 145
北海道人名辞書 526 カキモトツネジ 慶応2〔1866〕～

鍵谷万次郎
北海道人名辞書　第二版 379 カギヤマンジロウ 明治19〔1886〕～

加来庸雄
札幌之人 107 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 366～368 天保元〔1830〕～ 肖像あり
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角川藤三郎　
北海道人名辞書 255 カクガワ　トウザブロウ 天保12〔1841〕～

角田啓司
札幌紳士録 170 明治元〔1868〕～
札幌之人 122（肖像122） 明治元〔1868〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 86～87 カクタ　ケイジ
野幌原始林を永久固定
林に指定

北海道人名辞書 37 カクダケイジ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 51 カクダケイジ 明治元〔1868〕～

角田忠吉
北海道立志編　第2巻 5‐233～236 嘉永元〔1848〕～ 肖像232と233の間

角田与之助
北海道人名辞書　第二版 533～534 カクタヨノスケ 安政2〔1855〕～ 肖像あり

※　角田は「つのだ」も見よ

角館祥二郎
自治産業発達誌 238 明治10〔1877〕～

角野梅次郎
北海道立志編　第3巻 536～537

角野米次郎
北海道樺太名士大鑑 58 本文に肖像あり

角野与作角野与作　
北海道人名辞書 536 カクノヨサク 明治2〔1869〕～

雅楽川林二
北海人物評論 87～88 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

掛場吉右衛門
開道五十年記念北海道　再版 559 カケバ　キチウエモン 萬延元～

影山純介
札幌之人 123 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 48 カゲヤマジュンスケ 明治18〔1885〕～

陰山逸夫
北海道立志編　第1巻 134～136 元治元〔1864〕～ 肖像あり（100と101の間）

陰山忠助
開道五十年記念北海道 378 明治3〔1870〕～

陰山直吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 170～172 明治5〔1872〕～ 肖像（168と169の間）

景山直
北海道人名辞書　第二版 331 カゲヤマタダシ 明治27〔1894〕～ 肖像あり

鹿児島新吉
人物覚書帳 142
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【か／さ行】

河西貴一
北海道樺太名士大鑑 4 明治19〔1886〕～ 本文に肖像あり

笠井益太郎
東北海道人物画伝 44 明治8〔1875〕～ 肖像あり
東北海道の人物 4～6 明治8〔1875〕～ 肖像あり

笠井鹿助　
北海開発事績　再版 802 カサイシカスケ 明治14〔1881〕～

笠井守
自治産業発達誌 900～901 明治39〔1906〕～

笠井信一　
北海開発事績　再版 331 カサイシンイチ

笠井千代蔵
自治産業発達誌 617 肖像あり

笠井定次
開道五十年記念北海道　再版 283 カサイサダジ 明治12〔1879〕～

葛西さき子
北海道医事通覧　前編 82 肖像(巻頭)

葛西ナカ子
北海道医事通覧　前編 81 肖像(巻頭)

葛西喜一
小樽区外七郡案内 210

葛西謙三
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭) 「葛西謙蔵」と表記
北海道立志編　第3巻 44～46 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 44～46 肖像あり

葛西耕芳　
北海道人名辞書 690 カサイコウホウ 慶応元〔1865〕～

葛西佐太郎
小樽区外七郡案内 207～208

葛西才太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

葛西市太郎
自治産業発達誌 563 肖像あり

葛西勝弥（カサイ　カツヤ、明治18〔1885〕～昭和24〔1949〕）
北海道人名辞書　第二版 50～51 カサイカツヤ 明治18〔1885〕～

葛西寅吉
小樽区外七郡案内 145～146 肖像あり

葛西民也
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函館名士録 330 北日本油脂工業㈱取締

笠島義雄
後志國要覧 150 嘉永4〔1851〕～

笠島多四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 70～71 明治16〔1883〕～ 肖像あり

笠島達三
北海道樺太名士大鑑 144 明治29〔1896〕～ 本文に肖像あり

笠島長三郎 
開道五十年記念北海道　再版 246～247 カサジマ　チョウサブロウ 文久2〔1862〕～ 上磯漁業重鎮

笠島貞治
小樽区外七郡案内 15
開道五十年記念北海道 416 明治10〔1877〕～
静浪遺稿 123～124
北海開発事績　再版 655 カサジマサダジ 明治10〔1877〕～
北海道十字之光 145
北海道人名辞書 510 カサシマテイジ 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書　第二版 444 カサシマテイジ 明治14〔1881〕～

笠島平松
札幌之人 119 明治8〔1875〕～ 肖像あり

笠野英三
札幌紳士録 132 慶応3〔1867〕～

【かさ ら】【かさはら】

笠原央四郎
自治産業発達誌 172 明治30〔1897〕～ 肖像あり

笠原格一　

北海道人名辞書 40 カサハラカクイチ
寛永5〔1628〕～
明治43〔1910〕

笠原恭太
北海道人名辞書　第二版 52～53 カサハラキョウタ 明治13〔1880〕～

笠原郡治
北海道樺太名士大鑑 56 明治15〔1882〕～ 本文に肖像あり

笠原元治郎 　
北海開発事績　再版 634～635 カサハラ　モトジロウ 慶応2〔1866〕～

笠原十司
現代札幌人物史 211～212
札幌之人 117 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 25 明治7〔1874〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書 41～42 カサハラジュウジ 明治7〔1874〕～

笠原新吉
開道五十年記念北海道　再版 590～591 カサハラシンキチ 文久2〔1862〕～
北海道十字之光 198 肖像あり
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笠原政信
樺太之豊原 39～40 明治29〔1896〕～

笠原定蔵
開道五十年記念北海道 532 肖像あり
人物覚書帳 26～27
北海道十字之光 44
北海道人名辞書 368 カサハラ　テイゾウ

北海道人名辞書　第二版 302 カサハラテイゾウ

笠原寅治
人物覚書帳 384

笠原文司　
北海道人名辞書 41 カサハラブンジ 文化13〔1842〕～

笠原文平　
北海道人名辞書 40 カサハラブンぺイ 明治10〔1877〕～

風間九郎
北海道立志編　第5巻　第二版 391～392 嘉永6〔1853〕～

風間達三郎
東北海道人物画伝 35 明治6〔1873〕～ 肖像あり
東北海道の人物 118～120 肖像あり

笠松三平
北海道十字之光 237 肖像あり

笠松 太郎笠松千太郎
札幌紳士録 132～133 文久元〔1861〕～
札幌之人 118 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 45 カサマツ センタロウ 文久元〔1861〕～

笠松与三次郎
北海道十字之光 225

梶フサ子
北海道医事通覧　前編 84～85 肖像(巻頭)

梶栄次郎
自治産業発達誌 219～220 明治38〔1905〕～ 肖像あり

梶栄太郎
大泊之沿革と人物 103～105 明治10〔1877〕～ 肖像あり
最近之樺太 9～10 明治10〔1877〕～ 肖像あり

梶清太郎
北海道十字之光 96 肖像あり

梶藤四郎
自治産業発達誌 278～279 明治18〔1885〕～

梶井佐太郎
自治産業発達誌 475～476 明治19〔1886〕～

樫内郁太郎

152 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

北海道人名辞書　第二版 49～50 カシウチイクタロウ 明治2〔1869〕～

角鹿宗兵衛
北海道立志編　第2巻 3‐99～101 嘉永元〔1848〕～ 肖像96と97の間

梶川勝三郎
小樽の人と名勝 77～78 明治7〔1874〕～

樫木嘉市
開道五十年記念北海道　再版 524 カシキカイチ 明治5〔1872〕～

梶谷常次郎
北海道十字之光 99 肖像あり

梶谷五平
北海道立志編　第4巻　増補訂正 26～28 肖像（28と29の間）

樫原志津馬
開道五十年記念北海道 366 明治11〔1878〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 571 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 438 カシハラシヅマ 明治11〔1878〕～

樫原林司
自治産業発達誌 789 明治21〔1887〕～ 肖像あり

加島豊吉
樺太及樺太を担う人々 43 明治31〔1898〕～

梶村フキ子
北海道 事通覧 前編 肖像(巻 )北海道医事通覧　前編 84 肖像(巻頭)

梶山次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 77～78 明治7〔1874〕～ 肖像あり

賀集与三郎
開道五十年記念北海道　再版 528 ガシュウ　ヨサブロウ 慶応元〔1865〕～

柏尾誉俊　
北海道人名辞書 506 カシワオタカトシ 明治17〔1884〕～

柏岡清勝
現代札幌人物史 327～328 肖像あり

人物覚書帳
138～139,474
～475

肖像あり

柏木栄次郎
人物覚書帳 146

柏崎吉蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 79～80 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

柏崎源太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

柏谷広吉
自治産業発達誌 319 明治22〔1889〕～

153 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

柏谷重雄
自治産業発達誌 272～273 明治34〔1901〕～ 肖像あり

柏谷孫太郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 172～175 明治6〔1873〕～ 肖像（172と173の間)

柏野利吉
開道五十年記念北海道　再版 47 カシワノリキチ 弘化3〔1846〕～

柏原吉五郎
樺太之留多加 6～7 明治28〔1895〕～

柏原甚三
北海道人名辞書　第二版 331 カシハラジンゾウ 明治18〔1885〕～

柏原芳松
北海道立志編　第5巻　第二版 389～390 明治元〔1868〕～ 肖像あり

梶原貞子
北海道立志編　第3巻 57～59 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 57～59 肖像あり

梶原良祐
自治産業発達誌 29～30 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 385 カジハラヨシタカ 明治16〔1883〕～

数井亀吉
開道五十年記念北海道　再版 379～380 カズイカメキチ 明治11〔1878〕～
北海道十字之光 160 肖像あり
北海道 名辞書 カズ カ 治 〔 〕北海道人名辞書 578 カズイカメヨシ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 558 カズイカメヨシ 明治11〔1878〕～

春日定次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 387～388 明治6〔1873〕～ 肖像あり

春日望
北海道人名辞書　第二版 555 カスガノゾム 明治18〔1885〕～

糟谷勝行
北海道人名辞書　第二版 495 カスヤカツユキ 文久3〔1863〕～

和野雄義
樺太及樺太を担う人々 173～174 肖像あり

加勢蔵太郎
現代札幌人物史 87～88 明治17〔1884〕～
人物覚書帳 251
北海道人名辞書　第二版 47～48 カセクラタロウ 明治17〔1884〕～

香宗我部寿
札幌之人 246 明治15〔1882〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 49 カソカベヒサシ 明治15〔1882〕～

【か／た行】

片岡さた子
北海道医事通覧　前編 89
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片岡てい子
北海道医事通覧　前編 78 肖像(巻頭)

片岡慈恩
自治産業発達誌 276 明治34〔1901〕～

片岡松五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 381～382 安政3〔1856〕～ 肖像あり

片岡曽七
北海道十字之光 168 肖像あり

片岡徳太郎
樺太之豊原 250～251 明治13〔1880〕～ 肖像(巻頭)

片岡民次郎
樺太之留多加 38～39 明治21〔1887〕～

片岡唯一郎
現代札幌人物史 212～213 肖像あり
札幌紳士録 126～127 明治6〔1873〕～
札幌之人 113 明治6〔1873〕～ 肖像あり
人物覚書帳 151
北海道人名辞書 38 カタオカ タダイチロウ 明治6〔1873〕～

片岡利和（カタオカ　トシカズ、天保7〔1836〕～明治41〔1908〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 88～89 カタオカ　トシカズ
天保7〔1836〕～
明治41〔1908〕

北千島の開発貢献者

片岡隆起
人物覚書帳 338～339

片岸米吉　
北海開発事績　再版 559 カタギシヨネキチ 明治20〔1887〕～

片倉明
札幌紳士録 127 明治15〔1882〕～

片倉景光
開道五十年記念北海道 9 安政6〔1859〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 10 カタクラカゲミツ 安政6〔1859〕～
北海開発事績　再版 383 カタクラケイコウ 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書 658 カタクラカゲミツ 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書　第二版 620～621 カタクラカゲミツ 安政6〔1859〕～ 肖像あり

片倉邦憲（カタクラ　クニノリ、文政元〔1818〕～明治19〔1886〕）

北海道拓殖功労者旌彰録 145～148
文政元〔1818〕～
明治9〔1876〕

肖像あり

片谷山太郎
函館名士録 320 ㈱函館運送社社長

片谷由太郎
人物覚書帳 169～170

片平新五郎
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樺太之豊原 207～208 明治3〔1870〕～ 肖像あり

片平貞治
自治産業発達誌 790 明治16〔1883〕～ 肖像あり

片松清次郎
樺太之豊原 99 明治19〔1886〕～

片谷善三郎
樺太及樺太を担う人々 47～48

片谷由太郎
函館名士録 80～81 カタヤ　ヨシタロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 247～248 カタヤヨシタロウ 明治18〔1885〕～

片山磯吉　
北海開発事績　再版 640 カタヤマイソキチ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 478 カタヤマイソキチ 明治8〔1875〕～

片山亀吉　
北海道人名辞書 38 カタヤマカメキチ 安政4〔1857〕～

片山久平　
北海道人名辞書 368～369 カタヤマキュウヘイ 安政3〔1856〕～

片山貞
樺太之留多加 67～68 明治25〔1892〕～ 肖像あり

片山七郎
北海道 名辞書 第 版 カタ ウ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 350 カタヤマシチロウ 明治10〔1877〕～

片山政五郎
自治産業発達誌 811～812 明治35〔1902〕～

片山和市
自治産業発達誌 597

嘉多山吉郎兵衛
北海道畜産功労者写真帖 31 肖像あり

加地孝次郎
開道五十年記念北海道　再版 477 カチ　コウジロウ 明治10〔1877〕～

加地彦太郎　
北海開発事績　再版 603 カチ　ヒコタロウ 明治7〔1874〕～

勝木照松
函館名士録 75～77 カツキ　テルマツ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

勝正憲　
北海道人名辞書 257 カツ　マサノリ 明治12〔1879〕～

勝浦英一
函館名士録 312 帝国電力㈱技術部長

勝田銀次郎
北海之商傑 4～13
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勝田鉱蔵
開道五十年記念北海道 255 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書 257 カツタコウゾウ 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書　第二版 248 カツタコウゾウ 明治9〔1876〕～

勝田信
人物覚書帳 345

勝田貞治　
北海道人名辞書 496 カツタテイジ 明治19〔1886〕～
北海道人名辞書　第二版 444～445 カツタテイジ 明治19〔1886〕～

勝田弥吉
北海道人名辞書　第二版 248～249 カツタヤキチ

勝野伝
自治産業発達誌 608～609 明治2〔1869〕～

勝部長太郎
樺太人物大観 318～321 町村会議員
北海道立志編　第2巻 4‐65～69 安政5〔1858〕～ 肖像68と69の間

カッター（John　Clarence　Cutter）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 185～186 ジョン　クラレンス　カッター
アメリカ人、西洋医学を
普及

勝俣正雄
樺太之豊原 32～33 明治30〔1897〕～ 肖像あり

勝俣茂三郎
大泊之沿革と人物 96～98 明治元〔1868〕～ 肖像あり

勝又愛治郎
札幌之人 121 明治2〔1869〕～ 肖像あり

勝又松四郎
小樽の人と名勝 255～257
人物覚書帳 93

勝峰金治
開道五十年記念北海道 432 慶応2〔1866〕～

勝山定吉
開道五十年記念北海道　再版 153 カツヤマサダキチ 明治14〔1881〕～

勝山庄吉
樺太之豊原 35～36 明治7〔1874〕～

勝山二三郎
樺太之豊原 159～160 明治9〔1876〕～

桂久蔵

開道五十年記念北海道 197
明治5〔1872〕～
明治32〔1899〕

肖像あり

北海道人名辞書 255～256 カツラ　キュウゾウ 明治5〔1872〕～
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桂信吉
人物覚書帳 127
北海道人名辞書　第二版 50 カツラノブヨシ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

桂文一
北海道樺太名士大鑑 94 本文に肖像あり

桂猶利　
北海開発事績　再版 607 カツラ　ナオトシ 万延元〔1860〕～

桂井定之助
北海道立志編　第3巻 55～57 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 55～57 肖像あり

葛城仁兄
人物覚書帳 381

【かとう】

加藤キミ子
郷土を拓く人々 92～107 肖像あり

加藤ソヨ
北海道人名辞書　第二版 389～390 カトウソヨ 明治元〔1868〕～

加藤タ子
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

加藤ミサ子
北海道立志編 第 巻 第 版 文化 〔 〕 肖像（巻 ）北海道立志編　第5巻　第二版　 82～83 文化13〔1842〕～ 肖像（巻頭）

加藤安太郎
最近之樺太 32～33 明治23〔1890〕～

加藤一郎
自治産業発達誌 236～237 明治26〔1893〕～
北海道人名辞書　第二版 483 カトウイチロウ 明治26〔1893〕～

加藤宇一
現代札幌人物史 28～29

加藤栄八
北海道立志編　第3巻 47～49 安政3〔1856〕～ 肖像あり（44の次）
北海道立志編　第4巻　増補訂正 46～49 肖像あり

加藤英治
東北海道の人物 127～129 明治20〔1887〕～ 肖像あり

加藤悦郎（カトウ　エツロウ、明治33年～昭和34〔1959〕）
人物覚書帳 171

加藤嘉蔵
北海道人名辞書　第二版 247 カトウカゾウ 明治27〔1894〕～

加藤覚厳
自治産業発達誌 895
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加藤勘助　
北海道人名辞書 453 カトウカンスケ 万延元〔1860〕～

加藤歓作
自治産業発達誌 474 明治7〔1874〕～ 肖像あり

加藤喜三郎
樺太及樺太を担う人々 47

加藤久五郎　
北海道人名辞書 253 カトウ　キュウゴロウ 安政2〔1855〕～

加藤久司
樺太之留多加 39～40 明治10〔1877〕～ 肖像あり（付録の部口

加藤享吾
北海道樺太名士大鑑 41 明治16〔1883〕～ 本文に肖像あり

加藤強
樺太及樺太を担う人々 42～43 明治2〔1869〕～ 肖像あり

加藤恭平
函館名士録 292 日魯漁業㈱取締役

加藤圭全
北海道樺太名士大鑑 81 本文に肖像あり

加藤慶次郎　
北海道人名辞書 253 カトウ　ケイジロウ 明治4〔1871〕～

加藤慶治

樺太之留多加 62～63 明治6〔1873〕～
肖像あり、付録の部口絵
にもあり

加藤敬三郎
人物覚書帳 176

加藤瑩巌　
北海道人名辞書 599 カトウケイガン 明治6〔1873〕～
自治産業発達誌 541～542

加藤憲章
人物覚書帳 18

加藤虎雄
自治産業発達誌 165～166 明治36〔1903〕～ 肖像あり

加藤五郎
自治産業発達誌 512 明治42〔1909〕～

加藤光弘
開道五十年記念北海道　再版 19～20 カトウミツヒロ 安政6〔1859〕～
現代札幌人物史 92～93

加藤幸七
自治産業発達誌 528～529 明治8〔1875〕～ 肖像あり
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加藤恒吉
東北海道人物画伝 58 明治2〔1869〕～ 肖像あり

加藤恒五郎
北海道立志編　第2巻 3‐69～70 明治6〔1873〕～ 肖像68と69の間

加藤左市
函館名士録 73～74 カトウ　サイチ 明治2〔1869〕～

加藤才次郎
樺太之豊原 273～274 明治13〔1880〕～ 肖像あり

加藤三喜尾
自治産業発達誌 92 明治39〔1906〕～ 肖像あり

加藤三也
北海道発達史　第1巻 277～278 慶応元〔1865〕～ 肖像52、父滑川巳之助

加藤市松
開道五十年記念北海道 394 安政3〔1856〕～ 肖像あり

加藤守一
人物覚書帳 139
北海道樺太名士大鑑 4（肖像） 北海道銀行頭取

加藤宗二郎
自治産業発達誌 488 明治16〔1883〕～ 肖像あり

加藤秀
北海道樺太名 大鑑 治 〔 〕 本文 肖像あり北海道樺太名士大鑑 35 明治24〔1891〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 331 カトウシゲル 明治24〔1891〕～

加藤秀男
東北海道人物画伝 78 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 637 カトウヒデオ 安政5〔1858〕～

加藤重兵衛
人物覚書帳 11～12

北海道人名辞書 455 カトウ　ジュウベエ
弘化2〔1845〕～
明治42〔1909〕

北海道立志編　第4巻　増補訂正 20～22
肖像（16と17の間） 邸
宅、製紙・精米所の写真

加藤俊蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 371～372 明治7〔1874〕～ 肖像では「峻蔵」と表記

加藤俊郎
北海道樺太名士大鑑 145 明治32〔1899〕～ 本文に肖像あり

加藤助太郎
樺太之留多加 7～8 文久3〔1863〕～

加藤鋤三郎
北海道発達史　第1巻 269～270 明治8〔1875〕～

加藤勝助
北海道立志編　第1巻 137～138 明治7〔1874〕～ 肖像（202と204の間）
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加藤松次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 76～77 明治4〔1871〕～ 肖像あり

加藤松之助　
北海開発事績　再版 601 カトウ　マツノスケ 明治5〔1872〕～
北海道立志編　第3巻 357～358 明治5〔1872〕～

加藤常治
自治産業発達誌 281 明治27〔1894〕～

加藤正雄
北海人物評論 83 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 107 本文に肖像あり

加藤清治
北海道人名辞書　第二版 591 カトウセイジ 明治3〔1870〕～

加藤泉之助
北海道人名辞書　第二版 47 カトウセンノスケ 明治14〔1881〕～

加藤浅治
北海道立志編　第3巻 342～344 安政2〔1855〕～

加藤多一郎
北海道立志編　第1巻 151～152 肖像あり（100と101の間）

加藤泰治
札幌紳士録 120～121 明治4〔1871〕～
札幌之 治 〔 〕 肖像あり札幌之人 105 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 42 カトウタイジ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 46～47 カトウタイジ 明治4〔1871〕～

加藤忠五郎
小樽区外七郡案内 143 安政3〔1856〕～ 肖像あり
小樽区実業家百撰立志編 16～18 安政3〔1856〕～ 肖像あり
小樽の人と名勝 257～258 ～昭和5〔1930〕
北海道人名辞書 188 カトウ チュウゴロウ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第1巻 143～144 安政3〔1856〕～ 肖像あり（100と101の間）

加藤忠三郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 22～24 慶応3〔1867〕～ 肖像（24と25の間）

加藤鉄蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 378～379 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

加藤冬吉
北海道樺太名士大鑑 44 明治39〔1906〕～ 本文に肖像あり

加藤藤吉
北海道立志編　第2巻 4‐90～92 嘉永6〔1853〕～ 肖像92と93の間

加藤繁松
北海道立志編　第5巻　第二版 390～391 明治9〔1876〕～

加藤繁太郎
北海道畜産功労者写真帖 29 肖像あり
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加藤文五郎
開道五十年記念北海道 237 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 252～253 カトウ　ブンゴロウ 嘉永5〔1852〕～
北海道立志編　第2巻 3‐55～56 肖像56と57の間

加藤兵次郎
北海道人名辞書　第二版 247 カトウヘイジロウ 明治23〔1890〕～

加藤平吉
北海道人名辞書　第二版 383 カトウヘイキチ 明治5〔1872〕～

加藤平五郎
開道五十年記念北海道 523 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 584 カトウ　ヘイゴロウ 萬延元～
北海道十字之光 156 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 482～483 カトウヘイゴロウ 万延元〔1860〕～
北海道立志編　第3巻 353～355 万延元〔1860〕～ 肖像あり

加藤豊章
小樽区外七郡案内 156 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

北海開発事績　再版 785 カトウホウショウ
嘉永3〔1850〕～
慶応2〔1866〕

北海道立志編　第1巻 133～134 嘉永3〔1850〕～ 100と101の間

加藤豊彦
人物覚書帳 104～105

加藤茂
自治産業発達誌 治 〔 〕 肖像あり自治産業発達誌 307,806 明治39〔1906〕～ 肖像あり

加藤茂富
函館名士録 71～72 カトウ　シゲトミ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

加藤弥太郎
現代札幌人物史 328～329 明治14〔1881〕～

加藤由松
北海道立志編　第1巻 138～139 天保中後～ 肖像あり

加藤留五郎
開道五十年記念北海道 683 嘉永4〔1851〕～

加藤亮太郎
開道五十年記念北海道 716 明治9〔1876〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 88 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 637 カトウ　リョウタロウ 明治9〔1876〕～

加藤良太
人物覚書帳 224～225 明治30〔1897〕～

加藤良雄
北海道で成功した人々 87～96

加藤和九
北海道人名辞書　第二版 302～303 カトウカズチカ 明治16〔1883〕～
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加藤木周太郎
樺太及樺太を担う人々 41～42 肖像あり

加藤木繁太郎
開道五十年記念北海道 742 文久2〔1862〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 62～64 文久2〔1862〕～ 肖像あり（60の次）
北海道立志編　第4巻　増補訂正 62～64 肖像あり

加藤木保次
札幌之人 106 明治19〔1886〕～ 肖像あり
静浪遺稿 103～104
北海道人名辞書 42 カトウギ ヤスジ 明治19〔1886〕～

角江重左衛門
小樽区実業家百撰立志編 45～47
北海人物評論 104

門倉増五郎　
北海道人名辞書 190 カドクラ マスゴロウ 明治12〔1879〕～

角島勇吉
自治産業発達誌 239 明治28〔1895〕～ 肖像あり

門田衛
自治産業発達誌 214 明治39〔1906〕～

門田達也
自治産業発達誌 602～603 肖像あり

門 辻門田辻馬
最近之樺太 49 明治19〔1886〕～

角谷作平
自治産業発達誌 183 明治27〔1894〕～ 肖像あり

角谷重三郎
北海道発達史　第1巻 267～269 嘉永5〔1852〕～ 肖像51

角谷甚太郎
北海人物評論 113～114

角谷直次郎
開道五十年記念北海道　再版 92 カドヤ　ナオジロウ 明治3〔1870〕～

角谷藤吉
北海道樺太名士大鑑 42 明治18〔1885〕～ 本文に肖像あり

門脇三太
札幌紳士録 123 慶応3〔1867〕～
北海開発事績　再版 727 カドワキサンタ 慶応3〔1867〕～

門脇正明
北海道樺太名士大鑑 158 明治36〔1903〕～ 本文に肖像あり

【か／な行】

金井荒太郎
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北海道人名辞書　第二版 492 カナイアラタロウ 明治5〔1872〕～

金井嘉五郎　

北海道人名辞書 39～40 カナイ カゴロウ
寛永3〔1626〕～
大正2〔1913〕

金井重喜
東北海道の人物 131～133 明治14〔1881〕～

金川幸三（カナガワ　コウゾウ、大正11〔1922〕～平成3〔1991〕）
北海道で成功した人々 97～106

【かなざわ】

金沢キセ子
北海道十字之光 46 肖像あり

金沢為次郎
北海人物評論 48

金沢宇一
自治産業発達誌 62 明治22〔1889〕～ 肖像あり

金沢音吉
北海道立志編　第3巻 351～353 嘉永2〔1849〕～
開道五十年記念北海道　再版 216～217 カナザワオトキチ

金沢久蔵　
北海道人名辞書 526 カナザワキュウゾウ 明治6〔1873〕～

金沢玄外
後志國要覧 154 明治元〔1868〕～ 肖像(中間頁)

金沢正次
北海道立志編　第2巻 5‐15～16 安政5〔1858〕～ 肖像16と17の間

金沢孫作
自治産業発達誌 911

金沢長松
北海道立志編　第2巻 5‐150～151 嘉永2〔1849〕～

金沢長太郎
開道五十年記念北海道 351 安政4〔1857〕～
後志國要覧 213 安政4〔1857〕～

金沢藤吉
北海道立志編　第3巻 348～350 肖像あり

金沢彦吉　
北海開発事績　再版 510 カナザワヒコキチ 明治13〔1880〕～

金沢彦作　
北海道人名辞書 251～252 カナザワヒコサク 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 244 カナザワヒコサク 慶応3〔1867〕～

金沢浜次郎
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開道五十年記念北海道 661 明治4〔1871〕～ 肖像あり

金沢弥作
自治産業発達誌 432 肖像あり

金沢友次郎
小樽区実業家百撰立志編 186～188 明治10〔1877〕～ 肖像あり

金丸忠三郎
北海道十字之光 126 肖像あり

金森仁作
東北海道の人物 114～116 明治2〔1869〕～ 肖像あり

金森政治郎
最近之樺太 81～82 明治16〔1883〕～ 肖像あり

金谷菊三郎
自治産業発達誌 297～298 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 448 カナヤ　キクサブロウ 安政元〔1854〕～

金谷幸次郎　
北海道人名辞書 252 カナヤ　コウジロウ 慶応元〔1865〕～

金谷勝次郎
自治産業発達誌 927

金谷長之助 
北海道人名辞書 388 カナヤ　チョウノスケ 慶応3〔1867〕～

金山福蔵
開道五十年記念北海道 497 慶応元〔1865〕～
北海道十字之光 105 肖像あり
北海道人名辞書 565 カナヤマフクゾウ 慶応元〔1865〕～

金山芳造
北海道人名辞書　第二版 244 カナヤマヨシゾウ 明治15〔1882〕～

金上新吉
小樽区外七郡案内 142
北海道人名辞書 190 カネガミシンキチ 文久2〔1862〕～

【かねこ】

金古万吉　
北海道人名辞書 637～638 カネコマンキチ 文久2〔1862〕～

金子タツ子
小樽の人と名勝 121
北海道十字之光 61

金子フヨ子
開道五十年記念北海道　再版 24～25 安政5〔1858〕～

金子安蔵　
北海開発事績　再版 686 カネコヤスゾウ 嘉永3〔1850〕～
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金子家英　
北海道人名辞書 39 カネコイエフサ 寛永6〔1629〕～
北海道人名辞書　第二版 48 カネコイエフサ 嘉永6〔1853〕～

金子喜代太
函館名士録 292 日魯漁業㈱取締役

金子久義　
北海道人名辞書 437～438 カネコヒサヨシ 明治13〔1880〕～

金子久吉
札幌紳士録 128～129 明治10〔1877〕～
札幌之人 115 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 39 カネコキュウキチ 明治10〔1877〕～

金子元三郎（カネコ　モトサブロウ、明治2〔1869〕～昭和27〔1952〕）
小樽区外七郡案内 肖像（巻頭） 小樽区選出代議士
小樽区実業家百撰立志編 197～199 3名併記
小樽の人と名勝 44～48 明治2〔1869〕～
開道五十年記念北海道 421 肖像あり
人物覚書帳 117,553～554 明治2〔1869〕～
北海開発事績　再版 783～784 カネコ　モトサブロウ

北海人物評論 1～2 明治2〔1869〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 90～91 カネコ　モトサブロウ
明治2〔1869〕～
昭和27〔1952〕

二代目、小樽区長、北門
新報発行

北海道十字之光 15 肖像あり
北海道人名辞書 190～191 カネコ モトサブロウ

北海道人名辞書　第二版 202～203 カネコモトサブロウ 肖像あり
北海道発達史　第1巻 200～201
北海之商傑 金 合資会社 社長北海之商傑 258～260 金子合資会社　社長

金子浩
自治産業発達誌 450 明治19〔1886〕～

金子三明
樺太及樺太を担う人々 159～160 明治31〔1898〕～ 肖像あり

金子寿八
樺太及樺太を担う人々 46～47 明治14〔1881〕～

金子丞助
大泊之沿革と人物 148～149 明治8〔1875〕～ 肖像あり

金子政蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 68～70 明治3〔1870〕～ 肖像（巻頭）

金子清吉
自治産業発達誌 582 明治13〔1880〕～ 肖像あり

金子清七
北海道立志編　第5巻　第二版 368～369 明治6〔1873〕～ 肖像あり

金子忠助
自治産業発達誌 213 明治12〔1879〕～ 肖像あり

金子忠蔵
開道五十年記念北海道　再版 472～473 カネコチュウゾウ 安政4〔1857〕～
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金子直吉
北海之商傑 138,145 鈴木商店幹部

金子鶴吉
開道五十年記念北海道　再版 569 カネコツルキチ 安政6〔1859〕～

金子定義
北海人物評論 67
北海道立志編　第1巻 150～151 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

金子定吉
開道五十年記念北海道 660 明治13〔1880〕～ 肖像あり
東北海道の人物 129～131 明治13〔1880〕～

北海開発事績　再版 350～351 カネコサダキチ
天保11〔1840〕～
明治43〔1910〕

北海道人名辞書 437 カネコサダキチ
文化13〔1842〕～
明治43〔1910〕

北海道人名辞書　第二版 592 カネコサダキチ 明治13〔1880〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 85～89
天保11〔1840〕～
明治43〔1910〕

肖像あり

金子悌四郎
開道五十年記念北海道 313 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 455～456 カネコ　テイシロウ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 410 カネコテイシロウ 明治12〔1879〕～

金子伝次郎

開道五十年記念北海道 再版 24～25
嘉永3〔1850〕～
大 〔 〕

開道五十年記念北海道　再版 24～25
大正8〔1919〕

金子徳蔵
小樽区実業家百撰立志編 150～151 文久元〔1861〕～

金子頼太郎
北海道医事通覧　前編 50～51

金子利吉（カネコ　リキチ、文政6〔1823〕～明治29〔1896〕）
函館市功労者小伝 43 ～明治29〔1896〕 肖像あり

北海開発事績　再版 350 カネコリキチ
文政6〔1823〕～
明治29〔1896〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 92 カネコ　リキチ
文政6〔1823〕～
明治29〔1896〕

道産かわらの製造者

北海道人名辞書 252 カネコリキチ
文政6〔1823〕～
明治29〔1896〕

北海道拓殖功労者旌彰録 65～68
文政6〔1823〕～
明治29〔1896〕

肖像あり

北海道立志編　第2巻 5‐24～25 肖像24と25の間

金子利信
樺太及樺太を担う人々 40～41 明治24〔1891〕～

金子隆蔵
北海道立志編　第3巻 49～51 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 49～51 肖像あり

兼古万吉
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開道五十年記念北海道 699～700 文久3〔1863〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 77 文久2〔1862〕～ 肖像あり
東北海道の人物 16～18

兼子豊蔵
北海道発達史　第1巻 281～282 明治5〔1872〕～ 肖像12

金崎福太郎　
北海開発事績　再版 774 カネザキ　フクタロウ 明治元〔1868〕～

【かねた】

金田帰逸
札幌紳士録 127～128 嘉永6〔1853〕～

金田熊次郎
後志國要覧 207 安政5〔1858〕～ 肖像(中間頁)

金田好雄
小樽の人と名勝 254～255 明治16〔1883〕～
人物覚書帳 135

金田実八郎　
北海道人名辞書 252 カネダ　ミハチロウ 明治2〔1869〕～

金田誠
自治産業発達誌 286～287 明治35〔1902〕～

金田房吉
札幌之 像 治 〔 〕 肖像あり札幌之人 114（肖像114） 明治3〔1870〕～ 肖像あり

金田弥太郎　
北海道人名辞書 438 カネダ　ヤタロウ 安政2〔1855〕～

金田要吉
樺太及樺太を担う人々 45 明治17〔1884〕～
樺太人物大観 311～314 町村会議員

最近之樺太 57～58
肖像（巻頭）、泊居町評
議員

金高勘六
樺太人物大観 302～306 町村会議員

金高清吉
最近之樺太 67～68 明治14〔1881〕～

金竹藤尾
北海道で成功した人々 107～114

兼俊鹿次郎
北海道発達史　第1巻 283～284 明治4〔1871〕～ 肖像83

金浜徳三郎
開道五十年記念北海道 514 万延元〔1860〕～ 肖像あり

兼平英示（カネヒラ　エイジ、明治31〔1898〕～昭和21〔1946〕）
人物覚書帳 170
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兼松七平
北海道立志編　第2巻 4‐73～74 文久2〔1862〕～ 肖像72と73の間

金峰大仙
自治産業発達誌 121

鹿野恵造
北海道人名辞書　第二版 370 カノケイゾウ 明治7〔1874〕～ 肖像あり

鹿野久恒
東北海道の人物 18～20 明治16〔1883〕～

【かのう】

加納伊三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 72～73 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

加納辰吉
北海道立志編　第5巻　第二版 379～380 明治3〔1870〕～ 肖像あり

加納辰三郎
樺太之留多加 45～46 明治元〔1868〕～ 肖像あり

加納彦蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 373～374 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

加納富貴松

開道五十年記念北海道 365
元治元〔1864〕～
大 〔 〕

開道五十年記念北海道 365
大正6〔1917〕

北海道人名辞書 475 カノウ　フキマツ 元治元〔1864〕～

加納平次郎
樺太之豊原 34～35 明治7〔1874〕～ 肖像あり

加納乕太郎
小樽の人と名勝 253

嘉納久三郎
北海人物評論 92～93 肖像あり

嘉納虎太郎
人物覚書帳 481～483

嘉野久太郎
人物覚書帳 29

叶内庄次郎
函館名士録 78～79 カノウチ　ショウジロウ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

狩野卯吉
自治産業発達誌 517～518 明治12〔1879〕～

狩野太郎右衛門

北海道立志編　第5巻　第二版 380～381 弘化3〔1846〕～
肖像では「狩野太郎左衛
門」と表記
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狩野豊七
自治産業発達誌 863 明治19〔1886〕～

樺山愛輔
北海之商傑 207 函館船渠会社　取締役

樺山資英
函館名士録 293 日魯漁業㈱相談役

甲崎金次郎
北海人物評論 12～13 元治元〔1864〕～

甲谷亀太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 67～68 肖像あり

兜谷徳平
郷土を拓く人々 176～177 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 649 カブトヤトクヘイ 嘉永5〔1852〕～

我部山勇助
北海道立志編　第5巻　第二版 392～393 明治13〔1880〕～ 肖像あり

河北辰蔵　
北海開発事績　再版 702 カホクタツゾウ 明治7〔1874〕～

【か／ま行】

鎌倉義喜
北海道人名辞書　第二版 51～52 カマクラヨシキ 明治9〔1876〕～

【かまた】

鎌田金蔵
北海道立志編　第1巻 148～149 安政2〔1855〕 肖像あり

鎌田九平
開道五十年記念北海道　再版 424～425 カマダクヘイ 明治元〔1868〕～ 道内畜産界巨頭
北海道畜産功労者写真帖 33 肖像あり

鎌田佐一郎　
北海道人名辞書 485～486 カマタ　サイチロウ 明治14〔1881〕～

鎌田三郎
自治産業発達誌 575 肖像あり

鎌田正観
大泊之沿革と人物 18～19 肖像あり

鎌田長市
北海道で成功した人々 115～124

鎌田長蔵
北海道立志編　第1巻 肖像

鎌田直
人物覚書帳 187
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鎌田武造

函館名士録 304
昭和6〔1931〕太平洋漁
業事業顧問

鎌田文助　
北海道人名辞書 255 カマダブンスケ 慶応元〔1865〕～
北海道立志編　第2巻 5‐21～22 慶応元〔1865〕～ 肖像16と17の間

鎌田豊作
東北海道の人物 116～118 明治25〔1892〕～

神尾謙吉
樺太及樺太を担う人々 45～46 明治16〔1883〕～ 肖像あり

神尾仙
最近之樺太 55 明治13〔1880〕～

神尾正
北海道人名辞書　第二版 488 カミオタダシ 明治16〔1883〕～

神川久平
自治産業発達誌 554～555 明治28〔1895〕～

神久保与助
北海道立志編　第3巻 51～53 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 51～53 肖像あり

神定鉄蔵　
北海道人名辞書 536 カミサダテツゾウ 明治4〔1871〕～

上島職　
北海道人名辞書 479 カミジマ　ツカサ 安政元〔1854〕～

上島正　
北海道人名辞書 44 カミシマタダシ 天保9〔1838〕～

上条詿十郎
樺太及樺太を担う人々 177

神代岩之助
大泊之沿革と人物 35～36 安政6〔1859〕～ 肖像あり

神代正治
樺太及樺太を担う人々 87～88

上茶清吉
北海道立志編　第3巻 53～55 嘉永6〔1853〕～

神永貞助　
開道五十年記念北海道　再版 207 カミナガサダスケ 明治7〔1874〕～
函館名士録 82 カミナガ　テイスケ 明治17〔1884〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 258 カミナガテイスケ 明治17〔1884〕～

上中福男
北海道人名辞書 518～519 カミナカフクオ 嘉永5〔1852〕～ 「上中福雄」と表記
北海道発達史　第1巻 380～382 嘉永5〔1852〕～ 肖像134の次の折り込み
北海道立志編　第5巻　第二版 369～370 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
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紙谷栄太郎
北海道人名辞書　第二版 513 カミヤエイタロウ 明治9〔1876〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 169～170 明治9〔1876〕～ 肖像（168と169の間)

紙谷初次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 370～371 安政3〔1856〕～ 肖像（巻頭）

紙谷八太郎
北海道十字之光 259

神谷秀吉　
北海道人名辞書 258 カミヤヒデキチ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 303 カミヤヒデキチ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

神谷小太郎
自治産業発達誌 912

神谷昌雄
札幌紳士録 131 明治19〔1886〕～

神谷竜生　
北海道人名辞書 44 カミヤリュウセイ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 599～600 カミヤタツキ 明治7〔1874〕～

【かみやま】

上山弥太郎
小樽区実業家百撰立志編 47～49 肖像あり

神山音五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 397～398 嘉永2〔1849〕～

神山閑一郎
開道五十年記念北海道 278 明治5〔1872〕～ 肖像あり

神山久太郎
北海道十字之光 123 肖像あり

神山清吉
自治産業発達誌 44～45 明治16〔1883〕～ 肖像あり

神山倉造
自治産業発達誌 287 明治34〔1901〕～

神山鉄応
小樽区外七郡案内 197 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 80～82 明治3〔1870〕～ 肖像あり

神山房次郎
開道五十年記念北海道　再版 369 カミヤマ　フサジロウ

神山茂樹　
開道五十年記念北海道　再版 242～243 カミヤマシゲキ 嘉永2〔1849〕～

神山雄二郎
開道五十年記念北海道 254 明治3〔1870〕～
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※　「神山」は「こうやま」も見よ

亀井喜一郎
人物覚書帳 80

亀井啓次郎
北海道十字之光 92 肖像あり

亀井三四郎
開道五十年記念北海道　再版 382 カメイ　サンシロウ 万延元〔1860〕～

亀井惣吉
北海道立志編　第2巻 3‐63～64 安政4〔1857〕～ 肖像64と65の間

亀井惣十郎
開道五十年記念北海道 171～172 肖像あり

亀井邦太郎
北海道十字之光 84 肖像あり
北海道人名辞書 256 カメイ　クニタロウ 慶応元〔1865〕～

亀石清太郎
東北海道人物画伝 65 明治17〔1884〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 742 カメイシ　セイタロウ 明治17〔1884〕～

亀尾紋蔵
北海人物評論 72 「亀尾紋造」と表記
北海道立志編　第1巻 132～133 文久2〔1862〕～ 肖像（100と101の間）

亀岡藤一
北海道人名辞書　第二版 523 カメオカトウイチ 明治19〔1886〕～

亀卦川貫一
樺太人物大観 190～193 実業家

亀ヶ森松太郎 
北海道人名辞書 415 カメガモリ　マツタロウ 安政元〔1854〕～

亀田松治郎　
北海開発事績　再版 544 カメダ　マツジロウ 明治6〔1873〕～

亀田政五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 376～377 安政元〔1854〕～ 肖像あり

亀田貞二郎
自治産業発達誌 386～387 明治36〔1903〕～ 肖像あり

亀田浦吉
人物覚書帳 538～541 明治15〔1882〕～

亀谷泰山　
北海道人名辞書 456 カメヤタイザン 明治13〔1880〕～

亀谷胖治
東北海道の人物 14～16 明治9〔1876〕～
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亀淵勘蔵
北海道発達史　第1巻 280～281 文久3〔1863〕～

加茂繁松
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

鴨沢宗孝
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加村役場雇員

鴨下典正
北海道人名辞書　第二版 246～247 カモシタミチマサ 明治3〔1870〕～

加森為蔵
東北海道人物画伝 12 明治5〔1872〕～ 肖像あり

【か／や行】

栢工孝次郎
北海道人名辞書　第二版 450 カヤクコウジロウ 明治11〔1878〕～

榧谷喜代太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 573～574 明治7〔1874〕～ 肖像あり

萱津琴二　
北海道人名辞書 584 カヤヅキンジ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 488 カヤツキンジ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 377～378 明治元〔1868〕～ 肖像あり

茅野鶴蔵
北海道立志編　第2巻 5‐22～23 天保3〔1832〕～ 肖像16と17の間

茅野満明
人物覚書帳 144
東北海道の人物 125～127 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 122 明治7〔1874〕～ 本文に肖像あり
北海道十字之光 267 肖像あり
北海道人名辞書 623 カヤノミツアキ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 349～350 カヤノミツアキ 明治7〔1874〕～

萱場粂三郎
開道五十年記念北海道　再版 354～355 カヤバ　クメサブロウ 安政4〔1857〕～
北海道人名辞書 547～548 カヤバ　クメサブロウ 安政4〔1857〕～

萱場今朝雄
北海道人名辞書　第二版 48 カヤバケサオ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

萱場今朝治
現代札幌人物史 91～92 明治5〔1872〕～
人物覚書帳 91～92、248

萱場虎雄
北海道人名辞書　第二版 464 カヤバトラオ 明治22〔1889〕～

萱場直　
北海道人名辞書 254 カヤバ　ナオシ 明治15〔1882〕～

香山昇
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北海人物評論 59 明治3〔1870〕～
北海道立志編　第1巻 肖像 100と101の間

佳山良作
北海道人名辞書　第二版 203 カヤマリョウサク 明治27〔1894〕～

加用信憲　
北海道人名辞書 188～189 カヨウノブノリ 明治17〔1884〕～

【か／ら行】

唐沢辰吉
開道五十年記念北海道 298 明治元〔1868〕～

唐沢千尋
自治産業発達誌 28～29 明治25〔1892〕～ 肖像あり

刈谷宗
樺太之豊原 183～184 明治18〔1885〕～

刈谷鉄之助
北海道立志編　第2巻 4‐74～76 弘化4〔1847〕～ 肖像72と73の間

軽部亀太郎　
北海道人名辞書 254 カルベカメタロウ 明治8〔1875〕～

【か／わ行】

側又三郎側又 郎
北海道発達史　第1巻 261～263 明治14〔1881〕～ 肖像69

河井七郎
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加村役場書記

河井新蔵
自治産業発達誌 906 明治24〔1891〕～

河井浅次郎
北海道人名辞書　第二版 484 カワイアサジロウ 明治10〔1877〕～

河井智茂
樺太及樺太を担う人々 41 明治27〔1894〕～

河合金雄

樺太之豊原 31～32 明治6〔1873〕～
肖像では「河井金雄」と
表記、豊原町評議員

河合才一郎
開道五十年記念北海道　再版 82 カワイ　サイイチロウ 明治16〔1883〕～
静浪遺稿 96～97

河合治八郎
北海道人名辞書　第二版 44 カワアイジハチロウ 明治16〔1883〕～

河合甚五郎
開道五十年記念北海道　再版 465 カワイ　ジンゴロウ 明治9〔1876〕～
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河合藤七
北海之商傑 128 湯浅貿易取締役

河合篤叙（カワイ　アツノブ、慶応3〔1867〕～昭和21〔1946〕）
北海道人名辞書 470 カワイアツノブ 慶応3〔1867〕～

河合繁
函館名士録 83～84 カワイ　シゲル 明治13〔1880〕～ 肖像あり

河合芳雄
人物覚書帳 351～352

河合弥吉
東北海道の人物 123～124 明治23〔1890〕～ 肖像あり

川井豊次　
北海道人名辞書 189 カワイトヨジ 明治元〔1868〕～

川井利吉
開道五十年記念北海道 488 安政元〔1854〕～ 肖像あり

川合嘉十
北海道立志編　第5巻　第二版 385～386 明治4〔1871〕～ 肖像（巻頭）

川合喜代松
開道五十年記念北海道 270 明治14〔1881〕～ 肖像あり

川合菊次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 395～396 明治7〔1874〕～ 肖像あり

川合光寛
北海道人名辞書　第二版 301～302 カワアイミツヒロ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

川合総七
開道五十年記念北海道 418 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道十字之光 134 肖像あり

川合与次郎
北海道人名辞書　第二版 245 カワイヨジロウ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

川内庄三郎 
開道五十年記念北海道　再版 202 カワウチ　ショウザブロウ 明治元〔1868〕～

川内松三郎
自治産業発達誌 31～32,508 肖像あり

川内藤次郎
小樽区外七郡案内 43～44
開道五十年記念北海道　再版 307～308 カワウチ　トウジロウ 明治11〔1878〕～ 道漁業界重鎮
自治産業発達誌 320 明治11〔1878〕～
北海道十字之光 21 肖像あり

※　「河内」は「こうち」を見よ

川岡貞次郎
北海道立志編　第2巻 4‐71～72 明治4〔1871〕～
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【かわかみ】

河上静太郎
大泊之沿革と人物 27～28
樺太及樺太を担う人々 39 明治14〔1881〕～ 肖像あり

川上コヌサアイヌ
北海道発達史　第1巻 266～267 万延元〔1860〕～

川上完　
北海道人名辞書 189 カワカミ タモツ 明治13〔1880〕～

川上喜十郎
自治産業発達誌 22～23 明治23〔1890〕～ 肖像あり

川上健次郎
自治産業発達誌 48～49 明治18〔1885〕～ 肖像あり

川上孝代
自治産業発達誌 420 明治13〔1880〕～ 肖像あり

川上宗一郎
現代札幌人物史 245～246 明治29〔1896〕～

川上正雄
自治産業発達誌 54 明治36〔1903〕～ 肖像あり

川上則文
札幌紳士録 124 慶応2〔1866〕～

川上徳太郎
北海道人名辞書　第二版 46 カワカミトクタロウ 明治10〔1877〕～
樺太及樺太を担う人々 39～40 肖像あり
人物覚書帳 158 明治10〔1877〕～

川上力之介 
北海開発事績　再版 771 カワカミ　リキノスケ 明治8〔1875〕～

川上和平　
北海開発事績　再版 612 カワカミカズヘイ 明治5〔1872〕～
北海道十字之光 147 肖像あり
北海道人名辞書 519 カワカミワヘイ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 472～473 カワカミワヘイ 明治5〔1872〕～
北海道発達史　第1巻 258～260 明治5〔1872〕～ 肖像12
北海道立志編　第5巻　第二版 73～74 明治5〔1872〕～ 肖像あり

川岸駒太郎
北海道十字之光 119 肖像あり

川北長七
北海道人名辞書　第二版 394～395 カワキタチョウシチ 安政5〔1858〕～

【かわぐち】

河口真
北海道人名辞書　第二版 45 カワクチシン 明治16〔1883〕～
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川口喜三郎
北海道樺太名士大鑑 112 明治23〔1890〕～ 本文に肖像あり

川口亀松
北海人物評論 103～104 嘉永3〔1850〕～

川口吉次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 396～397 明治4〔1871〕～ 肖像あり

川口金次郎
北海道立志編　第2巻 3‐61～63 明治7〔1874〕～ 肖像60と61の間

川口進
自治産業発達誌 23～24 肖像あり

川口正義
自治産業発達誌 802 明治21〔1887〕～

川口善太郎
北海道立志編　第2巻 3‐67～69 肖像68と69の間

川口滝蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

川口長蔵
北海道立志編　第4巻　増補訂正 24～26 安政3〔1856〕～ 肖像（24と25の間）

川口敏澄　
北海道人名辞書 565 カワグチトシスミ 明治2〔1869〕～

川口保樹
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

川口祐吉

開道五十年記念北海道　再版 360 カワグチユウキチ
安政6〔1859〕～
大正5〔1916〕

川口竜蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 374～375 嘉永2〔1849〕～

川口良昌（カワグチ　ヨシマサ、明治6〔1873〕～昭和19〔1944〕）
自治産業発達誌 810～811 明治6〔1873〕～
北海開発事績　再版 351 カワグチヨシマサ 明治6〔1873〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 93～94 カワグチ　ヨシマサ
明治6〔1873〕～
昭和19〔1944〕

でんぷん製造機発案

北海道人名辞書　第二版 402 カワグチリョウショウ 明治6〔1873〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 443～446 明治6〔1873〕～ 肖像あり

川久保安雄
人物覚書帳 40

河毛三郎
小樽区外七郡案内 肖像（巻頭） 小樽支庁長
北海道十字之光 8 肖像あり
北海道人名辞書 657 カワケサブロウ 文久3〔1863〕～

川越九八郎
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開道五十年記念北海道　再版 407 カワゴエ　クハチロウ 嘉永6〔1853〕～

川越七郎
北海道人名辞書　第二版 350 カワゴエシチロウ 明治17〔1884〕～

川越重太郎
開道五十年記念北海道　再版 430 カワゴエ　ジュウタロウ 嘉永元〔1848〕～

川越常次郎
北海道十字之光 17 肖像あり
北海道人名辞書 599～600 カワゴエ　ツネジロウ 明治3〔1870〕～

川越滝一郎
開道五十年記念北海道　再版 451 カワゴエ　タキイチロウ 明治21〔1887〕～

【かわさき】

河崎市次郎
北海道樺太名士大鑑 66 慶応元〔1865〕～ 本文に肖像あり

河崎八五郎　　
北海道人名辞書 495～496 カワサキ　ハチゴロウ 嘉永元〔1848〕～

川崎喜代治
現代札幌人物史 263～264 明治29〔1896〕～

川崎熊太郎
開道五十年記念北海道 289 明治7〔1874〕～

崎 代太川崎三代太
北海道樺太名士大鑑 166 本文に肖像あり

川崎藤太夫
北海道人名辞書　第二版 475 カワサキトウダイフ 明治4〔1871〕～

川崎徳三郎
北海道人名辞書　第二版 433 カワサキトクサブロウ 安政4〔1857〕～

川崎奈良之助
北海道発達史　第1巻 278～279 明治7〔1874〕～

川崎繁実
現代札幌人物史 115～116 明治11〔1878〕～
札幌之人 108 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 447 カワサキシゲミ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 46 カワサキシゲミ 明治11〔1878〕～

川崎武親
樺太及樺太を担う人々 44～45 明治17〔1884〕～
樺太人物大観 140～141 教育家

川崎北次郎

樺太之豊原 36～37 明治2〔1869〕～
肖像では「川崎北二郎」
と表記

川崎八五郎
小樽区外七郡案内 137～138 肖像あり
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川崎弥吉
人物覚書帳 379

川崎吉松
自治産業発達誌 610

【かわしま】

河島潔
人物覚書帳 369

河島醇（カワシマ　ジュン、弘化4〔1847〕～明治44〔1911〕）
小樽区外七郡案内 肖像（巻頭） 北海道庁官長官

開道五十年記念北海道 7～8
弘化4〔1847〕～
明治44〔1911〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 8 カワシマ　ジュン
弘化4〔1847〕～
明治44〔1911〕

北海開発事績　再版 330 カワシマ　ジュン
弘化4〔1847〕～
明治44〔1911〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 95～96 カワシマ　ジュン
弘化4〔1847〕～
明治44〔1911〕

9代目北海道庁長官、第
1期拓殖計画

北海道人名辞書 656～657 カワシマ　アツシ
弘化4〔1847〕～
明治44〔1911〕

北海道人名辞書　第二版 619～620 カワシマアツシ 弘化4〔1847〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 293～296
弘化4〔1847〕～
明治44〔1911〕

北海之商傑 159 カワシマジュン 明治初期の政治家

島松太郎河島松太郎
北海道人名辞書　第二版 245 カワシママツタロウ 文久3〔1863〕～

河島正三　
北海道人名辞書 43 カワシマショウゾウ 文久元〔1861〕～

川島栄三郎 
北海道人名辞書 189 カワシマ エイザブロウ 慶応3〔1867〕～

川島衛三
自治産業発達誌 372 肖像あり

川島亀之助
札幌紳士録 124～125 安政5〔1858〕～

川島佐吉
北海道立志編　第1巻 147～148 明治10〔1877〕～ 肖像あり

川島勝次
札幌之人 109（肖像109） 明治7〔1874〕～ 肖像あり

川島信治
自治産業発達誌 256～257 明治26〔1893〕～ 肖像あり

川島正三
札幌紳士録 125～126 文久元〔1861〕～

川島正義
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北海道十字之光 126 肖像あり

川島房吉
北海道立志編　第1巻 145～147 肖像あり

川島留五郎
北海道十字之光 169 肖像あり

川瀬競　
北海道人名辞書 253 カワセ　キソウ 明治元〔1868〕～

川瀬逝二
樺太及樺太を担う人々 43 明治21〔1887〕～

【かわた】

河田幾次郎
北海道立志編　第3巻 355～356 安政6〔1859〕～ 肖像あり

河田香
人物覚書帳 310

河田猪三郎
札幌紳士録 122～123 明治2〔1869〕～
札幌之人 111 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 43 カワタ イサブロウ 明治2〔1869〕～

河田邦太郎
人物覚書帳 128

河田門蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 388～389 明治2〔1869〕～

河田力
樺太人物大観 184～187 実業家

川田憲太郎
人物覚書帳 31

川田長兵衛　
北海道人名辞書 258 カワダ　チョウベエ 明治15〔1882〕～

川田豊吉
北海之商傑 207 函館船渠会社取締役社

川田竜吉（カワダ　リョウキチ、安政3〔1856〕～昭和26〔1951〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 97～98 カワダ　リョウキチ
安政3〔1856〕～
昭和26〔1951〕

男爵いも生みの親

北海之商傑 207 カワダリュウキチ 函館船渠会社相談役

河谷庄三郎 
北海開発事績　再版 558 カワタニ　ショウザブロウ 安政元〔1854〕～

川谷又三郎
人物覚書帳 327～328

川地勇太郎
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北海道立志編　第5巻　第二版 66～67 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

川津八郎
北海道拓殖功労者列伝 1～4 十勝国上門別

河津祐邦
函館市功労者小伝 18 河津三郎太郎祐邦で記

川名治助
北海道立志編　第2巻 4‐69～71() 弘化4〔1847〕～ 肖像32と33の間

川名長松
樺太之留多加 85～86 明治13〔1880〕～

川名得太郎　
北海道人名辞書 253～254 カワナ　トクタロウ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 245～246 カワナトクタロウ 明治6〔1873〕～

川名和吉
開道五十年記念北海道 279 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書　第二版 246 カワナワキチ 明治9〔1876〕～

川成平次郎
樺太之留多加 肖像（付録の部） 肖像あり（付録の部口

川西幸八
樺太之豊原 29～31 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

川西初太郎　
北海道 名辞書北海道人名辞書 548 カワニシ　ハッタロウ

川西壮吉
樺太及樺太を担う人々 38～39 明治4〔1871〕～ 肖像あり
樺太人物大観 300～302 町村会議員

川埜小太郎
自治産業発達誌 270～271 明治15〔1882〕～ 肖像あり

※　「河野」は「こうの」を見よ

河端五代松
自治産業発達誌 191 明治23〔1890〕～

川端喜四郎
自治産業発達誌 487 明治7〔1874〕～ 肖像あり

川端四郎吉
北海道十字之光 226

川端滋
開道五十年記念北海道 576 肖像あり

川端勝太郎
開道五十年記念北海道 576 ～明治41〔1908〕

川端石太郎
開道五十年記念北海道 232 文久元〔1861〕～ 肖像あり
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北海道人名辞書 254 カワバタ　イシタロウ 文政元〔1818〕～

川端徳松
北海道人名辞書　第二版 248 カワバタトクマツ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

川畑才之丞
北海道立志編　第1巻 139～140 安政5〔1858〕～ 肖像あり

川畑三蔵

北海道発達史　第1巻 260～261
天保6〔1835〕～
明治43〔1910〕

河原ひろ子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

河原吉太郎　
北海道人名辞書 526～527 カワハラ　キチタロウ 慶応2〔1866〕～

河原直孝
小樽の人と名勝 249～251
人物覚書帳 85,530～532 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 188 カワハラナオタカ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 203～204 カワハラナオタカ 明治6〔1873〕～

河原鶴蔵
自治産業発達誌 584,714 明治12〔1879〕～ 肖像あり

河原繁
札幌之人 110 明治14〔1881〕～ 肖像あり
北海道 名辞書 カ ゲ 治 〔 〕北海道人名辞書 42～43 カワハラシゲル 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書　第二版 45 カワハラシゲル 明治14〔1881〕～

河原茂
札幌紳士録 121～122 明治14〔1881〕～

川淵勝太郎
東北海道の人物 2～4 明治8〔1875〕～

河辺円蔵
北海道発達史　第1巻 501～502 明治14〔1881〕～ 肖像8

川辺香風
北海人物評論 64～65

川辺徳三郎　
北海道人名辞書 190 カワベ トクサブロウ

川又健一郎  

北海道人名辞書 190 カワマタ ケンイチロウ
明治元〔1868〕～
大正3〔1914〕

北海道立志編　第1巻 144～145 明治元〔1868〕～ 肖像あり

川俣友次郎
後志國要覧 162

川路重平
開道五十年記念北海道 115 肖像あり
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川路寅三
開道五十年記念北海道 115 肖像あり

【かわむら】

河村謙
自治産業発達誌 443 明治39〔1906〕～

河村康次郎
開道五十年記念北海道　再版 145 カワムラ　ヤスジロウ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 584～585 カワムラ　コウジロウ 明治5〔1872〕～

河村駒吉
北海道人名辞書　第二版 350～351 カワムラコマキチ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

河村三雄人
東北海道人物画伝 56 明治8〔1875〕～ 肖像あり

河村正雄
北海道人名辞書　第二版 203 カワムラマサオ 明治3〔1870〕～

河村善次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 386～387 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

河村仲二
人物覚書帳 114

河村兵吉
北海道立志編 第 巻 第 版 治 〔 〕 肖像あり北海道立志編　第5巻　第二版 372～373 明治8〔1875〕～ 肖像あり

河村亮
北海道人名辞書　第二版 45 カワムラリョウ 明治22〔1889〕～

川村栄作
北海道立志編　第5巻　第二版 63～64 安政元〔1854〕～ 肖像あり

川村音吉　
北海開発事績　再版 438 カワムラオトキチ 慶応元〔1865〕～
北海道十字之光 56 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 45～46 カワムラオトキチ 慶応元〔1865〕～

川村銀次郎
北海道立志編　第3巻 344～346 明治2〔1869〕～ 肖像あり

川村慶次郎
後志國要覧 202 明治9〔1876〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 64～65 明治9〔1876〕～ 肖像あり

川村虎五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 394～395 安政元〔1854〕～ 肖像あり

川村幸作
北海道立志編　第4巻　増補訂正 167～169 肖像（168と169の間)

川村恒馬　
北海開発事績　再版 722 カワムラツネマ 明治4〔1871〕～
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川村綱吉
北海道発達史　第1巻 263～265 文久3〔1863〕～

川村重太郎

北海道立志編　第5巻　第二版 71～72 文久2〔1862〕～
肖像では「河村十太郎」
と表記

川村順慶
最近之樺太 肖像（巻頭） 三浜村公医

川村省三
東北海道人物画伝 83 明治7〔1874〕～ 肖像あり

川村真蔵
自治産業発達誌 465 肖像あり

川村臣
北海道人名辞書　第二版 550 カワムラシン 明治9〔1876〕～ 肖像あり

川村仙太郎
自治産業発達誌 379 明治34〔1901〕～ 肖像あり

川村長四郎
後志國要覧 190～191 明治元〔1868〕～ 肖像(中間頁)
北海道立志編　第5巻　第二版 74～76 明治元〔1868〕～ 肖像あり

川村貞次郎
北海之商傑 76 カワムラテイジロウ 三井物産重役

川村文平
北海道人名辞書　第二版 301 カワムラブンペイ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

川村保衛
北海道発達史　第1巻 肖像11

川村芳次
北海道人名辞書　第二版 449 カワムラヨシツグ 明治24〔1891〕～

川村万之丞
北海道立志編　第3巻 346～348 安政6〔1859〕～ 肖像あり

川村勇蔵
北海道人名辞書　第二版 374～375 カワムラユウゾウ 文久2〔1862〕～ 肖像あり

川本半次郎
樺太之留多加 53 明治14〔1881〕～

河本久
小樽区外七郡案内 109～110 明治7〔1874〕～ 肖像あり

川吉伝三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 65～66 嘉永6〔1853〕～

【か／ん】

菅安右工門
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小樽の人と名勝 299～301 明治元〔1868〕～

菅国定
樺太及樺太を担う人々 153

菅只一郎
最近之樺太 56～57 明治3〔1870〕～

菅貞仁　
北海道人名辞書 49 カンサダヒト 明治12〔1879〕～

監崎勝郎
札幌之人 301 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

関崎高治郎　
北海開発事績　再版 608 カンザキ　コウジロウ 明治11〔1878〕～

関崎不二夫
現代札幌人物史 5～6
人物覚書帳 55

神崎延太郎
東北海道人物画伝 6 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 657～658 カンザキ　エンタロウ 安政6〔1859〕～

神崎音五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

神沢唯治
北海道 名辞書 第 版 カ ザ タダジ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 330～331 カンザワタダジ 明治7〔1874〕～

菅沢新造
自治産業発達誌 334 明治13〔1880〕～ 肖像あり

神田亥惣次
北海道人名辞書　第二版 478 カンダイソウジ 明治20〔1887〕～

神田儀蔵
北海道十字之光 113

神田吉三郎

開道五十年記念北海道　再版 102 カンダ　キチサブロウ
元治元〔1864〕～
大正5〔1916〕

神田勝玄
札幌紳士録 131 明治8〔1875〕～

神田直太郎
現代札幌人物史 75～76 肖像あり
札幌紳士録 130 慶応元〔1865〕～
札幌之人 116 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 43 カンダナオタロウ 慶応元〔1865〕～
北海之商傑 271 カンダナオタロウ 拓殖貯金銀行取締役

神田礼治
北海道立志編　第1巻 140～142 安政5〔1858〕～ 肖像あり
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金成マツ（カンナリ　マツ、明治8〔1875〕～昭和36〔1961〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 99～100 カンナリ　マツ
明治8〔1875〕～
昭和36〔1961〕

ユーカラ筆録に従事

【かんの】

官野宇一郎
北海道立志編　第2巻 3‐213～215 天保3〔1832〕～ 肖像208と209の間

管野栄助
北海道人名辞書　第二版 521 カンノエイスケ 肖像あり

管野嘉猷
開道五十年記念北海道　再版 10～11 スガノヨシユウ 安政2〔1855〕～ 白石開祖
北海道発達史　第1巻 270～275 安政2〔1855〕～ 肖像11

菅野嘉助
北海道立志編　第2巻 5‐19～20 天保14〔1843〕～ 肖像あり

菅野儀三郎
東北海道人物画伝 64 明治元〔1868〕～ 肖像あり

菅野熊太郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 220～222 嘉永元〔1848〕～ 肖像（220と221の間）

菅野源吉
自治産業発達誌 61 明治26〔1893〕～ 肖像あり

菅野光民
北海道 名辞書 ガ タ 治 〔 〕北海道人名辞書 614 スガノミツタミ 明治9〔1876〕～

菅野修蔵
人物覚書帳 131～132

菅野省三
北海開発事績　再版 450 スガノショウゾウ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 49 カンノショウゾウ 明治15〔1882〕～

菅野沢蔵
東北海道の人物 486～488 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 367～368 スガノカワゾウ 明治8〔1875〕～

菅野直太郎
自治産業発達誌 324～325 明治16〔1883〕～

菅野文哉
東北海道人物画伝 31 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

菅野勇三郎
北海人物評論 69

菅野竜作
北海道人名辞書　第二版 249 カンノリュウサク 明治21〔1887〕～

上林竜応
最近之樺太 肖像（巻頭）
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官林路一
郷土を拓く人々 111～119 肖像あり

神部亀吉
樺太及樺太を担う人々 43～44 明治19〔1886〕～ 肖像あり
樺太人物大観 154～156 教育家

神部為蔵　
北海開発事績　再版 562～563 カンベタメゾウ 元治元〔1864〕～
北海道十字之光 144 肖像あり
北海道人名辞書 541 カンベタメゾウ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 465～466 カンベタメゾウ 元治元〔1864〕～

《き》

【き／あ～か行】

木内幹
北海道人名辞書 259～260 キウチカン 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書　第二版 284 キウチカン 明治13〔1880〕～

木賀儀太郎
北海道十字之光 175 肖像あり

鬼川俊蔵（キカワ　シュンゾウ、明治14〔1881〕～昭和32〔1957〕）
北海開発事績　再版 624 キカワトシゾウ 明治14〔1881〕～

菊川安太郎
　 開道五十年記念北海道 480 明治5〔1872〕～ 肖像あり

北海道十字之光 38 肖像あり

菊川福太郎
自治産業発達誌 466 明治31〔1898〕～ 肖像あり

菊田熊之助
郷土を拓く人々 108～111 肖像あり
北海開発事績　再版 371 キクタクマノスケ 安政4〔1857〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 457～461 安政4〔1857〕～ 肖像あり
北海道発達史　第1巻 167～169 安政4〔1857〕～ 肖像9
北海道立志編　第5巻　第二版 255～256 安政4〔1857〕～ 肖像あり

菊田繁次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

菊田繁八
北海道立志編　第5巻　第二版 548～549 明治4〔1871〕～ 肖像あり

菊田茂八
北海道発達史　第1巻 肖像9

菊谷丑之助
樺太及樺太を担う人々 131～132 明治10〔1877〕～ 肖像あり
最近之樺太 14～15

【きくち】
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菊地安三
自治産業発達誌 805 明治30〔1897〕～

菊地伊吉
北海道人名辞書　第二版 586 キクチイキチ 明治5〔1872〕～

菊地伊佐治
東北海道の人物 409～411 明治8〔1875〕～ 肖像あり

菊地吉次郎
人物覚書帳 164～165

菊地吉蔵
北海道発達史　第1巻 559 明治16〔1883〕～ 父浜田利正

菊地京蔵
東北海道の人物 417～419 明治21〔1887〕～

菊地勤
北海開発事績　再版 735 キクチツトム 明治10〔1877〕～
北海道樺太名士大鑑 69 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 545 キクチツトム 明治10〔1877〕～ 肖像あり

菊地金助
北海道発達史　第1巻 557～559 嘉永6〔1853〕～ 肖像33、浜田利和は子

菊地九江
函館游寓名士伝 26

菊地己代助
樺太之豊原 121～122 明治17〔1884〕～

菊地庫太
北海道人名辞書　第二版 378 キクチクラタ

菊地佐助
自治産業発達誌 814～815 明治15〔1882〕～

菊地三之助
東北海道の人物 421～423 明治21〔1887〕～

菊地治郎右衛門
北海道立志編　第2巻 4‐147～149 天保14〔1843〕～ 肖像あり

菊地若松　→菊池若松も見よ
開道五十年記念北海道 654～655 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 71 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

菊地周蔵
東北海道の人物 84～85 明治24〔1891〕～ 「菊地周造」と表記
北海道人名辞書　第二版 535 キクチシュウゾウ 明治24〔1891〕～

菊地洲二　→菊池州ニも見よ
自治産業発達誌 421～422 明治13〔1880〕～ 肖像あり

菊地順吉
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北海道人名辞書　第二版 283～284 キクチジュンキチ 明治6〔1873〕～

菊地常夫
北海道人名辞書　第二版 160 キクチツネオ 明治10〔1877〕～

菊地正人
人物覚書帳 314

菊地正直　→菊池正直も見よ
現代札幌人物史 142～143 明治20〔1887〕～

菊地節造
北海道立志編　第3巻 512～514 明治2〔1869〕～

菊地滝五郎　→菊池滝五郎も見よ
開道五十年記念北海道 603 肖像あり

菊地忠蔵
札幌紳士録 335～336 明治11〔1878〕～ 肖像88
札幌之人 282（肖像282） 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 45 キクチチュウゾウ 明治11〔1878〕～

菊地直一
北海道人名辞書　第二版 161 キクチナオイチ 明治15〔1882〕～

菊地直喜
北海道人名辞書 457 キクチナオキ 慶応元〔1865〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 551～552 明治7〔1874〕～ 肖像あり

菊地徹蔵菊地徹蔵
北海道立志編　第3巻 514～516 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

菊地藤之助
自治産業発達誌 58,932 明治38〔1905〕～ 肖像あり

菊地晩節
北海人物評論 106

菊地武司
北海道人名辞書　第二版 161 キクチタケジ 明治16〔1883〕～

菊地勉
北海道十字之光 223 肖像あり

菊地豊蔵
北海道人名辞書　第二版 397 キクチトヨゾウ 嘉永5〔1852〕～

菊地又蔵
北海道人名辞書　第二版 397 キクチマタゾウ 明治5〔1872〕～

菊地黽
東北海道人物画伝 40 明治9〔1876〕～ 肖像あり
東北海道の人物 415～417 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書 623 キクチツトム 明治9〔1876〕～ 「菊池繩」と表記
北海道人名辞書　第二版 363 キクチツトム 明治9〔1876〕～

菊池久志
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北海道医事通覧　前編 65

菊池若松　→菊地若松も見よ
　 北海道人名辞書　第二版 594 キクチワカマツ 慶応2〔1866〕～

北海道拓殖功労者列伝 82～84 慶応2〔1866〕～ 釧路国厚岸町

菊池州二　→菊地洲二も見よ
函館名士録 85～86 キクチ　シュウジ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

菊池正直　→菊地正直も見よ
北海道人名辞書　第二版 160 キクチマサナオ 明治20〔1887〕～

菊池其次男
樺太及樺太を担う人々 131 肖像あり

菊池滝五郎　→菊地滝五郎も見よ
北海道立志編　第3巻 188～191 肖像あり

菊池明十郎
　 北海開発事績　再版 734 キクチメイジュウロウ 明治10〔1877〕～

北海道人名辞書　第二版 544 キクチメイジュウロウ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

菊池要次郎
開道五十年記念北海道　再版 341 キクチヨウジロウ 嘉永5〔1852〕～

菊池隆
北海道人名辞書 456～457 キクチユタカ 明治4〔1871〕～

菊亭脩季（キクテイ　ユキスエ、安政4〔1857〕～明治38〔1905〕）
北海道立志編 第 巻 肖像（巻 ）北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

【き／さ行】

木皿安右衛門
開道五十年記念北海道 401 安政4〔1857〕～ 肖像あり

【きし】

岸音五郎
　 北海開発事績　再版 794 キシオトゴロウ 安政6〔1859〕～

北海道人名辞書 192 キシオトゴロウ 安政6〔1859〕～

岸義一
自治産業発達誌 870 明治12〔1879〕～

岸粂三郎
開道五十年記念北海道 288 明治13〔1880〕～

岸達也
札幌紳士録 337 明治14〔1881〕～ 肖像88

岸農夫治
　 小樽の人と名勝 348～349 明治15〔1882〕～

人物覚書帳 135～136

岸繁丰
自治産業発達誌 609 肖像あり
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岸与三松
自治産業発達誌 870 明治21〔1887〕～

岸留次郎
自治産業発達誌 87 明治28〔1895〕～ 肖像あり

貴志安吉
小樽区実業家百撰立志編 14～16 元治元〔1864〕～ 肖像あり

岸井智栄松
自治産業発達誌 447 明治17〔1884〕～ 肖像あり

【きしだ】

岸田いひ子
北海道医事通覧　前編 84 肖像(巻頭)

岸田卯三郎
北海道人名辞書 457 キシダウサブロウ 慶応元〔1865〕～

岸田亀治
北海道人名辞書　第二版 540 キシダカメジ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

岸田五郎右衛門
開道五十年記念北海道 312 肖像あり

岸田三右衛門
北海道立志編　第4巻　増補訂正 133～135 肖像（132と133の間)

岸田三男吉
北海道人名辞書　第二版 511 キシダミオキチ 明治3〔1870〕～

岸田新右衛門
　 北海道人名辞書 457 キシダシンウエモン 明治元〔1868〕～

北海道立志編　第4巻　増補訂正 135～137

肖像（132と133の間)、初
代～現代の「岸田岸田
新右衛門」についての記
述内容

岸田晴義
人物覚書帳 37

岸田清七
北海道人名辞書 457 キシダセイシチ 明治7〔1874〕～

岸田平作
北海開発事績　再版 769 キシダヘイサク 明治21〔1887〕～

岸田利雄
人物覚書帳 313

来島虎一
北海道人名辞書　第二版 474～475 キシマトライチ 明治15〔1882〕～

木島鍬三郎
北海之商傑 274～275 住友札幌鉱業所支配人
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木島松三
自治産業発達誌 873 「木島松蔵」と表記
函館名士録 89 キジマ　マツゾウ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

木島豊治
　 開道五十年記念北海道 183 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

北海道人名辞書 259 キジマトヨジ 嘉永6〔1853〕～

岸本為治
現代札幌人物史 287～288

岸本芳太郎
北海道発達史　第1巻 554～556 明治元〔1868〕～ 肖像10（長男喜代太）

岸山角太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 260～261 明治元〔1868〕～ 肖像あり

気仙亀之助
北海道人名辞書　第二版 284 キセンカメノスケ 明治5〔1872〕～

木曽慶蔵
東北海道の人物 82～83 明治17〔1884〕～ 肖像あり

義造貞太郎
自治産業発達誌 894 明治17〔1884〕～

【き／た行】

喜多孝治
樺太人物大観 53～63 主要官人

喜多松次郎
　 開道五十年記念北海道 550～551 明治7〔1874〕～ 肖像あり

北海道十字之光 172 肖像あり

北勝太郎（キタ　カツタロウ、明治22〔1889〕～昭和38〔1963〕）
　 開道五十年記念北海道　再版 120 キタカツタロウ 明治22〔1889〕～

人物覚書帳 568

北小太郎

　 開道五十年記念北海道　再版 120 キタコタロウ
慶応元〔1865〕～
大正2〔1913〕

　 北海道拓殖功労者列伝 32～35 ～大正2〔1913〕 石狩国奈井江村
北海道立志編　第2巻 5‐113～115 万延元〔1860〕～ 肖像あり

北林平
函館名士録 326 ㈱函館漁商市場取締役

貴田国平
北海道人名辞書　第二版 533 キダクニヘイ 明治3〔1870〕～ 肖像あり

木田円蔵
開道五十年記念北海道　再版 196 キダエンゾウ 明治16〔1883〕～

木田長右衛門
　 開道五十年記念北海道 215 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
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　 北海道十字之光 89
北海道立志編　第2巻 4‐144～145 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

木田茂晴
北海道人名辞書　第二版 161 キダシゲハル 明治27〔1894〕～

北井長作
自治産業発達誌 551 明治31〔1898〕～

北浦延治郎
北海道人名辞書　第二版 161～162 キタウラノブジロウ 明治22〔1889〕～

北岡久寿猪
北海道人名辞書　第二版 462 キタオカスイ 明治2〔1869〕～

北垣国道（キタガキ　クニミチ、天保7〔1836〕～大正5〔1916〕）

小樽の人と名勝 41～43
天保7〔1836〕～
大正5〔1916〕

開道五十年記念北海道 7 天保7〔1836〕～
開道五十年記念北海道　再版 7 キタガキクニミチ 天保7〔1836〕～
北海開発事績　再版 329 キタガキクニミチ 天保7〔1836〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 101～102 キタガキ　クニミチ
天保7〔1836〕～
大正5〔1916〕

第4代北海道庁長官

北海道人名辞書　第二版 649 キタガキクニミチ 天保7〔1836〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 149～152
天保7〔1836〕～
大正5〔1916〕

肖像あり

【きたがわ】

北 栄松北川栄松
北海道樺太名士大鑑 45 明治9〔1876〕～ 本文に肖像あり

北川弘吉

樺太之留多加 65～66 明治12〔1879〕～
肖像あり、付録の部口絵
にもあり

北川克郎
北海道人名辞書　第二版 520 キタガワカツロウ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

北川誠一
小樽区外七郡案内 147 肖像あり
小樽区実業家百撰立志編 95～97 天保10〔1839〕～ 肖像あり

小樽の人と名勝 341～342
天保10〔1839〕～
明治45〔1912〕

北海道立志編　第1巻 380～382 天保10〔1839〕～ 肖像あり

北川達男
北海道人名辞書　第二版 532 キタガワタツオ 明治28〔1895〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 380～382 天保10〔1839〕～ 肖像あり

北川直助
北海開発事績　再版 658 キタガワナオスケ 安政5〔1858〕～
北海道立志編　第1巻 380～382 天保10〔1839〕～ 肖像あり

北川貞七
開道五十年記念北海道　再版 416 キタガワサダシチ 安政元〔1854〕～
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北川富太郎
東北海道人物画伝 42 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

北川武
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（308と309の間）

北川豊吉
北海開発事績　再版 615 キタガワトヨキチ 明治9〔1876〕～

北川利一郎
小樽区外七郡案内 233 肖像あり

木田川奎彦
小樽の人と名勝 342～345 明治6〔1873〕～

北口徳三郎
開道五十年記念北海道　再版 108 キタグチトクサブロウ 明治6〔1873〕～

北郷信次郎
北海道医事通覧　前編 57
北海道人名辞書 510～511 キタゴウシンジロウ 明治17〔1884〕～

北沢吉兵衛
北海道立志編　第5巻　第二版 258～295 嘉永4〔1851〕～ 肖像（巻頭）

北島慶次郎
北海人物評論 33 安政2〔1855〕～

北島要信
樺太之豊原 治 〔 〕 肖像あり樺太之豊原 122～124 明治26〔1893〕～ 肖像あり

北田徳蔵
東北海道の人物 411～413 明治6〔1873〕～ 肖像あり

北出岩太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 547～548 文久2〔1862〕～ 肖像あり

北友長之助
北海道人名辞書 479～480 キタトモチョウノスケ 明治15〔1882〕～

北野作松
北海道発達史　第1巻 638～639 明治4〔1871〕～ 肖像10　父坂東浅吉
北海道立志編　第5巻　第二版 256～257 明治4〔1871〕～

北林屹郎
現代札幌人物史 326～327
人物覚書帳 348,395 明治6〔1873〕～
静浪遺稿 146～148 肖像あり
北海道人名辞書 456 キタバヤシキツロウ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 415 キタバヤシキツロウ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

北原鉦太郎
開道五十年記念北海道 277 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 260 キタハラショウタロウ 万延元〔1860〕～

稀玉菊治
北海道人名辞書　第二版 552 キタマキクジ 明治元〔1868〕～
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北道平吉

北海道立志編　第4巻　増補訂正 141～134
肖像（136と137の間) 初
代は安政4〔1857〕）没、2
代目は明治32〔1899〕没

【きたむら】

北村衛也
人物覚書帳 42～43、186
東北海道の人物 419～421 明治17〔1884〕～ 肖像あり

北村菊蔵
自治産業発達誌 375 肖像あり

北村屹郎
北海道樺太名士大鑑 72 明治6〔1873〕～

北村恭助
北海道人名辞書　第二版 501～502 キタムラキョウスケ 明治元〔1868〕～

北村謹
北海道畜産功労者写真帖 103 肖像あり

北村広吉
北海人物評論 97

北村助蔵
北海道人名辞書　第二版 520 キタムラスケゾウ 明治20〔1887〕～

北村正雄
現代札幌人物史 49～50 明治12〔1879〕～
人物覚書帳 134～135
北海道樺太名士大鑑 31
北海道人名辞書　第二版 162 キタムラマサオ 明治12〔1879〕～

北村太一郎
北海開発事績　再版 601 キタムラタイチロウ 明治4〔1871〕～

北村澄
大泊之沿革と人物 77～78 肖像あり

北村定雄
北海開発事績　再版 722 キタムラサダオ 明治21〔1887〕～

北村藤吉
東北海道の人物 413～415 明治9〔1876〕～ 肖像あり

北村得三
樺太及樺太を担う人々 158 明治33〔1900〕～

北村黽（キタムラ　ビン、明治9〔1876〕～昭和35〔1960〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 キタムラ　ツトム
明治9〔1876〕～
昭和35〔1960〕

北村開祖

北海道拓殖功労者列伝 76～77 石狩国北村

北村富士太郎
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北海道十字之光 162 肖像あり
北海道人名辞書 578～579 キタムラフジタロウ 明治8〔1875〕～

北村平作
自治産業発達誌 326 明治19〔1886〕～

北村茂左衛門

北海道立志編　第4巻　増補訂正 200～201 安政元〔1854〕～
肖像（196と197の間） 家
族とともに

北村勇作
自治産業発達誌 232 明治15〔1882〕～ 肖像あり
北海人物評論 122
北海道立志編　第1巻 385～386 肖像あり

北村楢太郎
人物覚書帳 23

北本善作
北海道人名辞書　第二版 594 キタモトゼンサク 明治7〔1874〕～

北守政直
北海道人名辞書 323～324 ホクシュマサナオ 安政5〔1858〕～

北山晃文
小樽の人と名勝 188

北山六三郎
最近之樺太 肖像（巻頭） 留久志造材業

木津幸吉（キヅ　コウキチ、天保元〔1830）～明治28〔1895〕）
函館市功労者小伝 30 木津孝吉、肖像あり

橘井弥平
北海開発事績　再版 665 キツイヤヘイ 明治10〔1877〕～

※「吉川」は「よしかわ」を見よ

橘高茂一郎
北海道人名辞書　第二版 162 キッタカモイチロウ 明治2〔1869〕～

木津和秀男
北海道人名辞書　第二版 161 キツワヒデオ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

岐土助右衛門
北海道発達史　第1巻 553～554 安政3〔1856〕～ 肖像8

木戸孫平
自治産業発達誌 19～20 肖像あり

紀藤昆次郎
北海道十字之光 166 肖像あり

鬼頭光次郎
東北海道人物画伝 67 安政5〔1858〕～ 肖像あり

【き／な行】

197 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

木波留三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 262～263 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

布川清四郎
北海道人名辞書 407 キヌカワセイシロウ 慶応元〔1865〕～

木根淵清
人物評論　第1編 240～245

【きのした】

木下勘蔵
北海道人名辞書　第二版 406 キノシタカンゾウ 明治11〔1878〕～

木下喜作
北海道立志編　第5巻　第二版 261～262 明治元〔1868〕～ 肖像あり

木下佐之助
北海道立志編　第5巻　第二版 254～255 天保12〔1841〕～ 肖像あり

木下三四彦
現代札幌人物史 135～136
札幌之人 280（肖像280） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
人物覚書帳 121,298
静浪遺稿 88～89
北海道樺太名士大鑑 13 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 158～159 キノシタミヨヒコ 明治16〔1883〕～

木 成太郎（キ タ ゲタ ウ 慶応 〔 〕 和 〔 〕）木下成太郎（キノシタ　シゲタロウ、慶応元〔1865〕～昭和17〔1942〕）
現代札幌人物史 15～16 肖像あり
札幌之人 279（肖像279） 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 61～62 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
人物覚書帳 128～129
人物評論　第1編 218～225
東北海道人物画伝 70 肖像あり
東北海道の人物 423～425
北海開発事績　再版 416 キノシタセイタロウ 慶応元〔1865〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 105～106 キノシタ　シゲタロウ
慶応元〔1865〕～
昭和17〔1942〕

ヨード製法開発、政友会
北海道支部長

北海道樺太名士大鑑 5 慶応元〔1865〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書 46～47 キノシタセイタロウ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 158 キノシタセイタロウ 慶応元〔1865〕～

北海道立志編　第4巻　増補訂正 304～309 文政9〔1826〕～
肖像（304と305の間） 木
下弥八郎ら、家族の写真
もあり

木下清蔵
自治産業発達誌 312～313 明治34〔1901〕～ 肖像あり

木下孫平
小樽区実業家百撰立志編 51～52 明治4〔1871〕～ 肖像あり

木下長五郎
北海道発達史　第1巻 551～553 明治2〔1869〕～ 肖像124

木下徳太郎
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開道五十年記念北海道 667
明治12〔1879〕～
明治40〔1907〕

肖像あり

木下寅吉
北海道立志編　第3巻 264～266 肖像あり

木下又三郎
樺太及樺太を担う人々 130～131 明治22〔1889〕～ 肖像あり

木下万治郎
北海道で成功した人々 293～302

木下弥三郎
北海道十字之光 170 肖像あり

木下勇
自治産業発達誌 385 明治42〔1909〕～

木野村英正
自治産業発達誌 710～711 明治32〔1899〕～

キノルド（Wenzeslaus　Kinold）
札幌之人 186 明治5〔1872〕～ 肖像あり

【き／は行】

木原義作
自治産業発達誌 198～199 肖像あり

木原慶輔
北海道発達史　第1巻 165～167 嘉永3〔1850〕～ 肖像85

木原正義
北海道人名辞書　第二版 160 キハラマサヨシ 慶応3〔1867〕～

木原太三治
北海道十字之光 174 肖像あり
北海道人名辞書 584 キハラタサフジ 万延元〔1860〕～

木原豊次郎
樺太及樺太を担う人々 181

木部清三郎
最近之樺太 79～80 明治13〔1880〕～ 肖像あり

【き／ま行】

公森太郎
札幌紳士録 336～337 明治15〔1882〕～ 肖像89
北海道人名辞書 45 キミモリタロウ 明治15〔1882〕～

【きむら】

木村為四郎
北海道人名辞書 191 キムラタメシロウ 明治13〔1880〕～

木村宇太郎
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北海開発事績　再版 371 キムラウタロウ 安政2〔1855〕～
北海道十字之光 198 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 431～435 安政2〔1855〕～ 肖像あり

木村英雄
樺太人物大観 302～306 町村会議員

木村円吉
小樽区外七郡案内 146
小樽区実業家百撰立志編 152～155 天保元〔1830〕～ 肖像あり
小樽の人と名勝 345～348 天保元〔1830〕～
人物覚書帳 7
北海人物評論 11～12 天保元〔1830〕～
北海道十字之光 20 肖像あり
北海道立志編　第1巻 373～376 肖像あり

木村嘉久治
北海道人名辞書　第二版 284 キムラカクジ 明治18〔1885〕～

木村久太郎
開道五十年記念北海道 135 肖像あり

木村京松
自治産業発達誌 472～473 明治17〔1884〕～ 肖像あり

木村金太郎
人物覚書帳 86～87

木村健次
自治産業発達誌 肖像あり自治産業発達誌 337 肖像あり

木村研
北海道人名辞書 259 キムラケン 明治14〔1881〕～

木村元右衛門
北海道発達史　第1巻 549～550 文化13〔1842〕～ 肖像82

木村元次郎
北海道立志編　第3巻 507～509 安政4〔1857〕～ 肖像あり

木村源右衛門
北海道立志編　第1巻 383～385 文政7〔1824〕～ 肖像あり

木村源三郎
北海人物評論 81～82
北海道立志編　第1巻 382～383 明治6〔1873〕～ 肖像あり

木村耕太郎
北海開発事績　再版 512 キムラコウタロウ 嘉永4〔1851〕～

木村才一郎
開道五十年記念北海道　再版 277 キムラサイイチロウ 慶応元〔1865〕～

木村三郎
札幌紳士録 333～334 明治7〔1874〕～
札幌之人 278（肖像278） 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 46 キムラサブロウ 明治7〔1874〕～

200 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

木村宗次郎
北海道立志編　第3巻 186～188 肖像あり（184の次）

木村秀実
北海人物評論 17 慶応2〔1866〕～
自治産業発達誌 563 明治25〔1892〕～ 肖像あり

木村秀太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 546～547 明治8〔1875〕～ 肖像あり

木村勝衛
北海道発達史　第1巻 肖像124

木村庄吉
北海道人名辞書　第二版 540～541 キムラショウキチ 明治11〔1878〕～

木村松太郎
北海開発事績　再版 794 キムラマツタロウ

木村常吉
小樽区外七郡案内 218～219 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 545～546 文久3〔1863〕～ 肖像あり

木村真之助
北海道人名辞書　第二版 159 キムラシンノスケ 明治18〔1885〕～

木村甚右衛門
北海道立志編　第5巻　第二版 263～264 ～明治38〔1905〕 肖像あり

木村甚五郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 139～141 安政5〔1858〕～ 肖像（136と137の間)

木村政勝
樺太之豊原 173～174 明治24〔1891〕～ 肖像あり

木村正
現代札幌人物史 286～287 明治19〔1886〕～

木村清鑑
自治産業発達誌 163 明治13〔1880〕～

木村清吉
開道五十年記念北海道　再版 595 キムラセイキチ 慶応2〔1866〕～

木村清作
樺太之留多加 74～75 明治11〔1878〕～ 肖像あり

木村清八
北海道立志編　第5巻　第二版 257～258 明治元〔1868〕～ 肖像あり

木村多吉
函館名士録 87～88 キムラ　タキチ 明治20〔1887〕～ 肖像あり

木村鷹松
自治産業発達誌 110 明治33〔1900〕～ 肖像あり
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木村竹太郎
自治産業発達誌 569～570

木村定五郎
北海道人名辞書 451 キムラサダゴロウ 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書　第二版 404 キムラサダゴロウ 安政6〔1859〕～

木村鼎一
自治産業発達誌 788 明治15〔1882〕～ 肖像あり

木村伝次郎
北海道樺太名士大鑑 70 明治20〔1887〕～ 本文に肖像あり

木村富吉
開道五十年記念北海道 491 肖像あり

木村武郎
北海道人名辞書 545 キムラタケシロウ 明治6〔1873〕～

木村福松
北海道立志編　第4巻　増補訂正 196～197 肖像（196と197の間）

木村文助（キムラ　ブンスケ、明治15〔1882〕～昭和28〔1953〕）
北海道人名辞書　第二版 381 キムラブンスケ 明治15〔1882〕～

木村勉
人物覚書帳 38

木村峰吉
北海道立志編 第 巻 第 版 治 〔 〕 肖像（巻 ）北海道立志編　第5巻　第二版 544～545 明治8〔1875〕～ 肖像（巻頭）

木村法城
北海道立志編　第1巻 376～377 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

木村芳雄
自治産業発達誌 392～393 明治34〔1901〕～ 肖像あり

木村豊吉
北海道立志編　第3巻 510～512 明治2〔1869〕～ 肖像あり

木村末吉

北海道立志編　第4巻　増補訂正 198～200 明治5〔1872〕～
肖像（196と197の間） 母
の肖像あり

木村勇
札幌紳士録 334 明治元〔1868〕～ 肖像87
自治産業発達誌 766 明治29〔1896〕～
北海道人名辞書　第二版 159 キムライサム 明治元〔1868〕～

木村祐治
自治産業発達誌 535 肖像あり
北海道人名辞書 426～427 キムラユウジ 元治元〔1864〕～

木村与八郎
北海道発達史　第1巻 556～557 嘉永元〔1848〕～ 肖像84

木村利健

202 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

北海道畜産功労者写真帖 105 肖像あり
北海道人名辞書 46 キムラトシタツ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 374 キムラトシタツ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

木村利三郎
樺太人物大観 311～314 町村会議員

木村立治郎
北海開発事績　再版 533 キムラタテジロウ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 486 キムラタツジロウ 明治4〔1871〕～

木村麟太郎
小樽区実業家百撰立志編 146～148 慶応3〔1867〕～
北海開発事績　再版 449 キムラリンタロウ 明治2〔1869〕～
北海人物評論 14 慶応3〔1867〕～
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 191 キムラリンタロウ 明治2〔1869〕～
北海道立志編　第1巻 377～378 肖像あり

肝付桜嶼
函館游寓名士伝 22～24

木本岩吉
自治産業発達誌 138～139 明治9〔1876〕～ 肖像あり

木谷三次
北海道人名辞書　第二版 519～520 キヤサンジ 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

木谷秀五郎
大泊之 革と 物 慶応 〔 〕大泊之沿革と人物 152 慶応2〔1866〕～

木谷弥太郎
開道五十年記念北海道 397 明治8〔1875〕～

【き／や行～ん】

木山新一
人物覚書帳 306

清井金次郎
東北海道人物画伝 6 文久3〔1863〕～ 肖像あり

京坂与三太郎
小樽の人と名勝 349～350 安政元〔1854〕～
後志國要覧 132 安政元〔1854〕～ 肖像(中間頁)
北海道十字之光 64 肖像あり
北海道人名辞書 191～192 キョウサカヨサタロウ 安政元〔1854〕～

京坂与三郎
小樽区実業家百撰立志編 148～150 安政元〔1854〕～
北海道立志編　第1巻 378～380 安政元〔1854〕～ 肖像あり

京谷左右吉
開道五十年記念北海道　再版 422 キョウヤサウキチ 明治3〔1870〕～ 浦川町開発恩人

清川円誠（キヨカワ　エンジョウ、文久3〔1863〕～昭和22〔1947〕）
札幌紳士録 335 文久3〔1863〕～ 肖像89
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札幌之人 281（肖像281） 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 47 キヨカワエンジョウ 文久3〔1863〕～

清川正七
自治産業発達誌 426 明治34〔1901〕～ 肖像あり

許士秦（キョシ　タイ、嘉永3〔1850）～大正3〔1914〕）
北海道立志編　第5巻　第二版 549～550 肖像あり

清原善治
北海道医事通覧　前編 39

桐越信雄
人物覚書帳 171～172

桐田喜久造
北海道人名辞書　第二版 285 キリタキクゾウ 明治25〔1892〕～

桐田達淳
北海道人名辞書　第二版 284～285 キリタタツジュン 明治8〔1875〕～ 肖像あり

桐山角三郎
北海道人名辞書 415 キリヤマカクサブロウ 明治4〔1871〕～

桐山三四郎
開道五十年記念北海道 588 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

北海開発事績　再版 373 キリヤマサンシロウ
嘉永5〔1852〕～
大正2〔1913〕

北海道開拓功労者関係資料集録 上 107 キリヤマ サンシロウ
嘉永5〔1852〕～
大 〔 〕

利尻島の開発北海道開拓功労者関係資料集録　上 107 キリヤマ　サンシロウ
大正2〔1913〕

利尻島の開発

北海道十字之光 30 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 649 キリヤマダンシロウ 嘉永5〔1852〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 215～217
嘉永5〔1852〕～
大正2〔1913〕

肖像あり

金玉均（キン　ギョクキン、嘉永4〔1851〕～明治27〔1894〕）
函館游寓名士伝 7～8

キング（Ｅ．Ｊ．Ｋｉｎｇ）
北海道人名辞書 245 文久3〔1863〕～
開道五十年記念北海道 362 明治12〔1879〕～ 肖像あり

金田一福次
自治産業発達誌 327～328 明治15〔1882〕～

《く》

【く／か行】

久我勘次郎
北海道人名辞書 511 クガカンジロウ 明治2〔1869〕～

陸原大輔
北海道人名辞書　第二版 452～453 クガハラダイスケ 明治25〔1892〕～
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九鬼左馬之助
樺太及樺太を担う人々 175

久々津米造
北海道十字之光 70 肖像あり
北海道人名辞書 192～193 ククツヨネゾウ 安政4〔1857〕～
北海道人名辞書　第二版 210 ククツヨネゾウ 安政4〔1857〕～

久郷梅次郎
北海開発事績　再版 721 クゴウウメジロウ 安政5〔1858〕～

【く／さ行】

久坂好太郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 194～196 明治7〔1874〕～ 肖像（192と193の間）

日下部久太郎
開道五十年記念北海道 181 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道十字之光 19 肖像あり
北海道人名辞書 260 クサカベキュウタロウ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 266 クサカベキュウタロウ 明治4〔1871〕～
北海之商傑 213～216 日下部㈱　社長

日下部鳴鶴
函館游寓名士伝 19

草刈元次
函館名士録 90～94 クサカリ　モトジ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 265 クサカリモトジ 明治6〔1873〕～

草刈直
自治産業発達誌 571～572 肖像あり

草野鹿太
北海道医事通覧　前編 41～42

草野清志
自治産業発達誌 769 明治31〔1898〕～ 肖像あり

草野芳男
函館名士録 95～97 クサノ　ヨシオ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

草野留吉
札幌紳士録 220 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書 48～49 クサノトメキチ 文久3〔1863〕～

久慈勘吉
札幌紳士録 216～217 天保12〔1841〕
北海人物評論 130～131
北海道人名辞書 49 クジカンキチ 天保12〔1841〕

久慈功
東北海道の人物 265～267 明治23〔1890〕～

久慈貞次郎
北海道人名辞書 592～593 クジテイジロウ 安政5〔1858〕～
北海道立志編　第1巻 253～254 肖像あり
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北海道人名辞書　第二版 506 クジテイジロウ 安政5〔1858〕～ 久慈貞二郎、肖像あり

久慈博
人物覚書帳 34～35

久慈巳代蔵
開道五十年記念北海道 461 天保12〔1841〕～ 肖像あり

北海道十字之光 59
肖像あり、「久慈三代蔵」
と表記

串崎重雄
自治産業発達誌 266 明治43〔1910〕～

串崎静
人物覚書帳 342

櫛引勉
東北海道人物画伝 50 安政5〔1858〕～ 肖像あり

葛谷謙一
人物覚書帳 308
北海道樺太名士大鑑 48 明治30〔1897〕～ 本文に肖像あり

樟巌
最近之樺太 35～36 明治16〔1883〕～

楠瀬幸彦
樺太人物大観 9～11 歴代長官

葛間葛間一三
北海道十字之光 141 肖像あり

葛間兵平
開道五十年記念北海道 354 肖像あり

久須美幸松
北海道人名辞書　第二版 103 クスミコウマツ 明治17〔1884〕～

楠本市松
北海開発事績　再版 628 クスモトイチマツ 明治6〔1873〕～

久世成次郎
北海道人名辞書 592 クセナリジロウ 明治9〔1876〕～

朽木尚義
北海道人名辞書 388 クチキナオヨシ 明治15〔1882〕～
北海道医事通覧　前編 53 肖像(巻頭)

【くどう】

工藤栄太郎
開道五十年記念北海道 514 明治5〔1872〕～ 肖像あり

工藤嘉三郎
北海道十字之光 165 肖像あり

工藤嘉七
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開道五十年記念北海道 198
慶応元〔1865〕～
明治29〔1896〕

工藤吉次郎
北海道立志編　第3巻 242～244 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

工藤久五郎
樺太之豊原 269～270 明治11〔1878〕～ 肖像あり

工藤金右衛門
北海道人名辞書 450 クドウキンウエモン 明治15〔1882〕～

北海道立志編　第4巻　増補訂正 321～322
先代、当代と記述あり、2
代目は安政5〔1858〕～

工藤金彦
現代札幌人物史 94～95 明治6〔1873〕～
札幌紳士録 217 明治6〔1873〕～
札幌之人 193（肖像193） 明治6〔1873〕～ 肖像あり
人物覚書帳 326
北海道人名辞書 50 クドウカネヒコ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 99 クドウカネヒコ 明治6〔1873〕～

工藤奚疑
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

工藤兼太郎
北海開発事績　再版 692 クドウケンタロウ 文久3〔1863〕～

工藤源右衛門
保 〔 〕

北海道人名辞書 591～592 クドウゲンウエモン
天保3〔1832〕～
明治37〔1904〕

工藤虎五郎
北海道人名辞書 261 クドウトラゴロウ 慶応元〔1865〕～

工藤幸定
樺太及樺太を担う人々 89

工藤恒吉
開道五十年記念北海道 645 明治元〔1868〕～ 肖像あり
東北海道の人物 271～273 明治元〔1868〕～

工藤三郎（クドウ　サブロウ、明治21〔1887〕～昭和7〔1932〕）
小樽の人と名勝 187

工藤治三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

工藤秀蔵
自治産業発達誌 221 明治33〔1900〕～ 肖像あり

工藤重作
開道五十年記念北海道　再版  66～68 クドウジュウサク 文久2〔1862〕～ 石狩魚業界元勲
北海道人名辞書 388 クドウジュウサク

工藤重太郎
自治産業発達誌 862 明治26〔1893〕～
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工藤春松
開道五十年記念北海道　再版 438 クドウハルマツ 安政4〔1857〕～

工藤甚之助
北海道人名辞書 438 クドウジンノスケ 安政3〔1856〕～

工藤政治
自治産業発達誌 59～60 明治28〔1895〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 65 明治15〔1882〕～ 本文に肖像あり

工藤正三
最近之樺太 52～53 明治10〔1877〕～ 肖像あり

工藤清作

小樽区外七郡案内 133～134
肖像あり（工藤時計店の
項）

北海人物評論 88～89 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 192 クドウセイサク 明治5〔1872〕～

工藤清次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 169～170 天保元〔1830〕～

工藤忠平
北海道人名辞書 261 クドウチュウヘイ 明治6〔1873〕～

工藤長平
北海道立志編　第3巻 131～133 肖像あり

藤直方工藤直方
北海道人名辞書　第二版 99～100 クドウナオカタ 明治2〔1869〕～

工藤貞蔵

北海道立志編　第5巻　第二版 468～469 明治8〔1875〕～
肖像では「工藤貞義」と
表記

工藤悌三
開道五十年記念北海道　再版 529 クドウテイゾウ 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書 581～582 クドウテイゾウ 明治13〔1880〕～

工藤伝三郎
北海道発達史　第1巻 420～421 文久3〔1863〕～

工藤藤吉
自治産業発達誌 817～818 明治4〔1871〕～

工藤批吉
北海道立志編　第3巻 129～131 天保9〔1838〕～ 肖像あり（128の次）

工藤福次郎
北海道人名辞書　第二版 391 クドウフクジロウ 明治20〔1887〕～

工藤福松
北海道立志編　第3巻 428～430 文久3〔1863〕～ 肖像あり

工藤平吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 339～341 文久3〔1863〕～ 肖像（340と341の間）
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工藤保平
北海道人名辞書　第二版 396 クドウヤスヘイ 明治11〔1878〕～

工藤豊
開道五十年記念北海道 736 明治10〔1877〕～ 肖像あり

工藤豊作
自治産業発達誌 472 肖像あり

工藤友次

北海道発達史　第1巻 421～423 明治2〔1869〕～
肖像巻頭に、肖像134の
続き折り込み

工藤祐舜（クドウ　ユウシュン、明治20〔1887〕～昭和7〔1932〕）
北海道人名辞書　第二版 100 クドウユウシュン 明治20〔1887〕～

工藤雄太郎
北海道人名辞書 592 クドウユウタロウ 明治11〔1878〕～

工藤要助
北海人物評論 104～105 文久元〔1861〕～
北海道立志編　第1巻 254～255 文久3〔1863〕～ 肖像あり

【く／な行】

国井未
北海道人名辞書 511 クニイイマダ 安政6〔1859〕～

国内珍慶
北海道人名辞書 638 クニウチチンケイ 明治7〔1874〕～

国枝善吾
自治産業発達誌 475 明治8〔1875〕～ 肖像あり

国枝長固
樺太之豊原 182～183 明治19〔1886〕～

国頭次郎
北海人物評論 138～139 安政6〔1859〕～

国兼藤平
北海道人名辞書 660 クニカネトウヘイ

国沢喜右衛門
開道五十年記念北海道 587 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

国田安太郎
北海道十字之光 183 肖像あり

国広清吉
北海道発達史　第1巻 425～427 天保10〔1839〕～ 肖像84

国本亮平
北海道樺太名士大鑑 54 明治20〔1887〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 337 クニモトリョウヘイ 明治20〔1887〕～
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国安恕助
北海道人名辞書　第二版 210 クニヤスジョスケ 元治元〔1864〕～

国安徳五郎
北海道十字之光 118 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 373,644 クニヤストクゴロウ 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道発達史　第1巻 423～424 肖像86

久能武三郎
人物覚書帳 6～7

【く／は行】

久原省已
北海道人名辞書　第二版 102 クハラセイキ 明治14〔1881〕～

久原又吉
北海道発達史　第1巻 472～473 慶応元〔1865〕～

【くぼ】

久保伊三郎
北海道人名辞書 49 クボイサブロウ 明治5〔1872〕～

久保卯之助
北海道人名辞書 489 クボウノスケ 慶応3〔1867〕～

久保健一
人物覚書帳 39

久保佐三郎
北海道人名辞書 261～262 クボササブロウ 明治元〔1868〕～

久保勝美
北海道樺太名士大鑑 99 本文に肖像あり

久保政吉
北海道立志編　第5巻　第二版 172～173 安政元〔1854〕～

久保誠之
北海道人名辞書 369 クボセイシ

久保党一
開道五十年記念北海道 98 肖像あり

久保彦助
　 開道五十年記念北海道 152 元治元〔1864〕～ 肖像あり

北海道人名辞書 659～660 クボヒコスケ
北海道人名辞書　第二版 265 クボヒコスケ

久保福次
北海開発事績　再版 483 クボフクジ 万延元〔1860〕～

久保平治
北海道人名辞書　第二版 101 クボヘイジ 明治15〔1882〕～

久保兵太郎（クボ　ヒョウタロウ、元治元〔1864〕～昭和8〔1933〕）
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現代札幌人物史 36～38 肖像あり
札幌之人 192（肖像192） 元治元〔1864〕～ 肖像あり
人物覚書帳 161～162 元治元〔1864〕～
人物評論　第1編 107～111

北海道開拓功労者関係資料集録　上 108～109 クボ　ヒョウタロウ
元治元〔1864〕～
昭和8〔1933〕

野幌れんが製造

北海道十字之光 11 肖像あり
北海道人名辞書 49～50 クボヘイタロウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 100 クボヒョウタロウ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第2巻 5‐238～240 元治元〔1864〕～ 肖像あり

久保万次郎
北海道拓殖功労者列伝 18～24 石狩国上富良野村

窪内源治
樺太之留多加 55～56 明治21〔1887〕～

窪川利長
北海道樺太名士大鑑 133 明治11〔1878〕～

【くぼた】

久保田栄作
開道五十年記念北海道　再版 342 クボタエイサク 安政5〔1858〕～

久保田園吉
北海道人名辞書 261 クボタエンキチ 安政2〔1855〕～

久保田義吉
北海道立志編 第 巻 肖像 肖像（ と 間）北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（202と203の間）

久保田重吉
北海道立志編　第5巻　第二版 148～149 明治3〔1870〕～ 肖像あり

久保田真誠
自治産業発達誌 51 肖像あり

久保田房吉
北海道人名辞書　第二版 395 クボタフサキチ 慶応元〔1865〕～

久保田万吉
自治産業発達誌 208～209 明治32〔1899〕～ 肖像あり

久保田要吉
東北海道人物画伝 23 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 586～587 クボタヨウキチ 文久3〔1863〕～

久保田畯
北海道人名辞書　第二版 101 クボタシュン 明治30〔1897〕～

窪田恭太郎
開道五十年記念北海道　再版 21～23 クボタキョウタロウ 慶応2〔1866〕～

窪田顕太郎
樺太及樺太を担う人々 169～170 明治28〔1895〕～

窪田清作
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北海道発達史　第1巻 424～425 嘉永3〔1850〕～ 肖像85

窪田四郎
自治産業発達誌 78 明治21〔1887〕～

函館名士録 292,304,308,310

肖像あり、日魯漁業㈱社
長、昭和6〔1931〕太平洋
漁業取締役、昭和8
〔1933〕社長

窪田森太郎
札幌之人 195（肖像195） 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 380 クボタモリタロウ 明治7〔1874〕～

窪田為之
現代札幌人物史 229～230 明治20〔1887〕～
札幌之人 194（肖像194） 明治20〔1887〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 51 クボタタメユキ 明治20〔1887〕～

窪田忍
北海道人名辞書　第二版 101 クボタシノブ 明治29〔1896〕～ 肖像あり

窪田与蔵
北海道拓殖功労者列伝 65～69 安政3〔1856〕～ 石狩国幌向村

窪原勤
函館名士録 292 日魯漁業㈱取締役

久保村三郎
人物覚書帳 68

【く／ま行】

熊岡熊一
北海道人名辞書　第二版 531 クマオカクマイチ 明治7〔1874〕～ 肖像あり

熊谷キン子
北海道立志編　第3巻 135～137 文化13〔1842〕～ 肖像あり

熊谷宇兵衛
開道五十年記念北海道 37 天保元〔1830〕～ 肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 53～54 クマガイウヘエ
天保元〔1830〕～
明治26〔1893〕

北海開発事績　再版 335～336 クマタニウヘエ
天保元〔1830〕～
明治26〔1893〕

北海道人名辞書 427 クマガイウヘエ 天保元〔1830〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 31～33
天保元〔1830〕～
明治27〔1894〕

肖像あり

熊谷喜一郎
樺太人物大観 1～9 歴代長官

熊谷群四郎
札幌之人 197（肖像197） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 260～261 クマガヤグンシロウ 明治4〔1871〕～

熊谷堅蔵
大泊之沿革と人物 101～102 明治7〔1874〕～ 肖像あり（巻頭）
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樺太及樺太を担う人々 85～86 明治7〔1874〕～ 肖像あり

熊谷広太
開道五十年記念北海道 615 明治9〔1876〕～ 肖像あり

熊谷俊郎
北海道人名辞書 600～601 クマガイトシロウ 明治11〔1878〕～

熊谷正美
開道五十年記念北海道 615 ～明治40〔1907〕 肖像あり
北海道立志編　第3巻 127～129 安政5〔1858〕～ 肖像あり

熊谷卓之助
樺太及樺太を担う人々 90

熊谷福太郎
東北海道人物画伝 86 肖像あり

熊谷福武
北海開発事績　再版 719 クマガイフクタケ 明治2〔1869〕～

熊谷芳吉
自治産業発達誌 783
北海道樺太名士大鑑 7 明治16〔1883〕～ 本文に肖像あり

熊谷与吉
自治産業発達誌 908～909

熊谷林次郎
北海 物評論 弘化 〔 〕 肖像あり北海人物評論 76 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

熊野信吉
自治産業発達誌 366 肖像あり

熊木常三郎
小樽区外七郡案内 160 肖像あり

熊沢金助
北海道立志編　第3巻 426～428 安政4〔1857〕～ 肖像あり（422の次）

熊沢助三郎
北海道十字之光 223 肖像あり

熊瀬清邦
樺太及樺太を担う人々 88

熊瀬直吉
樺太及樺太を担う人々 89～90 明治7〔1874〕～

久米甚吉
北海人物評論 47
北海道立志編　第1巻 251～252 嘉永3〔1850〕～

久米房太郎
樺太人物大観 332～333 町村会議員

【く／ら行】
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倉ツタ
北海道人名辞書 660 クラツタ
北海道人名辞書　第二版 628

倉井小次郎
北海道人名辞書　第二版 531,646 クライコジロウ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

倉内嘉蔵
小樽区外七郡案内 149 元治元〔1864〕～ 肖像あり
小樽区実業家百撰立志編 103～105 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海人物評論 22 元治元〔1864〕～
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（202と203の間）

倉内幸治
人物覚書帳 25

倉内仁吉
北海道立志編　第1巻 255～257 天保8〔1837〕～ 肖像あり

倉賀野棐
開道五十年記念北海道　再版 439 クラガヤヒ 安政4〔1857〕～

クラーク（Wiliam　Smith　Clark、文政9〔1826〕～明治19〔1886〕）
北海開発事績　再版 357

北海道開拓功労者関係資料集録　下 187～188 ウィリアム　スミス　クラーク
文政9〔1826〕～
明治19〔1886〕

アメリカ人、札幌農学校

北海道人名辞書 655
北海道人名辞書　第二版 627

文政 〔 〕
北海道拓殖功労者旌彰録 187～190

文政9〔1826〕～
明治19〔1886〕

工楽松右衛門

函館市功労者小伝 7
寛保3〔1743〕～
文化9〔1812〕

銅像写真あり

倉口重右衛門

開道五十年記念北海道　再版 513 クラグチジュウエモン
文政12〔1815〕～
大正元〔1912〕

倉島周吉
樺太及樺太を担う人々 89 明治20〔1887〕～

鞍田武夫
自治産業発達誌 247～248 明治33〔1900〕～ 肖像あり

倉田助八
開道五十年記念北海道 685 天保2〔1831〕～

倉田藤四郎
東北海道の人物 267～269 肖像あり

倉次謙
北海開発事績　再版 459 クラジケン 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 101～102 クラナミケン 慶応元〔1865〕～

蔵野祥雲
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自治産業発達誌 576～578 明治28〔1895〕～ 肖像あり

倉橋大介
小樽区実業家百撰立志編 197～199(3名併記)

北海人物評論 6～7
肖像では「倉橋大亮」と
表記

倉橋琢郎
函館名士録 98 クラハシ　タクロウ 明治23〔1890〕～ 肖像あり

倉淵幸八
開道五十年記念北海道　再版 521 クラブチコウハチ

倉本梅吉
北海道立志編　第5巻　第二版 472～473 明治5〔1872〕～ 肖像あり

倉本周三
北海道人名辞書　第二版 101 クラモトシュウゾウ 明治27〔1894〕～

倉本筆吉
北海道十字之光 211 肖像あり

蔵本藤太

東北海道人物画伝 42 明治3〔1870〕～
写真では「蔵本藤太郎」
と表記

北海道人名辞書 623～624 クラモトトウタ 明治3〔1870〕～

倉山卯之助
北海開発事績　再版 359～360 クラヤマウノスケ ～天保11〔1840〕

保 〔 〕 箱館山 重植林北海道開拓功労者関係資料集録　上 110 クラヤマ　ウノスケ ～天保11〔1840〕 箱館山、七重植林
北海道拓殖功労者旌彰録 567～570 ～天保11〔1840〕 肖像あり

栗岡巳八
樺太人物大観 272 新聞人
樺太及樺太を担う人々 88

栗賀かし子
北海道医事通覧　前編 75

栗賀照子
北海道医事通覧　前編 75

栗賀祐之
北海道人名辞書 50～51 クリガスケユキ 文久元〔1861〕～

栗崎貞三
北海人物評論 98～99

栗城群蔵
樺太之豊原 196～197 万延元〔1860〕～

栗城三吉
北海道人名辞書　第二版 560 クリギサンキチ 明治14〔1881〕～

栗城新八
北海道立志編　第3巻 424～426 元治元〔1864〕～ 肖像あり（422の次）
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栗栖七五郎
北海道十字之光 138 肖像あり

栗田嘉吉
北海道人名辞書　第二版 309 クリタカキチ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

栗田学
自治産業発達誌 816 明治23〔1890〕～

栗田寛太郎
人物覚書帳 307

栗田清
東北海道人物画伝 88 明治14〔1881〕～ 肖像あり

栗田五百枝
北海道人名辞書　第二版 103 クリタイホエ 明治18〔1885〕～

栗田保徳
北海開発事績　再版 728 クリタヤスノリ 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書 600 クリタヤスノリ 安政6〔1859〕～

栗林カズ子
北海道十字之光 104 肖像あり

栗林元二郎
人物覚書帳 114

栗林五朔（クリバヤシ　ゴサク、慶応2〔1866〕～昭和2〔1927〕）
開道 十年 念北海道 慶応 〔 〕 肖像あり開道五十年記念北海道 473 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
静浪遺稿 109～110 肖像あり
北海道十字之光 27 肖像あり
北海道人名辞書 565～566 クリバヤシゴサク 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 337～338 クリバヤシゴサク 慶応2〔1866〕～
北海道立志編　第3巻 244～246 肖像あり
北海之商傑 289～290 クリバヤシゴサク 栗林合資会社

栗林国太郎
北海道人名辞書 480 クリバヤシクニタロウ 明治元〔1868〕～

栗林始
北海道人名辞書　第二版 543～544 クリバヤシハジム 明治18〔1885〕～ 肖像あり

栗林清一郎
自治産業発達誌 763 明治20〔1887〕～ 肖像あり

栗林徳一
人物覚書帳 35
自治産業発達誌 909～910,937 明治29〔1896〕～

栗林豊作
札幌之人 196（肖像196） 明治15〔1882〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 51 クリバヤシトヨサク 明治15〔1882〕～

栗原重蔵
最近之樺太 88～89 元治元〔1864〕～
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栗本安芸守
開道五十年記念北海道 13～14 ～明治30〔1897〕
開道五十年記念北海道　再版 23 クリモトアキモリ ～明治30〔1897〕
北海道人名辞書 660 クリモトアキノカミ ～明治30〔1897〕
北海道人名辞書　第二版 627～628 クリモトアキノカミ ～明治30〔1897〕

栗本鋤雲（クリモト　ジョウン、文政5〔1822〕～明治30〔1897〕）

函館市功労者小伝 16
文政5〔1822〕～
明治30〔1897〕

通称：瀬兵衛、実名：鯤

北海道開拓功労者関係資料集録　上 111～112 クリモト　ジョウン
文政5〔1822〕～
明治30〔1897〕

箱館の医学所

栗山伊三郎
自治産業発達誌 750 明治17〔1884〕～ 肖像あり

栗山国四郎
北海道発達史　第1巻 肖像82
北海道立志編　第5巻　第二版 471～472 明治16〔1883〕～ 肖像あり

栗山晋作
北海道人名辞書 193 クリヤマシンサク 明治19〔1886〕～

栗山忠次郎
開道五十年記念北海道　再版 359 クリヤマチュウジロウ 明治3〔1870〕～

栗山朝三郎
北海道立志編　第2巻 4‐124～126 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

黒井千代吉
札幌紳 録 治 〔 〕札幌紳士録 217～218 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書 48 クロイチヨキチ 明治14〔1881〕～

黒岩四方之進
東北海道の人物 29～31 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 71 肖像あり

黒江幸弥太
開道五十年記念北海道 194 安政4〔1857〕～

黒金泰義
札幌紳士録 218～219 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書 48 クロカネヤスヨシ 慶応3〔1867〕～

黒川国蔵
自治産業発達誌 889 明治26〔1893〕～

黒川清雄
人物覚書帳 345
函館名士録 99 クロカワ　キヨオ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

黒川善之栄
自治産業発達誌 938

黒川芳雄
北海之商傑 211 北日本製紙㈱創立委員

黒木俊吾
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自治産業発達誌 780 明治33〔1900〕～ 肖像あり

黒木達也
東北海道人物画伝 76 明治4〔1871〕～ 肖像あり
東北海道の人物 269～271 明治4〔1871〕～

黒崎真也
樺太人物大観 68～72 主要官人

黒崎与三治
北海道人名辞書　第二版 638～639 クロサキヨサンジ 明治4〔1871〕～

【くろさわ】

黒沢教助
北海道人名辞書 401～402 クロサワキョウスケ 嘉永5〔1852〕～

黒沢孝治
北海開発事績　再版 741 クロサワコウジ 明治16〔1883〕～

黒沢信良
北海道人名辞書 613 クロサワノブヨシ 明治元〔1868〕～

黒沢節止
北海道樺太名士大鑑 40 明治21〔1887〕～ 本文に肖像あり

黒沢代治郎
北海道樺太名士大鑑 104ﾉ2 慶応元〔1865〕～ 本文に肖像あり

沢 郎黒沢丑五郎
東北海道人物画伝 9 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

北海開発事績　再版 680 クリサワチュウゴロウ
慶応2〔1866〕～
大正10〔1921〕

黒沢直太郎
北海道樺太名士大鑑 70 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 452 クロサワナオタロウ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

黒沢酉蔵（クロサワ　トリゾウ、明治18〔1885〕～昭和57〔1982〕）
現代札幌人物史 338～339 明治18〔1885〕～
自治産業発達誌 876～877,916
北海道人名辞書　第二版 102～103 クロサワトリゾウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

黒沢美徳

人物評論　第1編 195～199
明治6〔1873〕～
大正15〔1926〕

黒沢漙
北海道人名辞書　第二版 433 クロサワヒロシ 明治11〔1878〕～

黒沢文作
自治産業発達誌 60～61 肖像あり

黒沢文三
小樽区外七郡案内 223～224 文久3〔1863〕～ 肖像あり
札幌紳士録 219～220 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書 47～48 クロサワブンゾウ 文久3〔1863〕～
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黒須育太郎
自治産業発達誌 501 明治33〔1900〕～

黒須源蔵
自治産業発達誌 501 明治9〔1876〕～ 肖像あり

黒住成章
北海道人名辞書 260 クロスミナリアキ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 266 クロスミナリアキ 明治8〔1875〕～

黒瀬勘一
北海道人名辞書　第二版 265～266 クロセカンイチ 明治29〔1896〕～

黒瀬寅吉
樺太及樺太を担う人々 86～87

【くろだ】

黒田安太郎
自治産業発達誌 896～897 明治14〔1881〕～

黒田晏
自治産業発達誌 533～534 明治13〔1880〕～ 肖像あり

黒田宇助
北海道樺太名士大鑑 88 明治15〔1882〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 538 クロダウスケ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

英雄黒田英雄
北海道人名辞書　第二版 655 クロダヒデオ 文久2〔1862〕～ 肖像あり

黒田信順
北海道立志編　第1巻 246～251 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

黒田清次
北海之商傑 273 拓殖貯金銀行小樽支店

黒田清隆（クロダ　キヨタカ、天保11〔1840）～明治33〔1900〕）
開道五十年記念北海道 4～5 天保11〔1840〕～ 肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 5 クロダキヨタカ
天保11〔1840〕～
明治33〔1900〕

北の先覚　改訂版 240～252
天保11〔1840〕～
明治33〔1900〕

函館市功労者小伝 32
天保11〔1840〕～
明治33〔1900〕

肖像あり

北海開発事績　再版 327 クロダキヨタカ 天保11〔1840〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 113～114 クロダ　キヨタカ
天保11〔1840〕～
明治33〔1900〕

開拓使主宰、3代目開拓
長官

北海道人名辞書 658～659 クロダキヨタカ
天保11〔1840〕～
明治33〔1900〕

北海道人名辞書　第二版 628～629 クロダキヨタカ 天保11〔1840〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 129～133
天保11〔1840〕～
明治33〔1900〕

肖像あり

北海道立志編　第2巻 3‐1～4 ～明治33〔1900〕 肖像あり（巻頭）
北海之商傑 158～159 クロダキヨタカ 明治初期の政治家
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黒田清治
北海道人名辞書　第二版 210～211 クロダセイジ 明治13〔1880〕～

黒田清七
北海開発事績　再版 668 クロダセイシチ 明治11〔1878〕～
北海道十字之光 232 肖像あり

黒田政吉
北海道人名辞書 403 クロダマサキチ 明治16〔1883〕～

黒田善八
北海道十字之光 225

黒田留吉
北海道立志編　第5巻　第二版 170～172 安政4〔1857〕～

黒地悟
北海道樺太名士大鑑 138 明治22〔1889〕～

黒沼義介
北海道人名辞書 193 コロヌマギスケ 明治8〔1875〕～

黒野良象
自治産業発達誌 185 肖像あり

黒畑亀太郎
樺太人物大観 171～177 実業家
樺太之豊原 193～194 明治4〔1871〕～

畑 郎右衛門黒畑八郎右衛門
樺太之豊原 肖像(巻頭)

クロフォード（Joseph　U.Crawford、天保13〔1842〕～大正13〔1924〕）
小樽の人と名勝 23～27
北海開発事績　再版 356 文化13〔1842〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 189～190 ジョセフ　U　クロフォード
文化13〔1842〕～
大正13〔1924〕

アメリカ人、幌内鉄道建
設

北海道人名辞書 665
北海道人名辞書　第二版 614 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 345～349 文化13〔1842〕～

畔柳次郎
北海道人名辞書　第二版 103～104 クロヤナギカンジロウ 明治15〔1882〕～

黒柳喜三郎
北海人物評論 130

【く／わ・ん】

桑島理市
開道五十年記念北海道　再版 492 クワジマリイチ 明治12〔1879〕～

桑瀬伊右エ門
北海道人名辞書 369 クワセイウエモン 嘉永5〔1852〕～

桑田立斉（クワタ　リュウサイ、文化8〔1811〕～明治元〔1868〕）
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北海道開拓功労者関係資料集録　上 115 クワタ　リュウサイ
文化8〔1811〕～
明治元〔1868〕

幕末期の医師、アイヌを
天然痘から救う

桑谷観漣
北海道立志編　第5巻　第二版 469～470 安政4〔1857〕～ 肖像あり

桑名佶
北海道人名辞書　第二版 309～310 クワナタダシ 明治18〔1885〕～

桑波田景風
北海道立志編　第5巻　第二版 470～471 安政5〔1858〕～ 肖像あり

桑畑荘太郎
開道五十年記念北海道 672 文久3〔1863〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 75 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 133～135 肖像あり（136の次）

桑畠信郷
人物覚書帳 155

桑原外信
自治産業発達誌 510 明治34〔1901〕～ 肖像あり

桑原吉太郎
樺太及樺太を担う人々 87

桑原久夫
北海道人名辞書　第二版 375 クワハラヒサオ 明治15〔1882〕～

桑原啓次郎桑原啓次郎
北海道樺太名士大鑑 3 明治28〔1895〕～ 本文に肖像あり

桑原権兵衛
北海開発事績　再版 355～356 クワバラゴンベエ 嘉永2〔1849〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 453～456 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

桑原松蔵
後志國要覧 251 肖像(中間頁)
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

桑原想蔵
北海道立志編　第3巻 240～242 文久元〔1861〕～ 肖像あり（236の次）

桑原美佐
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

桑山覚
北海道人名辞書　第二版 102 クワヤマサトル 明治30〔1897〕～

桑山明雲
北海道立志編　第5巻　第二版 173～174 肖像あり

郡司成忠（グンジ　シゲタダ、万延元〔1860）～大正13〔1924〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 116～117 グンジ　ナリタダ
万延元〔1860〕～
大正13〔1924〕

千島報効義会設立

明治の群像　8　開拓と探検 178～196
万延元〔1860〕～
大正13〔1924〕
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け

敬礼寺信三
札幌紳士録 250 明治10〔1877〕～ 肖像92
札幌之人 221（肖像221） 明治10〔1877〕～ 肖像あり

気賀沢猛保
北海道人名辞書　第二版 119 ケカサワタケヤス 明治17〔1884〕～

ケプロン（Horace　Capron、文化元〔1804〕～明治18〔1885〕）
現代札幌人物史 24
北海開発事績　再版 366 ～明治18〔1885〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 191～192 ホーレス　ケプロン
文化元〔1804〕～
明治18〔1885〕

アメリカ人、開拓顧問兼
御雇教師頭取

北海道人名辞書 681
北海道拓殖功労者旌彰録 153～156 ～明治18〔1885〕 肖像あり

計良甚四郎
北海道立志編　第1巻 286～287 肖像あり

計良翁助
人物評論　第1編 261～265
北海開発事績　再版 497 ケラオウスケ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書 51 ケラオウスケ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 120 ケラオウスケ 元治元〔1864〕～

剣地作太郎
自治産業発達誌 114

玄地誠輔
札幌紳士録 251 明治14〔1881〕～ 肖像90

源内松太郎
北海道発達史　第1巻 469～471 安政6〔1859〕～ 肖像83

玄番文七
北海道立志編　第5巻　第二版 504～505 文久3〔1863〕～ 肖像あり

見目吉次郎
北海人物評論 132
北海道立志編　第1巻 287～288 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

《こ》

【こ／あ行】

小井竹次郎
小樽区実業家百撰立志編 176～177 肖像あり

小池嘉一郎
開道五十年記念北海道　再版 61 コイケカイチロウ 明治5〔1872〕～ 厚別開祖
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北海道人名辞書 402 コイケカイチロウ 明治5〔1872〕～

小池九一（コイケ　キュウイチ、明治11〔1878〕～昭和30〔1955〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 120～121 コイケ　クイチ
明治11〔1878〕～
昭和30〔1955〕

札幌報恩学園設立

北海道樺太名士大鑑 28～29　 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 128～129 コイケクイチ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書 416 コイケクイチ 明治11〔1878〕～

小池国信
札幌之人 231（肖像231） 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 52～53 コイケクニノブ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 127 コイケクニノブ 元治元〔1864〕～

小池三四郎
北海道発達史　第1巻 490～491 弘化3〔1846〕～

小池三郎
北海道人名辞書　第二版 127 コイケサブロウ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

小池俊一
開道五十年記念北海道　再版 423 コイケシュンイチ 明治12〔1879〕～

小池勝蔵
自治産業発達誌 364～365 明治17〔1884〕～

小池章助
樺太之豊原 218～219 明治23〔1890〕～

池親定小池親定
開道五十年記念北海道 512 文久元〔1861〕～ 肖像あり

小池仁郎（〔仁朗〕、コイケ　ニロウ、慶応2〔1866〕～昭和11〔1936〕）
開道五十年記念北海道 692 慶応2〔1866〕～
人物覚書帳 53,164
静浪遺稿 18～23
東北海道人物画伝 77 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
東北海道の人物 52～54 慶応2〔1866〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 122～123 コイケ　ジロウ
慶応2〔1866〕～
昭和11〔1936〕

さけ・ます人工ふ化事業
に取り組む

北海道人名辞書 638～639 コイケジンロウ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 604～605 コイケニロウ 慶応2〔1866〕～

小池遂平
北海道発達史　第1巻 495～496 明治7〔1874〕～

小池政治
現代札幌人物史 202～203 明治13〔1880〕～
北海道医事通覧　前編 37 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 52 コイケマサジ 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書　第二版 127～128 コイケマサジ 明治13〔1880〕～

小池正
自治産業発達誌 24～25 明治29〔1896〕～ 肖像あり

小池正治
札幌紳士録 260～261 明治13〔1880〕～ 肖像6
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小池清治
自治産業発達誌 348 明治25〔1892〕～ 肖像あり

小池貞一郎
開道五十年記念北海道 723 明治6〔1873〕～ 肖像あり
東北海道の人物 56～58

小池藤五郎
北海道人名辞書 265 コイケトウゴロウ 安政5〔1858〕～
北海道立志編　第2巻 4‐137～139 安政3〔1856〕～ 肖像あり

小池寅吉
最近之樺太 70 慶応2〔1866〕～

小池良策
樺太及樺太を担う人々 112 明治10〔1877〕～ 肖像あり

小泉孝蔵
北海開発事績　再版 703 コイズミコウゾウ 明治14〔1881〕～

小泉新一
開道五十年記念北海道 203～204 肖像あり

小泉八蔵
東北海道の人物 330～332 肖像あり

小泉又三郎
郷土を拓く人々 144～149 明治6〔1873〕～ 肖像あり

小磯為太郎
樺太及樺太を担う人々 111～112

小板橋又喜
北海道立志編　第5巻　第二版 204～205 明治5〔1872〕～ 肖像あり

小井田喜三郎
札幌之人 230（肖像230） 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 57 コイダキサブロウ 明治12〔1879〕～

小井出熊蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 517～518 明治7〔1874〕～ 肖像（巻頭）

小出蔵太郎
北海道立志編　第2巻 5‐181～183 安政2〔1855〕～ 肖像あり

小出房吉
札幌之人 232（肖像232） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 55～56 コイデフサキチ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 131～132 コイデフサキチ 明治2〔1869〕～

小出房士
札幌紳士録 261～262 明治2〔1869〕～ 肖像2

高菊次郎
樺太及樺太を担う人々 160 明治2〔1869〕～
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郷作太郎
北海道人名辞書　第二版 467～468 ゴウサクタロウ 明治25〔1892〕～

郷清吉
自治産業発達誌 240 明治17〔1884〕～ 肖像あり

纐纈弥三
北海道人名辞書　第二版 134 コウケツヤゾウ 明治26〔1893〕～ 肖像あり

向後儀三郎
樺太及樺太を担う人々 156 明治29〔1896〕～ 肖像あり

高坂久喜
現代札幌人物史 232～233
人物覚書帳 298～299,337～338

高坂信次郎
北海道人名辞書　第二版 401 コウサカノブジロウ 元治元〔1864〕～ 肖像あり

甲崎金二郎
北海人物評論 12～13 元治元〔1864〕～

郷司文吉
自治産業発達誌 407～408 明治11〔1878〕～ 肖像あり

合志修敬
札幌之人 248（肖像248） 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 59 ゴウシナオタケ 明治3〔1870〕～

光銭源吉郎光銭源吉郎
函館名士録 103～104 コウセン　ゲンキチロウ 明治27〔1894〕～ 肖像あり

幸田八二郎
北海開発事績　再版 578 コウダハチジロウ 明治5〔1872〕～

香田由夫
北海道人名辞書　第二版 582 コウダヨシオ 明治18〔1885〕～

合田綾一
東北海道の人物 70～72 明治18〔1885〕～

合田鶴蔵
北海道発達史　第1巻 493～495 安政4〔1857〕～

合田継二
北海道樺太名士大鑑 24 本文に肖像あり

合田肇
北海道人名辞書　第二版 274 ゴウタハジメ 明治27〔1894〕～

合田芳太郎
北海開発事績　再版 610～611 ゴウダヨシタロウ 明治5〔1872〕～

河内純一
北海道人名辞書　第二版 44 カウチジュンイチ 明治9〔1876〕～

河内平次郎
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北海道人名辞書　第二版 466 コウチヘイジロウ 明治12〔1879〕～

河内平次郎
北海開発事績　再版 563 カワチヘイジロウ 明治12〔1879〕～

【こうの】

河野愛香
東北海道の人物 340～342 明治27〔1894〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 245 コウノヨシカ 明治27〔1894〕～

河野季道

函館市功労者小伝 1
「河野弥次郎右工門季
通」で記載

河野義勝
北海開発事績　再版 599 コウノヨシカツ 明治13〔1880〕～

河野九峰
人物覚書帳 341

河野孝太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 516～517 元治元〔1864〕～

河野幸太郎
北海道発達史　第1巻 275～276 元治元〔1864〕～ 肖像58
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

河野広吉
北海道立志編 第 巻 文久 〔 〕北海道立志編　第2巻 3‐163～165 文久3〔1863〕～

河野広道（コウノ　ヒロミチ、明治38〔1905〕～昭和38〔1963〕）
人物覚書帳 175～176

河野佐平
北海道十字之光 152 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 474 コウノサヘイ 明治5〔1872〕～

河野常吉（コウノ　ツネキチ、文久2〔1862〕～昭和5〔1930〕）
札幌紳士録 274～275 文久2〔1862〕～
札幌之人 112（肖像112） 文久2〔1862〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 118～119 コウノ　ツネキチ
文久2〔1862〕～
昭和5〔1930〕

北海道史編さん

北海道人名辞書 59～60 コウノツネキチ 文久2〔1862〕～
北海道人名辞書　第二版 133～134 コウノツネキチ 文久2〔1862〕～

河野政道

函館市功労者小伝 1
「河野加賀守越智政通」
で記載

河野正治
小樽区外七郡案内 140 肖像あり
小樽区実業家百撰立志編 193～195 安政2〔1855〕～ 肖像あり

小樽の人と名勝 251～252
安政2〔1855〕～
大正6〔1917〕

後志國要覧 128 安政2〔1855〕～ 肖像(中間頁)
北海人物評論 114～115
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北海道人名辞書 187～188 カワノマサハル 安政2〔1855〕～
北海道立志編　第1巻 316～318 安政2〔1855〕～ 肖像あり

河野正春
北海人物評論 114～115

河野通隆
小樽区実業家百撰立志編 33～35 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海人物評論 77 安政3〔1856〕～ 肖像あり

河野判治
自治産業発達誌 572 明治18〔1885〕～ 肖像あり

河野芳太郎
北海道人名辞書　第二版 426 コウノヨシタロウ 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

河野芳輔
人物覚書帳 393

河野由松
樺太之豊原 239 明治12〔1879〕～

甲野荘平
北海道人名辞書 256～257 コウノソウヘイ 明治元〔1868〕～

合林亀造
人物覚書帳 357

幸松秀三
北海道 名辞書 ゾ 慶応 〔 〕北海道人名辞書 564～565 コウマツシュウゾウ 慶応3〔1867〕～

郷路松次郎
開道五十年記念北海道　再版 75 ゴウミチマツジロウ 文久3〔1863〕～

香村英太郎
小樽の人と名勝 309～310 明治11〔1878〕～
開道五十年記念北海道 422～423 肖像あり
人物覚書帳 147
北海道人名辞書　第二版 203 コウムラエイタロウ 肖像あり

香村貞子
人物覚書帳 387～388

小梅桂芳
樺太之留多加 21～22 明治16〔1883〕～ 肖像あり

神山和雄（コウヤマ　カズオ、文久3〔1863〕～没年不詳）　
北海道人名辞書 257～258 コウヤマカズオ 慶応2〔1866〕～

※　「神山」は「かみやま」も見よ

郡栄二
開道五十年記念北海道 273 肖像あり

【こ／か行】

古賀為次郎
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北海道人名辞書　第二版 434 コガタメジロウ 文久元〔1861〕～ 肖像あり

古賀規矩之
自治産業発達誌 206～207 明治32〔1899〕～

古賀伝吉
現代札幌人物史 171～172 明治13〔1880〕～ 肖像あり

小片丹蔵
開道五十年記念北海道 561 明治3〔1870〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 8 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

黄金井解三
北海道人名辞書 262 コガネイカイゾウ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 314～315 コガネイカイゾウ 明治8〔1875〕～

北海之商傑 267
北海道拓殖銀行小樽支
店長

小神太三郎
開道五十年記念北海道　再版 62 コカミタサブロウ 文久3〔1863〕～

小北甚之助
開道五十年記念北海道 556 明治4〔1871〕～
北海道十字之光 200

小木茂三郎
北海道人名辞書 480 コギモサブロウ 明治2〔1869〕～

伍国司伍七
北海道人名辞書　第二版 655 コクシゴシチ 明治3〔1870〕～ 肖像あり

小口一太郎
札幌紳士録 266 明治5〔1872〕～ 肖像3

国分快
北海道人名辞書　第二版 315 コクブカイ 明治24〔1891〕～

国分丸治
樺太及樺太を担う人々 109～110

国分義七郎
開道五十年記念北海道 108 肖像あり

【こ／さ行】

小崎栄吉
自治産業発達誌 592 明治17〔1884〕～ 肖像あり

小崎権次郎
自治産業発達誌 587～588 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 25 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり

越井多十郎
樺太之留多加 43～44 明治元〔1868〕～ 肖像あり

輿石太郎
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札幌紳士録 275～276 安政4〔1857〕～ 肖像90
北海人物評論 111～112 安政4〔1857〕～

小塩清一
現代札幌人物史 150～151

小鹿達三郎
札幌紳士録 270 明治4〔1871〕～ 肖像57
札幌之人 241（肖像241） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 54 コシカタツサブロウ 明治4〔1871〕～

越川百一郎
北海道人名辞書 370～371 コシカワヒャクイチロウ 慶応2〔1866〕～

越川良造
大泊之沿革と人物 98～99
樺太及樺太を担う人々 111 肖像あり
樺太人物大観 300～302 町村会議員

小柴卯之七
北海道人名辞書　第二版 274 コシバウノシチ 明治12〔1879〕～

【こじま】

児島カク子

開道五十年記念北海道　再版 589 コジマカクコ
慶応3〔1867〕～2
～

児島銀蔵
北海道 名辞書 第 版 ジ ギ ゾウ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 473～474 コジマギンゾウ 明治24〔1891〕～

児島友蔵
開道五十年記念北海道　再版 587～588 コジマトモゾウ 慶応元〔1865〕～

小島一明
人物覚書帳 366～367

小島鋭治
自治産業発達誌 470～471 明治12〔1879〕～ 肖像あり

小島規矩夫
開道五十年記念北海道　再版 507 コジマキクオ 明治15〔1882〕～ 畜産界の恩人

小島隅太郎
北海道立志編　第3巻 458～460 文久3〔1863〕～ 肖像あり

小島謙治
北海道人名辞書　第二版 531～532 コジマケンジ 慶応3〔1867〕～

小島孝造
札幌之人 242（肖像242） 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 55 コジマコウゾウ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 129 コジマコウゾウ 明治5〔1872〕～

小島三次郎
小樽区外七郡案内 35～36 肖像あり
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小島庄吉
北海道人名辞書　第二版 129～130 コジマショウキチ 明治19〔1886〕～

小島新八
小樽区実業家百撰立志編 163～165 天保12〔1841〕～

小島正美
自治産業発達誌 181 明治32〔1899〕～ 肖像あり

小島碩次郎
北海道人名辞書　第二版 129 コジマセキジロウ 明治12〔1879〕～

小島千代松
北海道人名辞書 266 コジマチヨマツ 慶応元〔1865〕～
北海道立志編　第2巻 3‐181～183 肖像あり

小島猪六
北海道拓殖功労者列伝 9～10 北見国常呂村

小島鼎六
北海道人名辞書 439 コジマテイロク 文久元〔1861〕～

小島浜吉
北海道人名辞書　第二版 214 コジマハマキチ 明治23〔1890〕～ 肖像あり

小島武八
小樽区実業家百撰立志編 139～141 弘化4〔1847〕～

小島又次郎
開道 十年 念北海道 弘化 〔 〕 肖像あり開道五十年記念北海道 191 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

北海道人名辞書 263～264 コジママタサブロウ
弘化4〔1847〕～
明治36〔1903〕

小島利右衛門
開道五十年記念北海道　再版 154 コジマリウエモン 明治元〔1868〕～

小島両一
開道五十年記念北海道　再版 452 コジマリョウイチ 慶応3〔1867〕～

小島六蔵
北海道人名辞書 475～476 コジマロクゾウ 弘化2〔1845〕～

輿水伊代吉
小樽の人と名勝 313～316 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 195 コシミズイヨキチ 明治5〔1872〕～

輿水栄雄
小樽区外七郡案内 41
北海道医事通覧　前編 58
北海道人名辞書 511 コシミズシゲオ 大正3〔1914〕

小杉久蔵
北海道人名辞書 566 コスギキュウゾウ 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書　第二版 340 コスギキュウゾウ 明治14〔1881〕～

小杉謙二
樺太之留多加 42～43 明治20〔1887〕～ 肖像あり
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小杉正次郎
北海道立志編　第2巻 5‐185～186 明治3〔1870〕～ 肖像あり

小杉善之助
北海開発事績　再版 596 コスギゼンノスケ 明治3〔1870〕～

小杉忠八郎
人物覚書帳 380

小助川光顕
札幌紳士録 271～273 嘉永4〔1851〕～ 肖像56
札幌之人 243（肖像243） 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 56 コスケガワミツアキ 嘉永4〔1851〕～
北海道人名辞書　第二版 132 コスケガワミツアキ 嘉永4〔1851〕～

古瀬恒次郎
　 東北海道人物画伝 52 肖像あり

北海道人名辞書 624 コセツネジロウ

古閑義康
函館名士録 102 コガ　ヨシヤス 明治17〔1884〕～ 肖像あり

小関弥三郎
北海道樺太名士大鑑 52 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり

【こ／た行】

小平元労
ダ北海道人名辞書 370 コダイラゲンロウ 弘化3〔1846〕～

小平定太
開道五十年記念北海道 370 明治13〔1880〕～ 肖像あり

小滝四郎五郎
大泊之沿革と人物 39～40

樺太及樺太を担う人々 161～162
肖像あり、「小滝四良五
郎」と表記

樺太人物大観 293～300 町村会議員

小滝弥五郎
人物覚書帳 31～32
北海道人名辞書 195 コダキヤゴロウ 万延元〔1860〕～

小竹トメ子
北海道立志編　第2巻 5‐180～181
北海道立志編　第4巻　増補訂正 291～293 弘化4〔1847〕～ 肖像（292と293の間）

小竹幹三郎
北海道人名辞書 265 コタケカンサブロウ 明治11〔1878〕～

小竹文次郎
現代札幌人物史 33～34 明治15〔1882〕～
札幌之人 237（肖像237） 明治15〔1882〕～ 肖像あり
人物覚書帳 410～412
人物評論　第1編 65～70 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 133 コタケブンジロウ 明治15〔1882〕～
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小竹和七

北海道立志編　第2巻 5‐179～180
天保6〔1835〕～
明治22〔1889〕

肖像あり

小館三郎
人物覚書帳 41

小谷義雄
現代札幌人物史 126～128 明治17〔1884〕～
札幌紳士録 87～88 明治17〔1884〕～
札幌之人 233（肖像233） 明治17〔1884〕～ 肖像あり

小谷久蔵
北海道発達史　第1巻 492～493 安政2〔1855〕～

小谷市次郎
北海開発事績　再版 700 コタニイチジロウ 明治7〔1874〕～

小谷真了
札幌之人 73（肖像73） 安政元〔1854〕～ 肖像あり

小谷直吉
北海道人名辞書　第二版 513 コタニナオキチ 明治7〔1874〕～ 肖像あり

小谷与吉
北海道人名辞書　第二版 214 コタニヨキチ 明治6〔1873〕～

※　「木谷」は「きや」を見よ

児玉儀八
自治産業発達誌 734、916～917 肖像あり

児玉松之助
北海道立志編　第2巻 5‐190～191 文久2〔1862〕～

児玉富太郎
樺太及樺太を担う人々 110 明治18〔1885〕～

児玉満二郎
北海道十字之光 107 肖像あり

児玉弥寿吉
北海道人名辞書　第二版 135 コダマヤスキチ 明治5〔1872〕～

児玉曦
北海道医事通覧　前編 61 肖像(巻頭)

小玉未松
北海道十字之光 77 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 215 コダマスイマツ 文久2〔1862〕～

小塚嘉吉
北海道十字之光 133 肖像あり

小塚仁助
北海道立志編　第5巻　第二版 211～212 天保12〔1841〕 肖像あり
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小塚長次郎
自治産業発達誌 270 明治15〔1882〕～ 肖像あり

小番光宣
札幌紳士録 263～264 明治元〔1868〕～
札幌之人 238（肖像238） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海人物評論 53 明治元〔1868〕～
北海道医事通覧　前編 37 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 57 コツガミツヨシ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 132 コツガイミツヨシ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第1巻 313～314 天保5〔1834〕～ 肖像あり

小寺健吉（コデラ　ケンキチ、明治20〔1887〕～昭和52〔1977〕）
小樽の人と名勝 187 明治20〔1887〕～

小寺叔輔
北海道人名辞書　第二版 131 コデラヨシスケ 明治21〔1887〕～

小寺定職
札幌紳士録 88～89 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書 171～172 コデラテイショク 文久3〔1863〕～

小寺芳次郎
小樽区実業家百撰立志編 49～51 文久元〔1861〕～
北海道人名辞書 194～195 コデラヨシジロウ 文久元〔1861〕～

小寺麟一郎
北海道人名辞書　第二版 130～131 コデラリンイチロウ 明治元〔1868〕～

古東久平
自治産業発達誌 74 明治33〔1900〕～

古東鉄二
自治産業発達誌 268 肖像あり

古藤猛哉
札幌之人 245 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 58～59　 コドウタケヤ 明治9〔1876〕～

【ごとう】

呉藤信太郎
北海道人名辞書　第二版 126 ゴトウシンタロウ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

後藤ためよ子
北海道医事通覧　前編 89

後藤ヨネ子
北海道十字之光 102 肖像あり

後藤浦太郎
北海道十字之光 228 肖像あり

後藤嘉之
北海道人名辞書　第二版 126 ゴトウヨシユキ 慶応2〔1866〕～
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後藤義雄
自治産業発達誌 785 明治34〔1901〕～

後藤旧輔
自治産業発達誌 50～51 明治7〔1874〕～ 肖像あり

後藤慶治
北海道十字之光 41 肖像あり

後藤銈太郎
開道五十年記念北海道 469 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海人物評論 63
北海道人名辞書 60 ゴトウケイタロウ 明治4〔1871〕～
北海道立志編　第1巻 319～320

後藤謙三
人物覚書帳 70

後藤虎吉
開道五十年記念北海道 548 元治元〔1864〕～ 肖像あり

後藤国明
現代札幌人物史 56～57

後藤佐吉
北海道人名辞書　第二版 519 ゴトウサキチ 明治12〔1879〕～

後藤三男八
自治産業発達誌 514 明治31〔1898〕～

後藤彰
開道五十年記念北海道 243 明治14〔1881〕～
北海道医事通覧　前編 71 肖像〔巻頭〕
北海道人名辞書 263 ゴトウアキラ 明治14〔1881〕～

後藤仁作
北海道立志編　第2巻 5‐84～86 肖像あり

後藤精作
樺太及樺太を担う人々 178

後藤中
北海道人名辞書 262～263 ゴトウチュウ 慶応2〔1866〕～

後藤貞彦
北海道人名辞書　第二版 507 ゴトウサダヒコ 明治15〔1882〕～

後藤藤太郎
最近之樺太 65 明治12〔1879〕～

後藤寅吉
北海道立志編　第5巻　第二版 207～208 元治元〔1864〕～ 肖像あり

後藤半七
北海人物評論 102～103
北海道立志編　第2巻 3‐176～179 ～明治31〔1898〕 肖像あり
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後藤彦右衛門

北海道人名辞書 60 ゴトウヒコウエモン
天保10〔1839〕～
明治20〔1887〕

後藤平四郎
現代札幌人物史 72～73 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 125 ゴトウヘイシロウ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

後藤豊吉
北海道人名辞書　第二版 125～126 ゴトウトヨキチ 慶応3〔1867〕～

後藤弥八
開道五十年記念北海道　再版 103 ゴトウヤハチ 弘化2〔1845〕～

後藤有
北海道人名辞書　第二版 126 ゴトウタモツ 明治22〔1889〕～

後藤祐明
静浪遺稿 81～82

後藤雄之助

樺太及樺太を担う人々 113～114 明治8〔1875〕～
肖像あり、誕生年号「昭
和」は「明治」の誤り

後藤与市
北海道立志編　第1巻 314～315 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

後藤良衛
樺太之留多加 108 明治25〔1892〕～ 肖像あり

後藤良作
自治産業発達誌 234 明治11〔1878〕～ 肖像あり

【こ／な行】

小西皆雲
函館游寓名士伝 5～6

小西喜一郎
北海道立志編　第5巻　第二版 210～211 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 489～490 コニシキイチロウ 明治7〔1874〕～

小西喜三郎
北海道立志編　第2巻 3‐165～166 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

小西喜代松
北海之商傑 293 大和鉱業会社取締役

小西四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 515～516 明治9〔1876〕～ 肖像あり

小西助三郎
札幌紳士録 265 慶応3〔1867〕～ 肖像4
人物覚書帳 301 慶応3〔1867〕～
北海道十字之光 51 肖像あり
北海道人名辞書 54 コニシスケサブロウ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 134 コニシスケサブロウ 慶応3〔1867〕～
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小西仁三郎
樺太之豊原 231～232 明治17〔1884〕～

小西清吉
北海道人名辞書 266 コニシセイキチ 安政元〔1854〕～

小西誠一
函館名士録 338 函館競馬倶楽部監事

小西善七
北海道人名辞書　第二版 276 コニシゼンシチ 明治14〔1881〕～

小西兵之助
札幌紳士録 264～265 明治2〔1869〕～ 肖像1

小西邦二郎
北海道人名辞書　第二版 480 コニシクニジロウ 明治18〔1885〕～

小西隆一郎
東北海道人物画伝 89 明治12〔1879〕～ 肖像あり

小貫勝三郎
北海道人名辞書　第二版 431～432 コヌキカツサブロウ 明治4〔1871〕～ 肖像あり

小沼力藏
北海開発事績　再版 532 コヌマリキゾウ 明治19〔1886〕～

五ノ井与八郎
最近之樺太 肖像（巻 ） 病院長最近之樺太 肖像（巻頭） 五ノ井病院長

五井耕介
北海開発事績　再版 620 ゴイコウスケ

近衛忠徳
開道五十年記念北海道 114 肖像あり

近衛篤麿（コノエ　アツマロ、文久3〔1863〕～明治37〔1904〕）

北海開発事績　再版 368 コノエトクマロ
文久3〔1863〕～
明治37〔1904〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 124～125 コノエ　アツマロ
文久3〔1863〕～
明治37〔1904〕

北海道協会組織

北海道拓殖功労者旌彰録 283～285
文久3〔1863〕～
明治37〔1904〕

北海道医事通覧　前編 38 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 58 コノオキヨノブ 明治17〔1884〕～
北海道人名辞書　第二版 192 コノオキヨノブ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

此川佐平治
樺太之留多加 56～57 明治6〔1873〕～ 肖像あり

五戸直吉
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（202と203の間）

【こ／は行】

小箱直一
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自治産業発達誌 773～774 明治26〔1893〕～

小橋栄太郎（コバシ　エイタロウ、慶応元〔1865〕～昭和7〔1932〕）
北海道人名辞書 266～267 コハシエイタロウ 慶応元〔1865〕～

小畑鶴之助
東北海道の人物 91～93 明治23〔1890〕～

木幡小多郎
東北海道の人物 338～340 明治6〔1873〕～ 肖像あり

木幡勉
開道五十年記念北海道 503 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 548 コバタツトム 明治12〔1879〕～

【こばやし】

小林イク
北海道人名辞書 53～54 コバヤシイク 明治元〔1868〕～

小林しげの
北海道医事通覧　前編 74～75

小林陰夫
自治産業発達誌 764～765 明治28〔1895〕～

小林易吉
北海道人名辞書 194 コバヤシヤスキチ 元治元〔1864〕～

林運作小林運作
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）
北海道人名辞書 496 コバヤシウンサク 嘉永6〔1853〕～

小林運平（コバヤシ　ウンペイ、慶応元〔1865〕～大正5〔1916〕）

小樽の人と名勝 317～320
慶応元〔1865〕～
大正5〔1916〕

北海道人名辞書 193～194 コバヤシウンぺイ 慶応元〔1865〕～

小林栄吉
樺太之留多加 112～113 明治40〔1907〕～ 肖像あり

小林栄次郎
北海道立志編　第2巻 3‐173～175 文久元〔1861〕～ 肖像あり

小林幹
東北海道人物画伝 47 明治18〔1885〕～ 肖像あり

小林喜一郎
北海道立志編　第2巻 3‐171～173 明治元〔1868〕～ 肖像あり

小林義雄
北海道人名辞書　第二版 214～215 コバヤシヨシオ 明治24〔1891〕～

小林菊次郎
開道五十年記念北海道　再版 168～169 コバヤシキクジロウ 安政3〔1856〕～
北海道発達史　第1巻 肖像14
北海道立志編　第5巻　第二版 518～519 安政4〔1857〕～ 肖像あり
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小林吉三郎
北海道立志編　第1巻 310～313 天保11〔1840〕～ 肖像あり

小林吉重
自治産業発達誌 730～731 明治39〔1906〕～ 肖像あり

小林吉太郎
北海道人名辞書　第二版 426～427 コバヤシキチタロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

小林九平
北海道発達史　第1巻 487～489 文久3〔1863〕～ 肖像13

小林啓助
小樽区実業家百撰立志編 159～160 天保5〔1834〕～
北海道立志編　第1巻 315～316 天保5〔1834〕～ 肖像あり

小林健蔵
北海道人名辞書 264～265 コバヤシケンゾウ 明治9〔1876〕～

小林元吉
樺太之留多加 118 明治7〔1874〕～

小林五郎
人物覚書帳 386～387

小林孝一郎
開道五十年記念北海道 483 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書 566 コバヤシコウイチロウ 明治元〔1868〕～

小林幸蔵
北海開発事績　再版 795 コバヤシコウゾウ

小林広吉
北海道人名辞書 417 コバヤシヒロキチ 明治5〔1872〕～

小林剛助
自治産業発達誌 449 明治32〔1899〕～ 肖像あり

小林国治
現代札幌人物史 280～281 明治26〔1893〕～

小林重吉（コバヤシ　ジュウキチ、文政8〔1825〕～明治36〔1903〕）
開道五十年記念北海道 25～27 文政8〔1825〕～
開道五十年記念北海道　再版 43～45 コバヤシジュウキチ ～明治37〔1904〕

北の先覚　改訂版 194～199
文政8〔1825〕～
明治36〔1903〕

函館市功労者小伝 42
文政8〔1825〕～
明治36〔1903〕

肖像あり

北海開発事績　再版 365 コバヤシジュウキチ 大正初期

北海道開拓功労者関係資料集録　上 126 コバヤシ　ジュウキチ
文政8〔1825〕～
明治35〔1902〕

5代目、三石こんぶ改
良、船養成所（函館商船
学校の前身）を開く

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 81～84 文政9〔1826〕～ 数は第二編のもの
北海道人名辞書 267 コバヤシジュウキチ

北海道拓殖功労者旌彰録 25～29
文政8〔1825〕～
明治36〔1903〕

肖像あり
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北海道立志編　第2巻 5‐211～214 肖像あり

小林準一郎

樺太之留多加 34
肖像あり（付録の部口
絵）、留多加尋常高等小
学校副校長

小林潤
自治産業発達誌 350 明治36〔1903〕～ 肖像あり

小林小一郎
函館名士録 293 日魯漁業㈱調度課長

小林松三郎
東北海道人物画伝 69 明治20〔1887〕～ 肖像あり

小林新平
北海道人名辞書 53 コバヤシシンぺイ 寛永2〔1625〕～
北海道人名辞書　第二版 482 コバヤシシンキチ 明治29〔1896〕～ 肖像あり

小林正直
北海之商傑 76 コバヤシナオマサ 三井物産重役

小林清吉
北海道立志編　第3巻 156～158 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

小林盛次
現代札幌人物史 145～146 明治21〔1887〕～

林誠熈衛小林誠熈衛
北海道人名辞書 536～537 コバヤシセキエ 明治16〔1883〕～

小林績
東北海道の人物 336～338 明治26〔1893〕～ 肖像あり

小林善剛
人物覚書帳 383

小林善太郎
樺太之豊原 104～105 明治20〔1887〕～ 肖像あり

小林惣吉
東北海道の人物 54～56 明治18〔1885〕～ 肖像あり

小林増太郎
北海道人名辞書　第二版 507 コバヤシマスタロウ 明治3〔1870〕～ 肖像あり

小林多喜二（コバヤシ　タキジ、明治36〔1903〕～昭和8〔1933〕）
人物覚書帳 130

小林大作
北海道人名辞書　第二版 130 コバヤシダイサク 明治21〔1887〕～ 肖像あり

小林大鱗
北海道立志編　第5巻　第二版 213～214 天保14〔1843〕～ 肖像あり

小林丑松
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北海道立志編　第4巻　増補訂正 319～321 慶応元〔1865〕～ 肖像（320と321の間）

小林忠治
北海道人名辞書　第二版 276 コバヤシチュウジ 明治11〔1878〕～

小林長
北海道人名辞書　第二版 446～447 コバヤシヒサシ 元治元〔1864〕～ 肖像あり

小林長蔵
北海道立志編　第4巻　増補訂正 293～295 文久元〔1861〕～

小林直三郎
郷土を拓く人々 149～157 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 85 肖像あり

小林貞吉
開道五十年記念北海道 263 嘉永5〔1852〕～

小林悌治
北海道人名辞書　第二版 546～547 コバヤシテイジ 明治22〔1889〕～

小林哲太郎
自治産業発達誌 563～564 明治15〔1882〕～ 肖像あり

小林董
函館名士録 100～101 コバヤシ　シゲル 明治21〔1887〕～ 肖像あり
人物覚書帳 159
北海道人名辞書　第二版 130 コバヤシシゲル 明治21〔1887〕～

林董吉小林董吉
北海道人名辞書 480 コバヤシトウキチ 万延元〔1860〕～

小林藤五郎
北海道人名辞書　第二版 275～276 コバヤシトウゴロウ 明治10〔1877〕～

小林篤一（コバヤシ　トクイチ、明治23〔1890）～昭和47〔1972〕）
北海開発事績　再版 591 カバヤシトクイチ 明治23〔1890〕～
北海道人名辞書　第二版 461 コバヤシトクイチ 明治23〔1890〕～

小林八十吉
開道五十年記念北海道 741 明治6〔1873〕～ 肖像あり

小林繁弥
北海道十字之光 23 肖像あり
北海道人名辞書 566～567 コバヤシシゲヤ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 340 コバヤシシゲヤ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

小林斐須
北海道人名辞書　第二版 489 コバヤシアヤマツ 明治14〔1881〕～

小林福次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 519～520 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

小林文次郎
小樽区外七郡案内 199 「小林文次郎」と表記
北海開発事績　再版 791 コバヤシブンジロウ
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小林米作
樺太之留多加 51～52 明治元〔1868〕～ 肖像あり

小林米三郎（コバヤシ　ヨネサブロウ、明治19〔1886〕～昭和43〔1968〕）
北海道樺太名士大鑑 69 明治19〔1886〕～
北海道人名辞書　第二版 481 コバヤシヨネサブロウ 明治19〔1886〕～
北海道で成功した人々 225～236

小林茂
人物覚書帳 390
北海道人名辞書　第二版 547 コバヤシシゲル 明治24〔1891〕～

小林茂夫
北海道人名辞書　第二版 275 コバヤシシゲオ 明治8〔1875〕～

小林雄一
人物覚書帳 138

小林与作
北海道人名辞書　第二版 432 コバヤシヨサク 明治7〔1874〕～

小林与四郎
北海道立志編　第3巻 460～461 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

小林与兵衛
北海道人名辞書 263 コバヤシヨヘイ 安政元〔1854〕～

小林隆平
樺太之豊原 103～104 明治16〔1883〕～ 肖像あり

物覚書帳人物覚書帳 168

小林竜吉
北海開発事績　再版 589 カバヤシリュウキチ 明治8〔1875〕～

小林良道
自治産業発達誌 124 明治32〔1899〕～

小林六次郎
人物覚書帳 378～379

小林録太郎
開道五十年記念北海道 258 安政6〔1859〕～

小林和三郎

開道五十年記念北海道　再版 40～42 コバヤシワサブロウ
元治元〔1864〕～
大正5〔1916〕

小桧山鉄三郎
人物覚書帳 28
北海道十字之光 89
北海道人名辞書 369～370 コヒヤマテツサブロウ 慶応4～
北海道人名辞書　第二版 314 コヒヤマテツサブロウ 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

小船井亀次
北海道人名辞書　第二版 359 コフナイカメジ 明治7〔1874〕～ 肖像あり

五宝仙吉
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東北海道人物画伝 59 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 624～625 ゴホウセンキチ 明治3〔1870〕～

小堀乾三郎
北海人物評論 100
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

【こ／ま行】

駒井松若
自治産業発達誌 333～334 肖像あり

駒井伴平
北海道人名辞書　第二版 574 コマイハンペイ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

駒井弥兵衛
開道五十年記念北海道 229 弘化2〔1845〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 5‐236～237 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

小牧徳一郎
札幌紳士録 269 文久元〔1861〕～ 肖像58

駒沢貞蔵
東北海道人物画伝 19 明治12〔1879〕～ 肖像あり

駒沢大超
札幌之人 247（肖像247） 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 57 コマザワダイチョウ 明治8〔1875〕～

小俣徹
大泊之沿革と人物 45 明治19〔1886〕～

小町安右工門

北海道立志編　第1巻 318～319 天保12〔1841〕～
肖像では「小町安右衛
門」と表記

小町佐吉
後志國要覧 240 安政2〔1855〕～ 肖像(中間頁)
北海道人名辞書 489 コマチサキチ 安政2〔1855〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 211 安政2〔1855〕～ 肖像あり

小町泰治郎
北海道人名辞書 499～500 コマチタイジロウ 安政4〔1857〕～

小町定吉
東北海道の人物 68～70 明治23〔1890〕～

小町谷純
小樽区外七郡案内 214 慶応3〔1867〕～
後志國要覧 129 肖像(中間頁)
人物覚書帳 499～501 慶応3〔1867〕～
北海人物評論 30～31 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書 193 コマチヤジュン 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 215 コマチヤジュン 慶応3〔1867〕～

小町谷操三
人物覚書帳 159
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【こまつ】

小松玉吉
自治産業発達誌 351～352 明治16〔1883〕～ 肖像あり

小松梧楼
札幌之人 239（肖像239） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 54 コマツゴロウ 慶応2〔1866〕～

小松三作
北海道人名辞書　第二版 134 コマツサンサク 明治12〔1879〕～

小松宗太郎
自治産業発達誌 266 明治13〔1880〕～

小松直之進
樺太人物大観 261～263 民間の異彩

小松鶴嶺
北海開発事績　再版 486 コマツツルミネ 明治19〔1886〕～

小松篤之助
東北海道の人物 332～334 慶応2〔1866〕～

小松万宗
北海人物評論 71

小松阡
北海道樺太名 大鑑 本文 肖像あり北海道樺太名士大鑑 133 本文に肖像あり

駒嶺末次郎
小樽の人と名勝 311～313 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書 545～546 コマミネスエジロウ 文久3〔1863〕～
北海道発達史　第1巻 肖像13

駒谷三蔵
北海道立志編　第3巻 456～458 肖像あり

駒谷勝太郎
開道五十年記念北海道 618 肖像あり

五味兼吉

北海開発事績　再版 364 ゴミケンキチ
弘化2〔1845〕～
明治44〔1911〕

北海道拓殖功労者旌彰録 233～236
弘化2〔1845〕～
明治44〔1911〕

肖像あり

五味武
北海道人名辞書　第二版 399 ゴミタケシ 明治元〔1868〕～

五味与惣兵衛
開道五十年記念北海道 668 安政元〔1854〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 73 安政元〔1854〕～ 肖像あり

小宮小十郎
樺太及樺太を担う人々 112～113
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小宮山庄太郎
北海道立志編　第3巻 255～257 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

古村啓太郎
最近之樺太 64 明治26〔1893〕～

小村亀十郎
北海道人名辞書 417～418 コムラカメジュウロウ 安政6〔1859〕～

小村松太郎
最近之樺太 肖像（巻頭） 能登呂村登医師

小室りさ子
北海道医事通覧　前編 80 肖像(巻頭)

小室徳治
自治産業発達誌 570 明治13〔1880〕～ 肖像あり

薦田定保
北海道人名辞書　第二版 134～135 コモダサダヤス 明治21〔1887〕～

小森作次郎
北海道人名辞書 457～458 コモリサクジロウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 604 コモリサクジロウ 明治元〔1868〕～

小森七郎
札幌紳士録 270～271 明治8〔1875〕～ 肖像56

森清小森清八
北海道十字之光 255 肖像あり

小森善次郎
樺太之豊原 101～102 明治22〔1889〕～ 肖像あり

小森良吉
北海道人名辞書 264 コモリリョウキチ 安政4〔1857〕～

小森良三郎
北海道人名辞書　第二版 274～275 コモリリョウサブロウ 明治16〔1883〕～

【こ／や～ら行】

小矢内小親
北海道医事通覧　前編 50 肖像(巻頭)

小柳吉次郎
開道五十年記念北海道　再版 222 コヤナギヨシジロウ 安政5〔1858〕～

小柳周吉
北海道樺太名士大鑑 44 明治14〔1881〕～ 本文に肖像あり

小柳文七
人物覚書帳 380

小柳牧衛
札幌之人 240（肖像240） 明治17〔1884〕～ 肖像あり
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北海道人名辞書 56 コヤナギボクエイ 明治17〔1884〕～

小柳留吉
北海道十字之光 91 肖像あり

児矢野昌平
札幌紳士録 273～274 明治13〔1880〕～ 肖像あり
札幌之人 244（肖像244） 明治13〔1880〕～ 肖像あり
静浪遺稿 124～126
北海道人名辞書 57～58 コヤノショウヘイ 明治13〔1880〕～

【こやま】

湖山寛
自治産業発達誌 609～610

小山栄一
人物覚書帳 38

小山嘉吉
北海道十字之光 172 肖像あり

小山喜久太
小樽区実業家百撰立志編 195～197 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第1巻 320～322 明治元〔1868〕～ 肖像あり

小山三吉
北海道立志編　第5巻　第二版 514～515 明治4〔1871〕～ 肖像あり

山重喜小山重喜
自治産業発達誌 223 明治36〔1903〕～

小山準平
札幌紳士録 268 万延元〔1860〕～ 肖像57
札幌之人 236（肖像236） 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 55 コヤマジュンぺイ 万延元〔1860〕～

小山只四郎
札幌之人 235（肖像235） 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

小山忠雄（コヤマ　タダオ、慶応2〔1866〕～昭和17〔1942〕）
現代札幌人物史 90～91 オヤマ 慶応3〔1867〕～
札幌之人 234（肖像234） 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 131 コヤマタダオ 慶応3〔1867〕～

小山雛助
北海道立志編　第5巻　第二版 206～207 明治8〔1875〕～ 肖像あり

小山富蔵
開道五十年記念北海道 260 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 265 コヤマトミゾウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 653 コヤマトミゾウ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第2巻 3‐121～123 明治元〔1868〕～ 肖像あり

小山良明
現代札幌人物史 81～83 明治22〔1889〕～
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小山与四郎
開道五十年記念北海道 240 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 263 コヤマヨシロウ 明治7〔1874〕～

小山与助
樺太之豊原 84～85 明治14〔1881〕～

転石格次郎
北海開発事績　再版 729 コロイシカクジロウ 安政5〔1858〕～

【こ／ん】

金幹太郎
北海道人名辞書 624 コンミキタロウ 明治4〔1871〕～

金耕太郎
人物覚書帳 111～112、299

東北海道の人物 35～37 明治17〔1884〕～ 肖像あり

今栄吉
自治産業発達誌 597～598 明治35〔1902〕～ 肖像あり

今幹太郎
東北海道人物画伝 39 明治4〔1871〕～ 肖像あり

今佐一郎
開道五十年記念北海道　再版 279～280 コンサイチロウ 明治6〔1873〕～ 余市魚業界権威

今善作
人物覚書帳人物覚書帳 14,339～340

今百太郎

北海道人名辞書 541 コンヒャクタロウ
文久2〔1862〕～
明治42〔1909〕

今裕（コン　ユタカ、明治11〔1878〕～昭和29〔1954〕）
現代札幌人物史 54～55
北海道人名辞書　第二版 124 コンユタカ 明治11〔1878〕～

【こんどう】

近藤喜寛
現代札幌人物史 315～316 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 124～125 コンドウヨシヒロ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

近藤喜孝
東北海道人物画伝 53 安政5〔1858〕～ 肖像あり

近藤義郎
自治産業発達誌 867～868 明治6〔1873〕～

近藤久三郎
北海道発達史　第1巻 206～208 天保11〔1840〕～ 肖像16

近藤兼市
現代札幌人物史 225～226 明治29〔1896〕～
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近藤宏太郎
北海道人名辞書　第二版 125 コンドウコウタロウ 明治13〔1880〕～

近藤守重

開道五十年記念北海道 8～9
明和8〔1771〕～
文政12〔1815〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 9～10 コンドウモリシゲ
明和6〔1769〕～
文政12〔1815〕

北海開発事績　再版 382～383 コンドウモリシゲ
明和8〔1771〕～
文政12〔1815〕

北海道人名辞書 661～662 コンドウモリシゲ
明和8〔1771〕～
文政12〔1815〕

北海道人名辞書　第二版 635～636 コンドウモリシゲ 明和8〔1771〕～

近藤寿吉
北海道人名辞書　第二版 556～557 コンドウトシキチ 明治13〔1880〕～

近藤重蔵（コンドウ　ジュウゾウ、明和8〔1771〕～文政12〔1829〕）

北の先覚　改訂版 36～43
明和8〔1771〕～
文政12〔1815〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 127～128 コンドウ　ジュウゾウ
明和8〔1771〕～
文政12〔1815〕

千島開拓の基を開く

北海道拓殖功労者旌彰録 539～544
明和8〔1771〕～
文政12〔1815〕

北海之商傑 162 幕臣、蝦夷地探検

近藤勝三朗
明治の群像　8　開拓と探検 234～248

近藤勝之助近藤勝之助
北海道人名辞書 262 コンドウカツノスケ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 277 コンドウカツノスケ 文久3〔1863〕～
北海之商傑 205～207 函館船渠会社専務

近藤常太郎
東北海道の人物 334～336 明治9〔1876〕～ 肖像あり

近藤信行
自治産業発達誌 265 大正2〔1913〕～

近藤新五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 522～523 明治12〔1879〕～ 肖像あり

近藤新太郎
北海道十字之光 114
北海道人名辞書 403～404 コンドウシンタロウ 慶応元〔1865〕～

北海之商傑 275～278
北海道造林会社技師長
兼支配人

近藤正義
札幌紳士録 276 明治9〔1876〕～ 肖像134

近藤清作
札幌紳士録 276～277 明治15〔1882〕～ 肖像巻頭ち
北海道立志編　第5巻　第二版 201～202 明治2〔1869〕～ 肖像あり

近藤清次
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北海道人名辞書 262 コンドウセイジ 明治7〔1874〕～

近藤孫三郎
北海道十字之光 83 肖像あり
北海道人名辞書 264 コンドウマゴサブロウ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第2巻 5‐215～217 肖像あり

近藤多三郎
北海道人名辞書　第二版 275 コンドウタサブロウ 明治14〔1881〕～

近藤直作
北海開発事績　再版 466 コンドウナオサク 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書 58 コンドウナオサク 慶応2〔1866〕～

近藤稲琴
函館游寓名士伝 9～10

近藤徳四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 523～524 嘉永元〔1848〕～

近藤寅吉
北海道立志編　第2巻 5‐183～184 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

近藤倍六
開道五十年記念北海道　再版 483 コンドウバイロク 明治7〔1874〕～

近藤敏子
北海道医事通覧　前編 80 肖像(巻頭)

近藤芳年近藤芳年
自治産業発達誌 470 明治34〔1901〕～

近藤豊吉
郷土を拓く人々 207～215 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 493 コンドウトヨキチ 明治10〔1877〕～

近藤民蔵
樺太及樺太を担う人々 110～111

近藤勇記
大泊之沿革と人物 82～83

近藤祐康
函館名士録 330 北日本油脂工業㈱取締

近藤利一郎
北海開発事績　再版 585 コンドウトシイチロウ 明治2〔1869〕～

近藤廉平
北海之商傑 207 函館船渠会社相談役

近藤六三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 520～521 弘化3〔1846〕～

今野虎治
自治産業発達誌 937～938
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今野常太郎
開道五十年記念北海道 300 明治21〔1887〕～ 肖像あり

今野清
札幌紳士録 277 明治11〔1878〕～ 肖像63

今野由蔵
北海道人名辞書　第二版 455 コンノヨシゾウ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

金野菫
現代札幌人物史 221～222 肖像あり

紺野源介
北海道人名辞書　第二版 314 コンノゲンスケ 明治8〔1875〕～

紺野忠次郎
北海道発達史　第1巻 489～490 安政3〔1856〕～ 肖像14

紺谷源四郎
北海道立志編　第3巻 151～153 文久3〔1863〕～ 肖像あり

《さ》

【さ／あ行】

西条武平
北海道十字之光 31 肖像あり北海道十字之光 31 肖像あり

斉田与四郎
自治産業発達誌 229～230 明治5〔1872〕～

道祖土虎吉
北海道人名辞書　第二版 157 サイドトラキチ 明治12〔1879〕～

【さいとう】

西東佐吉
北海道樺太名士大鑑 143 本文に肖像あり

斉藤いつ子
北海道医事通覧　前編 87

斉藤サダ
北海道人名辞書 269 サイトウサダ 明治3〔1870〕～

斉藤ヒサ
北海道人名辞書 458 サイトウヒサ 明治15〔1882〕～

斉藤為熊
開道五十年記念北海道　再版 583～584 サイトウタメクマ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 542 サイトウタメクマ 明治5〔1872〕～

斉藤栄吉
現代札幌人物史 339～340
東北海道人物画伝 18 明治7〔1874〕～ 肖像あり
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北海道畜産功労者写真帖 95 肖像あり

斉藤栄三郎

函館名士録 113～114,316,318 サイトウ　エイザブロウ 明治13〔1880〕～
肖像あり、函館製網船具
㈱監査役、函館水産販
売㈱取締役

斉藤栄太郎
北海道十字之光 263 肖像あり
北海道人名辞書 625 サイトウエイタロウ 元治元〔1864〕～

斉藤益之
自治産業発達誌 44 明治22〔1889〕～ 肖像あり

斉藤乙治郎
北海道人名辞書　第二版 150 サイトウオトジロウ 明治9〔1876〕～

斉藤格
北海道人名辞書 548～549 サイトウタダシ 天保4〔1833〕～
北海道立志編　第1巻 366～367 天保4〔1833〕～ 肖像あり

斉藤勘六
開道五十年記念北海道 703 天保12〔1841〕～
北海道人名辞書　第二版 605～606 サイトウカンロク 明治2〔1869〕～ 肖像あり

斉藤貫六
北海道立志編　第3巻 173～176 天保12〔1841〕～ 肖像あり

斉藤亀郎
北海道発達史 第 巻 治 〔 〕 肖像北海道発達史　第1巻 540～542 明治7〔1874〕～ 肖像15

斉藤吉五郎
北海道立志編　第1巻 347～348 天保5〔1834〕～ 肖像あり、漁場の景有り

斉藤吉之助
東北海道の人物 78～79 明治3〔1870〕～

斉藤橘弥
札幌紳士録 326 安政2〔1855〕～ 肖像65

斉藤久助
北海道人名辞書 195 サイトウキュウスケ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 219 サイトウキュウスケ 慶応元〔1865〕～

斉藤亨
札幌紳士録 323～324 明治3〔1870〕～ 肖像106
札幌之人 272 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海人物評論 36～37 明治元〔1868〕～ 巻頭に肖像あり
北海道人名辞書 61 サイトウトオル 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 149 サイトウトオル 明治3〔1870〕～

斉藤興四郎
最近之樺太 66～67 明治23〔1890〕～

斉藤熊雄
現代札幌人物史 139～140 明治18〔1885〕～
札幌之人 274 明治18〔1885〕～ 肖像あり
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北海道樺太名士大鑑 30 明治18〔1885〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 148～149 サイトウクマオ 明治18〔1885〕～

斉藤粂蔵
最近之樺太 65～66 明治21〔1887〕～

斉藤鎌治
現代札幌人物史 323～324 明治7〔1874〕～

斉藤兼太郎
小樽区外七郡案内 101 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書 500 サイトウケンタロウ 明治7〔1874〕～

斉藤元吉
東北海道人物画伝 83 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

斉藤源治
北海道人名辞書 418 サイトウゲンジ 弘化2〔1845〕～

斉藤玄寿郎
北海道人名辞書　第二版 280 サイトウゲンジュロウ 明治17〔1884〕～

斉藤虎之助
北海道人名辞書 527 サイトウトラノスケ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 341～342 サイトウトラノスケ 明治5〔1872〕～

斉藤五一郎
北海道人名辞書　第二版 282 サイトウゴイチロウ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

斉藤斉藤五平
北海道人名辞書　第二版 461～462 サイトウゴヘエ 慶応2〔1866〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 536～537 慶応2〔1866〕～

斉藤広吉
札幌紳士録 327 明治2〔1869〕～ 写真家屋全景66
北海道人名辞書 62 サイトウヒロキチ 明治2〔1869〕～

斉藤弘輔
札幌紳士録 328 慶応3〔1867〕～ 肖像66
北海人物評論 118～119
北海道人名辞書 61 サイトウヒロスケ 慶応3〔1867〕～
北海道立志編　第1巻 371～372 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

斉藤才次郎
北海道発達史　第1巻 525～526 安政元〔1854〕～ 肖像15

斉藤作蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 231～232

斉藤三代吉
樺太人物大観 256～257 実業家

斉藤三郎
北海人物評論 56～57

斉藤市蔵
北海道発達史　第1巻 513～515 慶応元〔1865〕～ 肖像16
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斉藤慈明
後志國要覧 156
北海道立志編　第2巻 5‐221～223 明治9〔1876〕～ 肖像あり

斉藤次郎八
北海道人名辞書　第二版 149 サイトウジロウハチ 明治8〔1875〕～

斉藤主計
自治産業発達誌 543

斉藤周介
小樽区実業家百撰立志編 28～30

斉藤宗誠
東北海道人物画伝 3 明治13〔1880〕～ 肖像あり

斉藤修三
人物覚書帳 55～56
東北海道の人物 403～404 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 150 サイトウシュウゾウ 明治22〔1889〕～

斉藤秀二
東北海道の人物 401～403 明治22〔1889〕～ 肖像あり

斉藤重蔵
開道五十年記念北海道 261 安政2〔1855〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 268 サイトウジュウゾウ 安政2〔1855〕～

斉藤昇斉藤昇
東北海道の人物 387～389 明治18〔1885〕～

斉藤松太郎
開道五十年記念北海道 245 明治14〔1881〕～
北海道十字之光 88 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 280 サイトウマツタロウ 明治14〔1881〕～

斉藤章庵
北海道医事通覧　前編 70 肖像(巻頭)

斉藤丈策
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（308と309の間）

斉藤丈人
北海開発事績　再版 733 サイトウタケヒト 明治12〔1879〕～
北海道樺太名士大鑑 65 明治12〔1879〕～ 本文に肖像あり

斉藤丈雄
小樽区外七郡案内 203～206 肖像あり
北海道十字之光 12 肖像あり
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（308と309の間）

斉藤進
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

斉藤甚之助
札幌紳士録 326～327 安政2〔1855〕～ 肖像67
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人物評論　第1編 121～126
北海人物評論 87 肖像あり
北海道十字之光 24 肖像あり
北海道人名辞書 61～62 サイトウジンノスケ 安政2〔1855〕～

斉藤政治
小樽の人と名勝 336～338 慶応2〔1866〕～
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道立志編　第3巻 496～498 文久元〔1861〕～ 肖像あり

斉藤政七
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 91～93 文久2〔1862〕～ 数は第二編のもの

斉藤政之助
北海道人名辞書　第二版 150 サイトウマサノスケ 明治23〔1890〕～

斉藤正雄
自治産業発達誌 725 明治20〔1887〕～ 肖像あり

斉藤清太郎
東北海道の人物 70～71 明治18〔1885〕～

斉藤清負
北海道人名辞書 269 サイトウキヨヒ 文久2〔1862〕～

斉藤静修（サイトウ　セイシュウ、明治17〔1884〕～昭和43〔1968〕）
東北海道の人物 405～406 明治17〔1884〕～
北海道人名辞書　第二版 362 サイトウセイシュウ 明治17〔1884〕～

斉藤仙次斉藤仙次
北海道十字之光 113

斉藤専蔵
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

斉藤浅吉
北海道立志編　第1巻 346～347 文久3〔1863〕～

斉藤浅五郎
樺太之豊原 117～118 明治2〔1869〕～

斉藤惣次郎
最近之樺太 肖像（巻頭） 能登呂村泊尾区長

斉藤太蔵
北海道立志編　第4巻　増補訂正 131～133 明治3〔1870〕～ 肖像（128と129の間)

斉藤大次郎
札幌紳士録 324～326 明治14〔1881〕～

斉藤大晋
自治産業発達誌 183～184 肖像あり

斉藤知雄
北海道人名辞書　第二版 149～150 サイトウトモタカ 明治6〔1873〕～

斉藤竹蔵

253 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

大泊之沿革と人物 67～68 明治11〔1878〕～ 肖像あり

斉藤忠
現代札幌人物史 283～284
函館名士録 117～118 サイトウ　タダシ 明治25〔1892〕～ 肖像あり

斉藤忠雄（サイトウ　タダオ、明治35〔1902〕～平成3〔1991〕）
現代札幌人物史 143～144
札幌紳士録 324 明治13〔1880〕～ 肖像65

斉藤長吉
自治産業発達誌 139～140 ～昭和12〔1937〕 肖像あり

斉藤長八
開道五十年記念北海道 384 安政4〔1857〕～ 肖像あり

斉藤直衛
開道五十年記念北海道 505 明治6〔1873〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 195 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 551～552 サイトウナオエ 明治6〔1873〕～

斉藤定弘
自治産業発達誌 34 肖像あり

斉藤徹玄
自治産業発達誌 887

斉藤鉄造
北海道人名辞書　第二版 150～151 サイトウテツゾウ 明治21〔1887〕～

斉藤藤五郎
樺太之留多加 113～114 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

斉藤寅吉
開道五十年記念北海道 505 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

斉藤寅雄
北海人物評論 107
北海道人名辞書 195～196 サイトウトラオ 慶応2〔1866〕～

斉藤博一
北海開発事績　再版 637 サイトウヒロイチ 明治26〔1893〕～
北海道人名辞書　第二版 479 サイトウハクイチ 明治26〔1893〕～

斉藤繁三郎
北海道人名辞書 399 サイトウシゲサブロウ 嘉永2〔1849〕～

斉藤日夷
自治産業発達誌 9 明治19〔1886〕～ 肖像あり

斉藤彦三郎

開道五十年記念北海道　再版 330 サイトウヒコサブロウ
天保3〔1832〕～
明治40〔1907〕

角網漁業開祖

北海開発事績　再版 369～370 サイトウヒコサブロウ
天保2〔1831〕～
明治40〔1907〕

北海道拓殖功労者旌彰録 211～213
天保2〔1831〕～
明治40〔1907〕
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北海道立志編　第1巻 351～354 天保2〔1831〕～ 肖像あり

斉藤文蔵
樺太之豊原 181～182

斉藤兵太郎
開道五十年記念北海道 570 安政3〔1856〕～
自治産業発達誌 889～890
東北海道人物画伝 26 肖像あり
東北海道の人物 37～39 安政3〔1856〕～
北海道十字之光 229 肖像あり

斉藤兵太郎　2代目（サイトウ　ヒョウタロウ、明治16〔1883〕～昭和35〔1960〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 129～130 サイトウ　ヒョウタロウ
明治16〔1883〕～
昭和35〔1960〕

十勝川のさけ蓄養地を
つくる

斉藤豊治
北海道樺太名士大鑑 58 明治24〔1891〕～ 本文に肖像あり

斉藤豊蔵
自治産業発達誌 506,867 明治17〔1884〕～ 肖像あり

斉藤又右衛門
函館名士録 111～112 サイトウ　マタエモン 文久2〔1862〕～ 肖像あり
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 85～90 天保11〔1840〕～ 数は第二編のもの
北海道人名辞書 267～268 サイトウマタウエモン 文久2〔1862〕～
北海道人名辞書　第二版 279 サイトウマタウエモン 文久2〔1862〕～

斉藤万太郎
北海開発事績 版北海開発事績　再版 504 サイトウマンタロウ

斉藤巳代吉
樺太及樺太を担う人々 129

斉藤弥三郎
開道五十年記念北海道　再版 538 サイトウヤサブロウ 明治元〔1868〕～

函館名士録 333
拓殖無盡㈱函館支店取
締役

北海道十字之光 34 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 319～320 サイトウヤサブロウ

斉藤弥太郎
北海道十字之光 101 肖像あり

斉藤靖也
北海道人名辞書 372 サイトウヤスヤ 明治8〔1875〕～

斉藤勇三郎
北海道立志編　第3巻 494～496 肖像あり

斉藤勇助
北海道立志編　第3巻 506～507 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり（502の次）
北海開発事績　再版 811 サイトウユウマツ 明治18〔1885〕～

斉藤与一郎（サイトウ　ヨイチロウ、明治6〔1873〕～昭和36〔1961〕）
自治産業発達誌 930
函館名士録 115～116 サイトウ　ヨイチロウ 明治6〔1873〕～ 肖像あり
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北海道医事通覧　前編 69

北海道開拓功労者関係資料集録　上 131～132 サイトウ　ヨイチロウ
明治6〔1873〕～
昭和36〔1961〕

医学会に功績、函館市
長

北海道人名辞書 268 サイトウヨイチロウ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 282 サイトウヨイチロウ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

斉藤利信
北海道人名辞書 537 サイトウトシノブ 明治8〔1875〕～

斉藤留尾
札幌之人 273 明治6〔1873〕～ 肖像あり

斉藤了雄
樺太及樺太を担う人々 177～178

斉藤良三
北海道人名辞書 567～568 サイトウリョウゾウ 明治11〔1878〕～

斉藤良知

北海道人名辞書 567 サイトウヨシトモ
天保10〔1839〕～
明治30〔1897〕

斉藤豁三郎
北海道立志編　第2巻 4‐145～147 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

佐伯久吉
北海道立志編　第1巻 363～365 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

佐伯粂次
大泊之 革と 物 文久 〔 〕 肖像あり大泊之沿革と人物 147～148 文久元〔1861〕～ 肖像あり

佐伯種貞
北海道樺太名士大鑑 76～77　 慶応2〔1866〕～ 本文に肖像あり

佐伯辻之助
北海道人名辞書　第二版 152 サエキツジノスケ 明治13〔1880〕～

佐伯藤市
北海道立志編　第5巻　第二版 537～538 明治6〔1873〕～ 肖像あり

五月女伝一
樺太及樺太を担う人々 122～123

【さ／か行】

坂源次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 542～543 嘉永5〔1852〕～

坂市太郎
北海道十字之光 151 肖像あり

坂順允
人物覚書帳 40

坂仁太
自治産業発達誌 199～200 肖像あり
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坂長太郎
北海道十字之光 199

佐賀清太郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 302～304 慶応元〔1865〕～ 肖像（304と305の間）

嵯峨久（サガ　ヒサシ、明治9〔1876〕～昭和35〔1960〕）
東北海道人物画伝 47 明治9〔1876〕～ 肖像あり
東北海道の人物 398～400 明治9〔1876〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 133 サガ　ヒサシ
明治9〔1876〕～
昭和35〔1960〕

釧路漁業基地の建設

嵯峨啓蔵
北海道人名辞書 640 サガケイゾウ

嵯峨半蔵
北海道十字之光 49 肖像あり

【さかい】

境弥三作
最近之樺太 78～79 明治元〔1868〕～ 肖像あり

堺松太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 253～254 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

堺千代吉
開道五十年記念北海道 213 弘化元〔1844〕～
自治産業発達誌 774～775 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

堺太一
北海道人名辞書　第二版 509 サカイタイチ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

堺忠助
北海道畜産功労者写真帖 99 肖像あり

堺賴吉
開道五十年記念北海道　再版 412 サカイライキチ 明治11〔1878〕～

坂井栄太郎
北海道人名辞書 527 サカイエイタロウ 慶応2〔1866〕～
北海開発事績　再版 579 サカイエイタロウ 慶応2〔1866〕～

坂井義夫
北海道人名辞書　第二版 279 サカイヨシオ 明治16〔1883〕～

坂井規四郎
開道五十年記念北海道 647 弘化10～ 肖像あり
東北海道人物画伝 76 肖像あり

坂井久二
樺太及樺太を担う人々 124 肖像あり

坂井桂十郎
北海道立志編　第2巻 3‐111～113 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

坂井定吉
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北海道人名辞書 274 サカイサダキチ 明治3〔1870〕～

坂井寿雄
函館名士録 293 日魯漁業㈱船舶課長

坂井徳治
東北海道の人物 378～381 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 363 サカイトクジ 明治13〔1880〕～

坂井与一
北海道発達史　第1巻 534～536 慶応3〔1867〕～

坂井六郎
自治産業発達誌 495 明治16〔1883〕～ 肖像あり

酒井栄作
樺太之豊原 115～117 明治21〔1887〕～ 肖像あり

酒井外吉
北海道人名辞書　第二版 552～553 サカイソトキチ 明治3〔1870〕～

酒井慶人
現代札幌人物史 193～194

酒井幸比古
自治産業発達誌 88 大正4〔1915〕～ 肖像あり

酒井広次
人物覚書帳 107

酒井佐一
自治産業発達誌 758 明治20〔1887〕～ 肖像あり

酒井治三郎
北海道十字之光 25 肖像あり

酒井甚作
北海道人名辞書 579 サカイジンサク 嘉永6〔1853〕～

酒井政四郎
自治産業発達誌 781 明治18〔1885〕～

酒井正七
小樽の人と名勝 335～336

人物覚書帳 543～547
明治14〔1881〕～
昭和8〔1933〕

肖像あり

函館名士録 333
拓殖無盡㈱函館支店取
締役

北海道十字之光 71 肖像あり

酒井清兵衛
北海道立志編　第3巻 485～487 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

酒井千歳子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

酒井素資
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人物覚書帳 382～383

酒井忠助
大泊之沿革と人物 154～155 明治4〔1871〕～

酒井忠八
北海開発事績　再版 670 サカイチュウハチ 明治6〔1873〕～

酒井茂作
郷土を拓く人々 178～180 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道発達史　第1巻 542～543 文久3〔1863〕～

酒井隆吉
北海道人名辞書　第二版 156～157 サカイタカヨシ 明治22〔1889〕～

堺谷定次郎
北海道立志編　第3巻 176～177 安政5〔1858〕～ 肖像あり

坂牛直太郎
人物覚書帳 97

阪牛祐直
開道五十年記念北海道 691 文久3〔1863〕～
札幌紳士録 331～332 文久3〔1863〕～ 肖像62
東北海道人物画伝 80 肖像あり
北海道人名辞書 639～640 サカウシスケナオ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 368～369 サカウシスケナオ 文久3〔1863〕～

寒河江玄寿
北海道立志編 第 巻 第 版 安政 〔 〕 肖像あり北海道立志編　第5巻　第二版 383～384 安政5〔1858〕～ 肖像あり

寒河江直助
北海道樺太名士大鑑 47 明治9〔1876〕～ 本文に肖像あり

坂岡末太郎
札幌紳士録 330～331 明治2〔1869〕～
札幌之人 276 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 154～155 サカオカスエタロウ 明治2〔1869〕～

坂上佐平
北海道立志編　第5巻　第二版 240～241 明治10〔1877〕～ 肖像あり

坂上由太郎
北海道十字之光 169 肖像あり

榊茂夫
北海之商傑 207 函館船渠会社取締役

榊原安茂
自治産業発達誌 870

榊原広
北海道人名辞書　第二版 157～158 サカキハラヒロシ 明治18〔1885〕～

榊原三蔵
樺太及樺太を担う人々 161
樺太人物大観 327～332 町村会議員
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榊原徳次郎
人物覚書帳 384～385

榊原勇
北海道立志編　第5巻　第二版 237～238 ～明治36〔1903〕 肖像あり

榊本好美
北海道発達史　第1巻 517～519 明治3〔1870〕～ 肖像78、家屋の景78

坂口金三郎
開道五十年記念北海道　再版 519 サカグチキンザブロウ 安政3〔1856〕～

坂口健吉
東北海道の人物 392～393

坂口光重
東北海道の人物 396～398 元治元〔1864〕～ 肖像あり

坂口茂次郎（サカグチ　シゲジロウ、明治9年～昭和32〔1957〕）

人物覚書帳
63～64、87～
88、537～538

明治9〔1876〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 134～135 サカグチ　シゲジロウ
明治9〔1876〕～
昭和32〔1957〕

道産合板を輸出

坂口隆憧
自治産業発達誌 290 明治42〔1909〕～ 肖像あり

坂倉敏雄
大泊之 革と 物 治 〔 〕 肖像あり大泊之沿革と人物 116 明治15〔1882〕～ 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 130 明治15〔1882〕～

坂下学英
自治産業発達誌 192 明治44〔1911〕～ 肖像あり

坂田熊蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 533～534 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

坂田孫六
北海道人名辞書 663 サカタマゴロク 慶応2〔1866〕～

坂田要蔵
北海道発達史　第1巻 537～539 明治7〔1874〕～ 肖像81

坂爪重治
自治産業発達誌 159～160 明治13〔1880〕～ 肖像あり

坂野金策
北海開発事績　再版 715 サカノキンサク 文久3〔1863〕～
北海道樺太名士大鑑 23～24　 本文に肖像あり
北海道十字之光 207 肖像あり

坂野小六
北海開発事績　再版 440～441 サカノコロク 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 155～156 サカノコロク 明治5〔1872〕～

阪野小六
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北海道人名辞書 527 サカノコロク 明治5〔1872〕～

坂野上末吉
自治産業発達誌 432,910～911 肖像あり

坂原政信
自治産業発達誌 423～424 明治32〔1899〕～

坂部卯一郎
開道五十年記念北海道 469 肖像あり

阪部卯一郎
札幌之人 277（肖像277） 明治23〔1890〕～ 肖像あり

酒巻与平
大泊之沿革と人物 110～111 明治7〔1874〕～
樺太之留多加 118～119 明治7〔1874〕～

佐上信一（サガミ　シンイチ、明治15〔1882〕～昭和18〔1943〕）
現代札幌人物史 1～2
人物覚書帳 140～141
函館名士録 291 サガミ　シンイチ 明治15〔1882〕～ 肖像あり、北海道庁長官
北海道樺太名士大鑑 1　肖像 北海道長官

坂村徹（サカムラ　テツ、明治21〔1888〕～昭和55〔1980〕）
北海道人名辞書　第二版 156 サカムラテツ 明治21〔1887〕～

【さかもと】

坂本栄蔵坂本栄蔵
北海道人名辞書 481 サカモトエイゾウ 慶応3〔1867〕～

坂本喜章
北海道人名辞書 471 サカモトキショウ 明治12〔1879〕～

坂本基兄
樺太及樺太を担う人々 126 明治26〔1893〕～

坂本義夫
自治産業発達誌 5 肖像あり

坂本吉三郎
自治産業発達誌 523～524 明治24〔1891〕～ 肖像あり

坂本興八
北海道立志編　第2巻 3‐192～193 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

坂本兼吉
開道五十年記念北海道 258 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 274～275 サカモトケンキチ 慶応元〔1865〕～

坂本原永
東北海道の人物 389～391 明治11〔1878〕～ 肖像あり

坂本孝信
樺太之豊原 肖像(巻頭)
樺太之留多加 肖像（巻頭） 樺太之留多加著者
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坂本佐助
自治産業発達誌 589～590 明治12〔1879〕～

坂本左右吉
樺太及樺太を担う人々 123 明治17〔1884〕～

坂本作平
開道五十年記念北海道 193 ～大正3〔1914〕

函館名士録 108～110,304 サカモト　サクヘイ 明治8〔1875〕～
肖像あり、昭和6〔1931〕
太平洋漁業監査役

北海道十字之光 87 肖像あり
北海道人名辞書 274 サカモトサクヘイ 明治8〔1875〕～

坂本柴門
北海道畜産功労者写真帖 101 肖像あり

坂本助太郎
北海開発事績　再版 811 サカモトスケタロウ 明治22〔1889〕～

坂本森一

人物覚書帳
82～83、156
～157,412～
415

函館名士録 105～107 サカモト　シンイチ 明治20〔1887〕～ 肖像あり、函館市長

坂本正治　→　阪本正治も見よ

北海之商傑 95
三菱商事小樽支店初代
支店長

坂本正道
最近之樺太 17～18 肖像あり

坂本清太郎
自治産業発達誌 94～95 明治19〔1886〕～ 肖像あり

坂本仙太郎
自治産業発達誌 145～146 明治28〔1895〕～ 肖像あり

坂本泰助
樺太之豊原 肖像(巻頭)
最近之樺太 肖像（巻頭） 著者之親父

坂本仲太郎
自治産業発達誌 295～296 肖像あり

坂本直道
樺太之豊原 肖像(巻頭)

坂本鶴太郎
人物覚書帳 120

坂本徳太郎
開道五十年記念北海道 321～322 明治19〔1886〕～

坂本芳兵衛
自治産業発達誌 432 明治28〔1895〕～ 肖像あり
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坂本民蔵
自治産業発達誌 520～521 明治36〔1903〕～

坂本弥太郎
北海道人名辞書　第二版 154 サカモトヤタロウ 明治8〔1875〕～
東北海道人物画伝 43 明治8〔1875〕～ 肖像あり

北海開発事績　再版 428～429 サカモトヤタロウ
明治8〔1875〕～
明治44〔1911〕

坂本酉治
自治産業発達誌 361 明治18〔1885〕～ 肖像あり

坂本与三郎
人物覚書帳 64～65,90～91

坂本与八
北海人物評論 92 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

坂本養蔵
北海開発事績　再版 690 サカモトヨウゾウ 元治元〔1864〕～

坂本六兵衛
北海道立志編　第3巻 180～182 安政6〔1859〕～ 肖像あり（176の次）

阪本正治　→　坂本正治も見よ
北海道人名辞書 197 サカモトマサジ 明治10〔1877〕～

阪本末太郎
北海道 名辞書 治 〔 〕北海道人名辞書 60～61 サカモトスエタロウ 明治2〔1869〕～

阪本杣太郎
人物覚書帳 398

酒本歓太郎
樺太之留多加 71～72 明治6〔1873〕～ 肖像あり

酒谷慶助
自治産業発達誌 146 肖像あり

酒谷小三郎
函館名士録 133,330 サカヤ　コサブロウ 明治20〔1887〕～ 北日本油脂工業㈱取締
北海道立志編　第2巻 5‐194～195 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

酒谷長兵衛
北海道十字之光 133 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 247～248 天保12〔1841〕～ 肖像あり

盛勇三
北海道十字之光 76 肖像あり

佐川一二
人物覚書帳 114

佐川兼蔵
北海道人名辞書　第二版 476 サガワカネゾウ 明治15〔1882〕～
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佐川孝之助
北海道人名辞書　第二版 217～218 サガワコウノスケ 明治17〔1884〕～

佐川幸義
現代札幌人物史 284～285

佐川作太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 540～541 肖像あり

佐川万作
開道五十年記念北海道 558 明治6〔1873〕～

崎野倉松
北海道立志編　第3巻 537～539 天保11〔1840〕～

崎野平三
北海道人名辞書 593～594 サキノヘイゾウ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 509 サキノヘイゾウ 明治12〔1879〕～

作佐部蔚
北海道立志編　第5巻　第二版 538～539 明治元〔1868〕～

作田太七郎
東北海道人物画伝 12 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 613～614 サクタタシチロウ 明治2〔1869〕～

佐久間安春
現代札幌人物史 220～221 肖像あり
人物覚書帳 368～369

佐久間喜四郎
樺太人物大観 333～334 町村会議員

佐久間周作
開道五十年記念北海道 363 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道医事通覧　前編 58～59 「佐久間周治」と表記
北海道人名辞書　第二版 438 サクマシュウサク 肖像あり

佐久間重次郎
最近之樺太 37 明治12〔1879〕～

佐久間政一
札幌紳士録 319～320 明治18〔1885〕～ 肖像106

佐久間徳治
樺太之豊原 120～121 明治8〔1875〕～ 肖像あり

佐熊宏平
自治産業発達誌 484
人物覚書帳 384

作間三男
樺太之豊原 118～120 明治16〔1883〕～ 肖像あり

桜秀雄
北海道人名辞書　第二版 547 サクラヒデオ 明治17〔1884〕～ 肖像あり
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桜井覚蔵
北海道樺太名士大鑑 46 明治25〔1892〕～ 本文に肖像あり

桜井久我治
大泊之沿革と人物 118～119 明治4〔1871〕～ 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 125 明治4〔1871〕～ 肖像あり
樺太之豊原 113 明治4〔1871〕～
現代札幌人物史 23～24 肖像あり
人物覚書帳 5
北海道樺太名士大鑑 27 本文に肖像あり

桜井三郎
人物覚書帳 358

桜井秀夫
北海道人名辞書　第二版 157 サクライヒデオ 明治6〔1873〕～

桜井新八
自治産業発達誌 53～54 明治25〔1892〕～ 肖像あり

桜井忠
自治産業発達誌 369 肖像あり

桜井長徳
人物覚書帳 176～177

桜井貞一郎
人物覚書帳 144

桜 次郎桜井平次郎
開道五十年記念北海道　再版 128 サクライヘイジロウ 文久元〔1861〕～
北海道十字之光 155 肖像あり

桜井利吉

函館名士録 134～135,338 サクライ　リキチ 明治3〔1870〕～
肖像あり、函館競馬倶楽
部理事

桜岡万九郎

北海道発達史　第1巻 548～549
天保9〔1838〕～
明治34〔1901〕

桜木拙蔵
札幌紳士録 332～333 明治11〔1878〕～

桜田喜代作
北海開発事績　再版 551 サクラダキヨサク 明治23〔1890〕～

桜田章賢
自治産業発達誌 529 肖像あり

桜田正見
北海道樺太名士大鑑 160 本文に肖像あり

桜田石蔵
開道五十年記念北海道 394 明治5〔1872〕～ 肖像あり

桜田武治
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人物覚書帳 392～393

桜谷清五郎
東北海道の人物 39～41 明治17〔1884〕～ 肖像あり

桜庭悦郎
北海道十字之光 225
北海道人名辞書　第二版 443 サクラバエツロウ 明治9〔1876〕～

桜庭政吉
自治産業発達誌 535～536 明治11〔1878〕～ 肖像あり

桜庭善一郎
現代札幌人物史 305～306

酒沢岸太郎
北海道立志編　第2巻 5‐91～93 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

佐古忠吉
自治産業発達誌 786～787

左近彦四郎
開道五十年記念北海道 446～447 明治17〔1884〕～ 肖像あり
北海道開拓功労者関係資料集録　上 136 サコン　ヒコシロウ 明治14〔1881〕～ 練乳製造販売に従事
北海道人名辞書 66～67 サコンヒコシロウ 明治18〔1885〕～

【さ／さ行】

佐々茂雄（ササ　シゲオ、明治7〔1874〕～昭和24〔1949〕）
札幌紳士録 320 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 152～153 ササシゲオ 明治7〔1874〕～

笹生真造
北海開発事績　再版 682 ササオシンゾウ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書 614 ササオシンゾウ 明治12〔1879〕～

笹尾敬二
開道五十年記念北海道　再版 468～470 ササオケイジ 嘉永2〔1849〕～

笹岡幸次郎
現代札幌人物史 219 明治26〔1893〕～
人物覚書帳 127 明治26〔1893〕～
北海道人名辞書　第二版 319 ササオカコウジロウ 明治26〔1893〕～

佐坂謙一
自治産業発達誌 572～573 明治33〔1900〕～ 肖像あり

佐坂俊次
北海道十字之光 43

佐坂清市
北海道人名辞書 506 ササカセイイチ 嘉永5〔1852〕～

佐坂竹太郎
開道五十年記念北海道 526 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 541～542 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
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笹川為平
北海道医事通覧　前編 39～40 肖像(巻頭)

【ささき】

佐々木きち子
北海道医事通覧　前編 86～87 肖像(巻頭)

佐々木一太郎
開道五十年記念北海道 578 明治5〔1872〕～ 肖像あり
東北海道の人物 74～76 明治5〔1872〕～
北海開発事績　再版 726 ササキイチタロウ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 601 ササキイチタロウ 明治5〔1872〕～

佐々木栄吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 129～131 嘉永3〔1850〕～ 肖像（128と129の間)

佐々木嘉三郎
北海道立志編　第3巻 502～504 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

佐々木岩太郎
大泊之沿革と人物 53～54 明治6〔1873〕～

佐々木毅一（ササキ　キイチ、明治24〔1891〕～昭和19〔1944〕）
現代札幌人物史 107～108 明治24〔1891〕～
人物覚書帳 192～195 明治24〔1891〕～

佐々木季喜次
北海道人名辞書　第二版 428 ササキスエキジ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

佐々木亀吉
東北海道人物画伝 84 安政6〔1859〕～ 肖像あり
東北海道の人物 68～69 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 151 安政6〔1859〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 606 ササキカメキチ 安政6〔1859〕～ 肖像あり

佐々木菊松
北海道人名辞書　第二版 388～389 ササキキクマツ 明治14〔1881〕～

佐々木吉五郎
小樽区実業家百撰立志編 166～167 安政6〔1859〕～

佐々木吉次郎
北海道樺太名士大鑑 104ﾉ3 明治13〔1880〕～ 本文に肖像あり

佐々木吉蔵
自治産業発達誌 779 明治32〔1899〕～ 肖像あり

佐々木吉兵衛　初代
北海道十字之光 86 肖像あり

北海道人名辞書 272 ササキチュウベエ
天保10〔1839〕～
明治31〔1898〕

北海道立志編　第2巻 5‐87～88
天保10〔1839〕～
明治31〔1898〕

肖像あり

佐々木吉兵衛　2代
北海道人名辞書 272 ササキキチベエ 文久元〔1861〕～
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佐々木九郎
北海道立志編　第2巻 5‐134～136 明治元〔1868〕～ 肖像あり

佐々木啓七
北海道人名辞書　第二版 152 ササキケイシチ 明治19〔1886〕～

佐々木潔隆
北海道人名辞書　第二版 561 ササキキヨタカ 明治21〔1887〕～

佐々木源太郎
自治産業発達誌 816 明治12〔1879〕～

佐々木源六
札幌紳士録 323 安政2〔1855〕～ 肖像109

佐々木玄吉
函館名士録 131～132 ササキ　ゲンキチ 明治26〔1893〕～ 肖像あり

佐々木孝養
小樽区外七郡案内 131～132 肖像あり
北海人物評論 9～10

佐々木耕作
開道五十年記念北海道 257 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 281 ササキコウサク 明治12〔1879〕～

佐々木左市郎
北海開発事績　再版 636 ササキサイチロウ 明治9〔1876〕～
北海道発達史 第 巻 治 〔 〕北海道発達史　第1巻 547～548 明治9〔1876〕～

佐々木作次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 535～536 明治8〔1875〕～ 肖像あり

佐々木市四郎
東北海道人物画伝 29 明治7〔1874〕～ 肖像あり

佐々木市造
開道五十年記念北海道 467 ～明治35〔1902〕
北海道十字之光 104 肖像あり
北海道人名辞書 568 ササキイチゾウ 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書　第二版 341 ササキイチゾウ

北海道立志編　第2巻 5‐89～91
安政6〔1859〕～
明治35〔1902〕

肖像あり

佐々木資郎
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加村役場書記

佐々木時造
大泊之沿革と人物 4～5 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 127～129 明治12〔1879〕～ 肖像あり
樺太人物大観 228～234 実業家
最近之樺太 13

佐々木若松
北海道立志編　第3巻 182～184 肖像あり
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佐々木種千代
北海道発達史　第1巻 531～532 明治10〔1877〕～ 肖像79

佐々木周蔵
北海道人名辞書 66 ササキシュウゾウ 安政4〔1857〕～

佐々木秀治
北海道人名辞書　第二版 151 ササキヒデハル 明治7〔1874〕～

佐々木重蔵
北海道人名辞書　第二版 395 ササキジュウゾウ 明治4〔1871〕～ 肖像あり

佐々木勝造
樺太及樺太を担う人々 129 明治27〔1894〕～

佐々木小太郎
札幌紳士録 322 明治元〔1868〕～ 肖像110
札幌之人 270 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 485 ササキコタロウ
北海道十字之光 60 肖像あり
北海道人名辞書 66 ササキコタロウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 151 ササキコタロウ 明治元〔1868〕～

佐々木松太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 539～540 明治4〔1871〕～ 肖像あり

佐々木常吉
北海道立志編　第1巻 348～349 文政12〔1815〕～ 肖像あり

佐 木甚佐々木甚一
自治産業発達誌 701～702 明治31〔1898〕～ 肖像あり

佐々木政吉
北海道立志編　第5巻　第二版 246～247 天保5〔1834〕

佐々木正
人物覚書帳 176

佐々木正之
現代札幌人物史 337～338 明治18〔1885〕～

佐々木清右工門
北海道人名辞書　第二版 151～152 ササキセイエモン 明治26〔1893〕～ 肖像あり

佐々木清助
最近之樺太 77～78 明治12〔1879〕～ 肖像あり

佐々木静二
後志國要覧 133 嘉永4〔1851〕～ 肖像(中間頁)
小樽区実業家百撰立志編 105～107 嘉永4〔1851〕～
北海人物評論 67～68
北海道十字之光 65 肖像あり
北海道人名辞書 196 ササキセイジ 寛永4〔1627〕～
北海道立志編　第1巻 349～351 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

佐々木千太郎
東北海道の人物 80～81 明治13〔1880〕～
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佐々木千里
小樽の人と名勝 340～341 明治4〔1871〕～

佐々木浅吉
開道五十年記念北海道 205 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道十字之光 88 肖像あり

佐々木善吉
北海道発達史　第1巻 536～537 明治3〔1870〕～

佐々木善三郎
自治産業発達誌 358 明治9〔1876〕～ 肖像あり

佐々木善四郎
自治産業発達誌 331～312 明治34〔1901〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 234～235 文政11〔1828〕～ 肖像あり

佐々木惣七
函館名士録 130 ササキ　ソウシチ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

佐々木多吉

開道五十年記念北海道 608
万延元〔1860〕～
明治17〔1884〕

肖像あり

佐々木太惣
北海道立志編　第3巻 262～264 天保7〔1836〕～ 肖像あり

佐々木端政
北海道発達史 第 巻 治 〔 〕北海道発達史　第1巻 523～525 明治3〔1870〕～

佐々木忠三郎
大泊之沿革と人物 94～95 明治23〔1890〕～ 肖像あり
最近之樺太 13～14 明治23〔1890〕～

佐々木忠太郎
札幌紳士録 321 文久元〔1861〕～
札幌之人 269 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 65～66 ササキチュウタロウ 文久元〔1861〕～
北海道立志編　第3巻 178～180 安政4〔1857〕～ 肖像あり（176の次）

佐々木忠八
北海開発事績　再版 749 ササキチュウハチ 嘉永2〔1849〕～
北海道立志編　第3巻 479～481 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり（477の次）

佐々木忠兵衛
北海道人名辞書 272 ササキチュウベエ 慶応3〔1867〕～

佐々木珍竜
北海道立志編　第3巻 184～186 肖像あり

佐々木通一
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

佐々木定吉
北海道人名辞書 272～273 ササキサダキチ 安政6〔1859〕～
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佐々木鉄之助
現代札幌人物史 295～296

佐々木藤三郎
北海道十字之光 227 肖像あり

佐々木徳一
北海道人名辞書　第二版 557 ササキトクイチ 明治15〔1882〕～

佐々木徳三郎
北海開発事績　再版 518 ササキトクサブロウ

北海道で成功した人々 255～264

佐々木盤司
東北海道の人物 374～376 明治6〔1873〕～

佐々木彦治郎
北海道発達史　第1巻 545～547 明治17〔1884〕～ 肖像79

佐々木文治
北海道人名辞書　第二版 283 ササキブンジ 明治15〔1882〕～

佐々木文弥
樺太及樺太を担う人々 171～172

佐々木平次郎
開道五十年記念北海道 155～156 明治6〔1873〕～ 肖像あり
人物覚書帳 336 ～昭和9〔1934〕

函館市功労者小伝 59
明治6〔1873〕～

和 〔 〕
肖像あり函館市功労者小伝 59

昭和10〔1935〕
肖像あり

北海道人名辞書 273 ササキヘイジロウ 　
北海道人名辞書　第二版 282～283 ササキヘイジロウ 明治6〔1873〕～
北海道立志編　第3巻 491～494 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海之商傑 231～235 函館選出代議士

佐々木米太郎
東北海道人物画伝 51 明治元〔1868〕～ 肖像あり
東北海道の人物 383～385 明治元〔1868〕～ 肖像あり

佐々木保之進
北海開発事績　再版 624 ササキホウノシン 慶応元〔1865〕～

佐々木望（ササキ　マドカ、明治16〔1883〕～昭和2〔1927〕）
札幌紳士録 321～322 明治16〔1883〕～ 肖像巻頭

佐々木末治
後志國要覧 222 嘉永6〔1853〕～ 肖像(中間頁)

佐々木万太郎
自治産業発達誌 318 明治33〔1900〕～

佐々木弥平
開道五十年記念北海道 375 明治3〔1870〕～

佐々木友三郎
北海道樺太名士大鑑 132 明治19〔1886〕～ 本文に肖像あり
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佐々木友太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 241～242 明治7〔1874〕～ 肖像あり

佐々木与八
北海人物評論 116～117

佐々木与兵衛
東北海道人物画伝 54 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道十字之光 262 肖像あり

佐々木利助
開道五十年記念北海道　再版 149 ササキリスケ 明治12〔1879〕～

佐々木理助
北海道十字之光 162 肖像あり
北海道人名辞書 579 ササキリスケ 明治7〔1874〕～

佐々木力太郎
東北海道の人物 381～383 慶応元〔1865〕～

佐々木林蔵
開道五十年記念北海道　再版 481 ササキリンゾウ 明治4〔1871〕～

笹木源太郎
自治産業発達誌 192 明治26〔1893〕～ 肖像あり

笹島敬助
北海道拓殖功労者列伝 88～89 石狩国芦別村

佐 与 郎佐々田与七郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

笹田岩次郎
人物覚書帳 2～3

笹田与七郎
北海道立志編　第5巻　第二版 238～239 嘉永3〔1850〕～

笹沼音彦
人物覚書帳 88

笹沼孝蔵
現代札幌人物史 130～131 明治26〔1893〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 776 明治26〔1893〕～
人物覚書帳 119

笹沼寅五郎
北海道人名辞書 67～68 ササヌマトラゴロウ 安政6〔1859〕～

笹野栄吉
開道五十年記念北海道 146～147 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書 275 ササノエイキチ 安政6〔1859〕～
北海道立志編　第3巻 506 肖像のみ506の次にあり

笹野政二郎
自治産業発達誌 108 明治19〔1886〕～
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笹野徳太郎
自治産業発達誌 558 明治20〔1887〕～ 肖像あり

笹野文作
北海道立志編　第1巻 354～355 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 196～197 ササノブンサク 明治5〔1872〕～

笹原栄太郎
自治産業発達誌 357～358 明治27〔1894〕～ 肖像あり

笹原喜四郎
自治産業発達誌 768～769 明治14〔1881〕～ 肖像あり

笹原民弥
北海道立志編　第4巻　増補訂正 207～208 天保6〔1835〕～ 肖像（204と205の間）

笹村貫一
北海人物評論 104
北海道立志編　第1巻 355～357 天保14〔1843〕～ 肖像あり

笹村惣助
北海道立志編　第2巻 5‐95～96 天保9〔1838〕～ 肖像あり

笹本勇吉
北海道十字之光 100 肖像あり

笹森儀助

明治の群像　8　開拓と探検 220～233
弘化2〔1845〕～
大正4〔1915〕

笹森長兵衛
北海道立志編　第4巻　増補訂正 300～302 万延元〔1860〕～

笹森友吉
小樽区外七郡案内 161 肖像あり（家族）

笹谷権太郎
北海道立志編　第1巻 368～369 慶応元〔1865〕 肖像あり

笹谷勝太郎
後志國要覧 258～259 肖像(中間頁)

笹谷推太郎
小樽区外七郡案内 133～134 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 344 ササヤスイタロウ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書 496～497 ササヤスイタロウ 慶応元〔1865〕～

笹谷鉄三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

笹谷友吉
北海道立志編　第5巻　第二版 244～245 明治5〔1872〕～ 肖像あり

笹山専七
北海道立志編　第5巻　第二版 249～251 文化13〔1842〕～ 肖像あり

佐治次衛

273 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

北海道人名辞書 273 サジツギエ 慶応3〔1867〕～

佐治政次
北海道人名辞書 273～274 サジマサジ 慶応元〔1865〕～

佐鹿大廉
開道五十年記念北海道　再版 123 サシカダイレン 明治5〔1872〕～
北海開発事績　再版 549 サジカダイレン 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 537 サジカダイレン 明治5〔1872〕～

指田近之輔
現代札幌人物史 286 明治30〔1897〕～

指田七之資
北海道十字之光 201 肖像あり

左洲武
東北海道の人物 461～463 明治14〔1881〕～

佐瀬市太郎
北海道人名辞書　第二版 532 サセイチタロウ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

佐瀬筆四郎
北海道人名辞書　第二版 153 サセフデシロウ 万延元〔1860〕～

佐瀬富治
東北海道の人物 376～378 明治8〔1875〕～

【さ／た行】

佐田家年

北海之商傑 220 サタイエトシ
佐田作郎氏長兄、台湾
銀行理事

佐田作郎

北海之商傑 220～221
大倉組函館出張所長、
佐田作郎氏次兄、陸軍
歩兵少佐

佐竹清次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 242～243 元治元〔1864〕～ 肖像あり

定塚孫右衛門
開道五十年記念北海道　再版 173 サダツカマゴウエモン 慶応3〔1867〕～

里正義
札幌紳士録 329 明治15〔1882〕～ 肖像24
札幌之人 275 明治15〔1882〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 153～154 サトマサヨシ 明治15〔1882〕～

【さとう】

佐藤安平
開道五十年記念北海道 513 明治14〔1881〕～ 肖像あり

佐藤伊久馬
北海道十字之光 235 肖像あり
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佐藤伊勢造
北海道立志編　第1巻 365～366

佐藤伊平治
樺太之留多加 35～36 明治19〔1886〕～

佐藤亥之助
開道五十年記念北海道 275 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 270～271 サトウイノスケ 明治8〔1875〕～

佐藤磯右衛門
北海道十字之光 127 肖像あり

佐藤一雄
現代札幌人物史 132～133 明治29〔1896〕～
北海道樺太名士大鑑 17 本文に肖像あり

佐藤宇吉
自治産業発達誌 613 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 248～249 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

佐藤栄右衛門　初代
開道五十年記念北海道 336 文久2〔1862〕～
後志國要覧 237 文久2〔1862〕～ 肖像(中間頁)

北海道開拓功労者関係資料集録　上 137～138 サトウ　エイエモン
文政9〔1826〕～
明治28〔1895〕

西蝦夷地のにしん漁の
発展に尽力

北海道人名辞書 486～487 サトウエイウエモン 文久2〔1862〕～

佐藤栄 郎佐藤栄五郎
開道五十年記念北海道 338～339 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道十字之光 132 肖像あり
北海道人名辞書 476～477 サトウエイゴロウ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 441 サトウエイゴロウ 明治6〔1873〕～

北海道立志編　第1巻 361～363 明治6〔1873〕～
肖像では「佐藤英五郎」
と表記

佐藤栄三郎
樺太之留多加 101 明治33〔1900〕～

佐藤嘉一郎
北海道立志編　第1巻 369～371 明治8〔1875〕～ 肖像あり

佐藤嘉七
北海道発達史　第1巻 530～531 明治2〔1869〕～ 肖像78、家屋の景78

佐藤勘三郎
函館名士録 126～127 サトウ　カンザブロウ 明治32〔1899〕～ 肖像あり

佐藤寛
北海道人名辞書　第二版 474 サトウヒロシ 明治12〔1879〕～

佐藤岩蔵
北海道人名辞書 432～433 サトウイワゾウ 明治2〔1869〕～

佐藤喜一郎
北海道人名辞書　第二版 419 サトウキイチロウ 明治7〔1874〕～
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佐藤喜作
北海道発達史　第1巻 543～545 明治13〔1880〕～ 肖像80

佐藤喜代丸
東北海道人物画伝 14 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

佐藤喜代治
北海道人名辞書 594 サトウキヨジ

佐藤亀太郎
自治産業発達誌 749 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 130 明治12〔1879〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 574～575 サトウカメタロウ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

佐藤義男
開道五十年記念北海道　再版 90 サトウヨシオ 明治14〔1881〕～ 江別木材界重鎮

佐藤菊之助
北海道十字之光 111 肖像あり

佐藤吉蔵
北海道人名辞書 64 サトウキチゾウ 元治元〔1864〕～

佐藤久
北海道人名辞書　第二版 457 サトウヒサシ 明治19〔1886〕～

佐藤久五郎
樺太之留多加 63～64 明治16〔1883〕～ 肖像あり

佐藤金吉
北海道で成功した人々 273～282

佐藤金治

北海開発事績　再版 453 サトウキンジ
天保元〔1830〕～
明治42〔1909〕

北海道人名辞書　第二版 147～148 サトウキンジ 文化12～

佐藤銀平
北海道十字之光 75 肖像あり

佐藤熊吉
北海道立志編　第3巻 487～489 肖像あり

佐藤啓之助
自治産業発達誌 868 明治15〔1882〕～

佐藤桂
現代札幌人物史 235～236 明治19〔1886〕～
札幌之人 268 明治19〔1886〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 63 サトウカツラ 明治19〔1886〕～

佐藤潔
函館名士録 119～120 サトウ　キヨシ 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 281 サトウキヨシ 明治12〔1879〕～

佐藤健二
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北海道で成功した人々 265～272

佐藤賢
自治産業発達誌 385 明治35〔1902〕～ 肖像あり

佐藤賢司
自治産業発達誌 551～552 明治16〔1883〕～

佐藤源治
現代札幌人物史 252～253 明治13〔1880〕～

佐藤源八郎

北海道人名辞書 64 サトウゲンパチロウ
寛永3〔1626〕～
大正元〔1912〕

佐藤玄悦
小樽の人と名勝 332～333

佐藤五三郎
樺太之豊原 110～112 明治8〔1875〕～ 肖像あり

最近之樺太 5～6
肖像では「佐藤五三耶」
と表記

佐藤吾一
静浪遺稿 127～129

佐藤護
北海道人名辞書　第二版 471 サトウマモル 明治25〔1892〕～

佐藤幸次郎佐藤幸次郎
北海開発事績　再版 519 サトウコウジロウ 明治19〔1886〕～

佐藤浩
大泊之沿革と人物 49～50 明治9〔1876〕～ 肖像あり

佐藤耕策
北海道人名辞書 269～270 サトウコウサク 明治14〔1881〕～

佐藤国司
東北海道人物画伝 38 明治8〔1875〕～ 肖像あり
東北海道の人物 393～395
北海道人名辞書 625 サトウクニシ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 362～363 サトウコクシ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

佐藤駒之進
小樽区外七郡案内 80 肖像あり

佐藤佐次郎
樺太之留多加 65 明治17〔1884〕～ 肖像あり

佐藤佐助
函館名士録 331 函館無盡㈱支配人

佐藤作蔵
自治産業発達誌 409

佐藤作太郎
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北海道立志編　第2巻 5‐93～94 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

佐藤三平
小樽区外七郡案内 68～69 肖像あり
後志國要覧 163～164 慶応3〔1867〕～

佐藤三郎

北海道人名辞書 476 サトウサブロウ
嘉永5〔1852〕～
明治40〔1907〕

北海道立志編　第1巻 359～361 肖像あり

佐藤司
樺太及樺太を担う人々 124 明治26〔1893〕～

佐藤市佐衛門
北海道立志編　第2巻 5‐97～98 文化13〔1842〕～ 肖像あり

佐藤市太郎
北海人物評論 109
北海道十字之光 41 肖像あり
北海道人名辞書 65 サチウイチタロウ
北海道人名辞書　第二版 318～319 サトウイチタロウ
北海道立志編　第3巻 500～502 天保14〔1843〕～ 肖像あり

佐藤市弥
函館名士録 123～125 サトウ　イチヤ 明治2〔1869〕～ 肖像あり

佐藤治三郎
開道五十年記念北海道　再版 282 サトウジサブロウ 明治3〔1870〕～

佐藤守雄（サトウ　モリオ、安政2〔1855〕～昭和11〔1936〕）
北海道人名辞書 567 サトウモリオ 安政2〔1855〕～

佐藤寿吉
小樽区実業家百撰立志編 35～37 嘉永元〔1848〕～

小樽の人と名勝 334～335
嘉永元〔1848〕～
昭和5〔1930〕

北海人物評論 18～19

佐藤宗助
北海道人名辞書 271～272 サトウソウスケ 慶応3〔1867〕～

佐藤十五郎
函館名士録 320 ㈱函館運送社取締役
北海道人名辞書 271 サトウジュウゴロウ 安政2〔1855〕～

佐藤重五郎
北海道立志編　第2巻 3‐193～195 安政3〔1856〕～ 肖像あり

佐藤俊吾
北海道人名辞書　第二版 514 サトウシュンゴ 明治24〔1891〕～

佐藤春亮
北海道立志編　第1巻 357～359 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

佐藤順三郎
北海道発達史　第1巻 522～523 安政元〔1854〕～ 肖像117
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佐藤初太郎
開道五十年記念北海道 543 安政2〔1855〕～ 肖像あり

佐藤昌介（サトウ　ショウスケ、安政3〔1856〕～昭和14〔1939〕）
開道五十年記念北海道 48～49 安政3〔1856〕～

開道五十年記念北海道　再版 67 サトウショウスケ 安政3〔1856〕～
北大一期（明治13
〔1880〕)卒

現代札幌人物史 8～10 肖像あり
札幌紳士録 317～318 安政3〔1856〕～
札幌之人 267 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 378～379 サトウショウスケ 安政3〔1856〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 139～140 サトウ　ショウスケ
安政3〔1856〕～
昭和14〔1939〕

北海道帝国大学総長

北海道樺太名士大鑑 1 北海道帝国大学総長
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 115～119 安政3〔1856〕～ 数は第一編のもの
北海道人名辞書 63～64 サトウショウスケ 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書　第二版 144～145 サトウショウスケ 安政3〔1856〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 383～386 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）
北海道立志編　第4巻　増補訂正 肖像（巻頭）
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

佐藤昌茂
北海道人名辞書 270 サトウマサシゲ 明治元〔1868〕～

佐藤松太郎
北海道人名辞書 387 サトウマツタロウ 文久3〔1863〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 230～232 安政4〔1857〕～ 肖像（228と229の間）

佐藤照彦
北海道人名辞書　第二版 281 サトウテルヒコ 明治17〔1884〕～

佐藤章治
自治産業発達誌 935

佐藤枡太郎
北海道人名辞書　第二版 146 サトウマスタロウ 明治4〔1871〕～

佐藤信吉
北海道人名辞書 601 サトウシンキチ 万延元〔1860〕～

佐藤信景（サトウ　ノブカゲ、延宝2〔1674〕～享保16〔1731〕）
北の先覚　改訂版 200～104

北海開発事績　再版 370 サトウシンケイ
延宝2〔1674〕～
享保17〔1732〕

北海道拓殖功労者旌彰録 503～506
延宝2〔1674〕～
享保17〔1732〕

肖像あり

佐藤信隆
北海道人名辞書　第二版 487 サトウノブタカ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

佐藤森三
人物覚書帳 22～23

佐藤真吉
開道五十年記念北海道 662 安政3〔1856〕～ 肖像あり
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東北海道人物画伝 72 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 489～491 安政3〔1856〕～ 肖像あり

佐藤進之介
北海道人名辞書　第二版 146 サトウシンノスケ 明治18〔1885〕～

佐藤甚之助
北海道立志編　第2巻 3‐190～191 安政2〔1855〕～ 肖像あり

佐藤鉦三郎
開道五十年記念北海道 283 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 270 サトウセイザブロウ 安政6〔1859〕～

佐藤政三

北海道人名辞書 519～520 サトウマサゾウ
弘化4〔1847〕～
大正2〔1913〕

佐藤政次郎
樺太之留多加 73～74 明治21〔1887〕～ 肖像あり（付録の部口

佐藤政人
北海道人名辞書 490 サトウマサンド 明治10〔1877〕～

佐藤政之輔
自治産業発達誌 362

佐藤正三郎
東北海道の人物 407～408 明治4〔1871〕～ 肖像あり

佐藤 男佐藤正男
北海道十字之光 114

佐藤正路
札幌紳士録 318～319 嘉永4〔1851〕～ 肖像110

佐藤清左衛門
開道五十年記念北海道 510 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

佐藤清三郎
樺太及樺太を担う人々 122 明治26〔1893〕～

佐藤清次郎
開道五十年記念北海道　再版 594 サトウセイジロウ 慶応3〔1867〕～

佐藤清治
函館名士録 293 日魯漁業㈱製網工場長

佐藤精
函館名士録 121～122 サトウ　タダシ 明治28〔1895〕～ 肖像あり

佐藤石蔵
北海道人名辞書　第二版 497 サトウイシゾウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

佐藤石太郎
東北海道人物画伝 30 明治8〔1875〕～ 肖像あり
東北海道の人物 373～374 明治8〔1875〕～
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佐藤専治
人物覚書帳 154

佐藤浅太郎
自治産業発達誌 569 肖像あり

佐藤善次
開道五十年記念北海道 278 慶応3〔1867〕～
北海道立志編　第2巻 5‐225～227 慶応3〔1867〕～

佐藤善七
現代札幌人物史 180～182 肖像あり
北海開発事績　再版 448 サトウゼンシチ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 146 サトウゼンシチ 明治7〔1874〕～

佐藤善造
北海之商傑 231 サトウゼンゾウ 函館海事組合

佐藤善兵衛
現代札幌人物史 133～134 明治11〔1878〕～ 肖像あり

佐藤総之助
自治産業発達誌 712～713 明治8〔1875〕～ 肖像あり

佐藤荘吉
大泊之沿革と人物 29～30

佐藤蔵太郎
北海人物評論 129

佐藤造酒蔵
開道五十年記念北海道　再版 482 サトウツクリシュゾウ 安政元〔1854〕～

佐藤多門二
自治産業発達誌 731

佐藤太郎吉
北海道人名辞書 271 サトウタロウキチ 安政6〔1859〕～

佐藤退三
北海道人名辞書　第二版 145～146 サトウタイゾウ 明治16〔1883〕～

佐藤辰三郎
北海道人名辞書　第二版 282 サトウタツサブロウ 明治元〔1868〕～

佐藤丑松
北海人物評論 81 肖像あり
北海道立志編　第1巻 372～373 安政元〔1854〕～ 肖像あり

佐藤忠輝
東北海道の人物 385～387 明治19〔1886〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 125 明治19〔1886〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 362 サトウタダテル 明治19〔1886〕～

佐藤猪之助
東北海道の人物 76～78 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 639 サトウイノスケ
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佐藤長次郎
北海道人名辞書　第二版 146～147 サトウチョウジロウ 明治10〔1877〕～

佐藤長蔵
北海道人名辞書　第二版 437～438 サトウチョウゾウ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

佐藤長太郎
札幌紳士録 315 明治14〔1881〕～ 肖像109

佐藤長之助
樺太之豊原 114～115 明治10〔1877〕～ 肖像あり

佐藤直三郎
小樽の人と名勝 338～339 明治7〔1874〕～
樺太及樺太を担う人々 123 慶応3〔1867〕
最近之樺太 84～85 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
人物覚書帳 363
北海道人名辞書　第二版 218 サトウナオサブロウ 明治7〔1874〕～

佐藤珍平

北海道人名辞書 62 サトウチンぺイ
弘化3〔1846〕～
大正元〔1912〕

佐藤槌之丞
北海道人名辞書 269 サトウツチノジョウ 慶応3〔1867〕～

佐藤貞一
自治産業発達誌 295 明治19〔1886〕～ 肖像あり

佐藤貞信
自治産業発達誌 463 明治19〔1886〕～ 肖像あり

佐藤貞蔵
樺太及樺太を担う人々 178

佐藤貞太郎

札幌紳士録 316 明治11〔1878〕～
肖像108、父菊地金助の
項に記載あり

佐藤伝次郎
開道五十年記念北海道　再版 134 サトウデンジロウ 文久3〔1863〕～

佐藤棟造
人物覚書帳 60,389

佐藤徳太郎
北海道立志編　第3巻 498～500 文久元〔1861〕～

佐藤篤太郎
北海道立志編　第3巻 260～262 文久元〔1861〕～

佐藤寅太郎
開道五十年記念北海道 491 明治22〔1889〕～ 肖像あり

佐藤年雄
自治産業発達誌 614 肖像あり
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佐藤捴左工門
東北海道人物画伝 17 明治5〔1872〕～ 肖像あり

佐藤八三郎
開道五十年記念北海道　再版 395 サトウハチサブロウ 明治8〔1875〕～
自治産業発達誌 794 明治8〔1875〕～ 肖像あり

佐藤八太郎
自治産業発達誌 793 肖像あり

佐藤半蔵
樺太之留多加 72～73 明治9〔1876〕～ 肖像あり

佐藤敏行
北海道人名辞書 62～63 サトウトシユキ 明治9〔1876〕～

佐藤武五郎
北海道人名辞書 520 サトウタケゴロウ 文久2〔1862〕～

佐藤兵吉
北海道立志編　第2巻 5‐240～241 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

佐藤平作
北海道立志編　第4巻　増補訂正 137～139 慶応元〔1865〕～ 肖像（136と137の間)

佐藤平次郎
樺太及樺太を担う人々 173
北海道十字之光 176 肖像あり

佐藤米吉
北海道発達史　第1巻 521～522 明治6〔1873〕～ 肖像113

佐藤勉
北海道人名辞書　第二版 490,645 サトウツトム 明治18〔1885〕～ 肖像あり

佐藤弁蔵
北海道立志編　第2巻 5‐100～101 天保元〔1830〕～ 肖像あり

佐藤峰次郎
北海道十字之光 226

佐藤豊松
大泊之沿革と人物 15～16

佐藤豊八
東北海道人物画伝 85 安政3〔1856〕～ 肖像あり

佐藤邦太郎

開道五十年記念北海道 718
安政5〔1858〕～
大正4〔1915〕

肖像あり

佐藤又造
北海道立志編　第3巻 504～506 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり（502の次）

佐藤末太郎
北海道人名辞書　第二版 386 サトウスイタロウ 明治3〔1870〕～
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佐藤万三郎
北海道人名辞書　第二版 519 サトウマンザブロウ 明治16〔1883〕～

佐藤満
現代札幌人物史 60 明治26〔1893〕～

佐藤満三
自治産業発達誌 497 明治26〔1893〕～ 肖像あり

佐藤茂三郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 299～300 文久3〔1863〕～

佐藤弥平治
自治産業発達誌 501～502

佐藤唯吉
樺太之豊原 肖像(巻頭)

佐藤友太郎
北海道立志編　第3巻 171～173 明治7〔1874〕～ 肖像あり

佐藤与一
北海道人名辞書　第二版 148 サトウヨイチ 明治9〔1876〕～

佐藤与吉
北海道十字之光 160 肖像あり

佐藤与助
樽 外 郡案内 肖像あり小樽区外七郡案内 129～132 肖像あり

後志國要覧 152 肖像(中間頁)
北海道人名辞書 496 サトウヨスケ 安政2〔1855〕～

佐藤留吉
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

佐藤留蔵
北海道発達史　第1巻 519～520 嘉永5〔1852〕～ 肖像111

佐藤留太郎
樺太之留多加 23～24 明治17〔1884〕～

佐藤隆
開道五十年記念北海道 518 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書 593 サトウタカシ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 508 サトウタカシ 明治4〔1871〕～

佐藤隆介
自治産業発達誌 84 肖像あり

佐藤隆太郎
開道五十年記念北海道 718 明治14〔1881〕～ 肖像あり

佐藤廉
北海道医事通覧　前編 67～68 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 270 サトウキヨシ 安政4〔1857〕～
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佐藤和右衛門
函館游寓名士伝 21～22

里沢文作
自治産業発達誌 900

里見吾佐
開道五十年記念北海道　再版 386 サトミゴサ 明治11〔1878〕～

里見哲太郎
北海道人名辞書　第二版 154 サトミテツタロウ 明治16〔1883〕～

【さ／な行】

真田関次郎
北海道人名辞書 470～471 サナダセキジロウ 明治4〔1871〕～

真田孝夫
人物覚書帳 387

真田瑞春
函館游寓名士伝 13～15

実吉万
開道五十年記念北海道 511 明治12〔1879〕～ 肖像あり

実吉和夫
北海道発達史　第1巻 528～530 明治7〔1874〕～

【さの】

佐野一二三
自治産業発達誌 925

佐野一郎
人物覚書帳 81

佐野雨田
自治産業発達誌 925 明治元〔1868〕～

佐野英太郎

開道五十年記念北海道 722
元治元〔1864〕～
明治44〔1911〕

肖像あり

北海道人名辞書 640 サノエイタロウ 慶応2〔1866〕～

佐野啓次郎
開道五十年記念北海道 115

佐野四満美
人物覚書帳 335

佐野重雄
自治産業発達誌 787～788 明治22〔1889〕～

佐野春吉
現代札幌人物史 134～135
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佐野準一郎
自治産業発達誌 785 明治13〔1880〕～

佐野常次郎
北海道人名辞書 67 サノツネジロウ 明治16〔1883〕～

佐野真佐雄
北海道人名辞書 371～372 サノマサオ 明治14〔1881〕～

佐野錘治郎
北海開発事績　再版 676 サノスイジロウ 明治5〔1872〕～

佐野孫衛門
開道五十年記念北海道 29～30 ～明治14〔1881〕 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 46～47 サノマゴウエモン ～明治14〔1881〕 函館港綱索
北の先覚　改訂版 189～193 ～明治22〔1889〕
北海開発事績　再版 392～393 サノマゴウエモン 4代目

北海道開拓功労者関係資料集録　上 141～142 サノ　マゴエモン
天保11〔1840〕～
明治22〔1889〕

4代目、釧路発展の礎石
を築く

北海道人名辞書 662～663 サノマゴウエモン
北海道人名辞書　第二版 610～611 サノマゴエモン
北海道拓殖功労者旌彰録 9～13 肖像あり

佐野忠三郎
東北海道の人物 64～65 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 606 サノチュウザブロウ 明治3〔1870〕～

佐野忠治
北海道人名辞書　第二版 319 サノチュウジ 明治元〔1868〕～

佐野鎮次郎
函館名士録 128～129 サノ　チンジロウ 明治23〔1890〕～ 肖像あり

佐野定七
北海道立志編　第2巻 5‐187～189 安政4〔1857〕～ 肖像あり

佐野徹三
北海人物評論 46

佐野半次郎
開道五十年記念北海道 115 肖像あり

佐野浜吉
北海道人名辞書　第二版 153 サノハマキチ 慶応3〔1867〕～

佐野米吉
北海道樺太名士大鑑 74 本文に肖像あり

佐野勇松
北海道人名辞書　第二版 420 サノユウマツ 明治20〔1887〕～

佐野隆太郎
東北海道の人物 65～67 明治14〔1881〕～ 肖像あり

佐野亮
小樽区外七郡案内 116～117 肖像あり
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佐野力夫
自治産業発達誌 457～458 明治33〔1900〕～ 肖像あり

佐野川幸吉
後志國要覧 219 肖像(中間頁)
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

佐野川弘治
北海道立志編　第5巻　第二版 235～237 天保9〔1838〕～ 肖像あり

【さ／は～ら行】

佐原亀太郎
北海道人名辞書 541～542 サハラカメタロウ 明治10〔1877〕～

佐原専蔵
北海道人名辞書 448 サハラセンゾウ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 392 サハラセンゾウ 文久3〔1863〕～

佐村覚四郎
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

佐村義介
北海道立志編　第4巻　増補訂正 126～129 明治6〔1873〕～ 肖像（128と129の間)

鮫島直佐
北海道人名辞書 64～65 サメジマナオスケ 天保12〔1841〕～

佐山英男
札幌紳士録 320 明治11〔1878〕～ 肖像107

佐山徳藏
北海道人名辞書 196 サヤマトクゾウ 明治9〔1876〕～

更科辰治
北海道立志編　第5巻　第二版 239～240 明治元〔1868〕～ 肖像あり

更谷辰太郎
北海開発事績　再版 611 サラタニタツタロウ 文久2〔1862〕～

北海道発達史　第1巻 532～534 文久2〔1862〕～
肖像115、父三谷彦三郎
の項に記載あり

北海道立志編　第5巻　第二版 243～244 文久2〔1862〕～

猿子高治
樺太之留多加 36～37 肖像あり（付録の部口

【さ／わ・ん】

沢コマ
樺太之豊原 259～260 文久元〔1861〕～ 肖像(巻頭)

沢昇平
北海開発事績　再版 571 サワショウヘイ 慶応3〔1867〕～

沢茂吉（サワ　シゲキチ、嘉永6〔1853〕～明治42〔1909〕）

北海開発事績　再版 370 サワモキチ
嘉永6〔1853〕～
明治42〔1909〕
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北海道開拓功労者関係資料集録　上 143～144 サワ　シゲキチ
嘉永6〔1853〕～
明治42〔1909〕

赤心社、浦河開拓

北海道拓殖功労者旌彰録 237～242
嘉永6〔1853〕～
明治42〔1909〕

肖像あり

北海道畜産功労者写真帖 97 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 201～204 嘉永6〔1853〕～
明治の群像　8　開拓と探検 156～163

沢連蔵
北海道人名辞書　第二版 218～219 サワレンゾウ 明治3〔1870〕～

沢井長之丞
大泊之沿革と人物 144～145 明治12〔1879〕～

沢口啓次郎
開道五十年記念北海道　再版 302 サワグチケイジロウ 明治4〔1871〕～

沢口啓蔵
北海道立志編　第2巻 3‐201～203 明治4〔1871〕～ 肖像あり

沢口作一
北海道樺太名士大鑑 157(169) 本文に肖像あり

沢口作市
北海開発事績　再版 736 サワグチサクイチ 明治13〔1880〕～

沢口庄作
開道五十年記念北海道 161～162 明治3〔1870〕～ 肖像あり

沢 庄助沢口庄助
開道五十年記念北海道　再版 295～296 ザワグチショウスケ 明治9〔1876〕～ 道漁業界権威
後志國要覧 218 肖像(中間頁)
北海開発事績　再版 807 サワグチショウスケ ～明治43〔1910〕
北海道十字之光 22 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 251～253 天保11〔1840〕～ 肖像あり

沢口甚右衛門
開道五十年記念北海道　再版 203 ザワグチジンウエモン 安政6〔1859〕～

沢口善助
開道五十年記念北海道 535 明治2〔1869〕～ 家族写真
北海道十字之光 40 肖像あり
北海道人名辞書 371 サワグチゼンスケ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 318 サワグチゼンスケ 明治2〔1869〕～
北海道立志編　第2巻 3‐195～197 明治3〔1870〕～ 肖像あり

沢口豊治郎

後志國要覧 215 天保14〔1843〕～
肖像では「沢口豊次郎」
と表記

沢崎由三郎

北海道発達史　第1巻 526～528 明治8〔1875〕～
肖像115、父三谷彦三郎
の項に記載あり

【さわだ】

沢田栄太郎
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開道五十年記念北海道 740 明治6〔1873〕～ 肖像あり

沢田儀三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 232～233 明治3〔1870〕～ 肖像あり

沢田義三郎
北海道人名辞書 470 サワダギサブロウ 明治3〔1870〕～

沢田義成
北海道人名辞書　第二版 428～429 サワダヨシナリ 明治20〔1887〕～ 肖像あり

沢田熊吉
自治産業発達誌 278 明治17〔1884〕～

沢田健蔵
樺太及樺太を担う人々 125～126 明治18〔1885〕～

沢田玄弘
北海道立志編　第4巻　増補訂正 345～346 肖像（344と345の間）

沢田才太郎
開道五十年記念北海道　再版 317 サワダサイタロウ 明治11〔1878〕～

沢田次四郎
自治産業発達誌 203～204 明治6〔1873〕～ 肖像あり

沢田実
北海道人名辞書　第二版 280～281 サワダミノル 明治17〔1884〕～
北海道発達史　第1巻 515～517 安政6〔1859〕～ 肖像116
北海道立志編 第 巻 安政 〔 〕 肖像あり北海道立志編　第2巻 3‐197～198 安政6〔1859〕～ 肖像あり

沢田穣
人物覚書帳 172

沢田真造
樺太及樺太を担う人々 126～127 明治21〔1887〕～

沢田仁三郎
北海道発達史　第1巻 540 肖像115

沢田雪渓
函館游寓名士伝 20

沢田忠太郎
北海道人名辞書　第二版 317～318 サワダチュウタロウ 明治13〔1880〕～

沢田藤三郎
北海道発達史　第1巻 539～540 万延元〔1860〕～ 肖像112

沢田徳右衛門
小樽の人と名勝 339～340 明治17〔1884〕～
北海道人名辞書　第二版 218 サワダトクウエモン 明治17〔1884〕～ 肖像あり

沢田芳治郎
北海開発事績　再版 586 サワダヨシジロウ 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書　第二版 484 サワダヨシジロウ 明治16〔1883〕～
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沢田利吉
現代札幌人物史 20～21 肖像あり
自治産業発達誌 595～596 肖像あり
人物覚書帳 561～562
北海道樺太名士大鑑 16 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 444 サワダリキチ 明治12〔1879〕～

沢田留次郎
自治産業発達誌 114～115 明治7〔1874〕～

沢渡兵一
北海道人名辞書　第二版 480 サワタリヒョウウイチ 明治16〔1883〕～

沢野弥作
北海道立志編　第5巻　第二版 534～535 明治17〔1884〕～ 肖像あり

沢野良吉
北海道樺太名士大鑑 84 慶応2〔1866〕～ 本文に肖像あり

沢登源六
開道五十年記念北海道 468
札幌紳士録 329～330 文久2〔1862〕～
北海道人名辞書　第二版 155 サワトウゲンロク 文久2〔1862〕～

沢辺東開
後志國要覧 153 弘化4〔1847〕～ 肖像(中間頁)
北海道立志編　第2巻 5‐102～103 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

沢辺武馬
開道 十年 念北海道開道五十年記念北海道 303
函館名士録 136 サワベ　タケカズ 明治24〔1891〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 603 明治24〔1891〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 280 サワベタケカズ 明治24〔1891〕～

沢村唯八郎
北海道十字之光 53 肖像あり

沢谷吉松
開道五十年記念北海道　再版 446～447 ザワタニヨシマツ 安政2〔1855〕～
自治産業発達誌 353～354 明治22〔1889〕～ 肖像あり

沢谷新三郎
北海道十字之光 32 肖像あり

沢谷文蔵
北海道人名辞書　第二版 593～594 サワヤブンゾウ 明治18〔1885〕～

沢谷万吉
北海開発事績　再版 628 サワヤマンキチ 安政6〔1859〕～

三階源太郎
自治産業発達誌 580 明治35〔1902〕～

三箇元次郎
北海道十字之光 43

三庫勝次郎
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人物覚書帳 32～33

三関菊松
開道五十年記念北海道　再版 56 サンセキキクマツ 天保3〔1832〕～ 丸山開拓の祖

三東忠之介
樺太及樺太を担う人々 169

山東直砥
函館游寓名士伝 14～15

山藤永八
開道五十年記念北海道　再版 494 サントウエイハチ 明治10〔1877〕～
自治産業発達誌 287～288 明治10〔1877〕～ 肖像あり

山藤敬助

北海道人名辞書 664 サントウケイスケ
安政5〔1858〕～
明治43〔1910〕

山藤国八
北海道で成功した人々 283～292

山藤伝作
北海道人名辞書 594 サントウデンサク 明治20〔1887〕～
北海道人名辞書　第二版 508 サントウデンサク 明治25〔1892〕～

三宮惟香
北海人物評論 138 弘化元〔1844〕～

《し》

【し／あ行】

椎熊三郎（シイクマ　サブロウ、明治28〔1895〕～昭和40〔1965〕）
人物覚書帳 129～130

信伊那亮正（シイナ　スケマサ、明治元〔1868〕～昭和8〔1933〕）
北海道人名辞書 68～69 シイナスケマサ 明治元〔1868〕～ 「信伊奈亮正」と表記

椎名力蔵
開道五十年記念北海道　再版 194～195 シイナリキゾウ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書 439～440 シイナリキゾウ 元治元〔1864〕～

塩井竹次郎
北海道医事通覧　前編 63

塩川奎造
北海道十字之光 202 肖像あり
北海道人名辞書 279 シオカワケイゾウ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 510～511 シオカワケイゾウ 慶応2〔1866〕～

塩川三四郎
北海道人名辞書　第二版 175 シオカワサンシロウ 明治6〔1873〕～

塩崎勝郎
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札幌紳士録 352～353 慶応3〔1867〕～ 肖像98
北海道人名辞書 68 シオサキカツロウ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 175～176 シオサキカツロウ 慶応3〔1867〕～

塩沢良平
函館名士録 320 ㈱函館運送社取締役

塩塚重蔵
北海道樺太名士大鑑 124 本文に肖像あり

塩田安蔵

人物覚書帳
16,350～
351,385～386

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 131～134 天保4〔1833〕～ 数は第一編のもの

塩田順庵（シオダ　ジュンアン、文化2〔1805〕～明治4〔1871〕）
函館市功労者小伝 21 ～文久4

塩田六平
北海道十字之光 142 肖像あり

塩津豊
北海道人名辞書　第二版 364 シオツユタカ 明治4〔1871〕～ 肖像あり

塩野喜作
小樽の人と名勝 356～359 元治元〔1864〕～
人物覚書帳 177
北海人物評論 88 元治3～ 肖像あり
北海道人名辞書 199～200 シオノキサク 元治元〔1864〕～

塩野谷平蔵
北海道畜産功労者写真帖 109 肖像あり

潮見務
自治産業発達誌 513～514 明治22〔1889〕～

汐海助次郎
大泊之沿革と人物 11～12 明治14〔1881〕～ 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 145 「汐海助二郎」と表記

塩谷むつ子
北海道医事通覧　前編 78 肖像(巻頭)

塩谷栄一
北海道樺太名士大鑑 56 明治35〔1902〕～ 本文に肖像あり

塩谷時敏
函館游寓名士伝 22

塩谷忠
郷土を拓く人々 129～136 肖像あり

塩谷武蔵
人物覚書帳 373～374、305

【し／か行】
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志賀亀之助
北海道人名辞書　第二版 287 シガカメノスケ 明治23〔1890〕～

志賀兼治
北海道人名辞書 404 シガケンジ 慶応2〔1866〕～

志賀智
北海道人名辞書　第二版 562 シガアキラ 明治7〔1874〕～

志賀保三
北海道人名辞書　第二版 177 シガヤスゾウ 明治25〔1892〕～

鹿討豊太郎
札幌紳士録 355～356 明治元〔1868〕～ 肖像99
札幌之人 302（肖像302） 明治元〔1868〕～ 肖像あり

四方勝太郎
自治産業発達誌 777

四方睦之助
北海道人名辞書　第二版 179 シカタムツノスケ 明治17〔1884〕～

四方勇吉
開道五十年記念北海道　再版 165～166 シカタユウキチ 明治5〔1872〕～

鹿又留五郎
樺太之豊原 187～188 明治20〔1887〕～

鴫原伊男治
北海道樺太名 大鑑 治 〔 〕 本文 肖像あり北海道樺太名士大鑑 34 明治27〔1894〕～ 本文に肖像あり

執行新
北海道人名辞書　第二版 501 シギョウアラタ 明治5〔1872〕～

執行藤洋
自治産業発達誌 723～725 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 585 シギョウトウヨウ 明治6〔1873〕～

重田伊松
北海開発事績　再版 675 シゲタイマツ 明治14〔1881〕～

重田重太郎
北海開発事績　再版 666 シゲタジュウタロウ 明治17〔1884〕～
北海道十字之光 231 肖像あり

重富剛策
樺太及樺太を担う人々 139～140 明治20〔1887〕～

重延卯平
開道五十年記念北海道　再版 46 シゲノウヘイ 明治7〔1874〕～

重延久太郎
開道五十年記念北海道　再版 46 シゲノキュウタロウ 大正7〔1918〕 平岸稲作家
北海道人名辞書 406 シゲノブキュウタロウ 弘化2〔1845〕～

重野末松
北海道人名辞書　第二版 178～179 シゲノスエマツ 明治14〔1881〕～
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重松元八郎
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

重松収
北海道人名辞書　第二版 178 シゲマツオサム 明治6〔1873〕～

重見道之
札幌紳士録 359 明治9〔1876〕～ 肖像巻頭を

重光亘
現代札幌人物史 231 明治20〔1887〕～

【し／さ行】

宍戸乙熊
札幌紳士録 359～360 明治11〔1878〕～ 肖像91
札幌之人 308（肖像308） 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 73～74 シシドオトクマ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 179 シシドオトクマ 明治10〔1877〕～

獅子堀梅吉
樺太之留多加 24～25 慶応元〔1865〕～ 肖像あり（付録の部口

志々見徳松
北海道発達史　第1巻 626～627 明治元〔1868〕～ 肖像113

四条清九郎
最近之樺太 26～27

【し／た行】

志田捨吉
北海開発事績　再版 560 シダシヤキチ 明治13〔1880〕～

志田信弥
北海道人名辞書　第二版 581 シダシンヤ 明治26〔1893〕～

志田伝
樺太及樺太を担う人々 145 明治13〔1880〕～ 肖像あり
樺太人物大観 300～302 町村会議員

志田力二
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

信太寿之

北海道開拓功労者関係資料集録　上 145～146 シダ　トシユキ
文久3〔1863〕～
昭和4〔1929〕

学田（遠軽）開拓

志鷹興
最近之樺太 肖像（巻頭） 恵須取村長
自治産業発達誌 615 肖像あり

七条賢太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 277～278 天保12〔1841〕～ 肖像あり

七条成良
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自治産業発達誌 730 明治43〔1910〕～

七条南一
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

七条良実
　 札幌紳士録 353～355 安政6〔1859〕～

札幌之人 313（肖像313） 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 70 シチジョウヨシザネ 安政6〔1859〕～

七田今朝一

函館名士録 304
昭和6〔1931〕太平洋漁
業取締役

実吉万
北海開発事績　再版 769 ジツキチマン 明治12〔1879〕～

実相寺利氏
小樽区実業家百撰立志編 65～66 天保12〔1841〕～

【し／な行】

品川義介
人物覚書帳 86

品川久太郎
北海道人名辞書 276 シナガワキュウタロウ 文久2〔1862〕～

品川謙太郎
北海道人名辞書　第二版 321 シナガワケンタロウ 明治18〔1885〕～

品川駒之助
自治産業発達誌 539～540

品川仁作
北海道人名辞書 277 シナガワニサク 安政5〔1858〕～

品川瀞
人物覚書帳 402 肖像あり

品田鹿蔵

開道五十年記念北海道 202
安政5〔1858〕～
明治43〔1910〕

肖像あり

北海道人名辞書 277 シナダシカゾウ
安政5〔1858〕～
明治43〔1910〕

北海道立志編　第2巻 3‐200～201 安政5〔1858〕～

品田寅次郎
東北海道人物画伝 2 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 607 シナダトラジロウ 明治11〔1878〕～

品田弥一
北海道十字之光 18 肖像あり

篠崎清次（シノザキ　セイジ、明治14〔1881〕～大正6〔1917〕）
北海道人名辞書 278 シノザキセイジ 明治14〔1881〕～
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篠崎豊吉
自治産業発達誌 199 明治34〔1901〕～ 肖像あり

篠田一作
北海道人名辞書　第二版 471 シノダカズサク 明治31〔1898〕～ 肖像あり

篠田喜太郎
北海開発事績　再版 632 シノダキタロウ

篠田治七
小樽区実業家百撰立志編 110～111 慶応3〔1867〕～
北海人物評論 19 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書 198 シノダジシチ 慶応3〔1867〕～

篠田長次郎
最近之樺太 18～20 肖像あり（家族写真）

篠田与三吉
北海道人名辞書　第二版 510 シノダヨサンキチ 明治5〔1872〕～

篠原喜五郎
北海道発達史　第1巻 621～622 明治5〔1872〕～ 肖像112

篠原義治
北海道人名辞書　第二版 589 シノハラヨシハル 明治22〔1889〕～

篠原三郎
人物覚書帳 141～142

篠原清 郎篠原清三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 267～268 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

篠原丹次
北海開発事績　再版 602 シナハラタンジ 明治4〔1871〕～

篠原馬吉
北海道人名辞書　第二版 320 シノハラマキチ 明治2〔1869〕～

篠原要次郎
札幌紳士録 355 元治元〔1864〕～
札幌之人 306（肖像306） 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道十字之光 47 肖像あり
北海道人名辞書 71～72 シノハラヨウジロウ 元治元〔1864〕～

篠原陸朗
札幌之人 305（肖像305） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 72 シノハラリクロウ 明治16〔1883〕～

四戸定機
北海道人名辞書　第二版 595 シノヘテイキ 明治18〔1885〕～

篠本鼎
北海之商傑 207～210 日露漁業株式会社専務

篠森泰度
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 135～142 文化13〔1842〕～ 数は第一編のもの
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【し／は行】

柴外次郎
樺太及樺太を担う人々 164～165 明治21〔1887〕～ 肖像あり

柴碩文
静浪遺稿 82～84 肖像あり

柴内幸吉
北海開発事績　再版 667 シバナイコウキチ 明治19〔1886〕～

柴垣則義（シバガキ　ノリヨシ、慶応3〔1867〕～昭和7〔1932〕）
人物覚書帳 248
北海道人名辞書　第二版 178 シバガキノリヨシ 慶応3〔1867〕～

柴川杢太郎
北海道人名辞書 199 シバカワモクタロウ 文久2〔1862〕～

柴崎庄次郎
自治産業発達誌 127 大正2〔1913〕～ 肖像あり

柴崎新太郎
自治産業発達誌 36 明治15〔1882〕～ 肖像あり

芝崎千代吉
北海道発達史　第1巻 619～620 嘉永6〔1853〕～ 肖像118

柴崎良吉
北海道人名辞書　第二版 510 シバサキリョウキチ 明治9〔1876〕～

【しばた】

柴田衛吉
現代札幌人物史 213

柴田衛二
人物覚書帳 26

柴田喜直
北海道人名辞書 372～373 シバタヨシナオ 安政6〔1859〕～

柴田欣兵衛
北海道人名辞書 73 シバタキンベエ 明治7〔1874〕～

柴田準太郎
人物覚書帳 185,360

柴田政行
北海道人名辞書　第二版 286 シバタマサユキ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

柴田清一郎
人物覚書帳 134

柴田善三郎
札幌之人 298（肖像298） 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 73 シバタゼンザブロウ 明治10〔1877〕～
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柴田長道
北海道人名辞書 199 シバタナガミチ 元治元〔1864〕～

柴田与次右衛門
現代札幌人物史 153～154
北海道人名辞書 72 シバタヨジウエモン 嘉永4〔1851〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 311～312 安政4〔1857〕～ 肖像（308と309の間）

芝田清次郎
北海道樺太名士大鑑 23 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり

芝田丑松
自治産業発達誌 288～289 明治35〔1902〕～

柴野卯吉
北海道人名辞書 198～199 シバノウキチ 慶応3〔1867〕～

柴野仁吉郎
人物覚書帳 516～520 明治20〔1887〕～
東北海道人物画伝 89 肖像あり

柴野孫治
北海道十字之光 115 肖像あり

柴山日光
北海人物評論 126

渋佐寅之助
自治産業発達誌 99～100 肖像あり

渋沢栄一
北海開発事績　再版 375～376 シブサワエイイチ 天保11〔1840〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 355～358 天保11〔1840〕～ 肖像あり
北海之商傑 110

渋田利右衛門
函館市功労者小伝 25 ～安政4〔1857〕

【しぶや】

渋谷一雄
自治産業発達誌 148 明治37〔1904〕～ 肖像あり

渋谷一郎
北海道人名辞書　第二版 607 シブヤイチロウ 明治10〔1877〕～

渋谷円三
北海道立志編　第1巻 397～398 嘉永2〔1849〕～

渋谷紀一
北海道人名辞書 74～75 シブヤキイチ 明治7〔1874〕～

渋谷吉蔵

開道五十年記念北海道　再版 551 シブヤキチゾウ
安政5〔1858〕～
大正4〔1915〕

北海道立志編　第5巻　第二版 594～595 安政6〔1859〕～ 肖像あり

298 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

渋谷金次郎
函館名士録 147 シブヤ　キンジロウ 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 279 シブヤキンジロウ 安政6〔1859〕～

渋谷春一
開道五十年記念北海道　再版 551 シブヤシュンイチ
北海道十字之光 171 肖像あり

渋谷正俊
樺太及樺太を担う人々 183

渋谷定次郎
北海道十字之光 40 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 321 シブヤテイジロウ 明治10〔1877〕～

渋谷文之助
人物覚書帳 320～321

渋谷平乗
人物覚書帳 137

渋谷勉次
樺太及樺太を担う人々 140～142 明治12〔1879〕～ 肖像あり
樺太人物大観 104～107 町村長

渋谷米太郎
北海之商傑 93 シブヤヨネタロウ 北洋漁業㈱本社取締役

渋谷力造
北海道 名辞書 ブ キゾウ 安政 〔 〕北海道人名辞書 279～280 シブヤリキゾウ 安政5〔1858〕～

【し／ま行】

島義勇（シマ　ヨシタケ、文政5〔1822〕～明治7〔1874〕）
開道五十年記念北海道 19
開道五十年記念北海道　再版 28～29 シマヨシタケ
現代札幌人物史 23～24

北の先覚　改訂版 170～180
文政5〔1822〕～
明治7〔1874〕

北海開発事績　再版 386～387 シマヨシム

北海道開拓功労者関係資料集録　上 147～148 シマ　ヨシタケ
文政5〔1822〕～
明治7〔1874〕

開拓判官、札幌の街づく
りを計画

北海道人名辞書 665 シマギユウ
北海道人名辞書　第二版 612～613 シマギユウ 肖像あり

北海道拓殖功労者旌彰録 105～108
文政5〔1822〕～
明治7〔1874〕

島清作
北海道樺太名士大鑑 102 明治22〔1889〕～ 本文に肖像あり

島善鄰（シマ　ヨシチカ、明治22〔1889〕～昭和39〔1964〕）

北方のビジョン 41～85
明治22〔1889〕～
昭和39〔1964〕

島太郎
人物覚書帳 17
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島徳蔵
北海之商傑 208 日露漁業株式会社重役

島岡浩一郎
北海道人名辞書　第二版 193 シマオカコウイチロウ 明治18〔1885〕～

島影義続
北海道人名辞書 568 シマカゲヨシツグ 明治11〔1878〕～

島川太郎
北海道人名辞書　第二版 654 シマカワタロウ 文久元〔1861〕～

島倉久次郎
北海道立志編　第1巻 398～399 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

島倉民雄
北海道人名辞書　第二版 344 シマクラタミオ 明治15〔1882〕～

島崎イト
北海道人名辞書 280 シマザキイト 万延元〔1860〕～

島崎嘉一
大泊之沿革と人物 81～82 明治15〔1882〕～

島崎庄一郎
人物覚書帳 152

島崎長蔵
北海道十字之光 179 肖像あり

島崎与三吉
北海道人名辞書　第二版 404～405 シマザキヨサンキチ 明治3〔1870〕～

島定治郎
北海之商傑 208 日露漁業株式会社重役

【しまだ】

島田タツ子
大泊之沿革と人物 156～157 明治14〔1881〕～ 肖像あり

島田久雄
樺太之留多加 26～27 明治31〔1898〕～ 肖像あり（付録の部口

島田源治郎
北海道人名辞書　第二版 493～494 シマダゲンジロウ 明治元〔1868〕～

島田作夫
小樽の人と名勝 354～356 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書 198 シマダサクオ 明治6〔1873〕～

島田四郎
北海人物評論 137 安政5〔1858〕～

島田仙太郎
北海開発事績　再版 593 シマダセンタロウ 元治元〔1864〕～
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島田操
北海人物評論 119
北海道立志編　第1巻 404～405 安政5〔1858〕～ 肖像あり

島田長太郎
北海道人名辞書　第二版 499 シマダチョウタロウ 明治10〔1877〕～

島田道義
人物覚書帳 373
北海道人名辞書　第二版 177 シマダミチヨシ 明治21〔1887〕～

島田米蔵
北海開発事績　再版 528 シマダヨネゾウ 明治17〔1884〕～

島竹貫一
北海道人名辞書　第二版 547 シマタケカンイチ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

島津清五郎
自治産業発達誌 122～123 明治11〔1878〕～

島津勇次郎
自治産業発達誌 250 明治10〔1877〕～ 肖像あり

島津由太郎
開道五十年記念北海道 728 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道十字之光 267 肖像あり

島中安吉
樺太之留多加 25～26 明治15〔1882〕～

島野一二
人物覚書帳 153

島野貫市
自治産業発達誌 424～425 明治30〔1897〕～ 肖像あり

島野市郎治
函館市功労者小伝 9

島野政吉
北海道立志編　第5巻　第二版 567～568 明治11〔1878〕～

島野秀吉
北海道立志編　第5巻　第二版 268～269 万延元〔1860〕～ 肖像（巻頭）

島原鉄三
北海道人名辞書　第二版 288 シマハラテツゾウ 明治13〔1880〕～

島村鋭郎
函館名士録 140～141 シマムラ　トシロウ 明治27〔1894〕～ 肖像あり

島村初太郎
開道五十年記念北海道 285 明治8〔1875〕～ 肖像あり

島村千代子
北海道医事通覧　前編 81 肖像(巻頭)
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島谷伊三郎
札幌紳士録 358 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書 373 シマヤイサブロウ 明治3〔1870〕～

島谷栄蔵
自治産業発達誌 352 明治13〔1880〕～ 肖像あり

島谷俊郎
人物覚書帳 15～16,387

【しみず】

志水寅次郎
人物覚書帳 68
北海道人名辞書　第二版 220 シミズトラジロウ 明治10〔1877〕～

北海之商傑 139
「清水寅次郎」と表記、鈴
木商店小樽支店長

清水よし子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

清水ワサ
北海道人名辞書 74 シミズワサ 明治8〔1875〕～

清水一郎
函館名士録 145～146 シミズ　イチロウ 明治26〔1893〕～ 肖像あり

清水運吉
北海道立志編　第5巻　第二版 569～570 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

清水英嗣
人物覚書帳 340～341

清水雅一郎
樺太及樺太を担う人々 142～143 肖像あり
樺太之留多加 93 明治7〔1874〕～

最近之樺太 肖像（巻頭）
能登呂村評議員同郵便
局長

清水外次郎
北海道立志編　第2巻 5‐125～126 文久3〔1863〕～ 肖像あり

清水貫一
北海道人名辞書 490 シミズカンイチ 文久3〔1863〕～

清水喜太郎
北海道十字之光 35 肖像あり
北海道人名辞書 610 シミズキタロウ 明治15〔1882〕～

清水敬次
北海道人名辞書　第二版 456 シミズケイジ 明治24〔1891〕～

清水健蔵
北海道人名辞書 197～198 シミズケンゾウ 明治5〔1872〕～

清水権兵衛
開道五十年記念北海道　再版 170～172 シミズゴンベエ 安政元〔1854〕～
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清水宏純
現代札幌人物史 288～289 明治25〔1892〕～

清水幸太郎
自治産業発達誌 224,905 明治17〔1884〕～ 肖像あり

清水作次
北海道人名辞書　第二版 174 シミズサクジ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

清水志行
北海道樺太名士大鑑 139 明治28〔1895〕～

清水実隆
小樽区実業家百撰立志編 88～89 明治2〔1869〕～
小樽の人と名勝 353～354
北海道人名辞書 197 シミズミツタカ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 221～222 シミズミツタカ 明治2〔1869〕～

清水種吉
自治産業発達誌 343

清水収吉
札幌之人 300（肖像300） 明治18〔1885〕～ 肖像あり

清水初次郎
樺太之留多加 109～110 明治13〔1880〕～ 肖像あり

清水勝見
札幌之 像 治 〔 〕 肖像あり札幌之人 299（肖像299） 明治23〔1890〕～ 肖像あり

清水勝正
小樽区実業家百撰立志編 115～117 安政4〔1857〕～ 肖像あり

清水真賢
自治産業発達誌 309 明治2〔1869〕～ 肖像あり

清水政吉
北海道人名辞書 277 シミズマサキチ 安政元〔1854〕～

清水清松
北海道人名辞書　第二版 364 シミズキヨマツ 明治20〔1887〕～

清水静吉
北海道人名辞書 197 シミズセイキチ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 220～221 シミズセイキチ 明治5〔1872〕～

清水善作
北海道発達史　第1巻 620～621 嘉永2〔1849〕～ 肖像116

清水壮左久
現代札幌人物史 313～314

清水辰五郎
最近之樺太 86～87 明治元〔1868〕～

清水辰蔵
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自治産業発達誌 921

清水忠次郎
開道五十年記念北海道 458 明治10〔1877〕～ 肖像あり
札幌紳士録 351～352 明治10〔1877〕～ 肖像99

清水長次郎
開道五十年記念北海道　再版 568 シミズチョウジロウ 文久元〔1861〕～

清水藤右衛門

開道五十年記念北海道　再版 568 シミズトウウエモン
天保14〔1843〕～
明治40〔1907〕

清水藤吉
樺太之豊原 132～133 明治14〔1881〕～

清水藤次郎
北海道十字之光 210 肖像あり

清水彦吉
北海開発事績　再版 733 シミズヒコヨシ 明治8〔1875〕～

清水富太郎
自治産業発達誌 34～35 明治23〔1890〕～ 肖像あり

清水碧
樺太及樺太を担う人々 161 明治24〔1891〕～

清水由蔵
北海道立志編 第 巻 第 版 安政 〔 〕北海道立志編　第5巻　第二版 568～569 安政3〔1856〕～

清水雄平
現代札幌人物史 62～63 明治15〔1882〕～

清水利吉
自治産業発達誌 413 肖像あり

清水亮
人物覚書帳 81
北海道人名辞書　第二版 174 シミズリョウ 明治24〔1891〕～

清水良臣
北海道人名辞書　第二版 174 シミズヨシオミ 明治17〔1884〕～

清水凉
自治産業発達誌 527～528 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

清水林松
開道五十年記念北海道 729 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

清水冽
北海道人名辞書　第二版 288～289 シミズキヨシ 明治元〔1868〕～

清水谷公孝
開道五十年記念北海道 3
開道五十年記念北海道　再版 3 シミズタニキミタカ
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北の先覚　改訂版 122～127
弘化2〔1845〕～
明治15〔1882〕

北海開発事績　再版 325 シミズタニキミタカ

北海道人名辞書　第二版 650 シミズタニコウコウ
弘化2〔1845〕～
明治15〔1882〕

志村いわ子

北海道医事通覧　前編 86
写真（巻頭）では「志村岩
子」

志村禎一
北海道人名辞書　第二版 287 シムラテイイチ 明治22〔1889〕～

志村彦三
北海道人名辞書　第二版 177～178 シムラヒコゾウ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

志茂慶明
北海道で成功した人々 311～318

下内茂武
樺太之豊原 263～265 明治15〔1882〕～ 肖像(巻頭)

下川基一
東北海道人物画伝 32 明治3〔1870〕～ 肖像あり

下川重〔フ〕（〔フ〕は阜の下半分の十が山となっている）
北海道人名辞書 399 シモカワジュウフ 安政6〔1859〕～

下河原隆次
物覚書帳人物覚書帳 75

下口庄左
自治産業発達誌 177～178 明治26〔1893〕～ 肖像あり

下国翼
北海道人名辞書 481～482 シモノクニツバサ 明治6〔1873〕～

下国安芸
開道五十年記念北海道 12～13
開道五十年記念北海道　再版 22 シモクニアキ
北の先覚　改訂版 136～140

下国盛季
開道五十年記念北海道 16 ～文安元 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 25 シモクニモリタカ ～文安元
北海道人名辞書 664 シモノクニモリトシ ～文安元
北海道人名辞書　第二版 613 シモノクニモリトシ ～文安元 肖像あり

下国定季
開道五十年記念北海道 16 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 25～26 シモクニサダタカ 不明
北海道人名辞書 664～665 シモノクニサダトシ 明慶5
北海道人名辞書　第二版 613 シモノクニサダトシ 肖像あり

下国東七郎

北海道人名辞書 481 シモノクニトウシチロウ
文政8〔1825〕～
明治26〔1893〕
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下国翼
北海道医事通覧　前編 60 肖像(巻頭)

下条正夫
北海道医事通覧　前編 56

下田喜久三
自治産業発達誌 578～580
人物覚書帳 155

下田彦人
人物覚書帳 405

下田直治
自治産業発達誌 67 明治13〔1880〕～

下田寅太郎
北海開発事績　再版 617 シモダトラタロウ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 474 シモダトラタロウ 明治15〔1882〕～

下出市太郎
最近之樺太 肖像（巻頭） 豊原町

下出多与門
樺太人物大観 234～239 実業家
樺太之豊原 128～130 明治17〔1884〕～ 肖像あり
最近之樺太 6～7

斗米秀下斗米秀三
札幌紳士録 360 明治17〔1884〕～ 肖像132

下野熊太郎
北海道発達史　第1巻 162～164 肖像114

下野松太郎
東北海道人物画伝 25 明治6〔1873〕～ 肖像あり

下野竹夫
東北海道人物画伝 25 明治9〔1876〕～ 肖像あり

下原政雄
自治産業発達誌 388 明治22〔1889〕～ 肖像あり

下平森市
樺太及樺太を担う人々 172～173

下総要蔵
北海開発事績　再版 509 シモフサヨウゾウ 明治6〔1873〕～

下総要太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 571～572 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

下村京松
人物覚書帳 24,120～121

下村重吉
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北海道人名辞書　第二版 576～577 シモムラジュウキチ 明治12〔1879〕～

下村純二
樺太人物大観 288～289 パルプ界の人物

下村正之助
自治産業発達誌 753 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書 372 シモムラショウノスケ 明治17〔1884〕～
北海道人名辞書　第二版 320～321 シモムラショウノスケ 明治17〔1884〕～
北海道拓殖功労者列伝 50～51 旭川区

下村長蔵
開道五十年記念北海道 534 安政2〔1855〕～ 肖像あり
郷土を拓く人々 67～69 安政3〔1856〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 149 シモムラ　チョウゾウ
安政3〔1856〕～
大正10〔1921〕

育英財団下村文庫をつく
る

北海道人名辞書 372 シモムラチョウゾウ 安政2〔1855〕～
北海道拓殖功労者列伝 92～93 石狩国旭川区

下村豊吉
開道五十年記念北海道 494 明治2〔1869〕～
北海道十字之光 112 肖像あり

下村弥太郎
北海開発事績　再版 591 シモムラヤタロウ 明治6〔1873〕～

下矢留次郎
北海開発事績　再版 540 シモヤトメジロウ 明治9〔1876〕～

山伝蔵下山伝蔵
札幌紳士録 360～361 明治12〔1879〕～
札幌之人 309（肖像309） 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 69 シモヤマデンゾウ 明治12〔1879〕～

【し／や行】

釈快山
自治産業発達誌 55～56,903 明治26〔1893〕～ 肖像あり

釈至静
函館游寓名士伝 19～21

シャンボン（アレキシ・シャンボン）

北海道人名辞書 236
明治35〔1902〕年渡道、
仏人

従ニ宇左衛門

開道五十年記念北海道 307
文政6〔1823〕～
明治27〔1894〕

肖像あり

北海道人名辞書 439 ジュウニウザエモン
文政6〔1823〕～
明治27〔1894〕

従二治三郎
人物覚書帳 90
北海道人名辞書 439 ジュウニジサブロウ

城英吉
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札幌紳士録 362～363 明治8〔1875〕～ 肖像120

【しょうじ】

庄司長太郎
北海道発達史　第1巻 588～590 文久2〔1862〕～ 肖像55

庄司侇
北海道人名辞書　第二版 493 ショウジヒトシ 明治27〔1894〕～

庄司弥造
樺太及樺太を担う人々 178～179

荘司亀次郎
札幌紳士録 357 文久3〔1863〕～ 肖像102
札幌之人 307（肖像307） 文久3〔1863〕～ 肖像あり

荘司平吉
小樽区実業家百撰立志編 1～3 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 400～401

東海林吉四郎
北海道人名辞書　第二版 321 ショウジキチシロウ 文久元〔1861〕～

東海林常吉
北海道立志編　第5巻　第二版 584～585 元治元〔1864〕～ 肖像あり

東海林力造

札幌紳士録 356 明治11〔1878〕～
肖像あり、「東海林力蔵」
と表

札幌紳士録 356 明治11〔1878〕～
と表記

北海道人名辞書　第二版 186 ショウジリキゾウ 明治11〔1878〕～

上司安太郎
札幌紳士録 357 明治10〔1877〕～ 肖像105（藤三郎長男）

庄島鹿六
人物覚書帳 300
北海道人名辞書　第二版 577 ショウジマカロク 明治16〔1883〕～ 肖像あり

正田明雄
北海道十字之光 238 肖像あり

庄田庄蔵
北海道発達史　第1巻 593～594 明治14〔1881〕～ 肖像128

庄田万里
自治産業発達誌 538～539 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道十字之光 222 肖像あり

姊帯留蔵
北海道発達史　第1巻 496～498 安政3〔1856〕～ 肖像114

浄土与助

開道五十年記念北海道 713～714
安政4〔1857〕～
明治39〔1906〕

升徳兵衛
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自治産業発達誌 555 明治10〔1877〕～ 肖像あり

庄内周次
樺太之豊原 135～137 文久3〔1863〕～ 肖像(巻頭)

庄野梅吉
北海道発達史　第1巻 592～593 嘉永5〔1852〕～

常野正義

開道五十年記念北海道 50
天保9〔1838〕～
明治37〔1904〕

正部川才太郎
開道五十年記念北海道 602 安政6〔1859〕～ 肖像あり

定免惣一
北海道人名辞書　第二版 33 ジョウメンソウイチ 明治19〔1886〕～

【し／ら行】

白井幸一
北海道人名辞書　第二版 344 シライコウイチ 慶応3〔1867〕～

白井修一
現代札幌人物史 319 明治29〔1896〕～

白井勝三郎
北海道人名辞書　第二版 221 シライカツサブロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

白井仁太郎
自治産業発達誌 546

白井爽風
樺太人物大観 220～221 実業家

白井長蔵
北海開発事績　再版 555 シライチョウゾウ 元治元〔1864〕～

白井与一
北海之商傑 82 三井物産室蘭出張所

白石一男
現代札幌人物史 253～254 明治20〔1887〕～

白石義郎
北海道人名辞書 625～626 シロイシヨシロウ 文久元〔1861〕～

白石源太郎
北海道発達史　第1巻 596～599 明治8〔1875〕～ 肖像54

白石寿雄
東北海道の人物 90～91 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書　第二版 174～175 シライシトシオ 明治16〔1883〕～

白石勝平
北海道発達史　第1巻 587～588 嘉永6〔1853〕～ 肖像55

309 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

白石照隆
北海道人名辞書　第二版 175 シライシショウリュウ 明治20〔1887〕～

白石智鈴
自治産業発達誌 8 明治25〔1892〕～ 肖像あり

白石東右衛門
自治産業発達誌 239～240 肖像あり

白石有隣
樺太及樺太を担う人々 143～144 肖像あり

白瀬喜市郎
東北海道の人物 453～455

白戸俊夫
北海道人名辞書 568 シラトトシオ 明治13〔1880〕～

白鳥永作
北海人物評論 44 文化13〔1842〕
北海道立志編　第1巻 395～397 文化13〔1842〕～ 肖像あり

白鳥敬作
北海人物評論 115

白鳥助蔵
開道五十年記念北海道 208 明治8〔1875〕～ 肖像あり

白鳥浅吉
北海道立志編 第 巻 肖像あり北海道立志編　第2巻 5‐138～140 肖像あり

白鳥美奈
自治産業発達誌 771 明治20〔1887〕～ 肖像あり

白取重次郎
樺太及樺太を担う人々 142

白野甲峰松
現代札幌人物史 334 明治21〔1887〕～
北海道人名辞書　第二版 177 シラノカネマツ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

白成也
樺太之留多加 2～3 明治3〔1870〕～

白岩亀二
東北海道の人物 452～453 明治22〔1889〕～

白岩八左衛門
北海道立志編　第5巻　第二版 265～267 天保3〔1832〕～ 肖像あり

白尾宏
函館名士録 142～144 シラオ　コウ 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 288 シラオヒロシ 明治16〔1883〕～

白方幸市
樺太人物大観 306～311 町村会議員
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白方与次郎
小樽区外七郡案内 192～193 肖像あり
人物覚書帳 22
北海道立志編　第1巻 399～400 天保6〔1835〕～

城川竹次郎
東北海道人物画伝 36 明治7〔1874〕～ 肖像あり

白川泰司
北海道樺太名士大鑑 110 本文に肖像あり

白木道然
自治産業発達誌 324

白木力三郎
北海道人名辞書　第二版 498 シロキリキサブロウ 明治7〔1874〕～

白崎厚三郎
札幌之人 303（肖像303） 明治14〔1881〕～ 肖像あり

白崎小吉
開道五十年記念北海道　再版 76～77 シラサキショウキチ 文久3〔1863〕～

白崎長之助
北海道人名辞書　第二版 287 シラサキチョウノスケ 明治9〔1876〕～

代島元聖
北海道立志編　第2巻 5‐196～198 天保8〔1837〕～ 肖像あり

代島剛代島剛平
函館市功労者小伝 20 ～明治7〔1874〕 肖像あり

白杉次郎太郎
札幌之人 304（肖像304） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 69 シロスギジロウタロウ 明治2〔1869〕～

代田誠次郎
北海道人名辞書　第二版 178 シロタセイジロウ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

白谷文蔵
東北海道人物画伝 34 明治2〔1869〕～

白旗専松
自治産業発達誌 472 明治23〔1890〕～ 肖像あり

白藤栄松
樺太之豊原 130～131 明治10〔1877〕～ 肖像あり

白山官治
北海道立志編　第5巻　第二版 570～571 安政元〔1854〕～ 肖像あり

白山勝四郎
北海道発達史　第1巻 590～591 明治9〔1876〕～

【し／わ・ん】

志和貞蔵

311 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

小樽区外七郡案内 215 肖像あり

志和地栄介
札幌紳士録 350～351 元治元〔1864〕～ 肖像104

新卯吉
北海道人名辞書　第二版 176～177 シンウキチ 明治26〔1893〕～

新弥七郎
北海道人名辞書 278 シンヤシチロウ 安政元〔1854〕～

新与三郎
開道五十年記念北海道 274 ～明治39〔1906〕
北海道十字之光 62
北海道人名辞書 277～278 シンヨサブロウ 明治8〔1875〕～

神セキ
北海道畜産功労者写真帖 113 肖像あり

神昌忠
北海道立志編　第3巻 60～62 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 60～62 肖像あり

神八三郎（ジン　ハチサブロウ、慶応2〔1866〕～昭和30〔1955〕）
東北海道人物画伝 60 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
東北海道の人物 447～449 慶応2〔1866〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 150～151 ジン　ハチサブロウ
慶応2〔1866〕～
昭和30〔1955〕

日本釧路種をつくる

北海道十字之光 260
北海道畜産功労者 真帖 肖像あり北海道畜産功労者写真帖 111 肖像あり

新海忠五郎
自治産業発達誌 474～475 明治20〔1887〕～ 肖像あり

新開熊吉
北海道人名辞書 506 シンカイクマキチ 慶応元〔1865〕～

新開新太郎
開道五十年記念北海道 460 明治13〔1880〕～ 肖像あり
現代札幌人物史 299～300
札幌紳士録 361～362 明治3〔1870〕～ 肖像120
札幌之人 310（肖像310） 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 433 シンカイシンタロウ 明治13〔1880〕～
北海道十字之光 53 肖像あり
北海道人名辞書 74 シンカイシンタロウ 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 176 シンカイシンタロウ 明治3〔1870〕～

新川文二郎
樺太之豊原 227～228 明治18〔1885〕～ 肖像あり

新川与三吉
北海道人名辞書　第二版 493 シンカワヨサンキチ 明治16〔1883〕～

新京清次郎
北海道立志編　第2巻 4‐157～159 安政2〔1855〕～ 肖像あり

新庄幸次郎
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北海道人名辞書 278 シンジョウコウジロウ 慶応2〔1866〕～

新谷新太郎
最近之樺太 80～81 明治6〔1873〕～ 肖像あり

新谷辰次郎
北海道人名辞書　第二版 222 シンタニタツジロウ 安政3〔1856〕～ 肖像あり

新谷末吉
開道五十年記念北海道 280 明治14〔1881〕～

新谷留吉
北海道発達史　第1巻 595～596 明治14〔1881〕～ 肖像127

新藤好照
人物覚書帳 153

新道源蔵
樺太之豊原 133～134 明治2〔1869〕～ 肖像あり

真藤慎太郎（シンドウ　シンタロウ、明治17〔1884〕～昭和46〔1971〕）
開道五十年記念北海道 211 明治17〔1884〕～ 肖像あり
人物覚書帳 489～490

函館名士録
137～
139,292,304
～318

シンドウ　シンタロウ 明治16〔1883〕～

肖像あり、日魯漁業㈱専
務、昭和6〔1931〕～9
〔1934〕太平洋漁業専
務、函館水産販売㈱取

進藤栄太郎
北海道 名辞書 第 版 ド 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 288 シンドウエイタロウ 明治2〔1869〕～

進藤幸次
人物覚書帳 386

進藤慎太郎
自治産業発達誌 542～543 明治16〔1883〕～ 肖像あり

進藤直雄
北海道人名辞書 580 シンドウナホオ 明治7〔1874〕～

進藤島吉
北海開発事績　再版 598 シンドウシマキチ 明治2〔1869〕～

進藤庸太郎
樺太及樺太を担う人々 144 明治27〔1894〕～ 肖像あり

進藤竜玄師
東北海道の人物 450～451

陣内重雄
人物覚書帳 310

神野実雄
札幌之人 311（肖像311） 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 70 ジンノジツユウ 元治元〔1864〕～

神野政光
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開道五十年記念北海道　再版 350～351 ジンノマサミツ 明治22〔1889〕～

新保市太郎
北海道十字之光 130 肖像あり

新保信太郎
人物覚書帳 348

新保孫次郎
北海道樺太名士大鑑 15 明治13〔1880〕～ 本文に肖像あり

新保豊次郎
最近之樺太 45～46 明治8〔1875〕～

神保金衛
北海道人名辞書 601 ジンポキンエ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 179 ジンポキンエ 明治12〔1879〕～

神保金作
北海人物評論 75

仁保正雄
樺太及樺太を担う人々 21～22 明治26〔1893〕～ 肖像あり

新明甚三
北海道人名辞書　第二版 584～585 シンミョウジンゾウ 明治7〔1874〕～

神力久蔵
自治産業発達誌 273 明治12〔1879〕～ 肖像あり

仁礼景範
開道五十年記念北海道 119

《す》

【す／あ行】

吹田順助
札幌紳士録 372 明治16〔1883〕～ 肖像133
札幌之人 330（肖像330） 明治16〔1883〕～ 肖像あり

水原寅蔵

北海道人名辞書 80 スイバラトラゾウ
文久元〔1861〕～
明治32〔1899〕

末釜守登
最近之樺太 43～44 明治29〔1896〕～

末武マス子
郷土を拓く人々 88～92 肖像あり

末武安次郎
郷土を拓く人々 88～92 天保10〔1839〕～ 肖像あり

末武次郎吉
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開道五十年記念北海道　再版 574～576 スエタケジロウキチ 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書　第二版 498 スエタケジロウキチ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

末津伊助
北海道発達史　第1巻 623～624 明治3〔1870〕～ 肖像127

末富孝次郎
函館名士録 155～156 スエトミ　コウジロウ 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 280～281 スエトミコウジロウ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 293 スエトミコウジロウ 明治8〔1875〕～
北海之商傑 48～57 函館製網船具㈱

末永一三
開道五十年記念北海道 424 肖像あり

末永孝明
開道五十年記念北海道　再版 285 スエナガタカアキ 明治6〔1873〕～

末永長吉
北海道十字之光 86 肖像あり
北海道人名辞書 280 スエナガチョウキチ 明治5〔1872〕～

末松格平
開道五十年記念北海道 442 明治2〔1869〕～ 肖像あり
札幌紳士録 372～373 慶応2〔1866〕～
札幌之人 331（肖像331） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 460 スエマツカクヘイ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書 75 スエマツカクヘイ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 189 スエマツカクヘイ 慶応6～
北海道立志編 第 巻 肖像あり北海道立志編　第1巻 406～408 肖像あり

末松亀太郎
樺太之豊原 188～190 安政6〔1859〕～

末松茂
東北海道人物画伝 70 元治元〔1864〕～ 肖像あり

末吉源作

北海道立志編　第4巻　増補訂正 224～225 安政4〔1857〕～
肖像（224と225の間） 家
族とともに

【す／か行】

須賀清次郎
樺太人物大観 177～182 実業家
樺太之豊原 153～155 明治19〔1886〕～ 肖像(巻頭)

須賀大作
北海道発達史　第1巻 617～619 慶応元〔1865〕～ 肖像126

須賀武一郎
樺太之豊原 肖像(巻頭)

菅安右衛門
人物覚書帳 331

須貝広夫
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北海道立志編　第5巻　第二版 272～273 明治7〔1874〕～ 肖像あり

須貝作次郎
自治産業発達誌 931～932

須貝武一郎
樺太之豊原 237 明治13〔1880〕～

菅井喜久治（スガイ　キクジ、元治元〔1864〕～大正11〔1922〕）
北海道発達史　第1巻 624～625 元治元〔1864〕～

菅井伝兵衛
樺太之豊原 146～147 明治12〔1879〕～ 肖像あり

菅内助在門
樺太之豊原 149～150 明治16〔1883〕～ 肖像あり

菅生文輔
樺太之留多加 102 明治16〔1883〕～

菅沢清治
北海道立志編　第2巻 4‐171～172 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

菅沼幸太郎
北海道人名辞書　第二版 188 スガヌマコウタロウ 明治元〔1868〕～

※　「菅野」は「かんの」を見よ

菅谷伊之助
樺太之留多加 治 〔 〕樺太之留多加 31～32 明治7〔1874〕～

菅谷市之助
大泊之沿革と人物 124～125 明治11〔1878〕～

菅谷善司

北海道人名辞書 283 スガヤゼンジ
安政2〔1855〕～
明治41〔1908〕

北海道立志編　第2巻 4‐164～165 肖像あり

【すがわら】

菅原運作
北海道樺太名士大鑑 28 明治12〔1879〕～ 本文に肖像あり

菅原栄助
樺太之豊原 278～280 明治4〔1871〕～ 肖像あり

菅原瑕丸

北海道発達史　第1巻 625～626
慶応元〔1865〕～
明治39〔1906〕

菅原覚月
東北海道の人物 481～483 明治7〔1874〕～ 肖像あり

菅原義雄
自治産業発達誌 79 明治34〔1901〕～ 肖像あり
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菅原久次郎
北海開発事績　再版 530 スガワラキュウジロウ 明治21〔1887〕～

菅原慶三郎
樺太之豊原 276～277 明治14〔1881〕～ 肖像あり

菅原次郎
北海道人名辞書 75～76 スガワラジロウ 明治7〔1874〕～

管原助市
樺太及樺太を担う人々 157 明治7〔1874〕～

菅原正三郎
北海開発事績　再版 531 スガワラショウサブロウ 久次郎の兄

菅原清公
自治産業発達誌 402～403 明治18〔1885〕～
北海開発事績　再版 723 スガワラキヨキミ 明治18〔1885〕～

菅原清助
自治産業発達誌 329 明治18〔1885〕～ 肖像あり

菅原善左エ門
樺太之豊原 265～266 　 肖像あり

菅原惣四郎
最近之樺太 肖像（巻頭） 能登呂村毘沙讃

菅原太吉
静浪遺稿 治 〔 〕静浪遺稿 112～113 明治7〔1874〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 593～594 明治7〔1874〕～ 肖像あり

菅原忠三郎
開道五十年記念北海道　再版 390 スガワラチュウサブロウ 慶応2〔1866〕～

菅原忠太郎
開道五十年記念北海道 663 明治3〔1870〕～ 肖像あり
東北海道の人物 479～481 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 596 スガワラチュウタロウ 明治3〔1870〕～

菅原直次郎
北海道人名辞書 594 スガワラナオジロウ

菅原直治郎
北海道人名辞書　第二版 400～401 スガワラナオジロウ 明治7〔1874〕～

菅原鉄之助
北海開発事績　再版 511 スガワラテツノスケ 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書　第二版 188 スガワラテツノスケ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

菅原文夫
北海道発達史　第1巻 肖像125、農具写真2葉

菅原末治
樺太之豊原 277～278 明治21〔1887〕～ 肖像あり

菅原茂人
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人物覚書帳 45

杉浦逸蔵
函館名士録 312 帝国電力㈱監査役

杉浦嘉七

函館市功労者小伝 41
天保14〔1843〕～
大正12〔1923〕

肖像あり

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 1～8 数は第二編のもの
北海道人名辞書 284 スギムラカシチ 天保14〔1843〕～

杉浦幸太郎
最近之樺太 71～72 明治19〔1886〕～

杉浦周作
北海道人名辞書 284 スギウラシュウサク 明治10〔1877〕～

杉浦誠（スギウラ　マコト、文政9〔1826〕～明治33〔1900〕）

函館市功労者小伝 17 ～明治33〔1900〕
「杉浦正一郎勝静」で記
載、肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 152～153 スギウラ　マコト
文政8〔1825〕～
明治33〔1900〕

北海道人名辞書 284～285 スギウラマコト
文政9〔1826〕～
明治33〔1900〕

最後の箱館奉行

杉浦六弥
大泊之沿革と人物 142～144
樺太人物大観 193～195 実業家

樺太之留多加 30～31
「杉浦木工場」の項目で
文中 載

樺太之留多加 30～31
文中に記載

最近之樺太 16

杉江玄奚
北海道医事通覧　前編 52 肖像(巻頭)

杉江仙次郎（スギエ　センジロウ、明治11〔1878〕～昭和28〔1953〕）
小樽の人と名勝 375 明治11〔1878〕～
人物覚書帳 118,522～525 明治11〔1878〕～

杉江藤兵衛

北海道立志編　第4巻　増補訂正 152～154
寛政11〔1799〕～
明治12〔1879〕

肖像（152と153の間) 婦
人の肖像もあり

杉江猛
人物覚書帳 30

杉坂新三
北海道立志編　第5巻　第二版 585～586 明治9〔1876〕～ 肖像あり

杉崎郡作（スギサキ　グンサク、明治17〔1884〕～昭和48〔1973〕）
函館名士録 152～154 スギザキ　グンサク 明治17〔1884〕～ 肖像あり

杉沢通正
北海開発事績　再版 615 スギサワミチマサ

杉沢百太郎
北海道人名辞書　第二版 393 スギサワソウタロウ 明治元〔1868〕～
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杉谷宗三郎
人物覚書帳 89

杉田定一
開道五十年記念北海道 7 嘉永4〔1851〕～
開道五十年記念北海道　再版 8 クギタサダイチ 嘉永4〔1851〕～
北海開発事績　再版 330 スギタサダイチ 嘉永4〔1851〕～

杉田末吉
北海道人名辞書　第二版 578 スギタスエキチ 明治28〔1895〕～

杉野三次郎
開道五十年記念北海道 175～176 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

杉野重雄
北海道で成功した人々 319～328

杉野勝子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

杉原育郎
北海道人名辞書 424 スギハライクロウ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 381 スギハライクロウ 慶応3〔1867〕～

杉原庄之助
人物覚書帳 41

杉村タミ
北海道 名辞書 ギ タ 治 〔 〕北海道人名辞書 283 スギムラタミ 明治13〔1880〕～

杉村義太郎
人物覚書帳 10～11、92～93

杉村広太郎
函館名士録 150～151 スギムラ　コウタロウ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

杉村政常
北海開発事績　再版 618 スギムラセイツネ 明治12〔1879〕～

杉村泰治
人物覚書帳 38

杉村福松
函館名士録 148～149 スギムラ　フクマツ 安政6〔1859〕～ 肖像あり

杉村米蔵
北海道人名辞書 284 スギムラヨネゾウ 文久元〔1861〕～

杉本喜久治郎
札幌紳士録 374～375 明治2〔1869〕～ 肖像133
札幌之人 334（肖像334） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
静浪遺稿 56～58
北海道十字之光 44 肖像あり
北海道人名辞書 79 スギモトキクジロウ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 660 スギモトキクジロウ 明治2〔1869〕～
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杉本幸作
樺太及樺太を担う人々 163～164

杉本貢
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加支庁殖産係長

杉本正幸
人物覚書帳 397

杉本梅吉
北海道人名辞書　第二版 346 スギモトウメキチ 明治2〔1869〕～

杉本福松
自治産業発達誌 46～47 肖像あり

杉本文吉
北海道人名辞書 542 スギモトブンキチ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 468～469 スギモトブンキチ 文久3〔1863〕～ 肖像あり

杉本楢元
北海道人名辞書　第二版 511 スギモトナラモト 明治20〔1887〕～

杉本勇治
北海道人名辞書 373～374 スギモトユウジ 万延元〔1860〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 589～590 万延元〔1860〕～

杉森喜一郎
小樽の人と名勝 371～373 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 225 スギモリキイチロウ 明治8〔1875〕～

杉森重三郎
北海開発事績　再版 764 スギモリジュウザブロウ 明治6〔1873〕～

杉森文彦
人物評論　第1編 272～275
北海道人名辞書　第二版 345～346 スギモリフミヒコ 明治22〔1889〕～

杉山菊次郎
北海道人名辞書　第二版 189～190 スギヤマキクジロウ 明治10〔1877〕～

杉山喬
小樽区実業家百撰立志編 117～118

杉山丈次郎
北海道十字之光 111 肖像あり

杉山清助
北海道発達史　第1巻 627～629 文久3〔1863〕～ 肖像126

杉山藤之助
自治産業発達誌 369～370 肖像あり

杉山友諒
札幌之人 333（肖像333） 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
北海人物評論 65 嘉永6〔1853〕～

杉山有涼
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札幌紳士録 374 嘉永6〔1853〕～ 肖像130
北海道人名辞書 79 スギヤマユウリョウ 寛永6〔1629〕～

鋤柄きよ子
北海道医事通覧　前編 82 肖像(巻頭)

鋤柄初蔵
北海開発事績　再版 662 スケガラハツゾウ

鋤柄伴治

樺太之留多加 37～38
肖像あり（巻頭口絵）、樺
太留多加村村長

助川貞次郎　→　助川貞二郎も見よ
開道五十年記念北海道　再版 50 スケカワテイジロウ 万延元〔1860〕～
札幌之人 332（肖像332） 万延元〔1860〕～ 肖像あり
静浪遺稿 143～144 肖像あり
北海道人名辞書 78 スケガワテイジロウ 万延元〔1860〕～

助川貞二郎　→　助川貞次郎も見よ
現代札幌人物史 28
人物評論　第1編 10～21

北海人物評論 120
肖像あり（巻頭）、目次は
貞次郎

北海道十字之光 46 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 190 スケガワテイジロウ 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 5‐127～129 万延元〔1860〕～ 肖像あり

助川貞利（スケガワ　サダトシ、明治24〔1891〕～昭和47〔1972〕）
代札幌 物史現代札幌人物史 297～299

祐村佐助
北海道立志編　第2巻 5‐118～120 万延元〔1860〕～ 肖像あり

スコット（ジェームス・スコット）
北海道人名辞書 666

【す／さ行】

須沢伝介
最近之樺太 肖像（巻頭） 鉢子内官行事業所主任

図子甚吉
自治産業発達誌 762～763 明治17〔1884〕～ 肖像あり

図師政次郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 46～48 嘉永4〔1851〕～ 肖像（48と49の間）

調所広丈（ズショ　ヒロタケ、天保11〔1840）～明治44〔1911〕）
開道五十年記念北海道 5～6 ～大正2〔1913〕 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 6 チョウショヒロタケ ～大正2〔1913〕
北海開発事績　再版 328 チョウショヒロタケ ～大正2〔1913〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 154～155 ズショ　ヒロタケ
天保11〔1840〕～
明治44〔1911〕

大書記官と札幌農学校
長を兼務、札幌県令

北海道人名辞書 674 ヅシヨヒロタケ ～大正3〔1914〕
北海道人名辞書　第二版 625 ヅショヒロタケ ～大正2〔1913〕
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北海道拓殖功労者旌彰録 161～163
天保11〔1840〕～
明治45〔1912〕

肖像あり

鈴鹿甚右衛門（スズカ　ジンエモン、文政2〔1819〕～文久元〔1861〕）

開道五十年記念北海道 27～29
文政2〔1819〕～
文久元〔1861〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 45～46 スズカジンウエモン
文政2〔1819〕～
文久元〔1861〕

北の先覚　改訂版 89～94 ～文久元〔1861〕

北海開発事績　再版 391～392 スズカジンウエモン
文政2〔1819〕～
文久元〔1861〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 156～157 スズカ　ジンエモン
文政2〔1819〕～
文久元〔1861〕

2代目、道南の山道開拓

北海道人名辞書 458～459 スズカジンウエモン
文政2〔1819〕～
文久元〔1861〕

北海道拓殖功労者旌彰録 617～621
文政2〔1819〕～
文久元〔1861〕

肖像あり

北海道立志編　第4巻　増補訂正 145～148
肖像（144と145の間) 初
代から現代（8代目）まで
の記述内容

【すずき】

須々木常子
北海道医事通覧　前編 73 肖像(巻頭)

鈴木愛重
人物覚書帳 381

鈴木安次郎鈴木安次郎
開道五十年記念北海道 116 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 91 スズキヤスジロウ 明治8〔1875〕～

鈴木伊平
北海道立志編　第5巻　第二版 595～596 明治5〔1872〕～ 肖像あり

鈴木逸平
北海道人名辞書 388～389 スズキイッぺイ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 369～370 スズキイッペイ 明治7〔1874〕～

鈴木栄作
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

鈴木永吉
自治産業発達誌 715～716 肖像あり

鈴木永作
北海道立志編　第5巻　第二版 590～591 弘化4〔1847〕～

鈴木嘉兵衛
自治産業発達誌 867 明治34〔1901〕～

鈴木海造
自治産業発達誌 204 明治25〔1892〕～ 肖像あり

鈴木岩吉
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北海道立志編　第5巻　第二版 288～289 文久2〔1862〕～
肖像では「鈴木岩治」と
表記

鈴木岩太郎
開道五十年記念北海道　再版 124 スズキイワタロウ 明治2〔1869〕～

鈴木喜十郎
開道五十年記念北海道　再版 363 スズキキジュウロウ 明治5〔1872〕～

鈴木亀蔵
郷土を拓く人々 42～44 肖像あり

鈴木儀兵衛

開道五十年記念北海道　再版 274 スズキギヘエ
文政12〔1815〕～
明治42〔1909〕

北海道立志編　第3巻 272～274 肖像あり

鈴木義宗
開道五十年記念北海道 111 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

鈴木菊蔵
北海道人名辞書　第二版 578 スズキキクゾウ 明治17〔1884〕～

鈴木吉之助
小樽区実業家百撰立志編 189～190 明治4〔1871〕～

鈴木久重
北海道発達史　第1巻 631～632 慶応元〔1865〕～

鈴木恭次郎鈴木恭次郎
自治産業発達誌 702～703 明治25〔1892〕～

鈴木欽蔵
自治産業発達誌 217 明治22〔1889〕～

鈴木金七
北海道発達史　第1巻 632～633 明治11〔1878〕～ 肖像67

鈴木粂五郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 218～220 肖像（220と221の間）

鈴木桂次郎
樺太及樺太を担う人々 153～154
樺太之留多加 29～30 明治13〔1880〕～ 肖像あり（付録の部口

鈴木健次郎
北海道人名辞書　第二版 188 スズキケンジロウ 明治23〔1890〕～

鈴木兼友
北海道人名辞書　第二版 187 スズキカネトモ 明治23〔1890〕～ 肖像あり

鈴木元五郎
北海道人名辞書 76 スズキモトゴロウ 安政4〔1857〕～

鈴木元治
札幌紳士録 380 元治元〔1864〕～ 肖像128
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鈴木源一郎
北海人物評論 84 肖像あり

鈴木源太郎
自治産業発達誌 296 明治9〔1876〕～ 肖像あり

鈴木源二
東北海道人物画伝 48 明治9〔1876〕～ 肖像あり

鈴木源二郎

北海道人名辞書 282 スズキゲンジロウ
安政6〔1859〕～
明治45〔1912〕

鈴木己之吉
北海道立志編　第5巻　第二版 286～288

鈴木虎次郎
樺太及樺太を担う人々 184～185

鈴木五十治
自治産業発達誌 278 明治25〔1892〕～

鈴木五郎
自治産業発達誌 594～595 肖像あり

鈴木晁
自治産業発達誌 281～282 明治33〔1900〕～ 肖像あり

鈴木幸吉
東北海道 物 伝 安政 〔 〕 肖像あり東北海道人物画伝 1 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 608 スズキコウキチ 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書　第二版 541 スズキコウキチ 安政3〔1856〕～ 肖像あり

鈴木幸治
北海道立志編　第2巻 5‐198～200 明治6〔1873〕～ 肖像あり

鈴木幸多

樺太之留多加 81～82
肖像あり（付録の部口
絵）、多蘭内村

鈴木幸太
樺太及樺太を担う人々 159

鈴木浩気
東北海道人物画伝 1 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道十字之光 205 肖像あり
北海道人名辞書 607～608 スズキコウキ 明治2〔1869〕～

鈴木今日平
北海道立志編　第3巻 534～536 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

鈴木佐市
北海道立志編　第5巻　第二版 284～285 明治16〔1883〕～ 肖像あり

鈴木佐兵衛

北海道人名辞書 77 スズキサヘエ
寛永元〔1624〕～
明治23〔1890〕
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鈴木才三郎
北海道人名辞書 282 スズキサイサブロウ 安政3〔1856〕～

鈴木作太郎
自治産業発達誌 559～560 明治17〔1884〕～ 肖像あり

鈴木作平
北海道立志編　第5巻　第二版 587～588 弘化2〔1845〕～

鈴木市次郎
小樽区実業家百撰立志編 74～76
小樽の人と名勝 375～376
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 61～65 嘉永2〔1849〕～ 数は第二編のもの
北海道立志編　第1巻 411～412 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

鈴木市松
樺太之豊原 150～151 明治26〔1893〕～

鈴木主一郎
函館市功労者小伝 22 ～文久元〔1861〕

鈴木周八
北海道立志編　第3巻 206～209 肖像あり

鈴木宗竹
東北海道の人物 483～485 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 367 スズキソウチク 明治13〔1880〕～

鈴木修鈴木修一
北海道人名辞書　第二版 292～293 スズキシュウイチ 明治24〔1891〕～

鈴木秀明
開道五十年記念北海道 325 明治12〔1879〕～

鈴木重一
北海道人名辞書　第二版 322 スズキシゲカヅ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

鈴木重高
北海道人名辞書　第二版 322～323 スズキシゲタカ 明治20〔1887〕～

鈴木重次
北海道人名辞書　第二版 582 スズキジュウジ 明治19〔1886〕～

鈴木重次郎
自治産業発達誌 290 明治22〔1889〕～ 肖像あり

鈴木重助
開道五十年記念北海道 325

鈴木重則
東北海道人物画伝 48 万延元〔1860〕～ 肖像あり

鈴木重礼
札幌紳士録 379～380 明治8〔1875〕～ 肖像131

鈴木勝治
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札幌紳士録 376 明治元〔1868〕～ 肖像131

鈴木勝太郎
北海道十字之光 259

鈴木尚
人物覚書帳 54

鈴木庄三郎
北海道発達史　第1巻 肖像93
北海道立志編　第5巻　第二版 591～592 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

鈴木庄治郎
札幌紳士録 379 明治8〔1875〕～ 肖像130

鈴木庄蔵
北海道発達史　第1巻 肖像68

鈴木松吉
開道五十年記念北海道 692
東北海道人物画伝 79 肖像あり
北海道人名辞書 640～641 スズキマツキチ

鈴木松蔵
開道五十年記念北海道　再版 281 スズキマツゾウ 明治14〔1881〕～

鈴木常治
最近之樺太 44～45 肖像あり
自治産業発達誌 279 明治28〔1895〕～
北海道発達史 第 巻 安政 〔 〕 肖像巻 か北海道発達史　第1巻 629～631 安政2〔1855〕～ 肖像巻頭か

鈴木信四郎
北海道人名辞書　第二版 186 スズキノブシロウ 明治13〔1880〕～

鈴木新吉
樺太之豊原 243 明治13〔1880〕～ 肖像(巻頭)

鈴木仁太郎
樺太之留多加 32～33 明治9〔1876〕～ 肖像あり

鈴木正雄
北海道人名辞書　第二版 367 スズキマサオ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

鈴木清（スズキ　キヨシ、嘉永元〔1848〕～大正4〔1915〕）
明治の群像　8　開拓と探検 144～163 嘉永元〔1848〕～

鈴木清七
北海道人名辞書 281 スズキセイシチ 明治8〔1875〕～

鈴木清蔵
北海道人名辞書 281 スズキセイゾウ 明治10〔1877〕～

鈴木清太郎（スズキ　セイタロウ、明治36〔1903〕～昭和51〔1976〕）
人物覚書帳 36～37

鈴木精一郎
北海道人名辞書 281～282 スズキセイイチロウ 元治元〔1864〕～
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鈴木誠松
樺太之豊原 147～148 明治22〔1889〕～ 肖像あり

鈴木静雄
自治産業発達誌 323 明治28〔1895〕～ 肖像あり

鈴木仙蔵
北海道立志編　第2巻 4‐169～171 安政5〔1858〕～ 肖像あり

鈴木千代吉
開道五十年記念北海道 597 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

鈴木善助
東北海道人物画伝 91 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 525～526 天保5〔1834〕～ 肖像あり（522の次）

鈴木総司
北海道立志編　第3巻 531～533 文久3〔1863〕～ 肖像あり

鈴木荘吉
樺太之豊原 151～153 明治12〔1879〕～ 肖像あり

鈴木銺次郎
静浪遺稿 119～121

鈴木竹蔵
自治産業発達誌 919

鈴木 之助鈴木丑之助
自治産業発達誌 422～423 明治22〔1889〕～ 肖像あり

鈴木長作
樺太及樺太を担う人々 152～153

鈴木長四郎
樺太之豊原 201～203 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 588～589 明治3〔1870〕～ 肖像あり

鈴木貞吉
現代札幌人物史 141～142 肖像あり

鈴木定次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

鈴木哲治
開道五十年記念北海道 511 明治14〔1881〕～ 肖像あり

鈴木徳助
自治産業発達誌 371 肖像あり

鈴木寅吉
東北海道の人物 477～479 明治23〔1890〕～ 肖像あり

鈴木日出貞
函館名士録 157～158 スズキ　ヒデサダ 明治33〔1900〕～ 肖像あり

327 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

鈴木寧
札幌紳士録 377 明治14〔1881〕～ 肖像129
北海道人名辞書　第二版 187 スズキヤスシ 明治14〔1881〕～

鈴木巴
北海道医事通覧　前編 52 肖像(巻頭)

鈴木繁樹
東北海道の人物 490～492 明治10〔1877〕～ 肖像あり

鈴木彦太郎
最近之樺太 24 明治2〔1869〕～ 肖像あり

鈴木武次郎
北海道医事通覧　前編 65 明治13〔1880〕～ 肖像(巻頭)

鈴木武雄
自治産業発達誌 282 明治38〔1905〕～ 肖像あり

鈴木文雄
自治産業発達誌 480 肖像あり

鈴木弁治
北海開発事績　再版 813 スズキベンジ 明治20〔1887〕～

鈴木保
樺太及樺太を担う人々 154 明治19〔1886〕～

鈴木保臣
北海道 名辞書 ズキ オ 治 〔 〕北海道人名辞書 374 スズキヤスオミ 明治8〔1875〕～

鈴木峰次

北海道立志編　第5巻　第二版 592～593 万延元〔1860〕～
肖像では「鈴木峰治」と
表記

鈴木豊三郎（スズキ　トヨサブロウ、明治2〔1869〕～大正9〔1920〕）
札幌之人 336（肖像336） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
静浪遺稿 132～133
北海人物評論 41 肖像あり（巻頭）
北海道人名辞書 77～78 スズキトヨサブロウ 明治2〔1869〕～
北海道立志編　第1巻 408～411 明治2〔1869〕～ 肖像あり

鈴木豊次
開道五十年記念北海道 404 明治11〔1878〕～ 肖像あり

鈴木又衛
札幌紳士録 377～378 元治元〔1864〕～ 肖像129
札幌之人 337（肖像337） 元治元〔1864〕～ 肖像あり
静浪遺稿 78～79 肖像あり
北海道人名辞書 76 スズキマタエイ 文久元〔1861〕～
北海道人名辞書　第二版 187～188 スズキマタエイ 文久元〔1861〕～

鈴木末吉
札幌紳士録 381 明治9〔1876〕～ 肖像巻頭る

鈴木民太郎
札幌紳士録 376～377 明治3〔1870〕～
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鈴木弥三郎
自治産業発達誌 459 明治15〔1882〕～

鈴木勇
自治産業発達誌 336～337 明治35〔1902〕～

鈴木勇記
北海道人名辞書　第二版 430 スズキユウキ 慶応3〔1867〕～

鈴木要吉
北海道人名辞書　第二版 345 スズキヨウキチ 明治21〔1887〕～

鈴木要蔵
開道五十年記念北海道 622 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

鈴木竜雄
北海道人名辞書　第二版 187 スズキタツオ 明治24〔1891〕～

鈴木了
自治産業発達誌 706～707 明治14〔1881〕～ 肖像あり

鈴木良胤
大泊之沿革と人物 106～107 明治11〔1878〕～ 肖像あり

鈴木良吉
自治産業発達誌 922 明治18〔1885〕～

鈴木錬栄
自治産業発達誌 治 〔 〕 肖像あり自治産業発達誌 145 明治12〔1879〕～ 肖像あり

鈴村松治郎
樺太之留多加 58～59 明治24〔1891〕～

【す／た行】

須田安友
北海道人名辞書 459 スダヤストモ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 416 スダヤストモ 元治元〔1864〕～

須田金之助
現代札幌人物史 52～53 明治2〔1869〕～
札幌紳士録 371～372 明治2〔1869〕～ 肖像121
札幌之人 329（肖像329） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 79 スダキンノスケ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 190～191 スダキンノスケ 明治2〔1869〕～

須田孝太郎
函館名士録 289～290 スダ　コウタロウ 明治21〔1887〕～

須田市十郎
開道五十年記念北海道 560 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

須田小左衛工門

北海道立志編　第1巻 402～404 弘化元〔1844〕～
肖像では「須田小左工
門」と表記
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須田小兵衛
小樽区外七郡案内 184 ～明治40〔1907〕 肖像あり

須田正太郎
小樽区外七郡案内 42

須田正之輔
北海道立志編　第5巻　第二版 282～284 安政6〔1859〕～ 肖像あり

【すどう】

須藤一
東北海道人物画伝 27 万延元〔1860〕～ 肖像あり

須藤久七
北海道樺太名士大鑑 79～80　 明治13〔1880〕～ 本文に肖像あり

須藤金五郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 217～218 安政2〔1855〕～ 肖像（216と217の間）

須藤元
北海道人名辞書　第二版 422 スドウハジメ 明治25〔1892〕～

須藤光俊
樺太及樺太を担う人々 151～152
人物覚書帳 38

須藤才八
北海開発事績　再版 659 スドウサイハチ 明治元〔1868〕～

須藤順治
開道五十年記念北海道　再版 289 スドウジュンジ 明治3〔1870〕～

須藤直吉
北海道人名辞書 283 スドウナオキチ 明治12〔1879〕～

須藤諦
現代札幌人物史 204 明治19〔1886〕～

須藤万次郎

北海道立志編　第4巻　増補訂正 222～224 万延元〔1860〕～
肖像（220と221の間） 息
子とともに

砂子賢次郎
自治産業発達誌 212～213 肖像あり

砂沢正俊
北海道立志編　第2巻 3‐209～211 安政元〔1854〕～ 肖像あり

砂田弥一郎
自治産業発達誌 218 明治11〔1878〕～

砂山弥一郎
開道五十年記念北海道 597 明治12〔1879〕～ 肖像あり

【す／は行】
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寿原英太郎（スハラ　エイタロウ、明治15〔1882〕～昭和32〔1957〕）
小樽の人と名勝 373～374 明治15〔1882〕～
人物覚書帳 410

寿原外吉（スハラ　ソトキチ、明治34〔1901〕～昭和60〔1985〕）
人物覚書帳 347

寿原重太郎
小樽の人と名勝 58～59 明治2〔1869〕～
人物覚書帳 108～109 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書 200 スハラジュウタロウ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 225 スハラジュウタロウ 明治2〔1869〕～

寿原純一郎
北海道人名辞書 200 スハラジュウタロウ 明治18〔1885〕～

寿原要太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 285～286 嘉永3〔1850〕～

須原幸次郎
北海道人名辞書　第二版 420 スハラコウジロウ 明治14〔1881〕～

栖原角兵衛（スハラ　カクベエ、生没年不詳）
開道五十年記念北海道 23～24 ～大正7〔1918〕 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 41～42 スハラカクベエ ～大正7〔1918〕
北の先覚　改訂版 181～188 ～大正7〔1918〕
北海開発事績　再版 389～390 サイハラカクベエ ～大正7〔1918〕 10代目

北海道開拓功労者関係資料集録　上 158～159 スハラ　カクベエ ～大正7〔1918〕
10代目、カラフト漁業、海
運事業

北海道 名辞書 カクベ北海道人名辞書 666～667 スハラカクベエ
北海道人名辞書　第二版 645 スハラカクベイ 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 1～7 肖像あり

椙山常治
北海道人名辞書　第二版 416 スベキヤマツネジ 明治21〔1887〕～

【す／ま行】

須磨藤逸
東北海道人物画伝 55 明治4〔1871〕～ 肖像あり
東北海道の人物 475～477 明治4〔1871〕～

須磨定吉
開道五十年記念北海道　再版 316 スマサダキチ

スミス（Sarah　Clara　Smith、嘉永4〔1851〕～昭和22〔1947〕）
札幌之人 271（肖像271） 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
人物覚書帳 48

北海道開拓功労者関係資料集録　下 193～194 サラ　クララ　スミス
嘉永4〔1851〕～
昭和22〔1947〕

北星学園創立

北海道人名辞書 28 寛永4〔1627〕～
北海道人名辞書　第二版 659～660 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

隅土次郎
札幌紳士録 375～376 明治元〔1868〕～
札幌之人 335（肖像335） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 78 スミツチジロウ 明治元〔1868〕～
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鷲見国司
北海道人名辞書　第二版 191 スミクニジ 明治2〔1869〕～ 肖像あり

鷲見条吉
北海道発達史　第1巻 256～258 嘉永2〔1849〕～

鷲見邦司
札幌之人 328（肖像328） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
人物評論　第1編 152～157
静浪遺稿 33～34
北海道人名辞書 80 スミクニジ 明治2〔1869〕～

北海之商傑 271,284～285 スミクニジ
拓殖貯金銀行監査役、
札幌水力電気㈱常務

住川正平
東北海道人物画伝 49 明治13〔1880〕～ 肖像あり
東北海道の人物 488～489 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 626 スミカワショウヘイ 明治13〔1880〕～

住友辰助
開道五十年記念北海道　再版 459 スミトモタツスケ 明治13〔1880〕～

住友与平
北海道十字之光 196 肖像あり

住谷源興門
北海道立志編　第2巻 5‐111～113 文化13〔1842〕～

住谷尚住谷尚平
北海道人名辞書　第二版 191 スミヤショウヘイ 明治12〔1879〕～

住山大智
自治産業発達誌 104 明治15〔1882〕～ 肖像あり

住吉亀太郎
北海道人名辞書　第二版 430 スミヨシカメタロウ 明治9〔1876〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 331～332

住吉常太郎
北海道人名辞書　第二版 393 スミヨシツネタロウ 明治9〔1876〕～

住吉貞松
小樽の人と名勝 370～371 明治4〔1871〕～

住吉貞之進（スミヨシ　テイノシン、嘉永5〔1852〕～大正2〔1913〕）
北海道人名辞書 200～201 スミヨシテイノシン 嘉永5〔1852〕～

【す／や行～わ】

巣山了然
北海道人名辞書 200 スヤマリヨウゼン 明治14〔1881〕～

諏訪慶禄
札幌之人 327（肖像327） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道医事通覧　前編 33～34 肖像(巻頭)
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諏訪鹿三
北海道人名辞書 614～615 スワシカゾウ 安政5〔1858〕～

諏訪庄兵衛
開道五十年記念北海道 701～702 嘉永5〔1852〕～
東北海道人物画伝 84 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 641 スワショウベエ 嘉永5〔1852〕～

諏訪彦次郎
東北海道人物画伝 18 明治7〔1874〕～ 肖像あり
東北海道の人物 45～47 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道十字之光 234 肖像あり

諏訪六七郎
自治産業発達誌 531 明治17〔1884〕～ 肖像あり

《せ》

【せ／あ行】

勢家直幹
東北海道人物画伝 88 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 641 セイイケナオミキ 明治16〔1883〕～

正座正吉
自治産業発達誌 329～330 明治35〔1902〕～ 肖像あり

清野泰幹
自治産業発達誌 585 明治37〔1904〕～ 肖像あり

清野文吾
樺太之留多加 81 明治24〔1891〕～ 肖像あり

瀬尾権吉
北海道人名辞書　第二版 185～186 セオゴンキチ 明治7〔1874〕～ 肖像あり

瀬尾勇治郎
樺太及樺太を担う人々 184

【せ／か行】

瀬賀勝雄
自治産業発達誌 933～934

瀬川栄三郎
北海道畜産功労者写真帖 117 肖像あり

瀬川市蔵
東北海道の人物 467～470 明治8〔1875〕～ 肖像あり

瀬川春松
北海人物評論 105 安政5〔1858〕～

瀬川船平
人物覚書帳 372

333 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

瀬川泰次郎
開道五十年記念北海道　再版 37 セガワタイジロウ 弘化元〔1844〕～

瀬川末吉
東北海道の人物 473～475 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 119 肖像あり

【せき】

関栄三郎
北海道立志編　第3巻 268～270 文久2〔1862〕～ 肖像あり

関寛（セキ　ユタカ、天保元〔1830）～明治45〔1912〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 160～161 セキ　ユタカ
天保元〔1830〕～
明治45〔1912〕

斗満原野開拓

関関二
北海道人名辞書 471 セキセキジ

関楓葉
人物覚書帳 357～358

関喜十郎
東北海道の人物 471～473 明治7〔1874〕～

関喜八
開道五十年記念北海道　再版 97 セキキハチ 明治6〔1873〕～

関尭介関尭介
樺太及樺太を担う人々 151

関健蔵
北海道人名辞書　第二版 184 セキケンゾウ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

関広吉
北海道十字之光 66 肖像あり
北海道人名辞書 668 セキヒロキチ

関重孝
北海道人名辞書　第二版 291～292 セキシゲタカ 明治3〔1870〕～ 肖像あり

関新太郎
北海開発事績　再版 671 セキシンタロウ 慶応2〔1866〕～

関政五郎
北海道人名辞書 667 セキマサゴロウ

関琢治郎
北海道人名辞書　第二版 430 セキタクジロウ 明治11〔1878〕～

関長吉
北海道立志編　第3巻 528～529 慶応2〔1866〕～

関直右衛門
開道五十年記念北海道　再版 347～348 セキチョクウエモン 明治6〔1873〕～
北海開発事績　再版 432 セキナオウエモン 明治6〔1873〕～
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北海道十字之光 52 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 184 セキナオウエモン 明治6〔1873〕～ 肖像あり

関鶴蔵
札幌之人 324（肖像324） 明治7〔1874〕～ 肖像あり

関藤栄
開道五十年記念北海道　再版 164 セキトウエイ 明治19〔1886〕～

関弥四郎
自治産業発達誌 881

堰合福松
開道五十年記念北海道 739 安政3〔1856〕～ 肖像あり

関井嘉吉
開道五十年記念北海道 610 明治14〔1881〕～

関井亀次郎
北海道人名辞書 418 セキイカメジロウ 安政元〔1854〕～

関川精一郎
北海道人名辞書 460 セキカワセイイチロウ 文久元〔1861〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 150～152 文久元〔1861〕～ 肖像（152と153の間)

関川茂平
北海道人名辞書 459～460 セキカワモヘイ 文化13〔1842〕～

関口雅太郎
北海 物評論 治 〔 〕北海人物評論 109～110 明治元〔1868〕～

関口儀一郎
自治産業発達誌 257 明治17〔1884〕～ 肖像あり

関口道三郎
北海道人名辞書 セキグチミチサブロウ 明治15〔1882〕～

関口利勝　初代
小樽区外七郡案内 92～93 肖像あり

北海道人名辞書 500 セキグチトシカツ
天保12〔1841〕～
明治43〔1910〕

肖像あり

関口利勝　2代

北海道人名辞書 500～501 セキグチトシカツ
明治11〔1878〕～
大正2〔1913〕

肖像あり

関崎不二夫
現代札幌人物史 5～6
北海道樺太名士大鑑 8 明治14〔1881〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書 81 セキザキフジオ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 292 セキザキフジオ 明治4〔1871〕～ 肖像あり

世木沢藤三郎
人物覚書帳 27
北海道十字之光 43

関寺専之丞
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北海道人名辞書 460 セキテラセンノジョウ 文化13〔1842〕～

関根源三郎
自治産業発達誌 705

関根盛平
自治産業発達誌 711～712 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道十字之光 242 肖像あり

関根良七
東北海道人物画伝 35 明治2〔1869〕～ 肖像あり

昔農修作
北海道発達史　第1巻 615～617 明治22〔1889〕～

昔農勇太郎
北海道人名辞書　第二版 491 セキノウユウタロウ 明治20〔1887〕～ 肖像あり

昔農与四太郎
北海道発達史　第1巻 615～617 万延元〔1860〕～

堰八愛勲
東北海道の人物 470～471 明治23〔1890〕～
北海道人名辞書　第二版 367 セギハチヨシヒロ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

関原清蔵
北海道発達史　第1巻 614～615 明治9〔1876〕～ 肖像72

【せきや】

関谷栄蔵
北海道立志編　第3巻 530～531 嘉永元〔1848〕～

関谷牛五郎

北海道立志編　第5巻　第二版 583～584 明治14〔1881〕～
肖像では「関谷丑五郎」
と表記

関谷広吉
北海道人名辞書 81 セキヤヒロキチ 明治8〔1875〕～

関谷篤三
北海人物評論 79 肖像あり
北海道人名辞書 81 セキヤトクゾウ 安政元〔1854〕～

関野国治
人物覚書帳 125～126

関野清松
自治産業発達誌 95～96 明治23〔1890〕～ 肖像あり

関矢才五郎
北海道発達史　第1巻 161～162 安政2〔1855〕～ 肖像72

関矢孫左衛門（セキヤ　マゴザエモン、弘化元〔1844〕～大正6〔1917〕）
開道五十年記念北海道 37～38 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 35～39 セキヤマゴザエモン
弘化2〔1845〕～
大正6〔1917〕
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北海開発事績　再版 336 セキヤマゴザエモン 弘化2〔1845〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 164～165 セキヤ　マゴザエモン
弘化元〔1844〕～
大正6〔1917〕

野幌原野開拓の祖

北海道人名辞書 394～395 セキヤマゴザエモン 弘化2〔1845〕～

北海道人名辞書　第二版 650～651 セキヤマゴザエモン
弘化2〔1845〕～
大正6〔1917〕

肖像あり

北海道拓殖功労者旌彰録 265～268
弘化元〔1844〕～
大正6〔1917〕

肖像あり

関矢八太郎
北海道立志編　第3巻 270～272 安政2〔1855〕～ 肖像あり

瀬口喜作
自治産業発達誌 344 明治13〔1880〕～ 肖像あり

【せ／さ行～ん】

瀬崎喜太郎
最近之樺太 肖像（巻頭） 知床村村長

瀬崎初三郎
函館名士録 320 ㈱函館運送社監査役
北海道人名辞書 285 セザキハツサブロウ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 292 セザキハツサブロウ 明治7〔1874〕～

瀬下与三左衛門
北海道人名辞書 433 セジモヨサザエモン 嘉永2〔1849〕～

瀬戸国治
樽 と名勝 治 〔 〕小樽の人と名勝 369～370 明治13〔1880〕～

人物覚書帳 43～44
北海道人名辞書 201 セトクニハル 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書　第二版 224～225 セトクニハル 明治13〔1880〕～

瀬戸太兵衛
開道五十年記念北海道 311 文久2〔1862〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 459 セトタヘエ 文久2〔1862〕～
北海道人名辞書　第二版 415～416 セトタヘイ 文久2〔1862〕～

瀬戸山伍助
樺太之豊原 144～146 安政4〔1857〕～ 肖像あり

関場不二彦（セキバ　フジヒコ、慶応元〔1865〕～昭和14〔1939〕）
現代札幌人物史 165～166
札幌紳士録 369～371 慶応元〔1865〕～ 肖像122
札幌之人 325（肖像325） 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
静浪遺稿 29～31 肖像あり
北海開発事績　再版 420 セキバフジヒコ 慶応元〔1865〕～
北海人物評論 48～49 慶応2〔1866〕～
北海道医事通覧　前編 32～33 慶応元〔1865〕～ 肖像(巻頭)

北海道開拓功労者関係資料集録　上 162～163 セキバ　フジヒコ
慶応元〔1865〕～
昭和14〔1939〕

北海道医師会創立、札
幌市議会議員

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 159～161 数は第一編のもの
北海道人名辞書 80～81 セキバフジヒコ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 184～185 セキバフジヒコ 慶応元〔1865〕～

瀬谷真吉郎
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北海道人名辞書　第二版 405 セヤシンキチロウ 明治14〔1881〕～

世良田賢秀
後志國要覧 209 元治元〔1864〕～
北海道立志編　第1巻 420～421 元治元〔1864〕～ 肖像あり

世良田秀夫
開道五十年記念北海道 265 明治23〔1890〕～ 肖像あり

芹沢外記
樺太及樺太を担う人々 149～150 明治28〔1895〕～ 肖像あり

先覚助太郎
開道五十年記念北海道　再版 287 センカクスケタロウ 慶応3〔1867〕～

箭川常吉
北海道立志編　第5巻　第二版 473～474 文久3〔1863〕～

千秋幹一
北海道人名辞書 82 センシュウカンイチ 明治17〔1884〕～

仙田巳之松
北海道立志編　第2巻 3‐218～220 ～明治36〔1903〕 肖像あり

千田貞二
北海道人名辞書　第二版 442～443 センダサダジ 明治9〔1876〕～

千田林助
北海道立志編　第3巻 334～336 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり（330の次）

泉対信之助
北海道人名辞書　第二版 186 センツイシンノスケ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

仙場松斉
北海道人名辞書　第二版 185 センバショウサイ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

善波功
札幌紳士録 371 明治9〔1876〕～ 肖像121
札幌之人 326（肖像326） 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 82 ゼンバイサオ 明治9〔1876〕～

仙防由松

北海道人名辞書 82 センボウヨシマツ
明治4〔1871〕～
大正3〔1914〕

仙北谷伊太郎
自治産業発達誌 493 明治23〔1890〕～ 肖像あり

《そ》

【そ／あ行】

宗憲
大泊之沿革と人物 79～80 明治25〔1892〕～ 肖像あり（巻頭）
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僧智酔
開道五十年記念北海道 18～19 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 28 ソウチスイ
北海道人名辞書 668 ソウチスイ

僧鸞洲
開道五十年記念北海道 19
開道五十年記念北海道　再版 28 ソウランシュウ
北海道人名辞書 668 ソウランシュウ

荘子斌
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 69～77 安政5〔1858〕～ 数は第一編のもの

操上粂蔵
開道五十年記念北海道　再版 151 ソウジョウクメゾウ 明治9〔1876〕～
北海道十字之光 180 肖像あり

相馬建一郎
北海道人名辞書 276 ソウマケンイチロウ 慶応3〔1867〕～

相馬三郎
北海開発事績　再版 664 ソウマサブロウ 明治10〔1877〕～

相馬松太郎
大泊之沿革と人物 77 明治17〔1884〕～ 肖像あり

相馬浅八
開道五十年記念北海道　再版 381 ソウマアサハチ 安政5〔1858〕～

相 潮清相馬潮清
北海道立志編　第5巻　第二版 132～133 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

相馬哲平（ソウマ　テッペイ、天保4〔1833〕～大正10〔1921〕）
開道五十年記念北海道 142～143 天保4〔1833〕～

函館市功労者小伝 55
天保4〔1833〕～
大正10〔1921〕

肖像あり

函館名士録 159～161,330 ソウマ　テッペイ 慶応2〔1866〕～
肖像あり、北日本油脂工
業㈱取締役

北海道十字之光 7 肖像あり
北海道人名辞書 275～276 ソウマテッぺイ 天保4〔1833〕～
北海道人名辞書　第二版 658～659 ソウマテッペイ 天保4〔1833〕～ 肖像あり

相馬藤太郎
樺太之豊原 53～55 明治元〔1868〕～ 肖像あり

相馬雄作
樺太人物大観 113～115 町村長

相馬留吉
北海道立志編　第3巻 385～388 肖像あり

早山清太郎（ソウヤマ　セイタロウ、文化14〔1817〕～明治40〔1907〕）
北海開発事績　再版 372～373 ハヤマセイタロウ ～明治37〔1904〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 166～167 ソウヤマ　セイタロウ
文化14〔1817〕～
明治40〔1907〕

石狩の水稲試作と新道
開削

北海道人名辞書 118～119 ハヤマセイタロウ ～明治37〔1904〕
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北海道拓殖功労者旌彰録 49～52
文化14〔1817〕～
明治40〔1907〕

肖像あり

北海道立志編　第2巻 3‐7～10

副島恵吉
開道五十年記念北海道 494 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道十字之光 105 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 333 ソイジマケイキチ

副島如箭
北海道樺太名士大鑑 98 明治14〔1881〕～

添田いの子
北海道医事通覧　前編 91

添田欽允
北海道十字之光 108 肖像あり
北海道人名辞書 576～577 ソエダキンイン 文久元〔1861〕～
北海道畜産功労者写真帖 59 肖像あり
北海道立志編　第3巻 384～385 文久元〔1861〕～ 肖像あり

添田正治
北海道人名辞書　第二版 69 ソイダマサハル 明治2〔1869〕～

添田弼
開道五十年記念北海道 420 嘉永元〔1848〕～
小樽区外七郡案内 112
小樽区実業家百撰立志編 71～74 肖像あり

小樽の人と名勝 272～274
嘉永元〔1848〕～
大 〔 〕

小樽の人と名勝 272～274
大正5〔1916〕

北海人物評論 43 肖像あり（巻頭）
北海道人名辞書 201～202 ソエダタスク 嘉永元〔1848〕～
北海道立志編　第1巻 207～210 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

添田武源
現代札幌人物史 154～155
自治産業発達誌 923
人物覚書帳 151

添田竜吉（ソエダ　リュウキチ、天保9〔1838〕～大正2〔1913〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 168～169 ソエダ　リュウキチ
天保9〔1838〕～
大正2〔1913〕

室蘭開拓

北海道人名辞書 576 ソエダリュウキチ
天保9〔1838〕～
大正2〔1913〕

北海道立志編　第1巻 210～213 天保9〔1838〕～ 肖像あり

【そ／か行】

曽我正一
樺太人物大観 333～334 町村会議員

曽我祐光
北海道人名辞書　第二版 68～ 69 ソガスケミツ 明治13〔1880〕～

曽我浦三郎
北海開発事績　再版 730～731 ソガウラサブロウ 明治17〔1884〕～
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曽我部仁平
開道五十年記念北海道　再版 122 ソガベジンベイ 明治10〔1877〕～
北海開発事績　再版 550 ソガベジンヘイ 明治10〔1877〕～
北海道十字之光 149 肖像あり
北海道人名辞書 537～538 ソガベニヘイ 明治11〔1878〕～

曽我部竹蔵
開道五十年記念北海道　再版 121 ソガベタケゾウ 天保10〔1839〕～

曽我部直治

函館名士録 333
拓殖無盡㈱函館支店監
査役

【そ／た～ま行】

曽田憲彦

開道五十年記念北海道　再版 255 ソダノリヒコ
明治5〔1872〕～
明治44〔1911〕

北海道人名辞書　第二版 385～386 ソドノリヒコ 明治5〔1872〕～

外崎弥助
樺太之豊原 55～56 明治19〔1886〕～ 肖像あり

外山源吾
人物覚書帳 18～19

曽根正次
北海道人名辞書　第二版 565～566 ソネマサジ 明治10〔1877〕～

曽曽根原浜三
東北海道人物画伝 10 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 570 ソネハラハマゾウ 明治元〔1868〕～

園田安賢（ソノダ　ヤスカタ、嘉永3〔1850）～大正13〔1924〕）
開道五十年記念北海道 7 嘉永3〔1850〕～
開道五十年記念北海道　再版 8 ソノダアンケン 嘉永3〔1850〕～
北海開発事績　再版 330 ソノダヤスマサ 嘉永3〔1850〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 172～173 ソノダ　ヤスカタ
嘉永3〔1850〕～
大正13〔1924〕

第8代目北海道庁長官

北海道人名辞書 668～669 ソノダヤスカニ 嘉永3〔1850〕～
北海道人名辞書　第二版 647～648 ソノダヤスカタ 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 469～472 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

園田栄五郎
札幌之人 152（肖像152） 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 82～83 ソノダエイゴロウ 明治13〔1880〕～

園田七男
北海道医事通覧　前編 61

園田実徳（ソノダ　サネノリ、嘉永元〔1848〕～大正6〔1917〕）

開道五十年記念北海道 54～55
嘉永元〔1848〕～
大正6〔1917〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 75～76 ソノダジツノリ
嘉永元〔1848〕～
大正6〔1917〕

函館市功労者小伝 34
嘉永元〔1848〕～
大正6〔1917〕

肖像あり
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北海開発事績　再版 354～355 ソノダサネノリ
嘉永元〔1848〕～
大正6〔1917〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 170～171 ソノダ　サネノリ
嘉永元〔1848〕～
大正6〔1917〕

函館・根室航路開設、函
館・小樽間の鉄道敷設に
尽力

北海道人名辞書 669～670 ソノダサネノリ 嘉永元〔1848〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 249～253
嘉永元〔1848〕～
大正6〔1917〕

肖像あり

北海道畜産功労者写真帖 57 肖像あり

北海之商傑 119,218 ソノダジットク
北海道人造肥料会社、
金森商船㈱共同経営者

園田守光
北海道人名辞書 202 ソノダモリミツ 慶応元〔1865〕～

園田仁右衛門
北海道発達史　第1巻 336～338 嘉永6〔1853〕～ 肖像74

園田半之助
北海道人名辞書 285 ソノダハンノスケ 文久元〔1861〕～

園田雄吉
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（202と203の間）

染木広吉
北海道立志編　第2巻 5‐162～164 安政5〔1858〕～ 肖像あり

《 》《た》

【た／あ行】

田居小太郎
東北海道の人物 176～178 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 744 タイコタロウ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 351～352 タイコタロウ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

醍醐晃
北海道人名辞書　第二版 516 ダイゴアキラ 明治15〔1882〕～

大条酉三
北海道人名辞書　第二版 452 ダイジョウトリサブロウ 明治18〔1885〕～

大東勝市
自治産業発達誌 434～435 肖像あり

大東福蔵
北海道発達史　第1巻 415～417 明治3〔1870〕～ 肖像17

大道英仙
東北海道の人物 257～259 肖像あり
北海道人名辞書 628 ダイドウエイセン 明治9〔1876〕～

大道寺鎌治
東北海道人物画伝 19 明治8〔1875〕～ 肖像あり
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大道寺政治
自治産業発達誌 765 肖像あり

大徳我一
自治産業発達誌 883

大門宅七
樺太之豊原 42～43 明治12〔1879〕～
北海開発事績　再版 506 ダイモンタクシチ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 67 ダイモンタクシチ 明治12〔1879〕～

平喜三郎
開道五十年記念北海道　再版 586 タイラキサブロウ 嘉永元〔1848〕～

平徳太郎
大泊之沿革と人物 56～57 肖像あり

田尾民五郎
北海道十字之光 208 肖像あり

田岡之嗣
樺太之留多加 53～54 明治29〔1896〕～

【た／か行】

高井平吉

開道五十年記念北海道　再版 101 タカイヘイキチ
嘉永元〔1848〕～
大正8〔1919〕

今井藤七と来道

高井幸次郎
北海道人名辞書 528～529 タカイコウジロウ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 563 タカイコウジロウ 明治6〔1873〕～

高井国平
大泊之沿革と人物 65～66 明治7〔1874〕～ 肖像あり

高井善八
自治産業発達誌 317 明治23〔1890〕～

高井鶴太郎
樺太之留多加 40～41 明治14〔1881〕～ 肖像あり

高薄藤一
開道五十年記念北海道 579 安政5〔1858〕～

高尾喜作
樺太之豊原 50～51 明治30〔1897〕～

高尾佐之治
開道五十年記念北海道　再版 398 タカオサノジ 安政5〔1858〕～ 様似農業恩人

高尾善次
人物覚書帳 174

高尾竹次郎
開道五十年記念北海道　再版 259 タカオタケジロウ 慶応3〔1867〕～
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高雄道徳
開道五十年記念北海道　再版 392～394 タカオミチノリ 文久2〔1862〕～

高岡熊雄（タカオカ　クマオ、明治4〔1871〕～昭和36〔1961〕）
現代札幌人物史 51～52
札幌紳士録 153～154 明治4〔1871〕～
札幌之人 142（肖像142） 明治4〔1871〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 174～175 タカオカ　クマオ
明治4〔1871〕～
昭和36〔1961〕

北海道人名辞書 85 タカオカクマオ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 57 タカオカクマオ 明治4〔1871〕～

高岡次郎
北海道人名辞書　第二版 251 タカオクジロウ 明治17〔1884〕～

高岡直吉（タカオカ　タダヨシ、万延元〔1860）～昭和17〔1942〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 176～177 タカオカ　タダヨシ
万延元〔1860〕～
昭和17〔1942〕

千島調査を実施、初代
札幌市長

北海道人名辞書　第二版 56～57 タカオカナオキチ 万延元〔1860〕～

高岡縫殿
東北海道人物画伝 66 明治6〔1873〕～ 写真では「高岡縫」と表

【たかぎ】

高木栄五郎
北海道立志編　第2巻 3‐81～83 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

高木外次郎
北海開発事績 版 タカギ ジ ウ 文久 〔 〕北海開発事績　再版 553 タカギソトジロウ 文久2〔1862〕～

高木釜三郎
開道五十年記念北海道 320 明治5〔1872〕～

高木九十郎
北海道発達史　第1巻 314～315 明治2〔1869〕～ 肖像73

高木啓三郎
自治産業発達誌 223 明治13〔1880〕～ 肖像あり

高木健次
函館名士録 176 タカギ　ケンジ 明治38〔1905〕～ 肖像あり

高木鎌次郎
自治産業発達誌 345 明治17〔1884〕～ 肖像あり

高木五三郎
北海道人名辞書 289～290 タカギゴサブロウ 文久元〔1861〕～

高木幸太郎
北海道で成功した人々 143～152

高木克昌
北海開発事績　再版 577 タカギカツマサ

高木佐吉
北海道立志編　第3巻 361～363 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
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高木三郎
静浪遺稿 107～109

高木信二郎
北海人物評論 56 安政4〔1857〕～ 巻頭に肖像あり

高木倉造
北海道立志編　第4巻　増補訂正 42～44 弘化4〔1847〕～ 肖像（40と41の間）

高木荘治
函館名士録 177～178 タカギ　ソウジ 明治41〔1908〕～ 肖像あり

高木長作
人物覚書帳 17

高木長四郎
開道五十年記念北海道　再版 39 タカギチョウシロウ 明治5〔1872〕～

高木長蔵
開道五十年記念北海道　再版 39 タカギチョウゾウ

高木直衛
北海道人名辞書 290 タカギナオエ 天保10〔1839〕～

高木直一
北海道人名辞書　第二版 65 タカギナオイチ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

高木徳蔵
北海道立志編 第 巻 第 版 安政 〔 〕 肖像あり北海道立志編　第5巻　第二版 406～407 安政4〔1857〕～ 肖像あり

高木万次郎
東北海道人物画伝 68 肖像あり

高木文次郎
北海開発事績　再版 643 タカギブンジロウ 明治12〔1879〕～

高木勉
北海道樺太名士大鑑 108 本文に肖像あり

高木良子
北海道医事通覧　前編 76 肖像(巻頭)

高久保重一
自治産業発達誌 515 明治35〔1902〕～

【たかくら】

高倉安次郎（タカクラ　ヤスジロウ、明治6〔1873〕～昭和8〔1933〕）
人物評論　第1編 158～166 明治6〔1873〕～
静浪遺稿 134～137 肖像あり
東北海道の人物 9～11 肖像あり
東北海道人物画伝 7 明治6〔1873〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 178～179
明治6〔1873〕～
昭和8〔1933〕

十勝産業の礎を築く

北海道人名辞書 615 タカクラヤスジロウ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 569～570 タカクラヤスジロウ 明治6〔1873〕～
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高倉幸作
自治産業発達誌 497 明治35〔1902〕～ 肖像あり

高倉耕三
北海道人名辞書　第二版 333 タカクラコウゾウ 明治21〔1887〕～

高倉時郎
札幌紳士録 157～158 慶応2〔1866〕～
札幌之人 144（肖像144） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 86 タカクラトキロウ 慶応2〔1866〕～

高倉直弘
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加支庁庶務係長

高倉定助
自治産業発達誌 731 明治26〔1893〕～

高倉与三松
北海開発事績　再版 557 タカクラヨサマツ 明治10〔1877〕～

高桑九平
北海道人名辞書 289 タカクワクヘイ 安政2〔1855〕～

高桑清助
自治産業発達誌 898～899 明治6〔1873〕～

高桑市蔵
開道五十年記念北海道 448 慶応2〔1866〕～
札幌紳 録 慶応 〔 〕札幌紳士録 156～157 慶応2〔1866〕～
札幌之人 143（肖像143） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海人物評論 60～61 慶応2〔1866〕～ 肖像あり（巻頭）
北海道十字之光 54 肖像あり
北海道人名辞書 83 タカクワイチゾウ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 621 タカクワイチゾウ 慶応2〔1866〕～

高桑祐三郎
北海道十字之光 68 肖像あり

高崎光蔵
樺太之豊原 210～212

高崎仁三郎
開道五十年記念北海道　再版 84 タカサキジンサブロウ 慶応2〔1866〕～ 江別実業界重鎮

【たかしま】

高島一二七
樺太及樺太を担う人々 175～176

高島久次郎
樺太及樺太を担う人々 52～53 明治18〔1885〕～ 肖像あり

高島権七
自治産業発達誌 363 明治4〔1871〕～

高島政治
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北海道人名辞書　第二版 62～63 タカシママサジ 明治4〔1871〕～

高島精一
北海道医事通覧　前編 72

高島長政
開道五十年記念北海道 104 肖像あり

高島徳三郎
自治産業発達誌 760～761 明治7〔1874〕～ 肖像あり

高島己作
東北海道の人物 183～185 明治7〔1874〕～

高島紋太郎
自治産業発達誌 555～556 明治11〔1878〕～

高島弥一郎

札幌之人 147（肖像147） 安政2〔1855〕～
肖像あり、「高島弥市郎」
と表記

北海道人名辞書 87 タカシマヤイチロウ 安政2〔1855〕～
北海道人名辞書　第二版 62 タカシマヤイチロウ 安政2〔1855〕～

高城正治
東北海道の人物 172～173 明治18〔1885〕～ 肖像あり

高城惣吉
北海道立志編　第3巻 378～380 肖像あり

高杉栄次郎高杉栄次郎
札幌紳士録 161 慶応3〔1867〕～

高杉権蔵
大泊之沿革と人物 74～75 明治7〔1874〕～ 肖像あり

高杉清太郎
大泊之沿革と人物 108～109

高杉籐三郎
北海道人名辞書 288 タカスギトウサブロウ 安政5〔1858〕～

高瀬金治郎
自治産業発達誌 82 肖像あり

高瀬幸次郎
自治産業発達誌 142 明治4〔1871〕～ 肖像あり

高瀬重元
自治産業発達誌 543 明治27〔1894〕～ 肖像あり

高瀬重之
人物覚書帳 382

函館名士録 172～173,293 タカセ　シゲユキ 明治20〔1887〕～
肖像あり、日魯漁業㈱庶
務課長

高瀬貞次郎
樺太之豊原 49～59 明治10〔1877〕～ 肖像あり
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高瀬和三郎
北海人物評論 58 天保元〔1830〕～

北海道人名辞書 87～88 タカセワサブロウ
天保元〔1830〕～
明治42〔1909〕

北海道立志編　第2巻 5‐33～35 天保元〔1830〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 374～376 高瀬果樹園の項で記載

【たかだ】

高田安己
樺太及樺太を担う人々 63～64 肖像あり

高田安次郎
北海道人名辞書 288 タカダヤスジロウ 慶応元〔1865〕～

高田寛
札幌紳士録 77 明治12〔1879〕～

高田岩次郎
自治産業発達誌 216～217 肖像あり

高田喜共
東北海道の人物 43～44 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 529 タカダキキヨウ 明治11〔1878〕～

高田吉蔵
北海道立志編　第3巻 368～370 肖像あり

高 源蔵高田源蔵
開道五十年記念北海道 571 嘉永3〔1850〕～
北海道十字之光 203 肖像あり
北海道人名辞書 602 タカダゲンゾウ 嘉永3〔1850〕～

高田寿
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 67～68 慶応2〔1866〕～ 数は第一編のもの

高田周太郎
北海道人名辞書　第二版 383 タカダシュウタロウ 明治15〔1882〕～

高田宗五郎
北海開発事績　再版 629 タカダソウゴロウ 明治11〔1878〕～

高田秀男
札幌之人 141（肖像141） 明治22〔1889〕～ 肖像あり

高田重三郎
北海道人名辞書 538 タカダジュウザブロウ 安政2〔1855〕～

高田初治
自治産業発達誌 486～487 明治10〔1877〕～ 肖像あり

高田松太郎
開道五十年記念北海道 290 明治2〔1869〕～

高田清一
樺太之豊原 178 肖像あり
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高田善蔵
北海道人名辞書　第二版 68 タカダゼンゾウ 明治26〔1893〕～

高田知作
人物覚書帳 156

高田忠兵衛
樺太之豊原 177～178 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

高田鼎
樺太之豊原 179～180 明治26〔1893〕～ 肖像(巻頭)

高田鉄三
北海開発事績　再版 352～ タカダテツゾウ 天保14〔1843〕～
北海道人名辞書 672 タカダテツゾウ 天保14〔1843〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 45～48
天保14〔1843〕～
大正5〔1916〕

肖像あり

高田鉄次郎
開道五十年記念北海道　再版 239 タカダテツジロウ 明治2〔1869〕～

高田鉄蔵

開道五十年記念北海道　再版 238 タカダテツゾウ
天保14〔1843〕～
大正5〔1916〕

道造林界恩人

高田冬吉
自治産業発達誌 188～189 明治29〔1896〕～

高 富与（タカダ 治 〔 〕 和 〔 〕）高田富与（タカダ　トミヨ、明治25〔1892〕～昭和51〔1976〕）
現代札幌人物史 118～119 明治25〔1892〕～ 肖像あり

人物覚書帳
71～72、305
～306、385

高田米造
開道五十年記念北海道 427 明治16〔1883〕～ 肖像あり

高田万治郎

北海開発事績　再版 351～352 タカダマンジロウ
文政10〔1827〕～
明治42〔1909〕

北海道人名辞書 422～423 タカダマンジロウ
文政10〔1827〕～
明治42〔1909〕

北海道拓殖功労者旌彰録 21～24
文政10〔1827〕～
明治42〔1909〕

肖像あり

高田弥助
北海道立志編　第5巻　第二版 113～114 文久3〔1863〕～ 肖像あり

高田与太郎
開道五十年記念北海道　再版 135 タカダヨタロウ 明治2〔1869〕～

高田良作
人物覚書帳 5～6
北海道樺太名士大鑑 67 明治16〔1883〕～ 本文に肖像あり

鷹田キヨ
最近之樺太 82～83 明治14〔1881〕～
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鷹田元次郎
函館名士録 189～190 タカダ　モトジロウ 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 252 タカダモトジロウ 明治3〔1870〕～

高谷健造
人物覚書帳 16

高谷長次郎
東北海道の人物 157～158 肖像あり

高谷隆造
現代札幌人物史 265～266

高田屋嘉兵衛（タカダヤ　カヘエ、明和6〔1769〕～文政10〔1827〕）
開道五十年記念北海道 14～16 明和6〔1769〕～ 肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 　　24～25 タカダヤカヘエ
明和6〔1769〕～
文政10〔1827〕

函館市功労者小伝 5
明和6〔1769〕～
文政10〔1827〕

肖像あり

北の先覚　改訂版 65～74
明和6〔1769〕～
文政10〔1827〕

北海開発事績　再版 385～386 タカダヤカヘエ
明和6〔1769〕～
文政10〔1827〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 180～181 タカダヤ　カヘエ
明和6〔1769〕～
文政10〔1827〕

エトロフ航路の開発

北海道人名辞書 670～672 タカダヤカヘエ
明和6〔1769〕～
文政10〔1827〕

北海道人名辞書　第二版 622～623 タカダヤカヘイ 明和6〔1769〕～
和 〔 〕

北海道拓殖功労者旌彰録 533～537
明和6〔1769〕～
文政10〔1827〕

高田屋金兵衛（タカダヤ　キンベエ、安永4〔1775〕～弘化3〔1846〕）
函館市功労者小伝 6 ～弘化3〔1846〕

高津卯之助
開道五十年記念北海道　再版 353 タカツウノスケ 明治16〔1883〕～

高津弥三吉
開道五十年記念北海道　再版 413 タカツヤミキチ 慶応3〔1867〕～
自治産業発達誌 354 肖像あり

高月茂
樺太人物大観 290～293 町村会議員

高辻栄太郎
開道五十年記念北海道 206 明治9〔1876〕～ 肖像あり

高寺常次郎
北海道人名辞書　第二版 592 タカテラツネジロウ 安政5〔1858〕～

高頭長治
北海人物評論 90～91 安政元〔1854〕～ 肖像あり

高取熊次郎
北海人物評論 32～33 慶応元〔1865〕～
北海道立志編　第1巻 169～171 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
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高梨伝四郎
大泊之沿革と人物 37～38

高梨芳太郎
樺太及樺太を担う人々 60～61 肖像あり

最近之樺太 肖像（巻頭）
樺太庁指定商官行斫伐
物資供給所

高梨芳松
樺太及樺太を担う人々 57～58 肖像あり

【たかの】

高野為一
北海道樺太名士大鑑 137 明治17〔1884〕～ 本文に肖像あり

高野幾太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 416～417 明治8〔1875〕～ 肖像あり

高野吉五郎
開道五十年記念北海道　再版 458 タカノヨシゴロウ 明治6〔1873〕～

高野久治
人物覚書帳 14

高野金作
北海道人名辞書 84 タカノキンサク 明治6〔1873〕～

高野源蔵（タカ ゲ ゾウ 治 〔 〕 和 〔 〕）高野源蔵（タカノ　ゲンゾウ、明治32〔1899〕～昭和61〔1986〕）
自治産業発達誌 557～558 明治32〔1899〕～ 肖像あり

高野源之助
小樽区実業家百撰立志編 197～199

小樽の人と名勝 271～272
嘉永元〔1848〕～
明治40〔1907〕

北海人物評論 10～11 嘉永6〔1853〕～

北海道人名辞書 204 タカノゲンノスケ
嘉永元〔1848〕～
明治40〔1907〕

高野佐治郎
自治産業発達誌 118 明治27〔1894〕～

高野次郎
北海道人名辞書　第二版 192 タナノジロウ 明治25〔1892〕～

高野春吉
北海道立志編　第2巻 4‐89～90 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

高野常吉
開道五十年記念北海道　再版 515 タカノツネキチ 嘉永4〔1851〕～
北海道人名辞書 501 タカノツネキチ 明治9〔1876〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 114～115 肖像あり

高野政一
自治産業発達誌 727
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高野精一
現代札幌人物史 138～139
人物評論　第1編 37～45
北海道人名辞書　第二版 58～59 タカノセイイチ 明治19〔1886〕～

高野誠吉
東北海道の人物 188～191 明治26〔1893〕～ 肖像あり

高野貞助
北海道人名辞書 558～559 タカノテイスケ 文久3〔1863〕～

高野銑次郎
樺太及樺太を担う人々 170～171

高野泰次郎
北海道人名辞書　第二版 424～425 タカノタイジロウ 明治元〔1868〕～

高野藤四郎
北海道人名辞書 84 タカノトウシロウ 慶応3〔1867〕～

高野藤次郎
札幌紳士録 154～155 慶応3〔1867〕～

高野福三郎
開道五十年記念北海道　再版 218 タカノフクサブロウ 明治3〔1870〕～

高野平治
北海道人名辞書 501～502 タカノヘイジ 安政6〔1859〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 110～111 安政6〔1859〕～

高野豊蔵
東北海道人物画伝 48 明治元〔1868〕～ 肖像あり

高野末吉
札幌紳士録 155～156 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書 84～85 タカノスエヨシ 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書　第二版 59 タカノスエヨシ 明治16〔1883〕～

高野祐太郎
北海道人名辞書　第二版 537～538 タカノユウタロウ 明治5〔1872〕～

高野与次郎
自治産業発達誌 755 明治18〔1885〕～ 肖像あり

【たかはし】

高橋タケ
樺太及樺太を担う人々 49～51

高橋愛次郎
東北海道の人物 181～182 明治6〔1873〕～ 肖像あり

高橋安蔵
北海開発事績　再版 706 タカハシヤスゾウ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 587 タカハシヤスゾウ 慶応元〔1865〕～

高橋伊右衛門
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北海道立志編　第5巻　第二版 115～116 明治7〔1874〕～

高橋伊勢吉
北海道十字之光 191 肖像あり

高橋伊八
北海道発達史　第1巻 327～328 安政3〔1856〕～ 肖像71
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

高橋卯左衛門
開道五十年記念北海道　再版 514 タカハシウサエモン 文化13〔1842〕～

高橋卯七
北海道畜産功労者写真帖 43 肖像あり

高橋栄作
北海道立志編　第2巻 3‐90～92 安政5〔1858〕～ 肖像あり

高橋栄三郎
開道五十年記念北海道 432 明治5〔1872〕～ 肖像あり

高橋栄治（タカハシ　エイジ、明治16〔1883〕～昭和43〔1968〕）
札幌紳士録 150 明治16〔1883〕～
札幌之人 140（肖像140） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 61 タカハシエイジ 明治16〔1883〕～

高橋栄治
北海道人名辞書 204 タカハシエイジ 明治6〔1873〕～

高橋栄太郎高橋栄太郎
自治産業発達誌 222～223,233 明治20〔1887〕～ 肖像あり

高橋英隆
開道五十年記念北海道　再版 267 タカハシヒデタカ
後志國要覧 248 慶応元〔1865〕～ 肖像(中間頁)
北海道立志編　第5巻　第二版 106～108 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

高橋嘉男理
樺太及樺太を担う人々 61～62 明治22〔1889〕～ 肖像あり

高橋巌
人物覚書帳 395～396

高橋喜蔵
北海道人名辞書 203 タカハシキゾウ 万延元〔1860〕～

高橋喜代吉
北海道立志編　第5巻　第二版 404～405 文久2〔1862〕～ 肖像あり

高橋喜八郎
北海道人名辞書 490～491 タカハシキハチロウ 明治12〔1879〕～

高橋儀兵衛
北海道人名辞書 389～390 タカハシギヘエ 嘉永6〔1853〕～
北海道立志編　第1巻 179～180 嘉永6〔1853〕～ 高橋儀兵

高橋儀平
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札幌紳士録 150～152 嘉永6〔1853〕～

高橋吉三郎
人物覚書帳 148

高橋久三郎
北海道人名辞書　第二版 522 タカハシキュウサブロウ 明治10〔1877〕～

高橋久松
樺太之豊原 52～53 肖像あり
最近之樺太 11
大泊之沿革と人物 122～124 肖像あり
北海道立志編　第3巻 84～86 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 84～88 肖像あり

高橋久太郎
北海開発事績　再版 772 タカハシキュウタロウ 安政5〔1858〕～
北海道十字之光 158 肖像あり
北海道人名辞書 580～581 タカハシキュウタロウ 安政5〔1858〕～

高橋近直
自治産業発達誌 266 明治25〔1892〕～

高橋金次郎
自治産業発達誌 174 明治17〔1884〕～
北海道人名辞書　第二版 398 タカハシキンジロウ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

高橋銀五郎
北海道人名辞書　第二版 60～61 タカハシギンゴロウ 明治6〔1873〕～

高橋九三
北海道人名辞書 287 タカハシクゾフ 明治2〔1869〕～

高橋熊吉
開道五十年記念北海道　再版 150 タカハシクマキチ 元治元〔1864〕～
北海道立志編　第3巻 370～371 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

高橋熊太郎
自治産業発達誌 333 明治8〔1875〕～

高橋粂四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 126～127 明治7〔1874〕～ 肖像あり

高橋桂郎
樺太之豊原 184～186 明治6〔1873〕～ 肖像あり

高橋権吉
北海道立志編　第5巻　第二版 415～416 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

高橋権三郎
樺太之豊原 275 明治13〔1880〕～

高橋元治郎
自治産業発達誌 718 明治3〔1870〕～

高橋玄浄
自治産業発達誌 285～286 明治35〔1902〕～
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高橋幸高
樺太及樺太を担う人々 62～63 明治19〔1886〕～ 肖像あり

高橋幸蔵
北海開発事績　再版 556 タカハシコウゾウ 嘉永6〔1853〕～

高橋広宣
最近之樺太 肖像（巻頭） 孫枝大谷派布教所

高橋皓
北海道人名辞書　第二版 61 タカハシヒロシ 明治25〔1892〕～

高橋佐助
北海道人名辞書　第二版 60 タカハシサスケ 明治8〔1875〕～

高橋三吉
現代札幌人物史 194～195

高橋治三郎
北海道人名辞書　第二版 60 タカハシジサブロウ 明治17〔1884〕～

高橋種次郎
大泊之沿革と人物 107～108 明治18〔1885〕～ 肖像あり

高橋宗吉
札幌紳士録 152～153 嘉永2〔1849〕～

高橋十三郎
北海道 名辞書 延 〔 〕北海道人名辞書 529 タカハシジュウザブロウ 万延元〔1860〕～

高橋重蔵
北海道人名辞書　第二版 411 タカハシジュウゾウ 明治12〔1879〕～

高橋順治
北海道人名辞書　第二版 473 タカハシジュンジ

高橋勝亮
人物覚書帳 16～17

高橋庄之助
北海開発事績　再版 790 タカハシショウノスケ 明治9〔1876〕～

高橋昌
最近之樺太 10～11

高橋松蔵
北海道発達史　第1巻 634～635 文久3〔1863〕～ 肖像70、田植之景76

高橋松太郎
北海道十字之光 85 肖像あり
北海道立志編　第2巻 5‐30～32 万延元〔1860〕～ 肖像あり

高橋常三郎
人物覚書帳 58～59

高橋常之助
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北海道立志編　第3巻 372～374 明治11〔1878〕～ 肖像あり

高橋常保
北海道人名辞書　第二版 459～460 タカハシツネヤス 明治24〔1891〕～

高橋信茂
開道五十年記念北海道　再版 303～304 タカハシノブシゲ 慶応元〔1865〕～

高橋新市
北海道人名辞書　第二版 303 タカハシシンイチ 明治19〔1886〕～

高橋正男
人物覚書帳 187

高橋正道
北海道人名辞書 286 タカハシマサミチ 明治3〔1870〕～

高橋清吉
開道五十年記念北海道　再版 266～267 タカハシセイキチ 文化13〔1842〕～
後志國要覧 247 文化13〔1842〕～ 肖像(中間頁)
北海道十字之光 132 肖像あり
北海道人名辞書 487 タカハシセイキチ 文化13〔1842〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）
北海道立志編　第5巻　第二版 106～108 肖像あり

高橋清治
開道五十年記念北海道 271 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 5‐36～37 安政元〔1854〕～ 肖像あり

高橋善吉高橋善吉
樺太之豊原 203～204 肖像あり

高橋善平
北海道人名辞書 287 タカハシゼンベイ 明治5〔1872〕～

高橋倉太郎
北海道人名辞書 287～288 タカハシクラタロウ 慶応3〔1867〕～

高橋惣吉
北海道立志編　第5巻　第二版 418～419 肖像あり

高橋多吉
開道五十年記念北海道 304 明治7〔1874〕～ 肖像あり

高橋滝三郎
札幌紳士録 149～150 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書 85 タカハシタキサブロウ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 60 タカハシタキサブロウ 慶応3〔1867〕～

高橋忠作
小樽区実業家百撰立志編 99～101 安政巳
北海道人名辞書 203～204 タカハシチュウサク 安政4〔1857〕～

高橋忠治
北海人物評論 81 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

高橋直孝
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北海道立志編　第2巻 5‐160～162 弘化4〔1847〕～

高橋直治（タカハシ　ナオジ、安政3〔1856〕～大正15〔1926〕）
小樽区外七郡案内 肖像あり〔巻頭〕 小樽区選出代議士
開道五十年記念北海道 421 安政3〔1856〕～ 肖像あり
小樽の人と名勝 270～271 安政3〔1856〕～
小樽区実業家百撰立志編 9～11 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 784 タカハシナオジ 安政3〔1856〕～
北海人物評論 3～5 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書 202～203 タカハシナオジ 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書　第二版 205～206 タカハシナオジ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第1巻 164～168 安政3〔1856〕～ 肖像あり

高橋直之助
自治産業発達誌 615

高橋直躬
北海道発達史　第1巻 323～324 安政5〔1858〕～ 肖像74

高橋悌四郎
人物覚書帳 42

高橋鉄次郎
北海道人名辞書　第二版 251～252 タハシテツジロウ 明治8〔1875〕～

高橋篤太郎
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（100と101の間）

高橋寅之助
樺太 物大観 村長樺太人物大観 124～125 町村長

高橋富太郎
北海道人名辞書　第二版 352 タカハシトミタロウ 明治13〔1880〕～

高橋富之助
北海開発事績　再版 685 タカハシトミノスケ 明治7〔1874〕～

高橋福三
自治産業発達誌 586 明治23〔1890〕～

高橋福蔵
北海道十字之光 227 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 124～125

高橋文五郎
函館名士録 170～171 タカハシ　ブンゴロウ 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 253 タカハシブンゴロウ 明治元〔1868〕～

高橋文仲
北海人物評論 31～32 天保10〔1839〕～

高橋文之助
北海道人名辞書 285～286 タカハシブンノスケ 嘉永5〔1852〕～
北海道立志編　第2巻 3‐83～86 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

高橋文平
樺太之豊原 212～213 明治25〔1892〕～
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北海道人名辞書 594～595 タカハシブンぺイ 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 504 タカハシブンペイ 明治3〔1870〕～

高橋兵市
北海道人名辞書 460 タカハシヘイイチ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 411 タカハシヒョウイチ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

高橋米治
北海道人名辞書 286～287 タカハシヨネジ 文久2〔1862〕～

高橋保太郎
人物覚書帳 129

高橋房次（タカハシ　フサジ、明治15〔1882〕～昭和35〔1960〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 182～183 タカハシ　フサジ
明治15〔1882〕～
昭和35〔1960〕

アイヌ医療に尽力

北海道人名辞書　第二版 553～554 タカハシフサジ 明治15〔1882〕～

高橋又治
東北海道人物画伝 13 文久2〔1862〕～ 肖像あり

高橋茂太郎
小樽の人と名勝 268 明治9〔1876〕～

高橋弥太郎
樺太及樺太を担う人々 64～65
樺太人物大観 239～240 実業家
樺太之豊原 45～47 明治16〔1883〕～ 肖像あり

高橋役治高橋役治
自治産業発達誌 236 明治16〔1883〕～

高橋勇助
後志國要覧 220 天保6〔1835〕～ 肖像(中間頁)

高橋与三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 90～91 明治15〔1882〕～ 肖像あり

高橋理八郎
北海道人名辞書　第二版 250～251 タカハシリハチロウ 明治19〔1886〕～

高橋亮太
北海道人名辞書　第二版 61～62 タカハシリョウタ 明治13〔1880〕～

高橋良一
北海道立志編　第5巻　第二版 402～403 明治8〔1875〕～ 肖像あり

高橋良直
札幌紳士録 152 明治5〔1872〕～
札幌之人 139（肖像139） 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 86 タカハシヨシナオ 明治5〔1872〕～

高橋錬逸
函館名士録 293 日魯漁業㈱監査役

高畠清次郎
東北海道の人物 185～186 肖像あり

358 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

北海道立志編　第3巻 366～368 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

高畑道賢
小樽区外七郡案内 156 肖像あり
後志國要覧 158 弘化2〔1845〕～ 肖像(中間頁)
北海道人名辞書 497 タカハタミチカタ 弘化2〔1845〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 123～124 弘化間～ 肖像あり

高畑利宜（タカバタケ　トシヨシ、天保12〔1841〕～大正11〔1922〕）
郷土を拓く人々 20～42 天保12〔1841〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 184～185 タカバタケ　トシヨシ
天保12〔1841〕～
大正11〔1922〕

岩見沢・旭川間の道路づ
くりの測量と監督

明治の群像　8　開拓と探検 129～143
天保12〔1841〕～
大正11〔1922〕

高原美忠
函館名士録 174～175 タカハラ　ヨシタダ 明治25〔1892〕～

高平常世
北海道人名辞書 375～376 タカヒラトコヨ 明治2〔1869〕～

高増孫治郎
札幌紳士録 159～160 文久3〔1863〕～
札幌之人 146（肖像146） 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 87 タカマスマゴジロウ 文久3〔1863〕～

高松宇吉
開道五十年記念北海道　再版 107 タカマツウキチ 元治元〔1864〕～
北海道十字之光 117 肖像あり

高松四郎
自治産業発達誌 76～77 明治8〔1875〕～

高松新一郎
北海道人名辞書　第二版 421 タカマツシンイチロウ 明治13〔1880〕～

高松正信
札幌紳士録 159 明治17〔1884〕～
札幌之人 145（肖像145） 明治17〔1884〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 62 タカマツマサノブ 明治17〔1884〕～

高松清一
北海道立志編　第4巻　増補訂正 264～265 慶応元〔1865〕～ 肖像（260と261の間）

高松泰三
北海道医事通覧　前編 36
北海道人名辞書 86 タカマツタイゾウ 明治19〔1886〕～

高松勇作
自治産業発達誌 911

高松勇策
自治産業発達誌 908

高松利平
北海道人名辞書　第二版 62 タカマツリヘイ 天保14〔1843〕～
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高見仙助
開道五十年記念北海道　再版 148 タカミセンスケ 明治11〔1878〕～
自治産業発達誌 220 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道十字之光 181 肖像あり

高見庄吉
北海道立志編　第5巻　第二版 95～96 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

高峰譲吉
北海之商傑 110 タカミネジョウキチ

高村兼次
自治産業発達誌 807～808 明治31〔1898〕～ 肖像あり

高村幸蔵
北海道人名辞書 628 タカムラコウゾウ 文久3〔1863〕～

高村善太郎

函館名士録
168～
169,318,320,3
26,330

タカムラ　ゼンタロウ 明治5〔1872〕～

肖像あり、函館水産販売
㈱専務、㈱函館運送社
取締役、㈱函館漁商市
場社長、北日本油脂工
業㈱取締役

北海道人名辞書　第二版 254 タカムラセンタロウ 明治5〔1872〕～ 肖像あり

高室広助
東北海道人物画伝 24 明治2〔1869〕～ 肖像あり
東北海道の人物 13～15 明治2〔1869〕～ 肖像あり

高森忠藏高森忠藏
北海道立志編　第2巻 3‐72～75 肖像あり

高屋敷平作
北海道発達史　第1巻 325～326 慶応元〔1865〕～ 肖像68

高柳広蔵
自治産業発達誌 252 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 528 タカヤナギヒロゾウ 慶応2〔1866〕～

高柳清治
自治産業発達誌 477 明治32〔1899〕～

高柳鍬太郎
北海道人名辞書　第二版 465 タカヤナギクワタロウ 明治13〔1880〕～

高柳栄治

北海道立志編　第3巻 223～225
慶応6～明治35
〔1902〕

肖像あり

【たかやま】

高山義治
北海道人名辞書 288 タカヤマヨシハル 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 64～65 タカヤマヨシハル 明治8〔1875〕～

高山吉五郎
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北海道開拓功労者関係資料集録　上 186～187 タカヤマ　キチゴロウ
慶応2〔1866〕～
昭和5〔1930〕

余市地方のりんご栽培
の指導者

高山広司
北海道人名辞書　第二版 542 タカヤマコウジ 明治8〔1875〕～

高山小枝丸
樺太人物大観 318～321 町村会議員

高山節繁
札幌紳士録 158 明治8〔1875〕～

高山多吉
小樽区外七郡案内 66～67 肖像あり
後志國要覧 160
北海道人名辞書 512 タカヤマタキチ 安政2〔1855〕～

高山辰五郎
東北海道の人物 166～167 明治12〔1879〕～

高山保二
樺太及樺太を担う人々 58～59 明治27〔1894〕～

高山豊機
後志國要覧 231 文久3〔1863〕

高山万次郎
自治産業発達誌 128～129 明治6〔1873〕～

高山勇次郎高山勇次郎
北海道人名辞書 569 タカヤマユウジロウ

財部実秀
札幌紳士録 162 明治8〔1875〕～

財部羌
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 133～140 弘化2〔1845〕～ 数は第二編のもの

田川喜代子
北海道医事通覧　前編 79 肖像(巻頭)

田川岩三
北海道立志編　第2巻 5‐27～28 天保14〔1843〕～ 肖像あり

田川芳蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 93～94 明治6〔1873〕～ 肖像あり

滝喜四郎
北海道発達史　第1巻 329～331 慶応2〔1866〕～

滝剛一
現代札幌人物史 266～267 明治16〔1883〕～

滝内栄太郎
北海開発事績　再版 801 タキウチエイタロウ 明治8〔1875〕～

滝川岩松
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北海道発達史　第1巻 331～332 明治6〔1873〕～ 肖像75

滝川康麿
自治産業発達誌 322 肖像あり

滝川丈六
北海道立志編　第5巻　第二版 105～106 文政12〔1815〕～ 肖像あり

滝川辰次郎
北海道人名辞書 642 タキカワタツジロウ 安政元〔1854〕～

滝川定之
現代札幌人物史 269～270 明治11〔1878〕～

滝川亮二
自治産業発達誌 91

滝川弥兵衛
開道五十年記念北海道　再版 377 タキカワヤヘイ 安政5〔1858〕～

滝口益次郎
開道五十年記念北海道 673～674 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 75 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

滝口勘六
樺太之豊原 275～276 慶応元〔1865〕～

滝沢一馬
函館名士録 191～192 タキサワ　カヅマ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

滝沢汲次
北海道人名辞書　第二版 67 タキザワキュウジ 明治7〔1874〕～

滝沢長助
北海道立志編　第5巻　第二版 101～102 肖像あり

滝沢梅鳳

北海道立志編　第4巻　増補訂正 237～239
安政元〔1854〕～
明治36〔1903〕

肖像（240と241の間）

滝沢文太郎
最近之樺太 27～28 明治16〔1883〕～

滝尻康一
北海道人名辞書　第二版 252～253 タキシリコウイチ 明治19〔1886〕～

滝田治三郎
北海道立志編　第2巻 3‐92～94 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

滝谷栄吉
自治産業発達誌 873,935 明治21〔1887〕～

滝波勘四郎
北海道十字之光 94 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 305 タケナミカンシロウ 明治9〔1876〕～

滝野善三郎
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開道五十年記念北海道 241 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 295 タキノゼンザブロウ 慶応元〔1865〕～

滝野常吉
北海道十字之光 93 肖像あり

滝見弥吉
北海道発達史　第1巻 328～329 明治6〔1873〕～

滝本金蔵（タキモト　キンゾウ、文政9〔1826〕～明治32〔1899〕）

開道五十年記念北海道 46
文政9〔1826〕～
明治32〔1899〕

開道五十年記念北海道　再版 64 タキモトキンゾウ
文政9〔1826〕～
明治32〔1899〕

登別温泉開祖

北海道人名辞書 673～674 タキモトキンゾウ
文政9〔1826〕～
明治32〔1899〕

北海道人名辞書　第二版 623～624 タキモトキンゾウ
文政9〔1826〕～
明治32〔1899〕

肖像あり

北海道立志編　第1巻 192～195 文久9～ 肖像あり

滝本五郎（タキモト　ゴロウ、天保7〔1836〕～明治32〔1899〕）

北海開発事績　再版 353 タキモトゴロウ
天保7〔1836〕～
明治32〔1899〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 188 タキモト　ゴロウ
天保7〔1836〕～
明治32〔1899〕

動産藍玉を製造、染料
界に貢献

北海道人名辞書 672～673 タキモトゴロウ
天保7〔1836〕～
明治32〔1899〕

北海道人名辞書　第二版 624～625 タキモトゴロウ
天保7〔1836〕～
明治32〔1899〕

北海道拓殖功労者 伝 狩 龍村北海道拓殖功労者列伝 74～76 石狩国雨龍村

北海道拓殖功労者旌彰録 229～232
天保7〔1836〕～
明治32〔1899〕

肖像あり

滝本静良
現代札幌人物史 45

滝本全応
自治産業発達誌 547 明治24〔1891〕～

滝本智雄
樺太之豊原 162～163 明治12〔1879〕～ 肖像あり

滝本利三郎
北海道人名辞書　第二版 379 タキモトリサブロウ 明治元〔1868〕～

滝山巌雄
札幌之人 149（肖像149） 明治10〔1877〕～ 肖像あり

滝山政勝
東北海道の人物 173～175 明治16〔1883〕～ 肖像あり

滝山雷雲
小樽の人と名勝 268～270 安政元〔1854〕～

柘井宅次郎
北海道医事通覧　前編 41
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田鎖倉治
開道五十年記念北海道 678 安政元〔1854〕～ 肖像あり
東北海道の人物 170～171 安政元〔1854〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 75 安政元〔1854〕～ 肖像あり

田鎖忠七
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

田鎖鶴吉
北海道立志編　第5巻　第二版 122～123 文久元〔1861〕～

田鎖鶴治
小樽区外七郡案内 118 肖像あり

田鎖弥平
北海道拓殖功労者列伝 47～49 北見国女満別

田口伊右衛門
開道五十年記念北海道　再版 208～209 タグチイウエモン 厚沢部田口農場

田口源太郎
北海開発事績　再版 496 タグチゲンタロウ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書 610～611 タグチゲンタロウ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 549～550 タグチゲンタロウ 慶応2〔1866〕～

田口梅太郎
北海道立志編　第1巻 195～197 嘉永5〔1852〕～ 肖像（100と101の間）

琢麿宥文
自治産業発達誌 治 〔 〕 肖像あり自治産業発達誌 300～301 明治4〔1871〕～ 肖像あり

多久和力之進
北海道立志編　第1巻 172～173 明治4〔1871〕～ 肖像あり

武彦七
北海道畜産功労者写真帖 51 肖像あり

嵩鶴彦
東北海道人物画伝 3 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道十字之光 260

嵩文雄
北海道樺太名士大鑑 10 本文に肖像あり

【たけい】

武井安兵衛
北海道立志編　第3巻 363～366 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

武井松兵衛
開道五十年記念北海道 350 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

武井政治
開道五十年記念北海道 347 安政元〔1854〕～ 肖像あり
後志國要覧 187 安政元〔1854〕～ 肖像(中間頁)
北海道立志編　第5巻　第二版 129～130 安政元〔1854〕～ 肖像あり
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武井惣蔵
北海道立志編　第3巻 380～382 肖像あり（378の次）

武井総作
開道五十年記念北海道 350 明治4〔1871〕～ 肖像あり
後志國要覧 214 肖像(中間頁)
北海道立志編　第4巻　増補訂正 262～264 明治4〔1871〕～ 肖像（260と261の間）

武井忠吉
開道五十年記念北海道 342～343 安政5〔1858〕～ 肖像あり
後志國要覧 198 肖像(中間頁)
北海道十字之光 30 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 35～37 肖像（36と37の間）

武井忠兵衛
開道五十年記念北海道 344～345 ～明治7〔1874〕 肖像あり
後志國要覧 200 明治15〔1882〕～
北海道十字之光 20 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 130～131 安政2〔1855〕～

武井理三郎
人物覚書帳 330～331

武居哲太郎
現代札幌人物史 343～344

武居民雄
北海道人名辞書 204～205 タケイタミオ 明治9〔1876〕～

【た うち】【たけうち】

竹内リソ
自治産業発達誌 116～117 肖像あり

竹内宇作
自治産業発達誌 564～565 明治12〔1879〕～

竹内喜七
北海道立志編　第2巻 3‐78～81 元治元〔1864〕～ 肖像あり

竹内義蔵
樺太之豊原 48～49 慶応2〔1866〕～

竹内義雄
自治産業発達誌 939
人物覚書帳 117

竹内興兵衛
北海道立志編　第2巻 5‐129～132 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

竹内下野守
開道五十年記念北海道 17～18 初代～
開道五十年記念北海道　再版 27 タケウチシモノカミ
北海道人名辞書 296～297 タケノウチシモズケノカミ 安政元〔1854〕函館奉行

竹内景明
北海道立志編　第5巻　第二版 116～117 肖像あり
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竹内謙策
函館名士録 330 北日本油脂工業㈱取締

竹内孝四郎
北海道人名辞書 423 タケウチコウシロウ 明治20〔1887〕～

竹内幸輔

北海道立志編　第4巻　増補訂正 245～247

幼少の名は「小和野熊
雄」18歳で「昌太郎」と、
明治5〔1872〕に「竹本幸
輔」と改名する

竹内秀一
小樽区外七郡案内 139～140 明治4〔1871〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 322～323 タケウチシュウイチ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書 497 タケウチヒデイチ 明治4〔1871〕～

竹内勝次
北海道人名辞書　第二版 63 タケウチカツジ 明治15〔1882〕～

竹内庄太郎
人物覚書帳 383

竹内常八
北海道人名辞書　第二版 63 タケウチツネハチ 明治20〔1887〕～ 肖像あり

竹内新太郎
函館名士録 184～186 タケウチ　シンタロウ 明治8〔1875〕～
北海道 名辞書 治 〔 〕北海道人名辞書 295～296 タケウチシンタロウ 明治8〔1875〕～

竹内静勝
北海道人名辞書 404 タケウチシズカツ
北海道畜産功労者写真帖 53 肖像あり
北海之商傑 283 タケウチシズカツ 北海道煉乳㈱監査役

竹内荘七
北海道立志編　第1巻 174～176 安政4〔1857〕～ 肖像（202と203の間）

竹内辰次郎
開道五十年記念北海道 326 明治元〔1868〕～ 肖像あり

竹内竹八
北海道人名辞書　第二版 305 タケウチタケハチ 明治19〔1886〕～

竹内猪鼠女
北海道人名辞書　第二版 63 タケウチイソメ 明治10〔1877〕～

竹内保徳（タケウチ　ヤスノリ、文化4〔1807〕～没年不詳）

函館市功労者小伝 14
「竹内清太郎保徳」で記
載、肖像あり

北海開発事績　再版 353～354 タケウチヤスノリ
北海道開拓功労者関係資料集録　上 191～192 タケウチ　ヤスノリ 文化4〔1807〕～ 箱館奉行
北海道拓殖功労者旌彰録 581～583 肖像あり

竹内末吉
北海道人名辞書　第二版 390 タケウチスエキチ 明治2〔1869〕～
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竹内茂一
北海道十字之光 134 肖像あり
北海道立志編　第1巻 176～177 明治3〔1870〕～ 肖像（202と203の間）

竹内弥治郎
自治産業発達誌 549～550 明治25〔1892〕～

竹内与兵衛
北海道人名辞書 296 タケウチヨヘエ 嘉永5〔1852〕～

竹内利吉
小樽区外七郡案内 137 安政3〔1856〕～ 肖像あり

竹内柳太郎
北海道人名辞書 295 タケウチリュウタロウ 明治4〔1871〕～

武内時三
開道五十年記念北海道 222 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第2巻 3‐75～78 安政4〔1857〕～ 肖像あり

武内真弥

北海道人名辞書 502 タケウチマサヒサ
嘉永5〔1852〕～
明治40〔1907〕

武内徳太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

武内豊松
札幌紳 録 慶応 〔 〕札幌紳士録 164～165 慶応元〔1865〕～

武岡清吉
開道五十年記念北海道　再版 454 タケオカセイキチ 安政2〔1855〕～ 門別開村の祖

竹ケ原千代喜
東北海道人物画伝 26 明治10〔1877〕～ 肖像あり

武川宇右衛門
北海道立志編　第2巻 4‐118～119 天保6〔1835〕～ 肖像あり

武川久兵衛
北海開発事績　再版 352～ タケカワキュウベエ

北海道拓殖功労者旌彰録 507～511
延宝2〔1674〕～
享保13〔1728〕

肖像あり

武隈作平
東北海道人物画伝 37 肖像あり

武隈兵太郎
東北海道人物画伝 37 明治15〔1882〕～ 肖像あり

武隈豊次郎
東北海道の人物 153～155 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 55 肖像あり

竹倉茂藤
自治産業発達誌 567 明治28〔1895〕～ 肖像あり
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武沢兵五郎
自治産業発達誌 494～495 明治14〔1881〕～ 肖像あり

竹沢嘉一郎
北海道十字之光 237 肖像あり
北海道拓殖功労者列伝 78～80 安政5〔1858〕～ 十勝国芽室町

竹島万吉
自治産業発達誌 467～468 明治5〔1872〕～ 肖像あり

武島章二
北海道人名辞書 205 タケシマショウジ 明治元〔1868〕～

【たけだ】

竹田助太郎
人物覚書帳 63

竹田信弘
樺太及樺太を担う人々 181

竹田太三郎
大泊之沿革と人物 125～126 明治8〔1875〕～

竹田智昇
樺太及樺太を担う人々 60 明治19〔1886〕～

竹田長一郎
自治産業発達誌 治 〔 〕 肖像あり自治産業発達誌 101 明治39〔1906〕～ 肖像あり

竹田伝助
開道五十年記念北海道 516 安政6〔1859〕～ 肖像あり

武田悦子
北海道医事通覧　前編 77 肖像(巻頭)

武田角次
人物覚書帳 365～366

武田義清
北海道発達史　第1巻 154～157 元治元〔1864〕～ 肖像70

武田義明
北海道で成功した人々 153～162

武田金太郎
開道五十年記念北海道 294 明治7〔1874〕～

武田慶広

開道五十年記念北海道 2～3
天文17〔1548〕～
元和2〔1616〕

武田功
北海開発事績　再版 590 タケダイサオ

武田孝一
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北海道立志編　第5巻　第二版 99～100 文久3〔1863〕～ 肖像あり

武田実郎
北海道人名辞書　第二版 59 タケダジツロウ 明治16〔1883〕～

武田捨吉
自治産業発達誌 268～269 明治8〔1875〕～ 肖像あり

武田助太郎
人物覚書帳 123

武田勝之助
自治産業発達誌 880～881

武田信基
北海道人名辞書　第二版 59～60 タケダノブモト 明治22〔1889〕～

武田信広（タケダ　ノブヒロ、永享3〔1431〕～明応3〔1494〕）

開道五十年記念北海道 1～2
永享3〔1431〕～
明応3〔1494〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 1～3 タケダノブヒロ
永享3〔1431〕～
明応3〔1494〕

北の先覚　改訂版 1～3
永享3〔1431〕～
明応3〔1494〕

北海開発事績　再版 324～325 タケダノブヒロ
永享3〔1431〕～
明応3〔1494〕

北海道人名辞書 440～442 タケダノブヒロ
永享3〔1431〕～
明応3〔1494〕

北海道人名辞書　第二版 607～610 タケダノブヒロ 永享3〔1431〕～ 肖像あり北海道人名辞書　第 版 60 6 0 タケダノブヒ 永享3〔 3 〕 肖像あり

武田信政
小樽区実業家百撰立志編 5～7 文久元〔1861〕～

武田信之助
自治産業発達誌 931

武田甚左衛門

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 27～32 文久2〔1862〕～
数は第二編のもの（.27
欠頁)

武田政太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 410～411 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

武田則愛

開道五十年記念北海道　再版 梯 タケダノリオ
嘉永3〔1850〕～
大正10〔1921〕

武田徳太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 405～406 明治6〔1873〕～

武田徳兵衛

函館名士録 304
昭和6〔1931〕太平洋漁
業常務

武田徳了
北海道立志編　第4巻　増補訂正 177～179 肖像（180と181の間)

369 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

武田寅蔵
開道五十年記念北海道　再版 503～504 タケダトラゾウ 明治9〔1876〕～ 門別村の開祖

武田斐三郎（タケダ　アヤサブロウ、文政10〔1827〕～明治13〔1880〕）

函館市功労者小伝 19
文政10〔1827〕～
明治13〔1880〕

「武田斐三郎成章」で記
載、肖像あり

北海開発事績　再版 353～ タケダヒサブロウ 文政10〔1827〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 193～194 タケダ　アヤサブロウ
文政10〔1827〕～
明治13〔1880〕

蘭学者、蝦夷地洋学の
祖

北海道拓殖功労者旌彰録 593～597
文政10〔1827〕～
明治13〔1880〕

肖像あり

武田巳知衛
札幌紳士録 163～164 慶応元〔1865〕～

武田利文
樺太之豊原 180～181 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

武田力次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 121～122 万延元〔1860〕～ 肖像あり

武市安哉（タケチ　アンサイ、弘化4〔1847〕～明治27〔1894〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 189～190 タケチ　アンサイ
弘化4〔1847〕～
明治27〔1894〕

浦河聖園農場の創設者

武市清行

北海道人名辞書 376 タケイチセイコウ
安政2〔1855〕～
大正2〔1913〕

武富済武富済
開道五十年記念北海道 624～625 明治12〔1879〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 63 明治4〔1871〕～ 肖像あり
東北海道の人物 159～161 明治4〔1871〕～ 肖像あり

武富善吉

開道五十年記念北海道 624～625
嘉永4〔1851〕～
明治44〔1911〕

肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 195～196 タケトミ　ゼンキチ
嘉永4〔1851〕～
明治44〔1911〕

北海道人名辞書 626～627 タケトミゼンキチ
嘉永4〔1851〕～
明治44〔1911〕

武富平作
函館名士録 182～183 タケトミ　ヘイサク 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 294 タケトミヘイサク 明治6〔1873〕～

武富隆太郎
東北海道人物画伝 38 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 627～628 タケトミリュウタロウ 安政5〔1858〕～

竹中駒吉
北海道樺太名士大鑑 32 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり

竹中重固
函館游寓名士伝 10～11

竹中勝治
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北海道発達史　第1巻 302～304
慶応3〔1867〕～
明治43〔1910〕

肖像69

竹中多美造
東北海道人物画伝 78 明治5〔1872〕～ 肖像あり
東北海道の人物 163～165 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 641～642 タケナカタミゾウ 明治5〔1872〕～
北海道立志編　第3巻 219～221 明治5〔1872〕～ 肖像あり（216の次）

竹野繁次郎
北海道十字之光 144 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 450～451 タケノシゲジロウ 明治10〔1877〕～

竹林亀太郎
自治産業発達誌 733 明治31〔1898〕～ 肖像あり

竹林虎雄
自治産業発達誌 938

竹林惣右衛門
開道五十年記念北海道 379 嘉永3〔1850〕～

竹林陽太郎
樺太及樺太を担う人々 181～182

竹原角次
樺太及樺太を担う人々 54
樺太人物大観 241～242 実業家

竹原岩吉竹原岩吉
自治産業発達誌 799 明治10〔1877〕～
北海道発達史　第1巻 304～305 明治10〔1877〕～ 肖像73

竹原五郎乙
北海道人名辞書 429 タケハラゴロウオツ 明治2〔1869〕～

竹原善平
北海道立志編　第5巻　第二版 417～418 文久2〔1862〕～ 肖像あり

武原熊吉
札幌紳士録 162～163 明治18〔1885〕～
札幌之人 148（肖像148） 明治18〔1885〕～ 肖像あり

武部義雄
自治産業発達誌 7～8 明治36〔1903〕～ 肖像あり

武宮環
現代札幌人物史 93～94 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書 294 タケミヤタマキ 明治6〔1873〕～

【たけむら】

竹村伊蔵
北海道人名辞書 205 タケムライゾウ 明治8〔1875〕～

竹村為四郎
開道五十年記念北海道　再版 256 タケムラタメシロウ 明治元〔1868〕～
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竹村孝重
開道五十年記念北海道 737 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

竹村広常

北海道人名辞書 376～377 タケムラヒロツネ
文久3〔1863〕～
明治44〔1911〕

竹村峰吉
小樽区外七郡案内 100

竹村力蔵

北海道立志編　第5巻　第二版 103～105
安政3〔1856〕～
明治37〔1904〕

肖像あり

竹邑末夫
北海道人名辞書　第二版 64 タケムラスエオ 明治12〔1879〕～

武村幸一郎
大泊之沿革と人物 80～81 明治4〔1871〕～ 肖像あり

武村宗太郎
自治産業発達誌 468～469 肖像あり

武村貞一郎
北海之商傑 76 三井物産重役

竹本正業
最近之樺太 3

竹森竹次郎
北海道人名辞書　第二版 64 タケモリタケジロウ 明治12〔1879〕～

竹森伴助
小樽区実業家百撰立志編 93～95 嘉永6〔1853〕～
北海道立志編　第2巻 3‐88～90 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

竹森和一
樺太及樺太を担う人々 169

竹谷一太郎
北海道十字之光 44
北海道人名辞書 92 タケヤイチタロウ 慶応元〔1865〕～
北海道立志編　第3巻 376～378 肖像あり

竹谷石太郎
開道五十年記念北海道 306 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 296 タケヤイシタロウ 元治元〔1864〕～

武山多利七
北海道人名辞書　第二版 584 タケヤマリシチ 明治14〔1881〕～

【た／さ行】

太斉忠明
開道五十年記念北海道　再版 15 タサイタダアキ 明治3〔1870〕～
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田崎束
開道五十年記念北海道 13 ～明治2〔1869〕 肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 22～23 タザキタバネ
弘化元〔1844〕～
明治2〔1869〕

北の先覚　改訂版 141～143
天保14〔1843〕～
明治2〔1869〕～

田崎要
北海道人名辞書 642 タザキカナメ 慶応元〔1865〕～

田沢健三
北海道医事通覧　前編 41

田沢譲三
北海道医事通覧　前編 36 肖像(巻頭)

田沢太次郎
開道五十年記念北海道 613 明治元〔1868〕～ 肖像あり

田島順二
北海道医事通覧　前編 40～41 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 91 タジマジュンジ 明治9〔1876〕～

田代タミ子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

田代三郎
北海道人名辞書 569～570 タシロサブロウ 明治10〔1877〕～

代 治田代正治
自治産業発達誌 762 明治25〔1892〕～
函館名士録 162～163 タシロ　ショウジ 明治25〔1892〕～ 肖像あり

田代荘九郎
北海開発事績　再版 481 タシロソウクロウ 明治3〔1870〕～

田代兵八
札幌紳士録 145～147 慶応3〔1867〕～

田副徳蔵
北海道発達史　第1巻 肖像39

田鶴浜又三郎
樺太之豊原 161 明治9〔1876〕～

【た／た行】

多田フジ子
北海道発達史　第1巻 309～311 万延元〔1860〕～ 肖像77、店頭之景77

多田輝利
自治産業発達誌 782 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 550 タダテルトシ 明治24〔1891〕～ 肖像あり

多田吉次郎
開道五十年記念北海道 504 文久元〔1861〕～ 肖像あり
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多田久五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 102～103 安政3〔1856〕～

多田堅次郎
北海道立志編　第3巻 78～80 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 78～80 肖像あり

多田康延
東北海道人物画伝 29 安政6〔1859〕～ 肖像あり

多田佐十郎
北海道立志編　第5巻　第二版 412～413 明治7〔1874〕～ 肖像あり

多田太吉
人物覚書帳 148

多田東一
自治産業発達誌 743～744 明治20〔1887〕～

多田彦次郎
開道五十年記念北海道 522 明治7〔1874〕～ 肖像あり

只木小五郎
北海道人名辞書 295 タダキコゴロウ 元治元〔1864〕～

唯根伊与
北海道人名辞書　第二版 66 タダネイヨ 明治15〔1882〕～

但野清助
館名 録 タダ 治 〔 〕函館名士録 193 タダノ　セイスケ 明治12〔1879〕～

畳規矩郎
自治産業発達誌 509 明治30〔1897〕～ 肖像あり

館徳蔵
東北海道の人物 155～157 明治20〔1887〕～ 肖像あり

太刀川松平
北海道立志編　第4巻　増補訂正 30～32 明治4〔1871〕～ 肖像（28と29の間）

太刀川善吉
開道五十年記念北海道 159～160 明治17〔1884〕～ 肖像あり

函館名士録
187～
188,316,318,3
30

タチカワ　ゼンキチ 明治17〔1884〕～

肖像あり、函館製網船具
㈱監査役、函館水産販
売㈱副社長、北日本油
脂工業㈱取締役

北海道十字之光 82 肖像あり
北海道人名辞書 294 タチカワゼンキチ 明治17〔1884〕～
北海道人名辞書　第二版 255～256 タチカワセンキチ 明治17〔1884〕～
北海道立志編　第2巻 5‐28～30 天保2〔1831〕～ 肖像あり

太刀川二四郎
北海道人名辞書 442 タチカワニシロウ 文久元〔1861〕～

立崎熊次郎
北海道拓殖功労者列伝 51～53 天塩国羽幌村
北海道立志編　第4巻　増補訂正 39～40 肖像（36と37の間）
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橘儀一
現代札幌人物史 116～117 肖像あり

橘仁三松
自治産業発達誌 347 明治6〔1873〕～ 肖像あり

橘政吉
自治産業発達誌 347～348,939 明治9〔1876〕～ 肖像あり

橘鶴治
東北海道人物画伝 69 肖像あり

橘保憲
自治産業発達誌 586～587 明治39〔1906〕～ 肖像あり

立花保太郎
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

竜岡信熊
小樽区外七郡案内 肖像あり〔巻頭〕 小樽区長

田付新四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 108～109 文政5〔1822〕～

田付新助（タツキ　シンスケ、初代～13代）
北海道開拓功労者関係資料集録　上 203～204 タヅキ　シンスケ 13代にわたる場所請負

田付禎太郎
物覚書帳人物覚書帳 329

達子勝蔵
北海道人名辞書　第二版 515～516 タツコカツゾウ 明治20〔1887〕～

辰繁助市
北海道人名辞書 520 タツシゲスケイチ 元治元〔1864〕～

辰田善一郎
北海開発事績　再版 654 タツタゼンイチロウ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 549 タツタゼンイチロウ 明治6〔1873〕～ 辰田善一朗
北海道発達史　第1巻 306～308 明治6〔1873〕～

竜田治三郎
北海道拓殖功労者列伝 35～39 北見国紋別町

立野庄吉
北海道人名辞書 375 タツノショウキチ 元治元〔1864〕～

立野与四雄
自治産業発達誌 35～36 明治30〔1897〕～ 肖像あり

竜野二郎
北海人物評論 64

辰巳章一
自治産業発達誌 807 明治38〔1905〕～
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巽豊七
北海道立志編　第3巻 227～229 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

多津美仲蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 120～121 明治2〔1869〕～ 肖像あり

竜山巌雄
北海道人名辞書 89～90 タツヤマゴンユウ 明治10〔1877〕～

竜山雷雲
小樽区実業家百撰立志編 30～33 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 4‐92～94 安政元〔1854〕～ 肖像あり

伊達翁記
開道五十年記念北海道 20～23 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 39～41 ダテオウキ
現代札幌人物史 342～343 明治11〔1878〕～
札幌之人 151（肖像151） 明治11〔1878〕～ 肖像あり
人物覚書帳 51
北海開発事績　再版 434～435 ダテオウキ 明治11〔1878〕～
北海道十字之光 55 肖像あり
北海道人名辞書 83 ダテオウキ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 66～67 ダテオウキ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

伊達基
北海道人名辞書 553 ダテモトイ 明治10〔1877〕～

伊達吾次郎
自治産業発達誌 718

伊達正人
北海道立志編　第1巻 178～190

伊達保子（ダテ　ヤスコ、文政10〔1827〕～明治37〔1904〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　上 199～200 ダテ　ヤスコ
文政10〔1827〕～
明治37〔1904〕

伊達町開拓の母

伊達邦直（ダテ　クニナオ、天保5〔1834〕～明治24〔1891〕）

開道五十年記念北海道 11
天保5〔1834〕～
明治24〔1891〕

開道五十年記念北海道　再版 15～16
天保5〔1834〕～
明治24〔1891〕

北の先覚　改訂版 223～232
天保5〔1834〕～
明治24〔1891〕

北海開発事績　再版 384
天保5〔1834〕～
明治22〔1889〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 197～198 ダテ　クニナオ
天保5〔1834〕～
明治24〔1891〕

当別の開基

北海道人名辞書 672 ダテクニタダ
天保5〔1834〕～
明治24〔1891〕

北海道人名辞書　第二版 624 ダタクニタダ
天保5〔1834〕～
明治24〔1891〕

北海道拓殖功労者列伝 30～32
天保5〔1834〕～
明治24〔1891〕

石狩国当別村

北海道拓殖功労者旌彰録 135～140
天保5〔1834〕～
明治24〔1891〕

肖像あり
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伊達邦成（ダテ　クニシゲ、天保12〔1841〕～明治37〔1904〕）
開道五十年記念北海道 10～11 ～大正2〔1913〕 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 10～11 ～明治37〔1904〕

北の先覚　改訂版 205～214
天保12〔1841〕～
明治37〔1904〕

北海開発事績　再版 383～384 ～大正2〔1913〕
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 61～65 天保12〔1841〕～ 数は第一編のもの
北海道人名辞書 549～553 ダテクニシゲ 天保12〔1841〕～ 肖像あり
北海道拓殖功労者列伝 11～17 ～明治37〔1904〕 胆振国伊達村

北海道拓殖功労者旌彰録 117～122
天保12〔1841〕～
明治37〔1904〕

肖像あり

北海道立志編　第1巻 203～207
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）
明治の群像　8　開拓と探検 51～71

伊達林右衛門（ダテ　リンエモン）
北海開発事績　再版 387～389 ダテリンウエモン
北海道開拓功労者関係資料集録　上 201～202 ダテ　リンエモン ７代目から場所請負人
北海道人名辞書　第二版 639 ダテリンウエモン
北海道拓殖功労者旌彰録 527～532

伊達廉夫
自治産業発達誌 596 肖像あり

立石文雄
北海道人名辞書　第二版 446 タテイシフミオ 慶応3〔1867〕～

館野静一
開道五十年記念北海道 517 文化13〔1842〕～
北海道立志編 第 巻 文化 〔 〕 肖像あり北海道立志編　第1巻 198～200 文化13〔1842〕～ 肖像あり

建部弥市
小樽区実業家百撰立志編 84～86 安政5〔1858〕～ 肖像あり

館山三郎
自治産業発達誌 112 明治15〔1882〕～ 肖像あり

田所新蔵
開道五十年記念北海道　再版 577～578 タドコロシンゾウ 明治6〔1873〕～ 北見木材界権威

田所哲太郎（タドコロ　テツタロウ、明治18〔1885〕～昭和55〔1980〕）
札幌紳士録 141 明治18〔1885〕～
札幌之人 133（肖像133） 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 65 タドコロテツタロウ 明治18〔1885〕～

田所篤三郎
自治産業発達誌 546～547 明治26〔1893〕～

【た／な行】

【たなか】

田中イソ
北海道人名辞書 90 タナカイソ 嘉永5〔1852〕～

田中とく子
北海道医事通覧　前編 88 肖像(巻頭)
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田中みの子
北海道医事通覧　前編 85 肖像(巻頭)

田中安太郎
東北海道の人物 41～43 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 162 明治13〔1880〕～ 本文に肖像あり

田中伊三郎
自治産業発達誌 530 肖像あり

田中伊之吉
北海道発達史　第1巻 324～325 明治5〔1872〕～ 肖像111

田中一夫
北海道人名辞書　第二版 58 タナカカズオ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

田中一麿
東北海道の人物 7～8 明治22〔1889〕～
北海道樺太名士大鑑 134 明治22〔1889〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 351 タナカカズマロ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

田中栄蔵
人物覚書帳 43

田中悦道
自治産業発達誌 12～13 明治33〔1900〕～ 肖像あり

田中乙吉
北海道 名辞書 第 版 タ カオ キ 安政 〔 〕北海道人名辞書　第二版 424 タナカオトキチ 安政5〔1858〕～

田中嘉一
自治産業発達誌 726

田中壊
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（100と101の間）

田中皆遵
樺太之留多加 8 明治18〔1885〕～ 肖像あり（付録の部口

田中喜一
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

田中喜代松
北海道人名辞書　第二版 303～304 タナカキヨマツ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

田中喜八
北海道立志編　第5巻　第二版 97～98 明治元〔1868〕～ 肖像あり

田中亀次郎
北海道人名辞書　第二版 546 タナカカメジロウ 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

田中亀夫
開道五十年記念北海道 520 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 45 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 94～95 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
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田中義久
現代札幌人物史 246～247

田中義麿
札幌紳士録 142 明治17〔1884〕～
札幌之人 135（肖像135） 明治17〔1884〕～ 肖像あり

田中菊次郎
北海道発達史　第1巻 305～306 文久3〔1863〕～ 肖像38

田中吉兵衛
後志國要覧 201 明治4〔1871〕～

田中久五郎
大泊之沿革と人物 150 明治5〔1872〕～ 肖像あり（巻頭）

田中久次郎
北海道拓殖功労者列伝 53～59 石狩国岩見沢町

田中久蔵
北海道人名辞書 512 タナカキュウゾウ 慶応3〔1867〕～

田中久雄
樺太及樺太を担う人々 56～57 明治27〔1894〕～ 肖像あり

田中京七
北海道発達史　第1巻 332～334 嘉永2〔1849〕～ 肖像36

田中金蔵
肖像 「 中金造 と

北海道樺太名士大鑑 95 明治8〔1875〕～
肖像では「田中金造」と
表記

田中銀次郎
現代札幌人物史 293～294 明治元〔1868〕～

田中熊太
樺太及樺太を担う人々 57 明治29〔1896〕～

田中恵
北海道人名辞書　第二版 304 タナカメグミ 明治16〔1883〕～

田中敬造
開道五十年記念北海道 528 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海道十字之光 35 肖像あり
北海道人名辞書 374～375 タナカケイゾウ 安政元〔1854〕～
北海道立志編　第1巻 190～192 肖像あり

田中兼松
開道五十年記念北海道　再版 292 タナカカネマツ 弘化3〔1846〕～

田中権蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 408～409 明治5〔1872〕～ 肖像あり

田中謙治
自治産業発達誌 816 明治16〔1883〕～

田中好治
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開道五十年記念北海道 478
北海道人名辞書 569 タナカコウジ

田中幸四郎
開道五十年記念北海道 280 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 291 タナカコウシロウ 明治12〔1879〕～

田中幸次郎
北海道人名辞書 422 タナカコウジロウ 慶応2〔1866〕～

田中恒太
札幌之人 136（肖像136） 明治3〔1870〕～ 肖像あり

田中耕三
札幌紳士録 142～143 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 191～192 タナカコウゾウ 明治10〔1877〕～

田中三松
大泊之沿革と人物 51～52 明治10〔1877〕～ 肖像あり

田中三郎
人物覚書帳 185,362～363

田中市太郎
小樽の人と名勝 267～268 明治10〔1877〕～
開道五十年記念北海道 540 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
人物覚書帳 25
北海道十字之光 36 肖像あり
北海道発達史　第1巻 各村史27 31 32

北海道立志編 第 巻 第 版 嘉永 〔 〕 肖像あり北海道立志編　第5巻　第二版 411～412 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

田中治朗

大泊之沿革と人物 127～128
肖像あり、「田中次郎」と
表記

樺太之豊原 43～44
人物覚書帳 337

田中舎平
函館名士録 338 函館競馬倶楽部会長
北海道人名辞書 290～291 タナカシャヘイ 元治元〔1864〕～

田中修
北海道人名辞書　第二版 450 タナカオサム 明治21〔1887〕～

田中秀正
東北海道の人物 11～13 元治元〔1864〕～ 肖像あり

田中秋声
人物覚書帳 419

田中重太郎
開道五十年記念北海道 390 嘉永3〔1850〕～
北海道十字之光 226

田中重之
北海道人名辞書　第二版 58 タナカシゲユキ 明治31〔1898〕～

380 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

田中重兵衛
現代札幌人物史 176～177 明治30〔1897〕～
北海人物評論 102

田中勝吉
樺太及樺太を担う人々 60 明治28〔1895〕～

田中勝次郎
自治産業発達誌 82～83 明治19〔1886〕～ 肖像あり

田中松次郎
東北海道の人物 22～23 明治7〔1874〕～

田中壌

北海道人名辞書 404～405 タナカジョウ
安政5〔1858〕～
明治36〔1903〕

北海道立志編　第1巻 177～179 安政5〔1858〕～

田中常吉
北海道発達史　第1巻 308～309 慶応元〔1865〕～ 肖像107

田中常次郎

開道五十年記念北海道　再版 157～158 タナカツネジロウ
安政5〔1858〕～
大正4〔1915〕

郷土を拓く人々 158～162 肖像あり

田中慎一
自治産業発達誌 813～814 明治2〔1869〕～

中新助田中新助

北海道拓殖功労者旌彰録 489～494
文禄3〔1594〕～
寛永9〔1632〕

肖像あり

田中新之輔
北海道人名辞書　第二版 252 タナカシンノスケ 明治4〔1871〕～

田中新兵衛

開道五十年記念北海道　再版 248 タナカシンベイ
弘化3〔1846〕～
大正元〔1912〕

田中仁左衛門
開道五十年記念北海道　再版 248 タナカジンザエモン 明治13〔1880〕～

田中甚松
自治産業発達誌 110 明治24〔1891〕～ 肖像あり

田中政次郎
北海道立志編　第3巻 75～78 嘉永4〔1851〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 75～78

田中正

函館名士録 164～165 タナカ　タダシ 明治21〔1887〕～
肖像あり、函館市議会副
議長

田中正右衛門
北海道十字之光 80 肖像あり
開道五十年記念北海道 150～151 天保11〔1840〕～ 肖像あり
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函館市功労者小伝 45 ～大正9〔1920〕 肖像あり
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 33～41 天保11〔1840〕～ 数は第二編のもの
北海道人名辞書 292～293 タナカショウウエモン 天保11〔1840〕～
北海道立志編　第2巻 4‐82～85 肖像あり

田中正行
樺太及樺太を担う人々 63 明治20〔1887〕～ 肖像あり
樺太人物大観 314～317 町村会議員

田中正太郎
自治産業発達誌 45～46 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 66 本文に肖像あり

田中清一
北海人物評論 65

田中清輔
現代札幌人物史 47～49 肖像あり
札幌紳士録 143～144 文久2〔1862〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 205～206 タナカ　セイスケ
文久2〔1862〕～
昭和24〔1949〕

自作農への制度づくりに
尽力

田中生三
樺太人物大観 109～111 町村長

田中誠一
樺太及樺太を担う人々 65 明治17〔1884〕～

田中仙次郎
開道 十年 念北海道 版 タ カ ジ ウ 文久 〔 〕開道五十年記念北海道　再版 415 タナカセンジロウ 文久3〔1863〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 243～245 文久元〔1861〕～

田中仙太郎
北海道立志編　第2巻 4‐87～89 肖像あり

田中善吉
小樽区実業家百撰立志編 25～26 文久2〔1862〕～

田中善三郎
開道五十年記念北海道 212 明治12〔1879〕～
北海道十字之光 89
北海道人名辞書　第二版 255 タナカゼンサブロウ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

田中惣左衛門
樺太及樺太を担う人々 57
樺太人物大観 244～246 実業家

田中多平
北海開発事績　再版 694 タナカタヘイ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書 619 タナカタヘイ 慶応3〔1867〕～

田中泰造
北海道人名辞書　第二版 473 タナカタイゾウ

田中大太郎
札幌之人 134（肖像134） 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道十字之光 51 肖像あり
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北海道人名辞書 90 タナカダイタロウ 元治元〔1864〕～

田中滝三郎
北海道十字之光 13 肖像あり

田中丑蔵
東北海道の人物 167～169 明治13〔1880〕～

田中忠次郎
北海道人名辞書　第二版 387 タナカチュウジロウ 明治13〔1880〕～

田中長三郎
北海道樺太名士大鑑 153 明治22〔1889〕～
北海道人名辞書　第二版 495 タナカチョウサブロウ 明治22〔1889〕～

田中鶴吉
自治産業発達誌 428～429 明治17〔1884〕～

田中貞蔵
開道五十年記念北海道 268 安政6〔1859〕～
函館名士録 320 ㈱函館運送社取締役
北海道人名辞書 291 タナカテイゾウ 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書　第二版 255 タナカテイゾウ 安政6〔1859〕～ 肖像あり

田中伝右衛門　→　田中伝左衛門も見よ
人物覚書帳 24

田中伝左衛門　→　田中伝右衛門も見よ
北海人物評論 114

田中兎毛
北海道人名辞書 90～91 タナカトモ 元治元〔1864〕～

田中東策
東北海道人物画伝 31 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

田中藤右衛門
樺太及樺太を担う人々 59 肖像あり
樺太人物大観 251～253 実業家
樺太之留多加 115 明治25〔1892〕～ 肖像あり
最近之樺太 肖像（巻頭） 能登呂村評議員議長

田中藤三郎
開道五十年記念北海道 396 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

田中藤蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 422～423 安政3〔1856〕～ 肖像あり

田中藤兵衛
最近之樺太 肖像（巻頭） 能登呂村登元老

田中篤美
北海道人名辞書　第二版 569 タナカアツミ 明治12〔1879〕～

田中八太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 117～118 天保5〔1834〕 肖像あり
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田中富三郎
北海道発達史　第1巻 317～319 嘉永5〔1852〕～

田中武左衛門
小樽区実業家百撰立志編 124～125 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
北海人物評論 10
北海道立志編　第1巻 185～187 肖像（100と101の間）

田中武長
北海道人名辞書　第二版 398 タナカタケナガ 明治25〔1892〕～

田中武兵衛
北海道人名辞書 292 タナカブヘエ 安政6〔1859〕～

田中武麿
自治産業発達誌 441 明治2〔1869〕～

田中福松
開道五十年記念北海道 348～349 ～大正6〔1917〕 肖像あり
後志國要覧 199
北海道立志編　第5巻　第二版 100～101 肖像あり

田中福蔵
開道五十年記念北海道　再版 297～298 タナカフクゾウ 道漁業界巨人

田中文治郎
北海道立志編　第2巻 5‐156～157 文久元〔1861〕～ 肖像あり

田中平作
北海道立志編 第 巻 肖像あり北海道立志編　第3巻 70～73 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 70～73 肖像あり

田中平助
北海道立志編　第2巻 4‐101～103 肖像あり

田中米八
北海道立志編　第5巻　第二版 119～120 明治5〔1872〕～

田中保次郎
小樽区外七郡案内 186～187 肖像あり

田中房治
北海道立志編　第4巻　増補訂正 37～38 慶応2〔1866〕～ 肖像（36と37の間）

田中末一
北海道発達史　第1巻 312～314 明治14〔1881〕～

田中末太郎（タナカ　スエタロウ、明治28〔1895〕～昭和23〔1948〕）
北海道人名辞書　第二版 304 タナカスエタロウ 明治28〔1895〕～ 肖像あり

田中万吉
北海道立志編　第5巻　第二版 91～92 明治2〔1869〕～ 肖像あり

田中茂市
北海道樺太名士大鑑 26～27　 明治14〔1881〕～ 本文に肖像あり

田中茂韶
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開道五十年記念北海道　再版 539～541 タナカシゲツグ 慶応元〔1865〕～ 道米作功労者
北海道人名辞書 583～584 タナカシゲツグ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 487 タナカシゲツグ 慶応3〔1867〕～
北海道発達史　第1巻 300～302 慶応3〔1867〕～ 肖像37

田中弥太郎
北海道人名辞書　第二版 58 タナカヤタロウ 明治14〔1881〕～
北海之商傑 275 住友札幌鉱業所　次席

田中勇太郎
北海道人名辞書　第二版 57～58 タナカユウタロウ 明治元〔1868〕～

田中友次郎
開道五十年記念北海道 230 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道十字之光 85 肖像あり
北海道人名辞書 291 タナカトモジロウ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 254～255 タナカトモジロウ 明治2〔1869〕～
北海之商傑 223～225 函館雑穀同業組合副組

田中麒六
札幌紳士録 141～142 明治10〔1877〕～

田中丸勘七

北海之商傑 93,95～97 タナカマルカンシチ 明治12〔1879〕～
北洋漁業㈱本社取締
役、三菱商事小樽支店

棚川五平
北海道畜産功労者写真帖 47 肖像あり

棚 義棚田義明
人物覚書帳 38

田名網辰次郎
北海道立志編　第1巻 181～182 明治元〔1868〕～ 肖像あり

棚橋久作
北海道人名辞書 546 タナハシキュウサク 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 226～228 安政4〔1857〕～ 肖像（224と225の間）

【たなべ】

田辺義一郎
人物覚書帳 137

田辺幸蔵
北海道人名辞書　第二版 410 タナベコウゾウ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

田辺宗次
自治産業発達誌 56 明治25〔1892〕～ 肖像あり

田辺舜観
自治産業発達誌 763～764 明治20〔1887〕～

田辺庄次郎
大泊之沿革と人物 36～37 明治9〔1876〕～
樺太及樺太を担う人々 52 明治8〔1875〕～
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田辺新一
小樽の人と名勝 264～266 明治7〔1874〕～

田辺真男
自治産業発達誌 284 明治35〔1902〕～

田辺村次
東北海道の人物 39～40 明治23〔1890〕～ 肖像あり

田辺貞造

人物覚書帳
49、67～68、
390～391

北海道人名辞書　第二版 205 タナベテイゾウ 明治17〔1884〕～

田辺文吉
北海道人名辞書　第二版 473 タナベブンキチ 明治23〔1890〕～

田辺文輔
北海道人名辞書 594 タナベブンスケ 安政元〔1854〕～
北海道人名辞書　第二版 504 タナベブンスケ 安政元〔1854〕～
北海道立志編　第1巻 197～198 安政元〔1854〕～ 肖像あり

田辺与三吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 44～46 文久2〔1862〕～ 肖像（40と41の間）

田辺谷勝太郎
自治産業発達誌 787 明治39〔1906〕～

【たに】

谷せつ子
北海道医事通覧　前編 90

谷伊六
北海人物評論 25

谷栄松
北海道立志編　第3巻 73～75 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 73～75 肖像あり

谷七太郎
現代札幌人物史 24～25
札幌紳士録 147～148 慶応元〔1865〕～
北海人物評論 38

北海道開拓功労者関係資料集録　上 207～208 タニ　シチタロウ
慶応元〔1865〕～
大正元〔1912〕

札幌ぶどう酒

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 9～11 数は第二編のもの

北海道人名辞書 88 タニシチタロウ
慶応元〔1865〕～
大正元〔1912〕

北海道人名辞書　第二版 621 タニシチタロウ 慶応元〔1865〕～

谷周吉
北海道発達史　第1巻 315～317 慶応元〔1865〕～ 肖像37

谷脩治
人物覚書帳 81～82 「谷修治」と表記
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函館名士録 181,293,318 タニ　シュウジ 明治29〔1896〕～
日魯漁業㈱秘書、函館
水産販売㈱監査役

谷朝雄
開道五十年記念北海道 482 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書 569 タニトモオ 明治2〔1869〕～
北海道立志編　第1巻 200～202 明治2〔1869〕～ 肖像あり

谷貞吉
自治産業発達誌 550～551 明治10〔1877〕～

谷徳太郎
函館名士録 179～180 タニ　トクタロウ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

谷万吉
開道五十年記念北海道　再版 421 タニマンキチ 明治9〔1876〕～

谷内譲
樺太及樺太を担う人々 59～60 明治17〔1884〕～ 肖像あり
樺太人物大観 138～140 教育家

谷内亀次郎
自治産業発達誌 530,778～779 明治26〔1893〕～ 肖像あり

谷内九郎
自治産業発達誌 803 明治24〔1891〕～

谷内久吉
自治産業発達誌 106～107

谷内庄五郎
北海道人名辞書　第二版 460 タニウチショウゴロウ 明治6〔1873〕～

谷岡平太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 420～421 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

谷掛吉松
自治産業発達誌 457 明治9〔1876〕～ 肖像あり

谷川梅吉
北海道畜産功労者写真帖 39 肖像あり

谷川安助
北海道立志編　第5巻　第二版 407～408 文久元〔1861〕～ 肖像あり

【たにぐち】

谷口キセ子
大泊之沿革と人物 157～158 明治9〔1876〕～ 肖像あり

谷口伊八郎
北海道発達史　第1巻 319～320 明治10〔1877〕～ 肖像36

谷口雅雄
北海道人名辞書　第二版 523～524 タニグチマサオ 明治23〔1890〕～

谷口菊次郎
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北海道十字之光 171 肖像あり

谷口久太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 419～429 安政5〔1858〕～ 肖像あり

谷口元次郎
北海道人名辞書　第二版 304～305 タニグチモトジロウ 明治元〔1868〕～

谷口虎松
北海道人名辞書　第二版 205 タニグチトラマツ 慶応3〔1867〕～

谷口三郎
札幌紳士録 147 明治18〔1885〕～
北海道人名辞書 89 タニグチサブロウ 明治18〔1885〕～

谷口捨次郎
札幌之人 137（肖像137） 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道医事通覧　前編 37～38 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 88～89 タニグチステジロウ 明治10〔1877〕～

谷口凖蔵
東北海道人物画伝 57 明治4〔1871〕～ 肖像あり

谷口宗太郎
北海開発事績　再版 606 タニグチソウタロウ 明治10〔1877〕～

谷口昇
北海道人名辞書　第二版 251 タニグチノボル 明治14〔1881〕～

谷 丈太郎谷口丈太郎
最近之樺太 2～3 肖像あり

谷口仁太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 423～424 慶応元〔1865〕～

谷口清作
自治産業発達誌 813 明治17〔1884〕～

谷口忠作
北海道立志編　第5巻　第二版 128～129 明治6〔1873〕～ 肖像あり

谷口徳三郎
北海開発事績　再版 463 タニグチトクサブロウ 明治不明　～
北海道人名辞書　第二版 65 タニクチトクサブロウ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

谷口武一郎
北海道人名辞書 538 タニグチテケイチロウ 明治4〔1871〕～

谷口由三郎
自治産業発達誌 718～719 明治14〔1881〕～

谷口与作
北海道十字之光 154 肖像あり

谷黒荘平
小樽の人と名勝 266～267
人物覚書帳 8 明治9〔1876〕～
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北海道人名辞書　第二版 204～205 タニクロソウヘイ 肖像あり

谷島三省
北海道立志編　第4巻　増補訂正 175～177 弘化3〔1846〕～ 肖像（176と177の間)

谷田清次郎
北海道人名辞書　第二版 480～481 タニタセイジロウ 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 41 肖像あり

谷藤末次郎
札幌紳士録 148～149 明治13〔1880〕～
札幌之人 138（肖像138） 明治13〔1880〕～ 肖像あり

谷村実治
北海道立志編　第5巻　第二版 111～113 明治11〔1878〕～ 肖像あり

谷村博通
大泊之沿革と人物 34～35 明治16〔1883〕～

谷村弥作
樺太及樺太を担う人々 54～55 肖像あり

谷本吉蔵
北海道人名辞書　第二版 253～254 タニモトキチゾウ 明治13〔1880〕～

谷本坂惠
函館名士録 293 日魯漁業㈱冷凍課長

谷山吉次郎
大泊之 革と 物 治 〔 〕 肖像あり大泊之沿革と人物 28～29 明治9〔1876〕～ 肖像あり

谷山静
開道五十年記念北海道　再版 485 タニヤマシズ 明治5〔1872〕～

【たねだ】

種田金十郎
北海道立志編　第3巻 225～227 肖像あり

種田銀作
北海道人名辞書 502 タネダギンサク

種田幸右衛門
北海道人名辞書 429 タネダコウウエモン 天保10〔1839〕～

種田幸彦
人物覚書帳 380

種田松次郎
開道五十年記念北海道　再版 552 タネダマツジロウ 明治7〔1874〕～

種田織三
北海道人名辞書 428 タネダオリゾウ 安政4〔1857〕～

種田長吉
後志國要覧 212 天保12〔1841〕～ 子、重次の肖像(中間頁)
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種田直右衛門
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 119～121 天保14〔1843〕～ 数は第二編のもの

種田鶴吉
開道五十年記念北海道 592 元治元〔1864〕～
北海道立志編　第3巻 68～70 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 68～70 肖像あり

種田等
北海道医事通覧　前編 66
北海道人名辞書 428 タネダヒトシ 明治5〔1872〕～

種田徳彦
樺太及樺太を担う人々 53～54 明治10〔1877〕～ 肖像あり

種田徳兵衛
北海道人名辞書 428～429 タネダトクベエ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第3巻 80～82 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 80～82 肖像あり

種田葽次
北海道人名辞書 427 タネダシゲツグ 嘉永元〔1848〕～

種部長義
樺太及樺太を担う人々 179

種村惣太郎
北海道人名辞書 477 タネムラソウタロウ 明治17〔1884〕～

種村惣兵衛種村惣兵衛

北海道人名辞書 477 タネムラソウベエ
文政5〔1822〕～
明治36〔1903〕

種村道味
北海道立志編　第5巻　第二版 125～126 肖像あり

種谷利八
後志國要覧 249 慶応元〔1865〕～ 肖像(中間頁)
北海道立志編　第1巻 168～169 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

田上嘉蔵
大泊之沿革と人物 117～118 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 51 明治12〔1879〕～ 肖像あり

田上義也（タノウエ　ヨシヤ、明治32〔1899〕～平成4〔1992〕）
現代札幌人物史 178～179
北方のビジョン 211～273 明治32〔1899〕～

【た／は行】

田端半七
開道五十年記念北海道 224 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

田畑司門治
樺太及樺太を担う人々 58 明治28〔1895〕～

田畑善作
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開道五十年記念北海道　再版 270 タバタゼンサク 明治10〔1877〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 98～99 肖像あり

田原是諦
東北海道の人物 187～188 明治12〔1879〕～ 肖像あり

田淵幸三郎
東北海道の人物 179～180 明治21〔1887〕～

田渕太七
北海道人名辞書　第二版 515 タブチタシチ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

【た／ま行】

玉井揆一
北海道人名辞書　第二版 488～489 タマイキンジ 明治6〔1873〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 413～414 明治8〔1875〕～ 肖像あり

玉井捨三郎
北海道十字之光 176 肖像あり

玉川清吉
開道五十年記念北海道　再版 16～18 タマガワセイキチ 明治9〔1876〕～

玉川清利
自治産業発達誌 717

玉川徳次郎
自治産業発達誌 905～906 明治8〔1875〕～

玉井徳松
樺太之豊原 252～253

玉置喜平
北海道発達史　第1巻 320～323 明治9〔1876〕～ 肖像38

玉置慶次郎
小樽区外七郡案内 212

玉置信一（タマキ　シンイチ、明治28〔1895〕～昭和50〔1975〕）
自治産業発達誌 513 肖像あり

玉置寅輔
樺太及樺太を担う人々 51～52 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 352 タマオキトラスケ 明治8〔1875〕～

玉木泰次郎
東北海道人物画伝 47 明治8〔1875〕～ 肖像あり

田巻憲三
函館名士録 318 函館水産販売㈱監査役

田巻水流三
開道五十年記念北海道 604 安政元〔1854〕～ 肖像あり

北海道立志編　第4巻　増補訂正 32～35 安政元〔1854〕～
肖像（32と33の間） 婦人
とともに
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田巻誠司
小樽区外七郡案内 178
北海人物評論 17～18
北海道人名辞書 205 タマキセイシ 安政3〔1856〕～

玉熊重吉

開道五十年記念北海道 689～690
嘉永6〔1853〕～
明治44〔1911〕

北海道畜産功労者写真帖 49 肖像あり

田町与三郎
札幌紳士録 144～145 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書 91 タマチヨサブロウ 文久3〔1863〕～

玉山豊
北海道人名辞書　第二版 65～66 タマヤマユタカ 明治21〔1887〕～

民内茂一郎
札幌之人 150（肖像150） 明治15〔1882〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 89 タミウチモイチロウ 明治15〔1882〕～

田宮喜一
北海道立志編　第5巻　第二版 409～410 明治5〔1872〕～

【たむら】

田村栄
北海道人名辞書　第二版 513～514 タムラサカエ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

村栄次郎田村栄次郎
開道五十年記念北海道　再版 156 タムラエイジロウ 弘化4〔1847〕～

田村鹿蔵
北海道立志編　第4巻　増補訂正 41～42 肖像（40と41の間）

田村外次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 414～415

田村外治
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

田村喜作
北海道十字之光 235 肖像あり

田村亀太郎
東北海道の人物 161～163 明治元〔1868〕～ 肖像あり

田村興七
北海道立志編　第2巻 4‐80～82 安政2〔1855〕～ 肖像あり

田村顕充（タムラ　アキマサ、天保3〔1832〕～大正2〔1913〕）

開道五十年記念北海道　再版 11～15 タムラケンジュウ
天保3〔1832〕～
大正2〔1913〕

北の先覚　改訂版 215～222
天保3〔1832〕～
大正2〔1913〕

北海開発事績　再版 351 タムラケンイン
天保3〔1832〕～
明治44〔1911〕
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北海道開拓功労者関係資料集録　上 209～210 タムラ　アキマサ
天保3〔1832〕～
大正2〔1913〕

亘理藩の集団移住

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 43～56 天保3〔1832〕～ 数は第二編のもの

北海道人名辞書 553～558 タムラアキマサ
天保3〔1832〕～
大正2〔1913〕

北海道人名辞書　第二版 649～650 タムラアキマサ 天保3〔1832〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 123～128
天保3〔1832〕～
大正2〔1913〕

肖像あり

北海道立志編　第1巻 182～185 肖像あり

田村国太郎
人物覚書帳 88～89

田村常吉
自治産業発達誌 797 明治35〔1902〕～ 肖像あり

田村新助

北海開発事績　再版 352～ タムラシンスケ
不明　　初代～
12代

田村清吉
北海道樺太名士大鑑 121 明治30〔1897〕～ 本文に肖像あり

田村達
北海道人名辞書　第二版 66 タムラトオル 明治17〔1884〕～

田村竹治郎
樺太之豊原 191～193 安政4〔1857〕～ 肖像あり

村長 郎田村長五郎
北海道立志編　第2巻 4‐99～100 安政5〔1858〕～ 肖像あり

田村直吉
自治産業発達誌 745 明治36〔1903〕～

田村徳太郎
小樽区外七郡案内 149～150 肖像あり（家族）
北海道立志編　第5巻　第二版 109～110 明治5〔1872〕～ 肖像あり

田村博吉
人物覚書帳 12～13

田村半吾
自治産業発達誌 133～134 明治15〔1882〕～ 肖像あり

田村芳信
函館名士録 166～167 タムラ　ヨシノブ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

田村力三郎
北海道人名辞書 293 タムラリキサブロウ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第2巻 3‐86～88 肖像あり

為岡利三郎
自治産業発達誌 519 明治5〔1872〕～
北海道発達史　第1巻 334～335 明治5〔1872〕～ 肖像23

為国浅右衛門
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北海開発事績　再版 573 タメクニ　アサウエモン 慶応3〔1867〕～

田本研造（タモト　ケンゾウ、天保2〔1831〕～大正元〔1912〕）

北海道人名辞書 293～294 タモトケンゾウ
文政12〔1815〕～
明治40〔1907〕

北海道立志編　第2巻 5‐230～233 肖像あり

【た／ら行～ん】

多羅尾政雄
自治産業発達誌 283～284 肖像あり

垂石竜蔵
樺太之豊原 47～48 明治22〔1889〕～

多羽田元治
北海道発達史　第1巻 311～312 明治13〔1880〕～ 肖像35

俵孫一（タワラ　マゴイチ、明治2〔1869〕～昭和19〔1944〕）
開道五十年記念北海道 8 明治2〔1869〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 9 タワラマゴイチ 明治2〔1869〕～
北海開発事績　再版 331 タワラマゴイチ 明治2〔1869〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　上 211～212 タワラ　マゴイチ
明治2〔1869〕～
昭和19〔1944〕

第14代目北海道庁長官

北海道十字之光 5 肖像あり

ダン（Edwin　Dun、嘉永元〔1848〕～昭和6〔1931〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 195～196 エドウィン　ダン
嘉永元〔1848〕～
昭和6〔1931〕

アメリカ人、洋式農法指
導

丹清五郎
北海道樺太名士大鑑 63 慶応元〔1865〕～ 本文に肖像あり

丹芳次郎
樺太之豊原 160～161 肖像あり
最近之樺太 肖像（巻頭） 本斗支庁長

丹後次三郎
人物覚書帳 316

檀上輔翼
現代札幌人物史 268 元治元〔1864〕～

丹藤弥市
北海道人名辞書　第二版 68 タンドウヤイチ 明治23〔1890〕～

丹内茂太郎
北海道立志編　第1巻 171～172 文久元〔1861〕～ 肖像（202と203の間）

淡中種治
開道五十年記念北海道　再版 592 タンナカタネジ 万延元〔1860〕～

丹野右仲
北海道医事通覧　前編 63～64

丹野軍治
北海道人名辞書 89 タンノグンジ 明治7〔1874〕～
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丹野助七
北海道人名辞書　第二版 67～68 タンノスケシチ 明治15〔1882〕～

丹野利三郎
樺太之豊原 44～45 明治7〔1874〕～ 肖像あり

檀野礼助
北海道人名辞書 89 ダンノレイスケ 明治8〔1875〕～

《ち》

【ち／か～な行】

千賀知一
北海之商傑 128 湯浅貿易取締役

千賀竹三郎
開道五十年記念北海道 632～633 ～明治43〔1910〕 肖像あり
北海道十字之光 259

近井武芳
自治産業発達誌 151～152 明治25〔1892〕～

近沢清
自治産業発達誌 744 明治35〔1902〕～ 肖像あり

筑前善次郎
北海道立志編　第2巻 4‐55～57 明治3〔1870〕～ 肖像あり

竹生秀幸
現代札幌人物史 243～244

地崎宇三郎　初代
現代札幌人物史 185～186 明治2〔1869〕～
札幌之人 69（肖像69） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
人物覚書帳 50～51 明治2〔1869〕～
人物評論　第1編 190～195
北海開発事績　再版 439 チザキウサブロウ 明治2〔1869〕～
北海道十字之光 50 肖像あり
北海道人名辞書 93 チザキウサブロウ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 33～34 チザキウサブロウ 明治2〔1869〕～

地崎晴次
人物覚書帳 101～102,382

千住光雄
人物覚書帳 113～114

乳井敏行
樺太之豊原 174～175 明治17〔1884〕～ 肖像(巻頭)

茅野満明
開道五十年記念北海道 638 明治7〔1874〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 43 明治7〔1874〕～ 肖像あり
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【ち／は行】

千葉栄雄
自治産業発達誌 294 明治20〔1887〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 423 チバヒデオ 明治2〔1869〕～

千葉喜惣太
北海道人名辞書　第二版 299 チバキソウタ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

千葉金樹
北海道発達史　第1巻 240～241 慶応2〔1866〕～ 肖像22

千葉恵妙
北海道人名辞書 443 チバケイミョウ 明治17〔1884〕～

千葉元貞
札幌紳士録 82～83 安政3〔1856〕～
北海開発事績　再版 451 チバモトサダ 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書 92 チバモトサダ 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書　第二版 32 チバモトサダ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第2巻 3‐48～49 安政3〔1856〕～ 肖像あり

千葉功
東北海道の人物 81～83 明治11〔1878〕～ 肖像あり

千葉幸吉
開道五十年記念北海道 340 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

千葉滋
札幌之人 68（肖像68） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 92～93 チバシゲル 明治元〔1868〕～

千葉治作
北海道立志編　第5巻　第二版 429～430 明治11〔1878〕～ 肖像あり

千葉叔則
東北海道の人物 83～85 明治18〔1885〕～

千葉新太郎
開道五十年記念北海道 581 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

千葉清治
東北海道人物画伝 4 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 608 チバセイジ 明治13〔1880〕～

千葉精一
函館名士録 194～196 チバ　セイイチ 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 435～436 チバセイイチ 明治11〔1878〕～

千葉泰助
北海道人名辞書　第二版 33 チバタイスケ 明治5〔1872〕～

千葉忠次郎
北海道人名辞書　第二版 440 チバチュウジロウ 慶応2〔1866〕～

千葉藤吉
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北海道立志編　第3巻 332～334 安政元〔1854〕～ 肖像あり（330の次）

千葉能章
北海道樺太名士大鑑 100 明治13〔1880〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 542～543,646 チバノウショウ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

千葉兵蔵
東北海道の人物 17～19 明治15〔1882〕～ 肖像あり

千葉養次郎
札幌紳士録 81～82 嘉永2〔1849〕～
札幌之人 67（肖像67） 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 92 チバヨウジロウ 寛永2〔1625〕～
北海道立志編　第2巻 3‐53～55 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

茅原勇吉
開道五十年記念北海道 266 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 297 チハラユウキチ 嘉永3〔1850〕～

千原夕田
函館游寓名士伝 18～19

【ち／ま～や行】

地本敬蔵
自治産業発達誌 567～568 明治23〔1890〕～ 肖像あり

地本増吉
自治産業発達誌 568 明治9〔1876〕～ 肖像あり

茶木与三
北海道樺太名士大鑑 30 本文に肖像あり

茶谷幸一
自治産業発達誌 106
北海道樺太名士大鑑 2 明治18〔1885〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 33 チャヤコウイチ 明治18〔1885〕～

忠谷久五郎

開道五十年記念北海道 176
明治2〔1869〕～
明治30〔1897〕

肖像あり

北海道人名辞書 297 チュウヤキュウゴロウ 明治2〔1869〕～

忠谷久蔵
北海道立志編　第2巻 4‐85～86 天保9〔1838〕～ 肖像あり

張〔シ？〕芳（〔シ？〕はくさかんむりの下に止）
北海道人名辞書 298 チョウシホウ 明治13〔1880〕～

張峻卿
北海道人名辞書 298 チョウシュンキョウ 明治14〔1881〕～

張尊三（Chang　Tsun－San、チョウ　ソンサン、弘化2〔1845〕～大正7〔1918〕）
北海開発事績　再版 358 チョウソンゾウ 弘化2〔1845〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 197
弘化2〔1845〕～
大正7〔1918〕

中国人、函館在華僑の
中心人物

北海道人名辞書 297～298 チョウソンサン 弘化2〔1845〕～
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北海道拓殖功労者旌彰録 351～354 弘化2〔1845〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 157～160 肖像（156と157の間)

張忠甫
北海道人名辞書 298 チョウチュウホ 元治元〔1864〕～

朝順恵
自治産業発達誌 335 明治4〔1871〕～ 肖像あり

長次郎
自治産業発達誌 397 明治36〔1903〕～ 肖像あり

朝明門吉
北海人物評論 79 肖像あり
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（308と309の間）

《つ》

【つ／か行】

塚越市太郎
開道五十年記念北海道 287 明治6〔1873〕～

塚越卯太郎

樺太及樺太を担う人々 66（本編）
樺太パルプ工業界の主
要人物

樺太人物大観 221～228 実業家樺太人物大観 221～228 実業家

塚崎定次郎
樺太之豊原 223～224 明治12〔1879〕～ 肖像(巻頭)

塚島由太郎
開道五十年記念北海道 465 明治5〔1872〕～ 肖像あり
札幌紳士録 167～168 明治5〔1872〕～
札幌之人 154（肖像154） 明治5〔1872〕～ 肖像あり
人物覚書帳 96～97
静浪遺稿 139～140 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 93 ツカシマヨシタロウ 明治5〔1872〕～

塚田才次郎
開道五十年記念北海道 276 肖像あり
北海道立志編　第2巻 4‐96～97 文久元〔1861〕～

塚田松次郎
北海道人名辞書　第二版 500 ツカダマツジロウ 明治18〔1885〕～

塚田治作
人物覚書帳 234,381

塚田富次
北海道立志編　第5巻　第二版 432～433 明治9〔1876〕～ 肖像あり

栂野滋次郎
樺太之留多加 110～111 明治20〔1887〕～
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栂野昇
北海開発事績　再版 592 トガノノボル 明治19〔1886〕～

塚原作平
開道五十年記念北海道 585 明治元〔1868〕～ 肖像あり

塚原貞良
北海道人名辞書　第二版 70～71 ツカハラサダヨシ 明治27〔1894〕～ 肖像あり

塚本金兵衛
開道五十年記念北海道 228 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 5‐37～39 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

塚本慶次郎
自治産業発達誌 937

塚本市太郎
北海道立志編　第3巻 86～88 肖像あり

塚本博愛
北海道人名辞書 582～583 ツカモトヒロチカ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 70 ツカモトヒロチカ 元治元〔1864〕～ 肖像あり

塚本柳次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 134～135 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

塚本与吉
北海道発達史　第1巻 345～346 嘉永4〔1851〕～ 肖像21

津 次郎津川万次郎
北海道人名辞書 299～300 ツガワマンジロウ 文久3〔1863〕～

槻館三郎
北海道十字之光 109 肖像あり

月野徳太郎
東北海道の人物 191～192 明治13〔1880〕～

月原松右衛門

北海道立志編　第5巻　第二版 424～425 明治9〔1876〕～
肖像では「月原杢右衛
門」と表記

佃勝太郎
北海道人名辞書　第二版 524 ツクダカツタロウ 明治10〔1877〕～

【つ／さ行】

辻卯之助
自治産業発達誌 473 明治24〔1891〕～ 肖像あり

辻栄松
開道五十年記念北海道 490 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

辻健二
樺太及樺太を担う人々 66～67 肖像あり
樺太人物大観 311～314 町村会議員
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辻謙吉
開道五十年記念北海道 315 明治5〔1872〕～

辻謙治
北海道人名辞書 460～461 ツジケンジ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 411～412 ツジケンジ 明治5〔1872〕～

辻始
北海道人名辞書 586 ツジハジメ 明治8〔1875〕～

辻松乃丞
函館市功労者小伝 47 ～明治26〔1893〕 肖像あり

辻仲
北海道人名辞書 299 ツジナカ 明治4〔1871〕～

辻藤吉
開道五十年記念北海道 369 明治11〔1878〕～

辻徳夫
自治産業発達誌 765～766 明治23〔1890〕～
東北海道の人物 193～194 明治25〔1892〕～

辻彦治郎
自治産業発達誌 425～426 明治18〔1885〕～ 肖像あり

辻由太郎
北海道十字之光 163 肖像あり

辻力辻力三
自治産業発達誌 455 明治16〔1883〕～

辻井仁佐
北海道立志編　第5巻　第二版 428～429 明治6〔1873〕～ 肖像あり

辻田吉之助
北海道人名辞書 206 ツジタキチノスケ 明治3〔1870〕～

辻野小四郎
北海道発達史　第1巻 343～345 嘉永6〔1853〕～ 肖像22

辻広為吉
北海道畜産功労者写真帖 61 肖像あり

辻広駒吉
北海道十字之光 42 肖像あり
北海道人名辞書 377 ツジヒロコマキチ

辻広禎介
北海道人名辞書　第二版 306 ツジヒロテイスケ

対馬リツ
小樽の人と名勝 116～117 明治28〔1895〕～

対馬嘉三郎（ツシマ　カサブロウ、天保7〔1836〕～大正3〔1914〕）

開道五十年記念北海道 55
天保7〔1836〕～
大正6〔1917〕
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開道五十年記念北海道　再版 76 ツシマカサブロウ
天保7〔1836〕～
大正5〔1916〕

現代札幌人物史 25
札幌紳士録 165～166 天保7〔1836〕～

北海開発事績　再版 355 ツシマカサブロウ
天保7〔1836〕～
大正5〔1916〕

北海人物評論 48

北海道開拓功労者関係資料集録　上 213～214 ツシマ　カサブロウ　
天保7〔1836〕～
大正3〔1914〕

鉄道敷設に尽力

北海道人名辞書 94～95 ツシマカサブロウ 天保7〔1836〕～

北海道人名辞書　第二版 652～653 ツシマカサブロウ
天保7〔1836〕～
大正3〔1914〕

肖像あり

北海道拓殖功労者旌彰録 203～206
天保7〔1836〕～
大正3〔1914〕

肖像あり

北海道立志編　第1巻 214～218

対馬桃太郎
北海道立志編　第3巻 388～390 肖像あり

対馬雄一
北海道人名辞書　第二版 305～306 ツシマユウイチ 明治7〔1874〕～

辻松新左衛門
北海道人名辞書　第二版 516 ツジマツシンザエモン 明治10〔1877〕～

辻村幸次郎
小樽区外七郡案内 45～46
開道五十年記念北海道　再版 311 ツジムラコウジロウ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書 512～513 ツジムラコウジロウ 明治6〔1873〕～
北海道立志編 第 巻 第 版 治 〔 〕北海道立志編　第5巻　第二版 135～137 明治6〔1873〕～

辻村直四郎
開道五十年記念北海道 519 明治3〔1870〕～
北海道発達史　第1巻 338～340 明治3〔1870〕～ 肖像21

辻村高蔵
北海開発事績　再版 631 ツジムラコウゾウ 明治10〔1877〕～

辻村美矩
自治産業発達誌 132～133 明治32〔1899〕～ 肖像あり

辻本正一
樺太及樺太を担う人々 65～66 明治18〔1885〕～

辻本富造
樺太之留多加 9 明治20〔1887〕～

【つ／た行】

津田栄記
大泊之沿革と人物 50～51 明治17〔1884〕～ 肖像あり

津田勘三郎
東北海道人物画伝 20 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道十字之光 236 肖像あり

津田喜左衛門
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開道五十年記念北海道　再版 357 ツダキザエモン 明治16〔1883〕～

津田喜平治
開道五十年記念北海道 485 安政元〔1854〕～

津田源与門
北海道人名辞書 207 ツダゲンヨモン 嘉永3〔1850〕～

津田広見
北海人物評論 134～135 慶応元〔1865〕～

津田鎤之助
北海道立志編　第3巻 40～42 肖像あり

津田信寿
北海道人名辞書　第二版 69～70 ツダノブサト 明治17〔1884〕～

津田甚作
開道五十年記念北海道 542 肖像あり

津田秦政
北海道立志編　第5巻　第二版 426～427 明治5〔1872〕～ 肖像あり

津田美之助
北海道人名辞書　第二版 69 ツダミノスケ 明治2〔1869〕～

津田邦松
東北海道の人物 16～17 明治12〔1879〕～

蔦原佐吉蔦原佐吉
自治産業発達誌 228 明治30〔1897〕～

蔦森百一
北海開発事績　再版 765 ツタモリモモイチ 明治17〔1884〕～

土倉修
人物覚書帳 104

土田安之助
北海道人名辞書　第二版 71 ツチダヤスノスケ 明治元〔1868〕～

土田金次郎
北海道人名辞書 419 ツチダキンジロウ 嘉永5〔1852〕～

土田源蔵
北海道十字之光 191 肖像あり

土田治作
自治産業発達誌 548 明治20〔1887〕～

土田政次郎
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 79～84 安政3〔1856〕～ 数は第一編のもの

土沼助吉
東北海道の人物 195～196 明治19〔1886〕～ 肖像あり

土橋吉郎
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北海道立志編　第5巻　第二版 40～41 明治8〔1875〕～ 肖像あり

土橋哲太郎

北海之商傑 128 ツチバシテツタロウ
湯浅綿花取締役、湯浅
貿易常務取締役

土持綱晟
札幌紳士録 166～167 安政5〔1858〕～
北海道人名辞書 94 ツチモチコウセイ 安政3〔1856〕～

【つちや】

土屋一郎
開道五十年記念北海道 264
北海道人名辞書 299 ツチヤイチロウ 明治10〔1877〕～

土屋喜一郎
北海開発事績　再版 500 ツチヤキイチロウ 明治13〔1880〕～

土屋金次郎
東北海道人物画伝 42 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

土屋耕二
北海道人名辞書　第二版 71 ツチヤコウジ 明治24〔1891〕～

土屋重右衛門
開道五十年記念北海道　再版 268 ツチヤジュウウエモン 明治15〔1882〕～ 壽都豪族
後志國要覧 241 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書 491 ツチヤジュウウエモン 明治15〔1882〕～
北海道 名辞書 第 版 ジ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 443 ツチヤジュウエモン 明治15〔1882〕～

土屋捨吉
北海道人名辞書 206 ツチヤステキチ 安政5〔1858〕～

土屋仙吉
自治産業発達誌 733 肖像あり

土屋轍
北海人物評論 52

土屋鍋次郎
北海道発達史　第1巻 241～243 明治6〔1873〕～ 肖像34

土屋二郎
東北海道の人物 24～25 明治24〔1891〕～

土屋裕
自治産業発達誌 810 明治24〔1891〕～

筒井亀太郎
北海道発達史　第1巻 340～341 明治6〔1873〕～

筒井銀平
現代札幌人物史 302～303
人物覚書帳 231～232
北海道人名辞書　第二版 600 ツツイギンペイ 明治17〔1884〕～
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筒井常吉
開道五十年記念北海道 386 安政5〔1858〕～

筒井善七
自治産業発達誌 18～19 肖像あり
北海道十字之光 164 肖像あり

筒井知嘉次
最近之樺太 50～51 明治16〔1883〕～ 肖像あり

筒井長左衛門
北海道立志編　第2巻 4‐94～95 天保2〔1831〕～ 肖像あり

筒井当平
北海道立志編　第5巻　第二版 425～426 明治10〔1877〕～ 肖像あり

筒井利作
人物覚書帳 75

続賢造
札幌之人 155（肖像155） 明治8〔1875〕～ 肖像あり

続秀太郎
北海道人名辞書　第二版 377 ツツキヒデタロウ 明治19〔1886〕～

続豊治（ツヅキ　トヨジ、寛政10〔1798〕～明治13〔1880〕）

開道五十年記念北海道 50～51
寛政10〔1798〕～
明治13〔1880〕

開道五十年記念北海道 再版 68～69 ツヅキトヨジ
寛政10〔1798〕～

治 〔 〕
開道五十年記念北海道　再版 68～69 ツヅキトヨジ

明治13〔1880〕

函館市功労者小伝 26
寛政10〔1798〕～
明治13〔1880〕

北の先覚　改訂版 83～88
寛政10〔1798〕～
明治13〔1880〕

北海開発事績　再版 380 ツズキトヨジ
寛政10〔1798〕～
明治13〔1880〕

北海道開拓功労者関係資料集録　上 215～216 ツヅキ　トヨジ
寛政10〔1798〕～
明治13〔1880〕

西洋型船の建造

北海道人名辞書 301 ツヅキトヨジ
寛政10〔1798〕～
明治13〔1880〕

北海道人名辞書　第二版 625 ツヅキトヨジ
寛政10〔1798〕～
明治13〔1880〕

北海道拓殖功労者旌彰録 599～603
寛政10〔1798〕～
明治13〔1880〕

肖像あり

続木房市
北海道発達史　第1巻 349～350 明治元〔1868〕～ 肖像23

北海道立志編　第5巻　第二版 430～431 明治元〔1868〕～
肖像では「続木房吉」と
表記

都築幹太郎
北海道人名辞書 298～299 ツヅキカンタロウ 安政5〔1858〕～

都築東作
北海道人名辞書　第二版 72 ツヅキトウサク 明治15〔1882〕～

堤英一

404 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

開道五十年記念北海道　再版 493 ツツミエイイチ 明治5〔1872〕～

堤敬次郎
開道五十年記念北海道 470 安政3〔1856〕～ 肖像あり
札幌紳士録 168～169 安政3〔1856〕～ 「堤敬治郎」と表記
北海道人名辞書 94 ツツミケイジロウ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第2巻 5‐13～15 安政3〔1856〕～

堤広吉
東北海道人物画伝 15 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 696 ツツミヒロキチ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書 619～620 ツツミヒロキチ 明治8〔1875〕～

堤三郎
後志國要覧 244 明治5〔1872〕～ 肖像(中間頁)

堤清治郎
人物覚書帳 491～492

函館名士録
197～198,292
～293

ツツミ　セイジロウ 明治27〔1894〕～
肖像あり、日魯漁業㈱取
締役、日魯漁業㈱総務
部長

堤清六（ツツミ　セイロク、明治13〔1880）～昭和6〔1931〕）
開道五十年記念北海道 169～170 肖像あり
人物覚書帳 486～487

函館市功労者小伝 62
明治13〔1880〕～
昭和6〔1931〕

肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　上 217～218 ツツミ　セイロク
明治13〔1880〕～
昭和6〔1931〕

露領（借区）漁業の功労
者

堤壮三
開道五十年記念北海道　再版 493 ツツミソウゾウ 嘉永4〔1851〕～

【つ／な行】

綱川俊雄
大泊之沿革と人物 158～159 明治23〔1890〕～

綱島覚左衛門
北海道人名辞書 377 ツナジマカクザエモン 明治13〔1880〕～

綱島三郎平
北海道人名辞書 93 ツナジマサブロウベイ 寛永4〔1627〕～

綱谷安治
自治産業発達誌 576 明治33〔1900〕～ 肖像あり

綱本市五郎

小樽区外七郡案内 157
「綱」は別字体＜広告の
商店名を参照＞

綱本正三郎
北海道人名辞書 497 ツナモトショウザブロウ 明治18〔1885〕～

常井新左衛門
自治産業発達誌 102 肖像あり
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恒川鉄次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 133～134 明治7〔1874〕～

常田たに子
北海道医事通覧　前編 78～79 肖像(巻頭)

常野正義（ツネノ　マサヨシ、天保9〔1838〕～明治37〔1904〕）

開道五十年記念北海道　再版 68 ツネノマサヨシ
天保9〔1838〕～
明治37〔1904〕

函館市功労者小伝 35
天保9〔1838〕～
明治37〔1904〕

肖像あり

北海開発事績　再版 379～380 ツネノマサヨシ
天保9〔1838〕～
明治37〔1904〕

北海道人名辞書 300～301 ツネノマサヨシ
天保9〔1838〕～
明治37〔1904〕

北海道拓殖功労者旌彰録 173～178
天保9〔1838〕～
明治37〔1904〕

肖像あり

常野知哉
人物覚書帳 36

常見吉平
札幌紳士録 169～170 明治2〔1869〕～

常見庄太郎
北海道立志編　第3巻 238～240 元治元〔1864〕～ 肖像あり（236の次）

角田準蔵
札幌之人 156（肖像156） 明治8〔1875〕～ 肖像あり

角田勝太郎
自治産業発達誌 15～16 肖像あり

角田政平
自治産業発達誌 410～411 明治35〔1902〕～ 肖像あり

角田千吉
北海道人名辞書　第二版 333 ツノタセンキチ 明治10〔1877〕～

角田甫生
北海道人名辞書　第二版 592 ツノダホセイ 明治23〔1890〕～

※　「角田」は「かくた」も見よ

【つ／は行】

坪田伊三郎
開道五十年記念北海道 596 文化13〔1842〕～ 肖像あり
北海道発達史　第1巻 341～343 嘉永2〔1849〕～ 肖像巻頭

北海道立志編　第4巻　増補訂正 48～50 天保12〔1841〕～
肖像（48と49の間）、目次
では「堀田伊三郎」と表

坪田政七
北海道人名辞書　第二版 466 ツボタマサシチ

坪田米治
北海道立志編　第5巻　第二版 431～432 明治6〔1873〕～ 肖像あり
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坪田弥市
北海道人名辞書 542～543 ツボタヤイチ 嘉永5〔1852〕～

坪沼長作
北海道立志編　第5巻　第二版 433～434 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

坪谷源吉
自治産業発達誌 537～538 肖像あり

坪谷俊治
人物覚書帳 385 肖像あり
東北海道の人物 25～27 明治14〔1881〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 149 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書　第二版 71～72 ツボヤシュンジ 明治14〔1881〕～

【つ／ま～ら行】

妻鳥宗平
北海道樺太名士大鑑 99 明治12〔1879〕～

津村昌一
北海道人名辞書　第二版 70 ツムラショウイチ 明治15〔1882〕～

露口竹次郎
北海道発達史　第1巻 348 明治元〔1868〕～ 肖像巻頭

鶴卯三郎
北海之商傑 87 石狩石炭新夕張鉱長長

鶴善作
北海人物評論 43

鶴岡亀和武
札幌紳士録 167 明治12〔1879〕～

鶴岡徹一
樺太人物大観 257～258 民間の異彩

敦賀末太郎
自治産業発達誌 101 肖像あり

敦賀芳蔵
自治産業発達誌 481 明治28〔1895〕～ 肖像あり

鶴田伊太郎
自治産業発達誌 153 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 333～334 ツルタイタロウ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

鶴田寛二
北海道人名辞書　第二版 479 ツルタカンジ 明治21〔1887〕～

鶴田貞次郎
札幌之人 153（肖像153） 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

鶴田甚吉
北海道人名辞書　第二版 256 ツルタジンキチ 明治18〔1885〕～
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鶴田正寿
小樽区外七郡案内 111～112 肖像あり

鶴田昌次
北海道人名辞書 299 ツルタマサジ 明治10〔1877〕～

鶴原定吉
北海之商傑 108 大日本人造肥料会社社

鶴原鉄掌
北海道立志編　第5巻　第二版 427～428 明治6〔1873〕～ 肖像あり

鶴丸文蔵
北海道人名辞書 206～207 ツルマルブンゾウ 明治5〔1872〕～

鶴見時一
北海道立志編　第1巻 218～219 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

《て》

【て／あ～ま行】

デー（Murray.S.Day、生没年不詳）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 198 ムレイ　S　デー
アメリカ人、明治6〔1873〕
来道、北海道測量図完

泥堂七郎
北海道人名辞書　第二版 540 デイドウシチロウ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

デカルソン（Augusta　Dickerson、安政6〔1859〕～昭和22〔1947〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 199～200 オーガスタ　デカルソン
安政6〔1859〕～
昭和22〔1947〕

アメリカ人、遺愛女学校
校長

北海道人名辞書 251 安政6〔1859〕～

出口乙吉
樺太之豊原 106～107 明治14〔1881〕～ 肖像あり

出口与一
静浪遺稿 23～25

出倉清世
自治産業発達誌 905 明治14〔1881〕～

出崎寅次郎
北海道人名辞書 207 デザキトラジロウ 明治3〔1870〕～

勅使河原通治
北海道人名辞書 577 テシガワラミチトシ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 560 テシガワラミチトシ 明治11〔1878〕～

手島胤善
東北海道人物画伝 80 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 642 テジマタネヨシ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 605 テシマタネヨシ 明治17〔1884〕～
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手島胤則
東北海道人物画伝 80 明治17〔1884〕～ 肖像あり

手代木隆吉（テシロギ　リュウキチ、明治17〔1884〕～昭和42〔1967〕）
人物覚書帳 303,565～566

手塚亥之助
自治産業発達誌 103～104 肖像あり

手塚信吉
自治産業発達誌 6 明治25〔1892〕～ 肖像あり

手塚貞
北海道立志編　第4巻　増補訂正 111～113 嘉永2〔1849〕～ 肖像（112と113の間)

手塚悳
北海道立志編　第4巻　増補訂正 113～115 嘉永6〔1853〕～ 肖像（112と113の間)

出町初太郎
自治産業発達誌 573～574 明治16〔1883〕～ 肖像あり

出村幸太郎
北海道立志編　第2巻 3‐223～224 明治2〔1869〕～

【て／ら行～ん】

寺井孝哉
自治産業発達誌 321 肖像あり

寺井四郎兵衛
開道五十年記念北海道 192 肖像あり
北海開発事績　再版 358 テライシロウヘイ 二代目
北海道人名辞書 301 テライシロウヘエ
北海道人名辞書　第二版 636～637 テライシロウベイ 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 477～480 慶応3〔1867〕～

寺井重太郎
北海道人名辞書　第二版 564～565 テライジュウタロウ 慶応元〔1865〕～

寺井冽泉
北海道人名辞書　第二版 341 テライキヨミ 明治8〔1875〕～

寺井藤四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 524～525 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

寺井力蔵

函館名士録 333
拓殖無盡㈱函館支店監
査役

寺尾一正
東北海道の人物 350～352 明治12〔1879〕～ 肖像あり

寺尾孝太郎
開道五十年記念北海道 484 安政元〔1854〕～ 肖像あり

寺尾幸太郎

409 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

北海道十字之光 108 肖像あり

寺尾秀次郎

北海道人名辞書 95 テラオヒデジロウ
天保7〔1836〕～
大正元〔1912〕

北海道立志編　第4巻　増補訂正 295～297 天保7〔1836〕～ 肖像（292と293の間）

寺尾庄蔵
函館名士録 199～200 テラオ　ショウゾウ 明治19〔1886〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 302 テラオショウゾウ 安政元〔1854〕～

寺尾禿
北海道人名辞書 207 テラオトク 明治23〔1890〕～

寺門新
北海道立志編　第5巻　第二版 215～216 文化13〔1842〕～ 肖像あり

寺口芳太郎
北海道立志編　第3巻 461～463 肖像あり

寺坂国太郎
自治産業発達誌 554 慶応2〔1866〕～

寺崎直二
自治産業発達誌 518 明治33〔1900〕～

寺崎鉄五郎
自治産業発達誌 935～936

寺沢英海寺沢英海
最近之樺太 肖像（巻頭） 法華寺住職

寺沢貞市
大泊之沿革と人物 70～72

寺沢日晃
大泊之沿革と人物 20～21 明治8〔1875〕～ 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 114～115 明治8〔1875〕～

寺沢代三郎
樺太之豊原 170～171 明治16〔1883〕～

寺島弘
自治産業発達誌 49～50 明治19〔1886〕～ 肖像あり

寺島浅次郎
自治産業発達誌 416 肖像あり

寺島徳治
北海道人名辞書　第二版 418 テラシマトクジ 明治8〔1875〕～

寺島雄太郎
北海道人名辞書　第二版 421 テラジマユウタロウ 万延元〔1860〕～

寺田源蔵
北海道人名辞書　第二版 551 テラダゲンゾウ 明治13〔1880〕～
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寺田省帰
小樽区外七郡案内 120～121 肖像あり
小樽区実業家百撰立志編 69～71 安政4〔1857〕～
小樽の人と名勝 320～323 安政4〔1857〕～
開道五十年記念北海道 419 安政4〔1857〕～ 肖像あり
後志國要覧 125 安政4〔1857〕～ 肖像(中間頁)
人物覚書帳

人物覚書帳
98～99,495～
498

安政4〔1857〕～

静浪遺稿 133～134
北海開発事績　再版 784 テラダショウキ 安政4〔1857〕～
北海道十字之光 65 肖像あり
北海道人名辞書 207 テラダセイキ 安政4〔1857〕～
北海道人名辞書　第二版 215～216 テラタセイキ 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第1巻 324～326 安政4〔1857〕～ 肖像あり、賞状写真有り

北海之商傑 58～70,251 テラタセイキ
帝国電燈、小樽製油、後
志電気、北辰社　前経営
者

寺田整
北海道人名辞書　第二版 492～493 テラダツトム 元治元〔1864〕～

寺田正孝
樺太之留多加 100～101 明治36〔1903〕～

寺田大吉
小樽区外七郡案内 225～226 肖像あり（寺田磯吉）

寺田禎山
自治産業発達誌自治産業発達誌 786

寺戸英介
東北海道人物画伝 40 明治10〔1877〕～ 肖像あり
東北海道の人物 347～349 明治10〔1877〕～ 肖像あり

寺中吉太郎
開道五十年記念北海道 293 明治10〔1877〕～

寺西政吉
北海道樺太名士大鑑 33 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり

寺林太吉
東北海道の人物 58～60 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

寺前彦太郎
北海開発事績　再版 717 テラマエヒコタロウ 明治10〔1877〕～

寺村太吉
開道五十年記念北海道 727 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

北海道立志編　第3巻 258～259 慶応2〔1866〕～
肖像あり、「寺村大吉」と
表記

寺本菊次郎
北海道人名辞書　第二版 135 テラモトキクジロウ 明治17〔1884〕～

照井正吉
小樽区外七郡案内 52 明治6〔1873〕～
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デンビー（エージー・デンビー）
函館名士録 27～28 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 666

伝宝守一郎
北海道人名辞書 643 デンポウシュウイチロウ 明治17〔1884〕～

天満次三郎

樺太人物大観 327～332
「天満治三郎」と表記、町
村会議員

最近之樺太 73～74 明治2〔1869〕～

《と》

【と／あ行】

土井栄知
北海道樺太名士大鑑 57 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 328～329 ドイエイチ

土井契良
北海道人名辞書　第二版 495 ドイケイリョウ 明治15〔1882〕～

土井成美
北海道医事通覧　前編

土井平吉

開道五十年記念北海道　再版 327 ドイヘイキチ
安政2〔1855〕～
大正8〔1919〕

土井保一
北海道人名辞書　第二版 32 ドイヤスカズ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

土井由松
北海道立志編　第1巻 89～90 明治3〔1870〕～ 肖像あり

土井良太郎
札幌紳士録 75 明治7〔1874〕～
札幌之人 60（肖像60） 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 95 ドイリョウタロウ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 32 ドイリョウタロウ 明治7〔1874〕～

土井倭橘
人物覚書帳 57

土居栄蔵
北海開発事績　再版 557 ドイエイゾウ 明治14〔1881〕～

土居志気雄
函館名士録 211～212 ドイ　シゲオ 明治32〔1899〕～ 肖像あり

土居勝郎
札幌紳士録 75～77 文久2〔1862〕～
北海人物評論 68
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北海道人名辞書 97～98 ドイカツロウ 文久2〔1862〕～ 「土井勝郎」と表記

土居通次
自治産業発達誌 721 明治17〔1884〕～ 肖像あり
人物覚書帳 397 肖像あり

土居禎夫
人物覚書帳 59

土居富次郎
樺太之豊原 19～21 明治3〔1870〕～

土肥粂次郎
北海人物評論 102

土肥太吉
北海道十字之光 69 肖像あり

土肥祐奇知
人物覚書帳 155

土肥顓
小樽の人と名勝 226～227

東郷重清
北海道十字之光 11 肖像あり
北海道人名辞書 471 トウゴウシゲキヨ 元治元〔1864〕～

東所喜蔵
開道 十年 念北海道 版 ウ キゾウ 治 〔 〕開道五十年記念北海道　再版 152 トウショキゾウ 明治5〔1872〕～
北海道十字之光 179 肖像あり

東条幾太郎
開道五十年記念北海道 329 明治2〔1869〕～ 肖像あり

東条儀三郎
開道五十年記念北海道 567 安政6〔1859〕～ 肖像あり

東条貞（トウジョウ　テイ、明治18〔1885〕～昭和25〔1950〕）
人物覚書帳 569
東北海道の人物 15～17 明治18〔1885〕～ 肖像あり

堂前外吉
樺太及樺太を担う人々 24～25 明治24〔1891〕～ 肖像あり

堂前吉之助
自治産業発達誌 446 明治34〔1901〕～

藤堂修三
樺太及樺太を担う人々 180～181

働々牛蔵
北海道樺太名士大鑑 116 明治22〔1889〕～ 本文に肖像あり

当摩彦太郎
北海道人名辞書　第二版 235 トウマヒコタロウ 慶応3〔1867〕～
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刀弥孫兵衛
小樽の人と名勝 228～231
人物覚書帳 165

当山亮道
北海道人名辞書 674 タウヤマアキミチ 慶応3〔1867〕～

遠野熊次郎
東北海道人物画伝 8 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

遠峰重太郎
樺太之留多加 44～45 明治元〔1868〕～ 肖像あり

遠山ためよ子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

遠山勘蔵
北海道人名辞書　第二版 482 トウヤマカンゾウ 嘉永5〔1852〕～

遠山勘太郎
最近之樺太 68～69 明治11〔1878〕～

遠山房吉
東北海道人物画伝 5 肖像あり
北海開発事績　再版 669 トオヤマフサキチ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書 617 トオヤマフサキチ

【と／か行】

ガ富樫勲（トガシ　イサオ、明治18〔1885〕～昭和38〔1963〕）
現代札幌人物史 98～99

富樫長吉（トガシ　チョウキチ、明治26〔1893〕～昭和43〔1968〕）
札幌紳士録 78 明治元〔1868〕～
札幌之人 63（肖像63） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 501 トガシチョウキチ 明治26〔1893〕～
北海道人名辞書 97 トガシチョウキチ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 28～29 トガシチョウキチ 明治26〔1893〕～

富樫伝右工門

北海道立志編　第1巻 91～94 弘化2〔1845〕～
肖像では「富樫伝右衛
門」と表記

富樫保蔵
人物覚書帳 226

外川水哉
北海道人名辞書 98～99 トガワスイサイ 安政6〔1859〕～

戸川安論（トガワ　ヤスノブ、宝暦12〔1762〕～文政4〔1821〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 2～4 トガワ　ヤスノブ
宝暦12〔1762〕～
文政4〔1821〕

初代蝦夷奉行、蝦夷三
官寺を開く

戸川喜作
北海道人名辞書　第二版 31 トガワキサク 明治10〔1877〕～

戸川秀男
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自治産業発達誌 750～751 明治40〔1907〕～ 肖像あり

十川健二
自治産業発達誌 79 明治36〔1903〕～ 肖像あり

土岐千代次
自治産業発達誌 444 明治31〔1898〕～

時実秋穂
静浪遺稿 142～143

時田栄吉
北海道立志編　第5巻　第二版 42～43 安政4〔1857〕～ 肖像あり

時田国太郎
小樽区外七郡案内 49

時任為基（トキトウ　タメモト、天保13〔1842〕～明治38〔1905〕）
開道五十年記念北海道 5 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 6 トキトタメモト

函館市功労者小伝 33
文化13〔1842〕～
明治39〔1906〕

肖像あり

北海開発事績　再版 327～328 トキトタメモト

北海道開拓功労者関係資料集録　下 3～5 トキトウ　タメモト
文化13〔1842〕～
明治38〔1905〕

函館県令

北海道人名辞書 303 トキトウタメモト 函館県令後宮崎県知事
北海道人名辞書　第二版 656 トキウタメモト 文化13〔1842〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 165～167
文化13〔1842〕～
明治38〔1905〕

肖像あり

北海之商傑 キウタ 開拓使書 官北海之商傑 163 トキウタメモト 開拓使書記官

時任一彦
札幌紳士録 80～81 明治4〔1871〕～
札幌之人 66（肖像66） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 97 トキトウカズヒコ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 30～31 トキトウカズヒコ 明治4〔1871〕～

常盤正定
自治産業発達誌 541

常盤房次
北海道発達史　第1巻 239～240 明治5〔1872〕～ 肖像巻頭
北海道立志編　第5巻　第二版 337～338 明治5〔1872〕～

常磐井秀太
北海道人名辞書 448～449 トキワイヒデタ 明治4〔1871〕～

常盤井武季
自治産業発達誌 304～305 明治45〔1912〕～ 肖像あり

常盤井武四郎
自治産業発達誌 921

常盤井武知
自治産業発達誌 311 明治27〔1894〕～

常盤井武備
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自治産業発達誌 866 明治25〔1892〕～

常盤野庄右衛門
北海人物評論 113
北海道立志編　第1巻 94～95 肖像あり

徳川慶勝（トクガワ　ヨシカツ、文政7〔1824〕～明治16〔1883〕）
北海開発事績　再版 346 トクガワヨシカツ 文政7〔1824〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 6～7 トクガワ　ヨシカツ
文政7〔1824〕～
明治16〔1883〕

徳川家開墾試験場

北海道拓殖功労者旌彰録 191～195
文政7〔1824〕～
明治16〔1883〕

徳川国順
北海道十字之光 4 肖像あり

徳田豊
開道五十年記念北海道 659 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 591 トクダユタカ 慶応元〔1865〕～

徳中祐満
自治産業発達誌 154 肖像あり

徳永勇四郎
北海道人名辞書 98 トクナガユウシロウ 文久3〔1863〕～

徳根卯三郎
北海道人名辞書 302 トクネウサブロウ 文久3〔1863〕～

徳根吉郎徳根吉郎
函館名士録 205～206 トクネ　ヨシオ 明治29〔1896〕～ 肖像あり

得能源次郎
開道五十年記念北海道 730 明治元〔1868〕～ 肖像あり

徳光桑蔵
北海開発事績　再版 795 トクミツソウゾウ 元治元〔1864〕～

徳光太次郎
小樽区外七郡案内 13～14 文久3〔1863〕～
開道五十年記念北海道 414 文久3〔1863〕～ 肖像あり
後志國要覧 140～141 文久3〔1863〕～ 肖像(中間頁)
北海開発事績　再版 796 トクミツダイジロウ 文久3〔1863〕～
北海道十字之光 130 肖像あり
北海道人名辞書 513 トクミツダイジロウ 文久3〔1863〕～

十倉郁
北海道人名辞書　第二版 523 トクラカオル 明治17〔1884〕～

十倉綱紀
開道五十年記念北海道　再版 235 トクラツナノリ 嘉永3〔1850〕～ 七飯町開拓者

十倉十六美
北海道人名辞書　第二版 565 トクライサミ 明治21〔1887〕～

床次竹次郎
樺太人物大観 11～12 歴代長官
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北海之商傑 160 トコナミタケジロウ 明治初期の政治家

常世此治
北海道立志編　第5巻　第二版 333～334 安政6〔1859〕～ 肖像あり

【と／さ行】

土佐市蔵
北海道立志編　第3巻 326～328 嘉永2〔1849〕～

土佐千賀太郎
樺太之豊原 158～159 明治18〔1885〕～

登坂良作
人物覚書帳 158～159,565
函館名士録 201～202 トサカ　リョウサク 明治24〔1891〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 235 トサカリョウサク 明治24〔1891〕～ 肖像あり

戸沢勝太郎
北海道立志編　第3巻 330～332 天保7〔1836〕～ 肖像あり

杜松林
北海道人名辞書 303～304 トシヤウリン 明治5〔1872〕～

利国竜勝
自治産業発達誌 22 明治31〔1898〕～ 肖像あり

【と／た行】

戸田元吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 255～257 元治元〔1864〕～ 肖像（256と257の間）

戸田桑次郎
樺太及樺太を担う人々 26～27 明治15〔1882〕～ 肖像あり

戸田猪八
東北海道人物画伝 63 文久3〔1863〕～ 肖像あり

戸田与太郎
東北海道の人物 74～76 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

戸田賴一
現代札幌人物史 335 明治17〔1884〕～

栃崎嘉三郎
東北海道人物画伝 20 明治13〔1880〕～ 肖像あり

栃内吉彦
北海道人名辞書　第二版 29 トチナイヨシヒコ 明治26〔1893〕～

栃崎知二郎
札幌紳士録 133～134 明治10〔1877〕～

栃内元吉（トチナイ　モトヨシ、嘉永4〔1851〕～昭和18〔1943〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 8～9 トチナイ　モトヨシ
嘉永4〔1851〕～
昭和18〔1943〕

屯田兵村の建設

北海道立志編　第1巻 87～89 嘉永6〔1853〕～
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栃谷力雄
自治産業発達誌 866

戸津高知（トツ　タカトモ、明治5〔1872〕～昭和34〔1959〕）
現代札幌人物史 85～86 肖像あり
札幌紳士録 77 明治5〔1872〕～
札幌之人 61（肖像61） 明治5〔1872〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 522
人物覚書帳 127
静浪遺稿 63～64 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 10～11 トツ　タカトモ
明治5〔1872〕～
昭和34〔1959〕

私立北海道英語学校校
長

北海道樺太名士大鑑 36 明治5〔1872〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書 96～97 トツタカトモ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 30 トツタカトモ 明治5〔1872〕～

戸塚金次郎
樺太及樺太を担う人々 25 明治18〔1885〕～

戸塚六太郎
樺太之留多加 79 明治19〔1886〕～ 肖像あり

十塚利三郎
開道五十年記念北海道　再版 126～127 トズカリサブロウ 文久元〔1861〕～
北海道十字之光 153 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 469 トツカリサブロウ

等力了
樺太 樺太を担う樺太及樺太を担う人々 27
樺太人物大観 293～300 町村会議員
最近之樺太 1 肖像あり

【と／な～は行】

隣谷義一
北海道人名辞書 208 トナリヤギイチ 文久元〔1861〕～

刀根五郎平
開道五十年記念北海道 487 元治元〔1864〕～ 肖像あり

戸羽亨
小樽の人と名勝 225～226 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書 208 トバトオル 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 198 トバトオル 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海之商傑 245～246 小樽海産物組合副組長

※　「土橋」は「つちはし」を見よ

飛沢久活

東北海道人物画伝 81 文久元〔1861〕～
写真では「飛沢久治」と
表記

北海道人名辞書 643 トビサワキュウジ 文久元〔1861〕～
北海道立志編　第3巻 217～219 肖像あり

飛島貫治（トビシマ　カンジ、明治24〔1891〕～昭和54〔1979〕）
人物覚書帳 284
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北海道人名辞書　第二版 31～32 トビシマカンジ 明治24〔1891〕～

【と／ま行】

戸巻庄次郎
自治産業発達誌 68 明治16〔1883〕～

戸松梅吉
北海道立志編　第3巻 37～38 巻頭に肖像あり

苫米地英俊（トマベイチ　ヒデトシ、明治17〔1884〕～昭和41〔1966〕）

人物覚書帳
239～240,349
～350

苫米地元次郎
北海道立志編　第3巻 322～324 安政3〔1856〕～ 肖像あり（318の次）

富井三左衛門
北海道立志編　第3巻 539～540 天保9〔1838〕～

富生藤吉
北海道十字之光 173 肖像あり

富岡重次郎
人物覚書帳 136

富岡盛彦
現代札幌人物史 68～69 明治25〔1892〕～

富崎光照
最近之樺太 肖像（巻頭） 内幌真言寺

富沢紋三郎
北海道発達史　第1巻 237～238 安政4〔1857〕～ 肖像巻頭

【とみた】

富田音吉
北海道立志編　第5巻　第二版 39～40 明治6〔1873〕～ 肖像あり

富田寛
札幌之人 62（肖像62） 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 455 トミタヒロシ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書 96 トミタヒロシ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 28 トミタヒロシ 明治12〔1879〕～

富田亀次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 336～337 安政6〔1859〕～

富田鎌次郎
北海道十字之光 135 肖像あり

富田作市
自治産業発達誌 151
北海道人名辞書　第二版 329 トミタサクイチ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

富田政儀
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現代札幌人物史 224～225 明治17〔1884〕～
北海道人名辞書 96 トミタマサヨシ 明治17〔1884〕～
北海道人名辞書　第二版 28 トミタマサヨシ 明治17〔1884〕～

富田鉄三郎
自治産業発達誌 171～172 明治15〔1882〕～

富田又治郎
樺太及樺太を担う人々 25～26 明治8〔1875〕～

富田来栄
自治産業発達誌 128

富塚定次郎
北海道立志編　第2巻 3‐51～53 肖像あり

富所広吉
北海道立志編　第3巻 328～330 安政6〔1859〕～

富永格五郎
函館名士録 209～210 トミナガ　カクゴロウ 明治27〔1894〕～ 肖像あり

富永信三
後志國要覧 165

富野壮子路
人物覚書帳 126、183～184

富原輝美
自治産業発達誌 治 〔 〕自治産業発達誌 119 明治34〔1901〕～

富益頼道
北海人物評論 72～73
北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

富松梅吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 37～38 肖像あり

富本朝二
開道五十年記念北海道　再版 500～501 トミモトアサジ 明治15〔1882〕～ 木材界の巨頭

留岡幸助（トメオカ　コウスケ、元治元〔1864〕～昭和9〔1934〕）
郷土を拓く人々 216～221 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 12～13 トメオカ　コウスケ
元治元〔1864〕～
昭和9〔1934〕

家庭学校の創立

友田孝治

人物覚書帳
33,304～
305,403～404

友田文次郎
北海人物評論 133 慶応1～
北海道人名辞書 378 トモダブンジロウ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 298～299 トモダブンジロウ 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 334～335 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

友成士寿太郎
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開道五十年記念北海道　再版 110～111 トモナリシジュタロウ
安政2〔1855〕～
大正6〔1917〕

浦臼村開拓者

北海道立志編　第2巻 4‐37～40 肖像あり

友成仲
北海道人名辞書　第二版 463 トモナリナカ 安政4〔1857〕～

友成又六
開道五十年記念北海道　再版 111 トモナリマタロク

友松三郎
現代札幌人物史 324～325 肖像あり

友保長吉
自治産業発達誌 275 明治35〔1902〕～ 肖像あり

土門為次郎
自治産業発達誌 616 肖像あり

【と／や～ら行】

外山源吾
人物覚書帳 491

函館名士録
203～
204,292,304
～310

トヤマ　ゲンゴ 明治21〔1887〕～

肖像あり、日魯漁業㈱取
締役、昭和6〔1931〕太平
洋漁業常務､昭和7
〔1932〕～9〔1934〕太平
洋漁業監査役

外山誠
樺太及樺太を担う人々 183～184

外山平治
開道五十年記念北海道 238 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 303 トヤマヘイジ 明治17〔1884〕～
北海道人名辞書　第二版 235～236 トヤマヘイジ 明治17〔1884〕～
北海道立志編　第2巻 5‐217～219 肖像あり

富山元十郎
函館市功労者小伝 4 「富山元十郎保高」で記

富山政吉
東北海道人物画伝 84 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 153～156 安政5〔1858〕～ 肖像あり

富山政次郎
開道五十年記念北海道 621 明治9〔1876〕～ 肖像あり

富山富次郎
北海道人名辞書　第二版 491 トミヤマトミジロウ 明治13〔1880〕～

豊井小市
東北海道の人物 76～78 明治5〔1872〕～ 肖像あり

豊浦旦明
現代札幌人物史 208～210
北海道人名辞書　第二版 29 トヨウラマサアキラ 嘉永6〔1853〕～
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豊岡佐一郎
自治産業発達誌 148～149 明治26〔1893〕～ 肖像あり

豊蔵〔サン〕吾（〔サン〕は金へんに参、トヨクラ　サンゴ、明治3〔1870）～大正14〔1925〕）
札幌紳士録 79～80 明治3〔1870〕～
札幌之人 65（肖像65） 明治3〔1870〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 14～15 トヨクラ　サンゴ
明治3〔1870〕～
大正14〔1925〕

札幌測候観測所長

北海道人名辞書 98 トヨクラサンゴ 明治3〔1870〕～

豊沢良平
北海人物評論 94 肖像あり

豊島謙蔵
樺太之豊原 18～19 明治14〔1881〕～ 肖像あり

豊島虎太郎
人物覚書帳 72

豊島勝夫
現代札幌人物史 157～158 明治27〔1894〕～

豊島庄作
開道五十年記念北海道 626 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり
東北海道の人物 79～81 肖像あり
東北海道人物画伝 56 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 746 トヨシマショウサク 嘉永元〔1848〕～
北海道人名辞書 628～629 トヨシマショウサク 嘉永元〔1848〕～

豊島貞忠
北海開発事績　再版 711 トヨシマサダタカ 明治12〔1879〕～

豊田収
札幌紳士録 79 明治15〔1882〕～
札幌之人 64（肖像64） 明治15〔1882〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 95～96 トヨタオサム 明治15〔1882〕～

豊田勝蔵
樺太人物大観 44～53 歴代長官

豊田仁太郎
北海道立志編　第3巻 324～326 嘉永5〔1852〕～

豊田藤吉
北海道発達史　第1巻 236～237 明治10〔1877〕～ 肖像巻頭

豊田和吉
北海道人名辞書　第二版 533 トヨタワキチ 明治18〔1885〕～

豊原由太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 43～44 文久3〔1863〕～ 肖像あり

豊吉黙笑
後志國要覧 208 元治元〔1864〕～

虎石恵実
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北海道人名辞書　第二版 234～235 トライシケイジツ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

虎渡乙松
北海道人名辞書 302～303 トラトオトマツ 明治11〔1878〕～

鳥井小次郎
函館名士録 207～208 トリイ　コジロウ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

鳥居キチ
北海道人名辞書　第二版 31 トリイキチ 慶応元〔1865〕～

鳥居仲吉
北海道発達史　第1巻 233～236 明治7〔1874〕～

鳥海宗太
北海道人名辞書 595～596 トリウミソウタ 明治10〔1877〕～

鳥海直隆
北海道人名辞書 595 トリウミナオタカ 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 503 トリウミナオタカ 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 95～97 肖像あり

鳥海理一
現代札幌人物史 198 明治20〔1887〕～

トリート（Ulysses.S.Treat、文化8〔1811〕～没年不詳）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 201～202 明治20〔1887〕～
アメリカ人、明治10
〔1881〕来道缶詰製法指

鳥山嶺男鳥山嶺男
札幌紳士録 78～79 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書 96 トリヤマミネオ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 29～30 トリヤマミネオ 明治10〔1877〕～

《な》

【な／あ行】

内藤慶代蔵
東北海道の人物 219～221 慶応2〔1866〕～

内藤兼備
北海道立志編　第1巻 228～229 天保12〔1841〕～ 肖像あり

内藤周平
自治産業発達誌 491 明治27〔1894〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 163 本文に肖像あり

内藤秀次郎
自治産業発達誌 555

内藤順治
北海道人名辞書　第二版 653 ナイトウジュンジ 文久3〔1863〕～ 肖像あり

内藤正男
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北海道人名辞書　第二版 77～78 ナイトウマサオ 明治23〔1890〕～

内藤東吉
東北海道の人物 209～211 安政2〔1855〕～

内藤芳雄
北海道人名辞書　第二版 78 ナイトウヨシオ 明治23〔1890〕～ 肖像あり

内三次郎
開道五十年記念北海道　再版 137～138 ナエサンジロウ 嘉永5〔1852〕～

直江清作
北海道医事通覧　前編 55

直江六三郎
東北海道の人物 205～207 明治28〔1895〕～ 肖像あり

【な／か行】

中政雄
北海道人名辞書　第二版 466～467 ナカマサオ 明治17〔1884〕～

中実
現代札幌人物史 119～120 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 79 ナカミノル 明治3〔1870〕～

仲すず子
北海道医事通覧　前編 91

仲伊三郎
北海道人名辞書　第二版 256～257 ナカイサブロウ 明治7〔1874〕～ 肖像あり

【なかい】

中井儀助
北海道立志編　第2巻 4‐117～118 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

中井吉次郎
北海道人名辞書　第二版 83 ナカイキチジロウ 明治3〔1870〕～

中井正猪
人物覚書帳 125
東北海道の人物 217～219 明治10〔1877〕～ 肖像あり

中井倉造
北海道立志編　第2巻 4‐103～105 安政2〔1855〕～ 肖像あり

中井多吉
北海道人名辞書 306 ナカイタキチ 文久3〔1863〕～

中井米吉
北海道人名辞書 406 ナカイヨネキチ 明治5〔1872〕～

中井和賀雄
北海人物評論 117～118

中居嘉兵衛
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札幌之人 159（肖像159） 明治5〔1872〕～ 肖像あり

中居儀八
開道五十年記念北海道 359 慶応3〔1867〕～

北海道人名辞書 482 ナカイギハチ
慶応3〔1867〕～
大正3〔1914〕

中居米吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 52～55 慶応元〔1865〕～ 肖像（52と53の間）

永井金次郎
樺太人物大観 31～44 歴代長官

永井金治
北海道立志編　第5巻　第二版 155～156 文化13〔1842〕～

永井啓
札幌之人 170（肖像170） 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 208 ナガイケイ 明治13〔1880〕～

永井権右衛門
北海道立志編　第3巻 98～100 肖像あり

永井元吉
北海道人名辞書 211～212 ナガイモトキチ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 207 ナガイモトキチ 明治10〔1877〕～

永井香
北海道人名辞書　第二版 585 ナガイカオル 明治14〔1881〕～

永井勝次郎
自治産業発達誌 485～486 明治34〔1901〕～

永井庄助
開道五十年記念北海道　再版 572～573 ナガイショウスケ 天保12〔1841〕～

永井盛二
東北海道人物画伝 41 明治11〔1878〕～ 肖像あり

永井孫右衛門
開道五十年記念北海道　再版 197 ナガイマゴウエモン 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書 443 ナガイマゴウエモン 明治8〔1875〕～

永井長藏
北海道立志編　第1巻 223～224 安政5〔1858〕～ 肖像あり

永井徳太郎
北海之商傑 267～268 拓殖銀行　旭川支店長

永井本六
北海道人名辞書　第二版 80～81 ナガイホンロク 明治5〔1872〕～

長井準太郎
樺太及樺太を担う人々 76

長井繭三
北海道十字之光 199
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北海道立志編　第5巻　第二版 437～438 明治6〔1873〕～
肖像では「長井繭蔵」と
表記

中井戸利助
北海人物評論 24～25 明治4〔1871〕～
北海道立志編　第1巻 231～232 明治11〔1878〕～ 肖像あり

中井戸良助
北海道人名辞書 211 ナカイトリョウスケ 明治4〔1871〕～

中江時助
樺太及樺太を担う人々 73

中江庄三郎
自治産業発達誌 229 明治25〔1892〕～

永江雄平
東北海道人物画伝 53 安政元〔1854〕～ 肖像あり

【なかお】

中尾節蔵
札幌之人 161（肖像161） 明治7〔1874〕～ 肖像あり

中尾祐三郎
開道五十年記念北海道　再版 385 ナカオユウサブロウ 明治元〔1868〕～

長尾雲竜
札幌之人 168（肖像168） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道 名辞書 ガオウ ウ 治 〔 〕北海道人名辞書 101 ナガオウンリュウ 明治元〔1868〕～

長尾含
函館市功労者小伝 57 ～大正9〔1920〕 肖像あり
北海道人名辞書 306～307 ナガオフクム 嘉永2〔1849〕～

長尾慶作
北海道立志編　第2巻 4‐115～116 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

長尾五六
自治産業発達誌 62 明治24〔1891〕～ 肖像あり

長尾佐七
開道五十年記念北海道 607 安政元〔1854〕～ 肖像あり

長尾所緑
自治産業発達誌 412 明治24〔1891〕～ 肖像あり

長尾昇
北海道樺太名士大鑑 141 明治32〔1899〕～ 本文に肖像あり

長尾昇左衛門

北海道立志編　第4巻　増補訂正 179～181
肖像（180と181の間) 始
祖から9代目の没年あり

長尾政雄
樺太及樺太を担う人々 70～71
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長尾貞市
北海道十字之光 68 肖像あり
北海道立志編　第3巻 92～94 明治元〔1868〕～ 肖像あり

長尾又六
北海道人名辞書 644～645 ナガオマタロク 明治5〔1872〕～

長尾弥次郎
北海道発達史　第1巻 362～364 元治元〔1864〕～

長尾了勉
自治産業発達誌 318～319

長雄倉松
樺太人物大観 248～249 実業家

長岡栄松
札幌紳士録 188～189 慶応2〔1866〕～

長岡栄末

北海道立志編　第4巻　増補訂正 265～267 慶応2〔1866〕～
肖像（264と265の間） 邸
宅との写真もあり

長岡喜市
北海道人名辞書 429～430 ナガオカキイチ 天保14〔1843〕～

長岡久作
北海道人名辞書　第二版 396 ナガオカキュウサク 明治15〔1882〕～

長 准斗兒長岡准斗兒
北海道人名辞書 307～308 ナガオカイトジ 明治10〔1877〕～

長岡松造
北海道十字之光 231 肖像あり

長岡照止
北海道人名辞書 307 ナガオカテルシ 弘化元〔1844〕～

長岡清三郎
函館名士録 216～217 ナガオカ　セイザブロウ 明治4〔1871〕～ 肖像あり

長岡長次郎
現代札幌人物史 234～235 明治7〔1874〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 32 明治7〔1874〕～ 肖像あり

長岡隆一
自治産業発達誌 719～720 肖像あり

中沖庄太郎
樺太及樺太を担う人々 68～69
樺太之豊原 66～67 明治12〔1879〕～ 肖像あり

中垣利秀
北海道人名辞書　第二版 353 ナカガキトシヒデ 明治15〔1882〕～

中垣内輝
人物覚書帳 60
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北海道樺太名士大鑑 20 明治24〔1891〕～ 本文に肖像あり

中上仁作
北海道人名辞書　第二版 257 ナカカミニサク 安政2〔1855〕～
北海道立志編　第3巻 392～394 安政3〔1856〕～ 肖像あり

【なかがわ】

中川あさ子

北海道医事通覧　前編 74
写真では「中川浅子」と
表記

中川一介
北海人物評論 34～35

中川宇作
北海道人名辞書　第二版 505 ナカガワウサク 安政2〔1855〕～

中川栄吉
北海道立志編　第2巻 4‐106～108 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

中川英吉
東北海道の人物 221～223 明治18〔1885〕～

中川嘉
自治産業発達誌 500

中川嘉兵衛（ナカガワ　カヘエ、文化4〔1807〕～明治30〔1897〕）

函館市功労者小伝 50
文化14〔1817〕～

治 〔 〕
肖像あり函館市功労者小伝 50

明治30〔1897〕
肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 16～17 ナカガワ　カヘエ
文化14〔1817〕～
明治30〔1897〕

製氷の創設者

中川喜三郎
開道五十年記念北海道 646 安政4〔1857〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 236～238 安政4〔1857〕～ 肖像あり

中川久吉
樺太之留多加 49～50 明治2〔1869〕～ 肖像あり

中川久作
現代札幌人物史 272～273

中川久平
開道五十年記念北海道 631 弘化2〔1845〕～ 肖像あり
人物覚書帳 145～146

中川九重郎
北海道立志編　第5巻　第二版 455～456 明治8〔1875〕～ 肖像あり

中川熊三郎
東北海道人物画伝 51 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 630 ナカガワクマサブロウ 明治9〔1876〕～

中川郡蔵
北海道発達史　第1巻 370～372 明治5〔1872〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 438～439 明治5〔1872〕～ 肖像あり
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中川健臓
人物評論　第1編 201～205

中川五郎治（ナカガワ　ゴロウジ、明和5〔1768〕～弘化5年〔1848〕）

北の先覚　改訂版 75～82
明和5〔1768〕～
安政3〔1856〕

「中川五郎次」と表記

函館市功労者小伝 8
明和5〔1768〕～
安政3〔1856〕

肖像あり

北海開発事績　再版 393 ナカガワゴロウジ 明和5〔1768〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 18～19 ナカガワ　ゴロウジ
明和5〔1768〕～
嘉永元〔1848〕

牛痘種法のはじめ

北海道拓殖功労者旌彰録 571～574
明和5〔1768〕～
安政3〔1856〕

肖像あり

中川幸次郎
自治産業発達誌 904 明治27〔1894〕～

中川国蔵
北海道人名辞書　第二版 529～530 ナカガワクニゾウ 明治5〔1872〕～
北海道立志編　第3巻 401～403 肖像あり（406の次）

中川佐一郎
北海開発事績　再版 698 ナカガワサイチロウ 明治6〔1873〕～

中川慈照
小樽区実業家百撰立志編 57～59 万延元〔1860〕～

小樽の人と名勝 279～281
　　　　　　～大正
11〔1922〕

北海道 名辞書 カガ ジ ウ 延 〔 〕北海道人名辞書 211 ナカガワジショウ 万延元〔1860〕～

中川治平
人物覚書帳 116

中川七造
北海開発事績　再版 788 ナカガワナナゾウ 明治8〔1875〕～

中川宗一郎
北海道発達史　第1巻 360～361 明治8〔1875〕～

中川重成
大泊之沿革と人物 119～120 明治13〔1880〕～ 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 74～75 明治13〔1880〕～ 肖像あり

中川助三郎
北海道樺太名士大鑑 118 明治18〔1885〕～ 本文に肖像あり

中川小十郎
樺太人物大観 63～68 主要官人

中川仁吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 183～185 肖像（184と185の間)

中川清助
北海道立志編　第3巻 403～405 安政3〔1856〕～ 肖像あり（406の次）

中川清兵衛（ナカガワ　セイベエ、嘉永元〔1848〕～大正5〔1916〕）
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北海道開拓功労者関係資料集録　下 20～21 ナカガワ　セイベエ
嘉永元〔1848〕～
大正5〔1916〕

ビール醸造技師

中川浅次郎
自治産業発達誌 241～242 明治36〔1903〕～ 肖像あり

中川浅太郎
北海道十字之光 243 肖像あり

中川倉吉
小樽区外七郡案内 174～176 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 332 ナカガワクラキチ

中川孫四郎
北海開発事績　再版 740 ナカガワマゴシロウ 明治9〔1876〕～

中川泰市
北海道人名辞書 477 ナカガワタイイチ 安政3〔1856〕～

中川直躬
北海道人名辞書　第二版 601～602 ナカガワナオミ 明治6〔1873〕～

中川定吉
自治産業発達誌 308～309 明治5〔1872〕～ 肖像あり

中川寅三
人物覚書帳 154

中川復四郎
北海道 名辞書 ガ 治 〔 〕北海道人名辞書 304 ナカガワフクシロウ 明治12〔1879〕～

中川平蔵
開道五十年記念北海道 525 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 546 ナカガワヘイゾウ 明治10〔1877〕～
北海道立志編　第2巻 3‐103～105 肖像あり

中川保平
開道五十年記念北海道 650 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 396～397 文久3〔1863〕～

中川北松
自治産業発達誌 738 明治2〔1869〕～
東北海道の人物 19～21
東北海道人物画伝 24 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 65 肖像あり

中川茂平
北海道人名辞書 602～603 ナカガワモヘイ 慶応元〔1865〕～

中川良助

北海道人名辞書 107 ナカガワリョウスケ
文政6〔1823〕～
明治11〔1878〕

中川和市
北海道人名辞書　第二版 83～84 ナカガワワイチ 元治元〔1864〕～

中木伊三郎
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開道五十年記念北海道 429 肖像あり
人物覚書帳 380
北海道人名辞書　第二版 206 ナカキイザブロウ 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海之商傑 246～247 北都組　社長

永久保秀二郎（ナガクボ　ヒデジロウ、嘉永2〔1849〕～大正13〔1924〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 22～23 ナガクボ　ヒデジロウ
嘉永2〔1849〕～
大正13〔1924〕

アイヌ教育

仲倉静男
樺太及樺太を担う人々 73

長倉増蔵
北海道立志編　第2巻 3‐98～99 天保14〔1843〕～

中古賀晴太
函館名士録 214～215 ナカコガ　ハルタ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

中坂栄太郎
自治産業発達誌 181～182 明治25〔1892〕～ 肖像あり

中坂初次郎
自治産業発達誌 27～28 明治20〔1887〕～ 肖像あり

永坂福太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 149～150 明治15〔1882〕～ 肖像あり

長坂庄兵衛
北海開発事績　再版 355 ナガサカショウベエ 文久9～
北海道拓殖功労者旌彰録 文政 〔 〕北海道拓殖功労者旌彰録 623～627 文政9〔1826〕～

中崎正敏
北海道人名辞書 546～547 ナカサキマサトシ 慶応元〔1865〕～

長崎辰兵衛
開道五十年記念北海道　再版 234 ナガサキタツベイ

長崎徳太郎
樺太之留多加 47～48 明治5〔1872〕～ 肖像あり

長佐古鑅太郎
北海道医事通覧　前編 49 肖像(巻頭)
北海道人名辞書　第二版 372 ナガサコエタロウ 肖像あり

長佐古友衛
北海道人名辞書　第二版 80 ナガサコトモエ 明治30〔1897〕～

中里寿弥
北海道人名辞書　第二版 81 ナカサトトシヤ 明治17〔1884〕～

中里真清
札幌紳士録 185～186 慶応元〔1865〕～

中里万治
北海道立志編　第5巻　第二版 441～442 明治3〔1870〕～

【なかざわ】
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中沢嘉太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 441 万延元〔1860〕～ 肖像あり

中沢兼三郎
北海道立志編　第2巻 3‐94～95 天保7〔1836〕～ 肖像あり

中沢午次郎
現代札幌人物史 200

中沢浩一郎
北海道人名辞書　第二版 516～517 ナカザワコウイチロウ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

中沢宗治郎
開道五十年記念北海道 482 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 571 ナカザワソウジロウ

中沢松夫
北海道樺太名士大鑑 29 明治40〔1907〕～ 本文に肖像あり

中沢藤吉
北海道人名辞書　第二版 457～458 ナカザワトウキチ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 457～458 明治元〔1868〕～ 肖像あり

中沢八太郎
開道五十年記念北海道　再版 58 ナカザワハチタロウ 安政元〔1854〕～

長沢さだ子
北海道医事通覧　前編 73 肖像(巻頭)

長沢修三郎
北海道人名辞書　第二版 556 ナガサワシュウサブロウ 明治19〔1886〕～

長沢神悟
北海道発達史　第1巻 370 明治18〔1885〕～

長沢漸
樺太及樺太を担う人々 71 肖像あり

長沢泰知
北海道人名辞書 308 ナガサワタイチ 明治9〔1876〕～

長沢隆三
樺太及樺太を担う人々 72～73 明治19〔1886〕～

中柴鑅三郎
札幌紳士録 186～187 明治2〔1869〕～
札幌之人 166（肖像166） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 105～106 ナカシバエイサブロウ 明治2〔1869〕～

【なかじま】

中島覚一郎
北海道立志編　第5巻　第二版 434～436 安政5〔1858〕～ 肖像あり

中島岩吉
東北海道人物画伝 19 明治7〔1874〕～ 肖像あり
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中島岩蔵
北海道発達史　第1巻 364～365 明治15〔1882〕～

中島亀吉
北海道発達史　第1巻

中島義一
東北海道人物画伝 77 肖像あり
東北海道の人物 29～32 安政5〔1858〕～
北海開発事績　再版 760 ナカジマギイチ 安政5〔1858〕～
北海道人名辞書 643～644 ナカシマヨシカズ 安政5〔1858〕～
北海道人名辞書　第二版 600～601 ナカシマヨシカズ 安政5〔1858〕～
北海道畜産功労者写真帖 67 肖像あり

中島教典
大泊之沿革と人物 21～22 明治20〔1887〕～ 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 176～177
樺太之豊原 肖像(巻頭)
最近之樺太 肖像（巻頭） 明浄寺住職

中島九郎
札幌之人 167（肖像167） 明治19〔1886〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 75～76 ナカシマクロウ 明治19〔1886〕～

中島慶三郎
樺太之豊原 64 慶応元〔1865〕～

中島慶次
物覚書帳人物覚書帳 173

中島健次郎
北海道人名辞書 571 ナカムラケンジロウ 明治7〔1874〕～

中島権太郎
北海道樺太名士大鑑 17 明治12〔1879〕～ 本文に肖像あり

中島元吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 272～274 明治9〔1876〕～ 肖像（272と273の間）

中島伍作
北海道立志編　第1巻 229～230

中島光太郎
北海道十字之光 99 肖像あり

中島広吉
北海道人名辞書 430 ナカシマヒロキチ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 504～505 ナカシマヒロキチ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

中島広吉（ナカジマ　ヒロキチ、明治22〔1889〕～昭和48〔1973〕）
北海道人名辞書　第二版 75 ナカシマヒロキチ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

中島高一
北海道人名辞書　第二版 74～75 ナカシマタカイチ 明治24〔1891〕～

中島四郎
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函館名士録 320 ㈱函館運送社取締役

中島市治
樺太之豊原 240～241 明治16〔1883〕～
最近之樺太 21 明治16〔1883〕～

中島重一
自治産業発達誌 904 明治24〔1891〕～

中島峻蔵
人物覚書帳 305

中島松太郎
樺太之豊原 213～214

中島常三
北海道人名辞書　第二版 256 ナカシマツネゾウ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

中島親三
人物覚書帳 154

中島清五郎
函館名士録 213 ナカジマ　セイゴロウ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

中島倉蔵

北海道立志編　第4巻　増補訂正 274～276 明治19〔1886〕～
肖像（276と277の間） 実
父と中島要之助の写真
もあり

中島竹次郎中島竹次郎
樺太之豊原 56～58 明治3〔1870〕～ 肖像あり

中島忠
樺太及樺太を担う人々 75

中島貞
人物覚書帳 140

中島定蔵
自治産業発達誌 882

中島内蔵
樺太之豊原 58～59 明治27〔1894〕～ 肖像あり

中島二三次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 456～457 明治14〔1881〕～ 肖像（巻頭）

中島武次郎
樺太之豊原 63 明治17〔1884〕～

中島房蔵
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（202と203の間）

中島豊次郎
北海道発達史　第1巻 361～362 明治元〔1868〕～

中島末吉
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開道五十年記念北海道 335 明治11〔1878〕～ 肖像あり

中島民二郎
北海道人名辞書 378 ナカジマタミジロウ 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 306～307 ナカシマタミジロウ 明治3〔1870〕～

中島有卿
北海道人名辞書 430 ナカジマユウキョウ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 433 ナカシマユウキョウ 明治5〔1872〕～ 肖像あり

長島正雄
人物覚書帳 369

中陣喜之助
開道五十年記念北海道 706～707 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

北海道立志編　第3巻 105～107 慶応2〔1866〕～
肖像あり、「中陳喜之助」
と表記

中瀬捨太郎
北海道人名辞書 306 ナカセステタロウ 明治7〔1874〕～

中瀬茂助
北海道十字之光 185 肖像あり

長瀬岩太郎
北海開発事績　再版 801 ナガセイワタロウ

長瀬勇吉
北海道立志編　第5巻　第二版 154～155 明治16〔1883〕～ 肖像あり

中駄直造
北海道人名辞書　第二版 83 ナカタナオゾウ 明治12〔1879〕～

【なかた】

中田キン子

北海道立志編　第5巻　第二版 146～148 元治元〔1864〕～
肖像では「中田キン」と表
記

中田シノ子
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

中田安太郎
樺太之豊原 61～62 明治18〔1885〕～ 肖像あり

中田永作
開道五十年記念北海道 676 明治7〔1874〕～ 肖像あり

中田岩蔵
自治産業発達誌 323～324 明治30〔1897〕～ 肖像あり

中田喜平
北海道発達史　第1巻 353～355 嘉永6〔1853〕～

中田菊次郎
北海道発達史　第1巻 358～360 慶応3〔1867〕～
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中田吉次郎
北海道発達史　第1巻 356～358 明治7〔1874〕～

中田久四郎
自治産業発達誌 879

中田久次
北海道十字之光 136 肖像あり

中田久松
開道五十年記念北海道 383 元治元〔1864〕～

中田熊雄
自治産業発達誌 397 明治24〔1891〕～ 肖像あり

中田兼蔵
北海開発事績　再版 673 ナカタケンゾウ 明治9〔1876〕～

中田克己知
現代札幌人物史 136～138

中田実
北海道立志編　第5巻　第二版 442～443 肖像あり

中田勝造
北海道人名辞書 492 ナカタカツゾウ ～明治28〔1895〕
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

中田常助
北海道樺太名 大鑑 治 〔 〕 本文 肖像あり北海道樺太名士大鑑 38 明治21〔1887〕～ 本文に肖像あり

中田政五郎
北海道立志編　第2巻 3‐221～223 万延元〔1860〕～

中田政市
北海道十字之光 256 肖像あり

中田清一
北海道人名辞書　第二版 477 ナカダセイイチ 明治18〔1885〕～

中田石松
北海道立志編　第3巻 403 写真のみ402の次にあり

中田善右衛門
北海道立志編　第3巻 403 肖像のみ402の次にあり

中田善五郎

函館名士録 333
拓殖無盡㈱函館支店取
締役

中田善八
開道五十年記念北海道　再版 261～263 ナカタゼンパチ 文久元〔1861〕～ 壽都魚業元勲
後志國要覧 238 肖像(中間頁)
北海道人名辞書 491～492 ナカタゼンパチ 文久元〔1861〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 139～141 文久元〔1861〕～ 肖像あり

中田忠治
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北海道人名辞書 493 ナカタチュウジ 明治19〔1886〕～

中田忠蔵
北海道人名辞書 492 ナカタチュウゾウ 明治11〔1878〕～

中田直義
現代札幌人物史 102 明治7〔1874〕～
人物覚書帳 200～201 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 83 ナカタナオヨシ 明治7〔1874〕～ 肖像あり

中田鶴吉
現代札幌人物史 83～85 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 513 ナカタツルキチ 明治元〔1868〕～

中田寅市
樺太之留多加 90～91 明治13〔1880〕～ 肖像あり

中田米太郎
北海道樺太名士大鑑 42 本文に肖像あり

中田巳作
開道五十年記念北海道　再版 553～554 ナカタジサク 明治14〔1881〕～

仲田常二郎
北海道人名辞書　第二版 368 ナカタツネジロウ 慶応元〔1865〕～

永田安太郎
北海道人名辞書　第二版 81 ナガタヤスタロウ 明治3〔1870〕～

永 治永田円治
北海道人名辞書 419 ナガタエンジ 慶応3〔1867〕～

永田巌
札幌紳士録 191～192 安政元〔1854〕～
札幌之人 171（肖像171） 安政元〔1854〕～ 肖像あり
静浪遺稿 59～61
北海人物評論 75
北海道人名辞書 99～100 ナガタイワオ 安政元〔1854〕～

北海之商傑 255 ナガタイワオ
北海道雑穀同業組合連
合会組長

永田帰三
北海道人名辞書　第二版 335 ナガタキゾウ 明治13〔1880〕～

永田昌綽（ナガタ　マサノブ、明治23〔1890）～昭和50〔1975〕）
北海道人名辞書　第二版 206～207 ナガタマサノブ 明治23〔1890〕～
北方のビジョン 151～180 明治23〔1890〕～

永田盛章
東北海道人物画伝 82 安政3〔1856〕～ 写真は「永田貫章」と表

永田方正

函館市功労者小伝 53
天保9〔1838〕～
明治44〔1911〕

肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 24～25 ナガタ　ホウセイ
弘化元〔1844〕～
明治44〔1911〕

アイヌ語地名研究の先
駆者
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永田弥助
開道五十年記念北海道　再版 232 ナガタヤスケ 慶応2〔1866〕～
北海道十字之光 127 肖像あり

永田礪
函館名士録 320 ㈱函館運送社監査役

永滝太郎
北海道人名辞書 461 ナガタキマツタロウ

中館真佐治
現代札幌人物史 191～192
北海道人名辞書　第二版 81～82 ナカダテマサジ 明治14〔1881〕～

中館長太郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 267～268 慶応元〔1865〕～ 肖像（268と269の間）

永谷鎌次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 448～449 安政6〔1859〕～ 肖像あり

永谷仙松
北海道十字之光 157 肖像あり

中都謙吉

函館名士録 304
昭和6〔1931〕太平洋漁
業取締役

中津井高助
札幌紳士録 177～178 明治8〔1875〕～
北海道 名辞書 カ タカ 治 〔 〕北海道人名辞書 106 ナカツイタカスケ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 84 ナカツイタカスケ 明治8〔1875〕～

中塚金十郎

開道五十年記念北海道　再版 188～190 ナカツカキンジュウロウ
安政3〔1856〕～
大正3〔1914〕

北海道人名辞書 449～450 ナカツカキンジュウロウ
安政3〔1856〕～
大正3〔1914〕

中塚金宣
開道五十年記念北海道　再版 190～191 ナカツカカネノブ 明治14〔1881〕～
北海道十字之光 122 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 390 ナカツカカネノブ 明治14〔1881〕～

中塚寅之丞

北海道人名辞書 449 ナカツカトラノジョウ
寛政7〔1795〕～
慶応3〔1867〕

中坪籌太郎
札幌紳士録 176 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書 106～107 ナカツボチュウタロウ 明治8〔1875〕～

中戸川浅吉
開道五十年記念北海道 628～629 肖像あり

中戸川平八郎

開道五十年記念北海道 628～629
安政2〔1855〕～
明治41〔1908〕

肖像あり
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北海道十字之光 261 肖像あり
北海道立志編　第3巻 391～392 安政2〔1855〕～ 肖像あり

長友比佐吉
札幌紳士録 187～188 文久2〔1862〕～
人物評論　第1編 291～296
北海道人名辞書 101 ナガトモヒサキチ 文久2〔1862〕～
北海道人名辞書　第二版 82 ナガトモヒサキチ 文久2〔1862〕～
北海之商傑 268～274 ナガトモヒサキチ 拓殖貯金銀行頭取

長縄兼次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

長縄忠三郎
北海道発達史　第1巻 367～368 安政3〔1856〕～

【なかにし】

中西為次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 458～459 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

中西一郎
北海開発事績　再版 710 ナカニシイチロウ 明治17〔1884〕～

中西幾太郎
東北海道人物画伝 76 肖像あり
東北海道の人物 201～202 明治元〔1868〕～

中西俊太郎
北海道発達史 第 巻 慶応 〔 〕北海道発達史　第1巻 352～353 慶応3〔1867〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 436～437 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

中西勝三
北海人物評論 116

中西正吉
北海人物評論 90 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

中西忠三
北海道立志編　第3巻 394～396 安政4〔1857〕～

中西登喜次
北海道人名辞書 430～431 ナカニシトキジ 明治3〔1870〕～

中西八百吉
人物評論　第1編 148～152
静浪遺稿 50～51 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 19 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 76～77 ナカニシヤオキチ 文久3〔1863〕～

中西六三郎（ナカニシ　ロクサブロウ、慶応2〔1866〕～昭和5〔1930〕）
開道五十年記念北海道 436 慶応2〔1866〕～
現代札幌人物史 28～29
札幌紳士録 174～176 慶応2〔1866〕～
札幌之人 160（肖像160） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
人物覚書帳 47
人物評論　第1編 225～233
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静浪遺稿 1～4 肖像あり
北海開発事績　再版 415 ナカニシロクサブロウ 慶応2〔1866〕～
北海人物評論 37

北海道開拓功労者関係資料集録　下 26～27 ナカニシ　ロクサブロウ
慶応2〔1866〕～
昭和5〔1930〕

札幌弁護士会会長、道
会議員、衆議院議員

北海道人名辞書 103～104 ナカニシロクサブロウ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 76 ナカニシロクサブロウ 慶応2〔1866〕～

中西六太郎
開道五十年記念北海道 634 ～明治45〔1912〕 肖像あり
東北海道の人物 203～205 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道十字之光 263 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 353～354 ナカニシロクタロウ 明治7〔1874〕～
北海道立志編　第3巻 233～236 肖像あり

中西穉竹
東北海道人物画伝 58 肖像あり

長沼金市
東北海道の人物 229～231 明治10〔1877〕～

中根庄蔵
北海道人名辞書 306 ナカネショウゾウ 嘉永元〔1848〕～

中根正良
人物覚書帳 367

永根信雄
北海道人名辞書　第二版 530 ナガネノブオ 明治19〔1886〕～

【なかの】

中野一郎
北海道で成功した人々 173～182

中野卯三郎
樺太之豊原 253～254 明治5〔1872〕～ 肖像あり

中野永蔵
北海道十字之光 239 肖像あり

中野嘉平
自治産業発達誌 550 明治2〔1869〕～

中野菅一
北海道十字之光 226

中野亀吉
自治産業発達誌 135 明治12〔1879〕～

中野熊三郎
自治産業発達誌 440

中野光造

北海道立志編　第5巻　第二版 445～446 明治元〔1868〕～
肖像では「中野光蔵」と
表記
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中野康文
東北海道の人物 215～217 明治26〔1893〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 353 ナカノヤスフミ 明治26〔1893〕～

中野高十
現代札幌人物史 179～180 明治16〔1883〕～
東北海道の人物 213～215 明治19〔1886〕～ 肖像あり

中野四郎　初代

開道五十年記念北海道 454
安政5〔1858〕～
明治40〔1907〕

北海道人名辞書 104 ナカノシロウ
安政5〔1858〕～
明治40〔1907〕

中野四郎　2代目
開道五十年記念北海道 454 明治19〔1886〕～ 肖像あり
札幌紳士録 181～182 明治19〔1886〕～
北海道十字之光 44
北海道人名辞書 104～105 ナカノシロウ 明治19〔1886〕～

中野初次郎
北海道人名辞書　第二版 335 ナカノハツジロウ 慶応元〔1865〕～

中野信吾

樺太及樺太を担う人々 65（本編） 慶応元〔1865〕～
樺太パルプ工業界の主
要人物

中野正一
自治産業発達誌 510～511 明治23〔1890〕～

中野正秀
自治産業発達誌 174～175 明治42〔1909〕～

中野数馬
北海開発事績　再版 802 ナカノカズマ 明治5〔1872〕～

中野造酒藏
北海道人名辞書 104 ナカノミキゾウ 明治12〔1879〕～

中野仲治
開道五十年記念北海道 553 明治12〔1879〕～ 肖像あり

中野哲也
北海道樺太名士大鑑 78 明治36〔1903〕～ 本文に肖像あり

中野米蔵
開道五十年記念北海道 649 肖像あり
東北海道人物画伝 71 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
東北海道の人物 211～213 嘉永6〔1853〕～

中野隆暉
北海道人名辞書　第二版 422 ナカノタカテル 明治17〔1884〕～

永野清松
東北海道人物画伝 12 明治元〔1868〕～ 肖像あり

永野美光
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北海道人名辞書　第二版 79～80 ナガノビコウ 明治2〔1869〕～

永野弥平
北海道立志編　第2巻 5‐41～42 天保3〔1832〕～ 肖像あり

長野関治
北海道立志編　第5巻　第二版 447～448 明治7〔1874〕～

長野市太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 447 明治5〔1872〕～

長野徳太郎

開道五十年記念北海道　再版 69 ナガノトクタロウ
慶応3〔1867〕～
大正5〔1916〕

北海道人名辞書 391 ナガノトクタロウ 嘉永元〔1848〕～

長野与平
北海道立志編　第3巻 102～105 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

中ノ目春三郎
開道五十年記念北海道　再版 45 ナカノメシュンサブロウ 慶応元〔1865〕～ 平岸果樹栽培

中ノ目文平

開道五十年記念北海道　再版 45 ナカノメブンペイ
天保5〔1834〕～
大正3〔1914〕

中橋平松
開道五十年記念北海道 666 安政3〔1856〕～ 肖像あり

中橋勇市中橋勇市
郷土を拓く人々 195～198 肖像あり

中橋勇助
北海道発達史　第1巻 365～367 弘化元〔1844〕～

長橋茂男
人物覚書帳 266～267 明治24〔1891〕～

永浜盛三
札幌紳士録 190～191 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書 99 ナガハマモリゾウ 明治4〔1871〕～

長浜彦太郎
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 75～79 数は第二編のもの
北海道立志編　第1巻 226～228 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

中林市三郎
北海開発事績　再版 681 ナカバヤシイチサブロウ 明治6〔1873〕～

中林長作
現代札幌人物史 121～122 明治20〔1887〕～ 肖像あり

中林直吉
北海道人名辞書　第二版 505 ナカバヤシナオキチ 明治11〔1878〕～

中原金十郎
札幌紳士録 174 慶応2〔1866〕～
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北海道人名辞書 107 ナカハラキンジュウロウ 慶応2〔1866〕～

中原万祐
自治産業発達誌 327 明治24〔1891〕～ 肖像あり

永原孝吉
人物覚書帳 155

中平太郎
自治産業発達誌 451～452,600 肖像あり

中間荘太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

中間定一
北海道立志編　第5巻　第二版 450～451 明治16〔1883〕～

永松卯平
北海道立志編　第5巻　第二版 452～454 明治元〔1868〕～ 肖像あり

中丸新八郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 276～278 弘化4〔1847〕～ 肖像（276と277の間）

永見政義
北海道人名辞書　第二版 495～496 ナガミマサヨシ 明治17〔1884〕～

中溝庄三
人物覚書帳 20

中道代吉中道代吉

北海道人名辞書 514～515 ナカミチダイキチ
天保8〔1837〕～
明治43〔1910〕

永峰晃
北海道人名辞書　第二版 583～584 ナガミネアキラ 明治26〔1893〕～

永峰治朗
現代札幌人物史 110～111

長峰修五郎
北海道人名辞書　第二版 505 ナガミネシュウゴロウ 明治16〔1883〕～

長峰将勝
開道五十年記念北海道　再版 431 ナガミネマサコツ 安政元〔1854〕～

長峰崇
自治産業発達誌 615 明治23〔1890〕～ 肖像あり

長峰鉄蔵
北海道立志編　第3巻 94～95 肖像あり

中名生知徳
札幌紳士録 178～179 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書 105 ナカミフトモノリ 慶応3〔1867〕～

中宮亀吉
開道五十年記念北海道　再版 227 ナカミヤカメキチ 明治8〔1875〕～
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北海道十字之光 123 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 378 ナカミヤカメキチ 明治8〔1875〕～
北海道立志編　第3巻 399～401 天保12〔1841〕～ 肖像あり

中牟田雄三
東北海道の人物 47～49 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 529 ナカムタユウゾウ

【なかむら】

中村伊佐
北海道樺太名士大鑑 12 本文に肖像あり

中村磯吉
北海道発達史　第1巻 368～370

中村宇兵衛
小樽区実業家百撰立志編 41～43 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

中村卯太郎
現代札幌人物史 270～271 明治3〔1870〕～
北海道十字之光 43

中村栄太郎
小樽区外七郡案内 108 肖像あり（集合）

中村円成
自治産業発達誌 315～316 明治39〔1906〕～

中村 松中村乙松
開道五十年記念北海道　再版 499 ナカムラオトマツ 明治6〔1873〕～

中村家起
北海道立志編　第3巻 405～407 弘化元〔1844〕～ 肖像あり

中村歌次郎
北海道人名辞書 645 ナカムラウタジロウ

中村貫一
樺太及樺太を担う人々 71～72

中村喜蔵
北海道十字之光 58 肖像あり

中村亀治
北海道発達史　第1巻 350～352 文久2〔1862〕～

中村久五郎
樺太及樺太を担う人々 165～166 明治22〔1889〕～ 肖像あり

中村久作
開道五十年記念北海道 468
札幌紳士録 179～180 慶応3〔1867〕～
北海道十字之光 56 肖像あり

中村久松
人物覚書帳 317
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中村金兵衛
北海道立志編　第2巻 4‐113～115 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

中村顕正
最近之樺太 肖像（巻頭） 師

中村源次郎
北海道人名辞書 503 ナカムラゲンジロウ 慶応3〔1867〕～
北海道立志編　第2巻 5‐166～168 天保14〔1843〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 150～151 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

中村源兵衛
小樽区外七郡案内 16 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道 412 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
後志國要覧 144 嘉永4〔1851〕～ 肖像(中間頁)
北海道十字之光 131 肖像あり
北海道人名辞書 513～514 ナカムラゲンベエ 嘉永4〔1851〕～
北海道立志編　第1巻 224～225 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 4‐108～109 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

中村吾市郎
樺太之留多加 86～87 肖像あり

中村光徳
北海道人名辞書 210 ナカムラミツノリ 安政3〔1856〕～

中村佐市郎
現代札幌人物史 271～272 明治16〔1883〕～

中村作次郎
自治産業発達誌 933

中村子之吉
人物覚書帳 175

中村市三郎
北海道樺太名士大鑑 49 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり

中村治太夫
樺太之豊原 267～268 明治13〔1880〕～ 肖像あり

中村七助
樺太之留多加 68～69 明治15〔1882〕～ 肖像あり

中村捨次郎
開道五十年記念北海道 513 明治元〔1868〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 438

中村集逸

函館名士録 304
昭和6〔1931〕太平洋漁
業庶務課長

中村俊清
開道五十年記念北海道 472 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 739～740 慶応2〔1866〕～
北海道十字之光 106 肖像あり
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北海道人名辞書 570 ナカムラトシキョ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 334 ナカムラトシキヨ 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

中村純九郎
開道五十年記念北海道 8 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 9 ナカムラジュンクロウ 嘉永6〔1853〕～
北海開発事績　再版 331 ナカムラジュンクロウ 嘉永6〔1853〕～

中村助蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 439～440 明治8〔1875〕～

中村勝之助
樺太及樺太を担う人々 75～76 明治30〔1897〕～

中村勝郎
樺太及樺太を担う人々 75

中村庄吉
開道五十年記念北海道　再版 366 ナカムラショウキチ 安政2〔1855〕～

中村庄兵衛
北海道立志編　第2巻 5‐45～46 弘化5～ 肖像あり

中村松太郎
東北海道の人物 27～29 明治18〔1885〕～

中村信以
開道五十年記念北海道 456 明治8〔1875〕～ 肖像あり
札幌之人 163（肖像163） 明治8〔1875〕～ 肖像あり

物覚書帳人物覚書帳 78
北海道人名辞書 103 ナカムラノブシゲ 明治8〔1875〕～

中村信吉
自治産業発達誌 732 明治30〔1897〕～ 肖像あり

中村新作
北海道人名辞書　第二版 570～571 ナカムラシンサク 明治10〔1877〕～

中村新八
開道五十年記念北海道 223 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 305～306 ナカムラシンパチ 明治7〔1874〕～

中村真次郎
自治産業発達誌 419 肖像あり

中村政吉
樺太之豊原 230～231 明治9〔1876〕～

中村政五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 451～452 明治6〔1873〕～ 肖像あり

中村正次郎
樺太及樺太を担う人々 70
樺太人物大観 269～271 新聞人

中村精一
札幌紳士録 181 明治10〔1877〕～
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札幌之人 162（肖像162） 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 102 ナカムラセイイチ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 571 ナカムラセイイチ 明治10〔1877〕～

中村精治
北海道人名辞書 210 ナカムラセイジ 明治9〔1876〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 443～445 明治9〔1876〕～ 肖像あり

中村静
人物覚書帳 365

中村静一
現代札幌人物史 103 明治17〔1884〕～
人物覚書帳 305
北海道人名辞書　第二版 74 ナカムラセイイチ 明治17〔1884〕～

中村千幹
郷土を拓く人々 171～175

中村善吉
北海道人名辞書　第二版 500 ナカムラゼンキチ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

中村善策（ナカムラ　ゼンサク、明治34〔1901〕～昭和58〔1983〕）
人物覚書帳 173～174

中村善之助
北海道人名辞書　第二版 500～501 ナカムラゼンノスケ 明治24〔1891〕～

中村増之助
北海道立志編 第 巻 治 〔 〕 肖像あり北海道立志編　第2巻 4‐110～111 明治元〔1868〕～ 肖像あり

中村惣吉
東北海道人物画伝 74 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道十字之光 258 肖像あり
北海道立志編　第3巻 398～399 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

中村多四郎
人物覚書帳 153 「中村多四良」と表記
北海人物評論 88 肖像あり
北海道人名辞書 210～211 ナカムラタシロウ 明治7〔1874〕～
北海道立志編　第1巻 232～233 明治7〔1874〕～ 肖像あり

中村鷹祐
樺太及樺太を担う人々 69～70

中村辰雄
樺太及樺太を担う人々 69 肖像あり

中村丑蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 143～145 明治22〔1889〕～ 肖像あり

中村忠充
人物覚書帳 415～416

中村長八郎
北海道人名辞書 423～424 ナカムラチョウハチロウ 慶応3〔1867〕～
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中村長平
自治産業発達誌 117～118 肖像あり

中村定安
北海道人名辞書　第二版 206 ナカムラサダヤス 明治11〔1878〕～ 肖像あり

中村哲郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 269～270 慶応元〔1865〕～ 肖像（268と269の間）

中村徳市郎
北海道人名辞書　第二版 73 ナカムラトクイチロウ 明治16〔1883〕～

中村彦三
北海道人名辞書　第二版 73 ナカムラヒコゾウ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

中村富蔵
人物覚書帳 9～10

中村平八郎
北海道十字之光 146

中村米治郎
北海開発事績　再版 582 ナカムラヨネジロウ

中村穂吉
小樽区外七郡案内 30 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 514 ナカムラホキチ 元治元〔1864〕～

中村豊
北海道 名辞書 第 版 カ タカ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 74 ナカムラユタカ 明治21〔1887〕～

中村豊旭
樺太及樺太を担う人々 184
樺太人物大観 107～109 町村長

中村豊二
北海道人名辞書　第二版 257 ナカムラトヨジ 明治27〔1894〕～

中村末吉
自治産業発達誌 796～797 明治11〔1878〕～

中村万寿之助
札幌紳士録 180 慶応3〔1867〕～

中村万之助
開道五十年記念北海道 167～168 肖像あり

中村万六
北海道人名辞書 415 ナカムラマンロク 明治5〔1872〕～

中村茂
東北海道の人物 21～23 明治22〔1889〕～ 肖像あり

中村茂樹
樺太及樺太を担う人々 67～68 肖像あり

中村友平
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人物覚書帳 221

中村雄蔵
北海道人名辞書 461～462 ナカムラユウゾウ 慶応3〔1867〕～

中村与三平
北海道立志編　第5巻　第二版 138～139 明治8〔1875〕～ 肖像あり

中村与三郎
北海道十字之光 139 肖像あり

中村与四郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 348～349 嘉永3〔1850〕～ 肖像（348と349の間）

中村与七郎
北海道立志編　第3巻 100～102 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

中村洋
自治産業発達誌 458 明治27〔1894〕～

中村要蔵
自治産業発達誌 564 明治17〔1884〕～ 肖像あり

中村利三郎
人物覚書帳 90

中村利登
自治産業発達誌 130 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 388 ナカムラリトウ 嘉永3〔1850〕～

中村竜太
北海道人名辞書 102～103 ナカムラリュウタ 嘉永5〔1852〕～
北海道人名辞書　第二版 73～74 ナカムラリュウタ 明治28〔1895〕～

中村力蔵
小樽区外七郡案内 39～40 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 142～143 安政6〔1859〕～ 肖像あり

中村和之雄
小樽の人と名勝 275～276 明治9〔1876〕～

永村幸一
北海道樺太名士大鑑 54 明治25〔1892〕～ 本文に肖像あり

中目文平
北海道人名辞書 407 ナカメブンぺイ 天保5〔1834〕～

中元寺清七
開道五十年記念北海道 657 ～明治37〔1904〕 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 107～109 ～明治32〔1899〕 肖像（100と101の間)

中元寺豊
開道五十年記念北海道 657 文久元〔1861〕～ 肖像あり

中本伊右衛門
北海道立志編　第3巻 95～98 天保14〔1843〕～ 肖像あり
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中森伊三郎
自治産業発達誌 105～106

中森信
北海道人名辞書 430 ナカモリマコト 明治12〔1879〕～

中屋茂規
人物覚書帳 388

中谷ツル子
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

中谷宇吉
小樽の人と名勝 276～279
後志國要覧 127 慶応3〔1867〕～ 肖像(中間頁)
北海人物評論 51
北海道十字之光 67 肖像あり
北海道人名辞書 208～209 ナカヤウキチ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 207～208 ナカヤウキチ 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 220～223 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

中谷運次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

中谷虎雄
東北海道人物画伝 64 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 629 ナカヤトラオ 安政6〔1859〕～

中谷国太郎
北海道十字之光北海道十字之光 90
北海道人名辞書 378 ナカヤクニタロウ

中谷彦太郎
小樽区実業家百撰立志編 91～93 肖像あり
北海道人名辞書 209～210 ナカヤヒコタロウ 文久3〔1863〕～

中谷勇吉
開道五十年記念北海道　再版 89 ナカヤユウキチ 明治12〔1879〕～

仲屋常吉
樺太人物大観 318～321 町村会議員
北海道人名辞書　第二版 543 ナカヤツネキチ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

仲谷石五郎

北海道人名辞書 502～503 ナカヤイシゴロウ
文化4〔1807〕～
明治13〔1880〕

仲谷勇五郎
開道五十年記念北海道　再版 312～313 ナカヤユウゴロウ 明治22〔1889〕～ 道漁業界重鎮
北海道十字之光 29 肖像あり

北海道立志編　第5巻　第二版 151～153 明治13〔1880〕～
肖像あり、「仲谷勇次郎」
と表記

長屋勝治郎
自治産業発達誌 873 明治33〔1900〕～

長屋忠誠
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開道五十年記念北海道 327 肖像あり

長屋平太郎
開道五十年記念北海道 440 明治元〔1868〕～ 肖像あり
札幌紳士録 189～190 明治元〔1868〕～
札幌之人 169（肖像169） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 422 ナガヤヘイタロウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書 100～101 ナガヤヘイタロウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 82 ナガヤヘイタロウ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

長屋有ニ
開道五十年記念北海道 327 明治8〔1875〕～

中易定蔵
自治産業発達誌 516～517 明治21〔1887〕～

【なかやま】

中山安五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 153～154 文化13〔1842〕～ 肖像あり

中山安麿
樺太及樺太を担う人々 76 明治14〔1881〕～

中山勘次郎
樺太之豊原 60～61 明治7〔1874〕～ 肖像あり

中山貫一
自治産業発達誌 904

中山喜六
小樽区外七郡案内 71～74 肖像あり（中山農場の
小樽区実業家百撰立志編 67～69 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海人物評論 70
北海道人名辞書 211 ナカヤマキロク 明治9〔1876〕～
北海道立志編　第1巻 225～226 明治9〔1876〕～ 肖像あり

中山久蔵（ナカヤマ　キュウゾウ、文政11〔1828〕～大正8〔1919〕）
開道五十年記念北海道 53～54 文政12〔1815〕～

開道五十年記念北海道　再版 74 ナカヤマキュウゾウ
文政12〔1815〕～
大正5〔1916〕

石狩水田元祖

北海開発事績　再版 381 ナカヤマキュウゾウ 文政12〔1815〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 28～29 ナカヤマ　キュウゾウ
文政11〔1828〕～
大正8〔1919〕

水稲試作成功

北海道人名辞書 409～410 ナカヤマキュウゾウ 文政12〔1815〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 301～305
文政11〔1828〕～
大正8〔1919〕

中山熊蔵
札幌之人 164（肖像164） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 77 ナカヤマクマゾウ 明治26〔1893〕～

中山三次郎
札幌之人 182（肖像182） 明治3〔1870〕～ 肖像あり

中山七郎
自治産業発達誌 453 明治17〔1884〕～ 肖像あり
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中山寿太郎
北海道人名辞書　第二版 497 ナカヤマジュタロウ 明治5〔1872〕～

中山周五郎
北海道十字之光 60 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 77 ナカヤマシュウゴロウ 明治25〔1892〕～
北海道立志編　第2巻 3‐95～98 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

中山勝雄
自治産業発達誌 793 肖像あり

中山常次郎
自治産業発達誌 357 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 354 ナカヤマツネジロウ 慶応3〔1867〕～

中山甚平
北海道十字之光 90

中山正章
自治産業発達誌 263 明治29〔1896〕～

中山正直
人物覚書帳 123

中山清葊
北海道人名辞書 440 ナカヤマセイアン
北海道人名辞書　第二版 396 ナカヤマセイアン 文久3〔1863〕～

中山説太郎中山説太郎
北海道人名辞書 304 ナカヤマセツタロウ 明治7〔1874〕～
北海之商傑 208 ナカヤマセツタロウ 日露漁業株式会社創始

中山善武
樺太之豊原 163～164

中山惣次郎
開道五十年記念北海道 438～439 明治2〔1869〕～ 肖像あり
札幌紳士録 182～185 明治2〔1869〕～
札幌之人 165（肖像165） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 65 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道十字之光 47 肖像あり
北海道人名辞書 101～102 ナカヤマソウジロウ 明治2〔1869〕～

中山増次郎
北海道人名辞書 304 ナカヤママスジロウ 安政6〔1859〕～

中山泰
樺太及樺太を担う人々 179

中山泰助
北海道人名辞書 644 ナカヤマタイスケ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 601 ナカヤマタイスケ 文久3〔1863〕～

中山滝五郎
北海道人名辞書 102 ナカヤマタキゴロウ 慶応元〔1865〕～
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中山藤吉
最近之樺太 33～34 明治8〔1875〕～

中山徳三郎
自治産業発達誌 418,454～455 明治32〔1899〕～ 肖像あり

中山徳治
人物覚書帳 187

中山梅太郎
小樽区外七郡案内 31～32 肖像あり
北海開発事績　再版 800 ナカヤマウメタロウ 明治6〔1873〕～
北海道十字之光 137 肖像あり

中山猛郎
北海道人名辞書　第二版 77 ナカヤマタケロウ 明治21〔1887〕～

中山与四郎
自治産業発達誌 398 肖像あり

中山与七
北海道人名辞書 304～305 ナカヤマヨシチ 安政6〔1859〕～
北海道立志編　第2巻 5‐39～40 安政6〔1859〕～ 肖像あり

中山与三郎
北海道立志編　第2巻 5‐41～42 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

中山利尚
北海道人名辞書　第二版 257 ナカヤマトシヒサ 明治8〔1875〕～

中山林作
北海道十字之光 146

仲山清作
開道五十年記念北海道　再版 525～526 ナカヤマキヨサク 安政2〔1855〕～

永山在兼
東北海道の人物 227～229 明治22〔1889〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 354 ナガヤマザイケン 明治22〔1889〕～

永山正光
東北海道人物画伝 87 明治10〔1877〕～ 肖像あり

永山盛繁
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 85～91 天保14〔1843〕～ 数は第一編のもの

永山武四郎（ナガヤマ　タケシロウ、天保8〔1837〕～明治37〔1904〕）

開道五十年記念北海道　再版 7 ナガヤマタケシロウ
天保8〔1837〕～
明治37〔1904〕

郷土を拓く人々 13～19 天保8〔1837〕～ 肖像あり
現代札幌人物史 24

北の先覚　改訂版 265～272
天保8〔1837〕～
明治37〔1904〕

北海開発事績　再版 328～329 ナガヤマタケシロウ
天保8〔1837〕～
明治37〔1904〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 30～31 ナガヤマ　タケシロウ
天保8〔1837〕～
明治35〔1902〕

屯田兵司会官
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北海道人名辞書 675～676 ナガヤマタケシロウ
天保8〔1837〕～
明治37〔1904〕

北海道人名辞書　第二版 626～627 ナガヤマタケシロウ 天保8〔1837〕～ 肖像あり

北海道拓殖功労者旌彰録 157～160
天保8〔1837〕～
明治37〔1904〕

肖像あり

北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）
北海道立志編　第4巻　増補訂正 肖像（巻頭）
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）
北海之商傑 159 ナガヤマタケシロウ 明治初期の政治家

永山友孝
人物覚書帳 150

長山吉兵衛
開道五十年記念北海道 735 安政4〔1857〕～ 肖像あり

長山虎巌
北海道立志編　第5巻　第二版 145～146 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

名川己則
人物覚書帳 3～4

南雲正朔（ナグモ　セイサク、明治36〔1903〕～昭和29〔1954〕）
人物覚書帳 568～569

南雲総次郎（ナグモ　ソウジロウ、明治10年～昭和35〔1960〕）
郷土を拓く人々 69～85 肖像あり

名越源五郎
開道 十年 念北海道 版 ゲ ゴ ウ 安政 〔 〕 初代 長開道五十年記念北海道　再版 79 ナコシゲンゴロウ 安政3〔1856〕～ 初代江別町長
北海道人名辞書 395 ナゴシゲンゴロウ 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書　第二版 371 ナコシゲンゴロウ 安政3〔1856〕～

名越次郎
北海道人名辞書　第二版 80 ナコシジロウ 明治14〔1881〕～

名古屋善蔵
東北海道人物画伝 14 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 620 ナゴヤゼンゾウ 文久元〔1861〕～

【な／さ行】

梨沢環
自治産業発達誌 929

梨田全吾
北海道樺太名士大鑑 106 明治14〔1881〕～ 本文に肖像あり

梨本晴雪

開道五十年記念北海道 16～17
文化11〔1814〕～
慶応3〔1867〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 26 ナシモトハルユキ
文化11〔1814〕～
慶応3

北海道人名辞書 675 ナシモトセイセツ
文化11〔1814〕～
慶応3〔1867〕

北海道人名辞書　第二版 627 ナシモトセイセツ
文化11〔1814〕～
慶応3〔1867〕
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那須嘉市
自治産業発達誌 41 明治22〔1889〕～ 肖像あり

那須正夫
現代札幌人物史 314～315 明治6〔1873〕～
自治産業発達誌 410 明治6〔1873〕～ 「那順正夫」と表記
人物覚書帳 39、136～137 明治6〔1873〕～
東北海道の人物 17～19 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書 529 ナスマサオ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 334～335 ナスマサオ 明治6〔1873〕～

那須野徳次郎
自治産業発達誌 263 明治19〔1886〕～ 肖像あり

【な／た～や行】

納豆屋喜左衛門
函館游寓名士伝 3～4

夏原律太郎
北海道人名辞書　第二版 412 ナツハラリツタロウ 安政5〔1858〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 50～52 安政5〔1858〕～ 肖像（52と53の間）

夏堀悌二郎
小樽の人と名勝 60
人物覚書帳 109～110

名取元造
北海道立志編　第5巻　第二版 454～455 明治元〔1868〕～ 肖像（名取元吉）

名取源十郎
北海道立志編　第5巻　第二版 449～450 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

名取好勝
北海道人名辞書 108 ナトリヨシカツ 明治11〔1878〕～

名取高三郎
北海人物評論 45
北海道十字之光 70 肖像あり

名取春作
東北海道人物画伝 28 明治6〔1873〕～ 肖像あり

名苗充三
自治産業発達誌 464 明治25〔1892〕～ 肖像あり

鍋島直正（ナベシマ　ナオマサ、文化11〔1814〕～明治4〔1871〕）

開道五十年記念北海道 4
文化11〔1814〕～
明治4〔1871〕

開道五十年記念北海道　再版 4 ナベシマナオマサ
文化11〔1814〕～
明治4〔1871〕

北の先覚　改訂版 158～163
文化11〔1814〕～
明治4〔1871〕

北海開発事績　再版 326 ナベシマナオマサ
文化11〔1814〕～
明治4〔1871〕
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北海道開拓功労者関係資料集録　下 32～33 ナベシマ　ナオマサ
文化11〔1814〕～
明治4〔1871〕

初代開拓使長官

北海道人名辞書 674～675 ナベシマタダマサ
文化11〔1814〕～
明治4〔1871〕

北海道人名辞書　第二版 625～626 ナベシマタダマサ
文化11〔1814〕～
明治4〔1871〕

鍋島藤一郎

函館名士録 304
昭和6〔1931〕太平洋漁
業経理課長

鍋田源七
現代札幌人物史 273～274

鍋谷市太郎
自治産業発達誌 296 明治20〔1887〕～

鍋山仙吉
樺太之豊原 272～273 安政元〔1854〕～

鍋山長助
樺太之留多加 10～11 明治22〔1889〕～ 肖像あり（付録の部口

鯰田平蔵
東北海道の人物 207～209 明治24〔1891〕～

生田目定次郎
東北海道の人物 225～227 明治6〔1873〕～ 肖像あり

並木鉄太郎並木鉄太郎
北海道立志編　第2巻 3‐108～110 安政3〔1856〕～ 肖像あり

並木凡平（ナミキ　ボンペイ、明治24〔1891〕～昭和16〔1941〕）
小樽の人と名勝 282～283

波能助太郎
北海道十字之光 187 肖像あり

滑川文次郎
北海道発達史　第1巻 356 明治16〔1883〕～

滑川巳之助
北海道発達史　第1巻 355～356 安政4〔1857〕～

納屋信造
北海道人名辞書　第二版 79 ナヤシンゾウ 明治24〔1891〕～

納谷信造
現代札幌人物史 148～149

【な／ら行】

奈良義一
北海道人名辞書　第二版 84 ナラギイチ 明治18〔1885〕～

奈良義路
北海開発事績　再版 502～504 ナラヨシジ 文久3〔1863〕～
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奈良勝美
人物覚書帳 385

奈良瑞穂
自治産業発達誌 147 明治27〔1894〕～ 肖像あり

奈良徳助
最近之樺太 肖像（巻頭） 能登呂村泊尾部頭

奈良岡昌文
樺太之留多加 肖像（巻頭） 大泊警察署留多加分署

奈良岡文吉
東北海道人物画伝 28 安政元〔1854〕～ 肖像あり

楢崎平太郎（ナラサキ　ヘイタロウ、明治4〔1871〕～昭和6〔1931〕）
開道五十年記念北海道 475 明治4〔1871〕～
静浪遺稿 121～123 肖像あり
北海開発事績　再版 776 ナラサキヘイタロウ 明治4〔1871〕～
北海道十字之光 24 肖像あり
北海道人名辞書 570 ナラサキヘイタロウ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 334 ナラザキヘイタロウ 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海之商傑 290～292 海幸㈱社長

楢崎誉一
北海道人名辞書　第二版 438～439 ナラサキタカイチ 明治5〔1872〕～

楢林惣太郎
北海道 事通覧 前編北海道医事通覧　前編 61～62

奈良部亀松
樺太及樺太を担う人々 68 明治27〔1894〕～
北海道人名辞書　第二版 307 ナラベカメマツ 明治27〔1894〕～

奈良部都義
樺太及樺太を担う人々 73～74 明治19〔1886〕～

成相伴之丞
札幌紳士録 171～172 明治元〔1868〕～

【なりた】

成田伊三郎
開道五十年記念北海道 720 文久2〔1862〕～
東北海道人物画伝 85 元治元〔1864〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 63 肖像あり
北海道立志編　第3巻 107～109 文久3〔1863〕～ 肖像あり

成田惟忠
現代札幌人物史 331～332 明治5〔1872〕～

成田嘉七
開道五十年記念北海道 271 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書 308 ナリタカシチ 明治元〔1868〕～

成田勘次郎
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最近之樺太 34～35 明治6〔1873〕～

成田常蔵
北海道人名辞書　第二版 381 ナリタツネゾウ 明治7〔1874〕～

成田正穂
人物覚書帳 149

成田精作
北海道立志編　第2巻 5‐43～44 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

成田貞吉
東北海道の人物 223～225 明治6〔1873〕～ 肖像あり

成田富太郎
北海道立志編　第2巻 4‐97～99 天保8〔1837〕～

成田平治

開道五十年記念北海道 684
天保6〔1835〕～
明治37〔1904〕

成田芳五郎

開道五十年記念北海道　再版 391 ナリタヨシゴロウ
文化13〔1842〕～
大正9〔1920〕

成田勇治
人物覚書帳 376

成田与太郎
樺太之留多加 治 〔 〕 肖像あり樺太之留多加 89～90 明治12〔1879〕～ 肖像あり
最近之樺太 肖像（巻頭） 能登呂村評議員

成田六次郎
北海道立志編　第2巻 4‐111～113 明治2〔1869〕～ 肖像あり

成田録平
北海道人名辞書 390～391 ナリタロクヘイ 明治2〔1869〕～

成松与平
自治産業発達誌 498 明治21〔1887〕～ 肖像あり

鳴神幹太郎
札幌紳士録 173～174 明治11〔1878〕～
札幌之人 158（肖像158） 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 107 ナルカミカンタロウ 明治11〔1878〕～

成島道男
北海道で成功した人々 163～172

成末稠穂
樺太及樺太を担う人々 68 明治31〔1898〕～

鳴海安太郎
自治産業発達誌 310 明治6〔1873〕～

鳴海真誠
自治産業発達誌 69 肖像あり
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鳴海辰六
北海道人名辞書　第二版 512 ナルミタツロク 明治20〔1887〕～ 肖像あり

鳴海寅助

開道五十年記念北海道　再版 43 ナルミトラスケ
天保元〔1830〕～
明治37〔1904〕

成宮多吉
札幌紳士録 172～173 安政5〔1858〕～
北海人物評論 103
北海道人名辞書 107 ナルミヤタキチ 安政5〔1858〕～

【な／ん】

南条喜三郎
自治産業発達誌 159 明治10〔1877〕～ 肖像あり

南条京司
北海道人名辞書　第二版 80 ナンジョウケイジ 明治8〔1875〕～

南条金雄
北海之商傑 76 三井物産重役

南条徳男（ナンジョウ　ノリオ、明治28〔1895〕～昭和49〔1974〕）
人物覚書帳 567

南場吉次郎
北海道人名辞書 308 ナンバキチジロウ 慶応3〔1867〕～」

南部一男
北海道人名辞書　第二版 78～79 ナンブカズオ 明治23〔1890〕～

南部源蔵
札幌紳士録 192～193 嘉永5〔1852〕～
札幌之人 172（肖像172） 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海人物評論 123
北海道十字之光 45 肖像あり
北海道人名辞書 108 ナンブゲンゾウ 嘉永5〔1852〕～

南部剛
自治産業発達誌 548～549 明治44〔1911〕～

南部多三郎
　 自治産業発達誌 796 明治11〔1878〕～ 肖像あり

人物覚書帳 50
人物評論　第1編 179～182
北海開発事績　再版 444 ナンブタサブロウ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 78 ナンブタサブロウ 明治11〔1878〕～

南部湧蔵
自治産業発達誌 3 明治30〔1897〕～

南部隆
東北海道の人物 45～45 明治元〔1868〕～ 肖像あり

459 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

《に》

【に／あ行】

新倉国造
人物覚書帳 37

新沢梅吉
自治産業発達誌 68～69 明治36〔1903〕～ 肖像あり

新島善直（ニイジマ　ヨシナオ、明治4〔1871〕～昭和18〔1943〕）
札幌紳士録 62 明治4〔1871〕～
札幌之人 45（肖像45） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 108～109 ニイジマヨシナオ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 24 ニイジマヨシナオ 明治4〔1871〕～

新井田史
北海道人名辞書　第二版 583 ニイダフヒト 明治14〔1881〕～

新井田伝兵衛
開道五十年記念北海道 520 文久元〔1861〕～ 肖像あり

新井田富三郎
開道五十年記念北海道　再版 294 ニイダトミサブロウ 明治11〔1878〕～ 岩内魚業功労

新井田富太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 217～218

新井田与三郎
北海道立志編　第1巻 334～336 安政5〔1858〕～ 肖像あり

贄田晴松
北海道人名辞書　第二版 327 ニイダハルマツ
北海道十字之光 107 肖像あり

新津亀蔵
北海開発事績　再版 692 ニイツカメゾウ 明治7〔1874〕～

新津徳松
東北海道人物画伝 18 明治3〔1870〕～ 肖像あり

新津繁松
東北海道人物画伝 14 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 704～705 ニイツシゲマツ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書 620 ニイズシゲマツ 慶応元〔1865〕～

新津繁松
北海道人名辞書　第二版 588～589 ニイツシゲマツ 明治25〔1892〕～

新妻甚八

函館市功労者小伝 54
天保4〔1833〕～
大正3〔1914〕

肖像あり

北海道人名辞書 677 ニイヅマジンパチ 天保4〔1833〕～
北海道人名辞書　第二版 618 ニイズマリンパチ 天保4〔1833〕～

新妻忠蔵
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北海道立志編　第3巻 30～32 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 30～32 肖像あり

新妻直之進
北海道人名辞書　第二版 486 ニイツマナオノシン 明治12〔1879〕～

新妻富次郎
樺太人物大観 332～333 町村会議員

新出幸平
人物覚書帳 7

新名永一
北海道人名辞書 431 ニイナエイイチ 明治8〔1875〕～

新沼弥五郎
自治産業発達誌 490 明治22〔1889〕～ 肖像あり

新納彦二
北海道人名辞書　第二版 348 ニイノウヒコジ 明治2〔1869〕～ 肖像あり

新納晴秋
北海道人名辞書　第二版 422 ニイノウハルアキ 明治3〔1870〕～

新家光麿
北海道人名辞書　第二版 442 ニイノミミツマロ 明治18〔1885〕～

新村久兵衛
開道五十年記念北海道 42～43 文化13〔1842〕～ 肖像あり

文化 〔 〕
開道五十年記念北海道　再版 57～58 ニイムラキュウベエ

文化13〔1842〕～
明治36〔1903〕

北海開発事績　再版 371 ニイムラキュウベエ
文化13〔1842〕～
明治36〔1903〕

北海道人名辞書 462～463 ニイムラキュウヘエ
文化13〔1842〕～
明治36〔1903〕

北海道拓殖功労者旌彰録 39～43 シンムラ
文化13〔1842〕～
明治36〔1903〕

肖像あり

新村柳太郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 247～249 嘉永5〔1852〕～ 肖像（248と249の間）

【に／か行】

二階堂信次
自治産業発達誌 545 明治28〔1895〕～

仁木興七
北海道立志編　第2巻 3‐40～42 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

二木重吉
東北海道の人物 320～322 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 348～349 ニキジュウキチ 明治9〔1876〕～

仁木信雄
北海道人名辞書 110～111 ニキノブオ 明治9〔1876〕～

二木竹吉（ニキ　タケヨシ、天保5〔1834〕～大正4〔1915〕）
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北海開発事績　再版 803 ニキタケキチ 明治2〔1869〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 34～35 ニキ　タケキチ（ヨシ）
天保2〔1831〕～
大正4〔1915〕

仁木村の創設

北海道人名辞書 506～507 ニキタケヨシ 天保2〔1831〕～

二木貞吉
東北海道の人物 316～318 明治7〔1874〕～

二木万蔵
人物覚書帳 389 肖像あり

二木彦七
北海道人名辞書 677 フタツキヒコシチ 安政4〔1857〕～
北海之商傑 119 ニキヒコシチ 北海道人造肥料会社

【に／さ行】

西のぶ子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

西清三郎
北海道十字之光 206 肖像あり

西忠義（ニシ　タダヨシ、安政3〔1856〕～昭和9〔1934〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 36～37 ニシ　タダヨシ（チュウギ）
安政3〔1856〕～
昭和9〔1934〕

浦河支庁長

西二三
北海道医事通覧　前編 51 肖像(巻頭)

西良太郎
東北海道の人物 60～62 肖像あり

西井喜三郎
北海道樺太名士大鑑 109 明治19〔1886〕～ 本文に肖像あり

西井玄学
人物覚書帳 373

西内隆応
自治産業発達誌 886

西尾数一
自治産業発達誌 906 明治30〔1897〕～

西尾清太郎
北海開発事績　再版 809 ニシオセイタロウ 安政3〔1856〕～
北海道十字之光 141 肖像あり
北海道人名辞書 482 ニシオセイタロウ 安政3〔1856〕～

西尾滝次郎
人物覚書帳 376～377
北海道人名辞書　第二版 22～23 ニシオタキジロウ 明治11〔1878〕～

西尾長次郎
開道五十年記念北海道 459 文久元〔1861〕～
人物覚書帳 25～26
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西尾長平
人物覚書帳 384

西尾要治
北海開発事績　再版 683 ニシオヨウジ 明治6〔1873〕～
北海道十字之光 242 肖像あり

西岡実太
樺太人物大観 80～81 主要官人

西岡重義
人物覚書帳 78,282
北海道人名辞書　第二版 197 ニシオカシゲヨシ 明治20〔1887〕～ 肖像あり

西垣董一
東北海道の人物 4～6 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 599 ニシガキトウイチ 明治5〔1872〕～

西風福市
現代札幌人物史 228 明治25〔1892〕～

【にしかわ】

西川安次郎
自治産業発達誌 235 明治22〔1889〕～ 肖像あり

西川岩二郎
自治産業発達誌 88～89 明治8〔1875〕～ 肖像あり

西川菊蔵
人物覚書帳 186

西川久吉
北海道立志編　第5巻　第二版 30～31 安政5〔1858〕～ 肖像あり

西川幸一
自治産業発達誌 31 明治24〔1891〕～ 肖像あり

西川幸吉
東北海道人物画伝 91 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 28～30 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 24～30 肖像あり

西川重昭
北海道人名辞書　第二版 23 ニシカワシゲアキ 明治11〔1878〕～

西川初蔵
北海道人名辞書 424 ニシカワハツゾウ 文化13〔1842〕～

西川仁之進
自治産業発達誌 明治38〔1905〕～ 肖像あり

西川善太郎
自治産業発達誌 882

西川竹松
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北海道立志編　第5巻　第二版 325～326 明治7〔1874〕～ 肖像あり

西川伝右工門
小樽の人と名勝 11～14

北海開発事績　再版 341 ニシカワデンウエモン
初代寛永3
〔1626〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 38～39 ニシカワ　デンエモン

初代寛永4
〔1627〕～9代目
文久2〔1862〕

忍路・高島場所の開発

北海道拓殖功労者旌彰録 499～502
寛永3〔1626〕～
宝永6〔1709〕

肖像あり、初代

西川晩翠
函館市功労者小伝 24 ～安政5〔1858〕 西川晩翠守孝で記載

西川留三郎
北海道十字之光 125 肖像あり

西木栄作
開道五十年記念北海道　再版 183 ニシキエイサク 明治14〔1881〕～

西口卯之祐
自治産業発達誌 90 明治13〔1880〕～ 肖像あり

西口宗一
開道五十年記念北海道 234 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 309 ニシグチソウイチ 明治3〔1870〕～

西久保弘道
開道 十年 念北海道 文久 〔 〕 肖像あり開道五十年記念北海道 8 文久3〔1863〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 9 ニシクボヒロミチ 文久3〔1863〕～
札幌之人 48（肖像48） 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 331 ニシクボヒロミチ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書 109 ニシクボヒロミチ 文久3〔1863〕～

西熊太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 323～324 明治6〔1873〕～

西腰作太郎
北海道人名辞書　第二版 440 ニシコシサクタロウ 明治12〔1879〕～

西腰政太郎
開道五十年記念北海道　再版 286 ニシコシセイタロウ 明治3〔1870〕～

西込成正
北海道人名辞書　第二版 348 ニシゴメナリマサ 肖像あり

西里清一
人物覚書帳 43

西里清太郎
人物覚書帳 35
北海道人名辞書　第二版 420～421 ニシサトセイタロウ 慶応3〔1867〕～

西沢安吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 14～16 嘉永4〔1851〕～ 肖像（14と15の間）
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西沢音吉
北海道立志編　第5巻　第二版 31～33 天保9〔1838〕～ 肖像あり

西沢金四郎
開道五十年記念北海道 360 天保9〔1838〕～

西沢信蔵
自治産業発達誌 328～329 明治11〔1878〕～ 肖像あり

西沢清太郎
開道五十年記念北海道 619 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

西島清太
北海道立志編　第5巻　第二版 326～327 明治10〔1877〕～ 肖像（巻頭）

【にしだ】

西田英太郎
北海道人名辞書 522～523 ニシダエイタロウ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 479～480 ニシダエイサブロウ 慶応3〔1867〕～

西田香
最近之樺太 肖像（巻頭） 野田樺太新聞社長

西田吉太郎
大泊之沿革と人物 99～100 明治18〔1885〕～ 肖像あり

最近之樺太 7～8 明治18〔1885〕～
肖像（巻頭）、大泊町洋
服商ノ巨擘

熊雄西田熊雄
現代札幌人物史 230 明治29〔1896〕～

西田健次
自治産業発達誌 255～256 明治26〔1893〕～ 肖像あり
人物覚書帳 174,300

西田五郎
札幌紳士録 64 明治18〔1885〕～

西田守信
札幌紳士録 64～65 弘化4〔1847〕～
札幌之人 47（肖像47） 弘化4〔1847〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 110 ニシダモリノブ 弘化4〔1847〕～

西田彰三
人物覚書帳 300～301

西田政治
大泊之沿革と人物 58～59 明治24〔1891〕～
樺太及樺太を担う人々 19～20 肖像あり
最近之樺太 7
人物覚書帳 380 「西田政次」と表記

西田清松
北海道人名辞書 ニシダセイマツ 慶応3〔1867〕～
北海道立志編　第1巻 73～74 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
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西田辰三郎
札幌紳士録 63～64 明治10〔1877〕～

西田諦暢
自治産業発達誌 104～105 大正8〔1919〕～

西田藤吉
東北海道の人物 59～60 明治23〔1890〕～

西田稔
静浪遺稿 84～85

西田房四郎
自治産業発達誌 891～892 明治16〔1883〕～

西田要作

最近之樺太 肖像（巻頭）
能登呂村消防小頭仝漁
業組合長

西田与三松
北海道立志編　第1巻 76～78 肖像あり

西塚謙吾
北海道人名辞書　第二版 23 ニシツカケンゴ 明治18〔1885〕～

西塚梅吉
樺太之豊原 16～18 明治4〔1871〕～ 肖像あり

西鶴定嘉
樺太 樺太を担う樺太及樺太を担う人々 22

西出玉吉
北海道人名辞書　第二版 327 ニシデタマキチ 明治14〔1881〕～

西出孫右衛門
開道五十年記念北海道 148～149 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書 309～310 ニシデマゴウエモン 元治元〔1864〕～ 「西出孫左衛門」と表記

西出悌二
函館名士録 318 函館水産販売㈱取締役

西出六太郎
人物覚書帳 81

西野いそ子
北海道医事通覧　前編 90～91

西野金助（ニシノ　キンスケ、明治23〔1890）～昭和42〔1967〕）
人物覚書帳 251～252
北海道人名辞書　第二版 23 ニシノキンスケ 明治21〔1887〕～

西野清民
北海道人名辞書　第二版 297～298 ニシノキヨヒト 明治18〔1885〕～

西宮喜助
後志國要覧 206 肖像(中間頁)
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西宮弥吉
北海道立志編　第1巻 74～76 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

西橋初太郎
人物覚書帳 56

西原安太郎
北海道十字之光 189 肖像あり
北海道発達史　第1巻 215～216 明治6〔1873〕～

西原林次郎
開道五十年記念北海道 263 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

西部建而
人物覚書帳 176

西堀久太郎
北海道人名辞書 309 ニシボリキュウタロウ 明治8〔1875〕～

西堀幸八
東北海道の人物 63～64 安政元〔1854〕～ 肖像あり

西巻治一郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 251～253 元治元〔1864〕～ 肖像（252と253の間）

西増正直
北海道樺太名士大鑑 39 本文に肖像あり

西俣藤助
北海道発達史 第 巻 慶応 〔 〕北海道発達史　第1巻 216～217 慶応3〔1867〕～

【にしむら】

西村安敬
開道五十年記念北海道 178 明治6〔1873〕～ 肖像あり
函館名士録 218～219 ニシムラ　ヤスヨシ 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 308～309 ニシムラヤスヨシ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 232～233 ニシムラヤスヨシ 明治6〔1873〕～

西村栄吉
北海道人名辞書 529 ニシムラエイキチ 明治16〔1883〕～

西村栄太郎
開道五十年記念北海道　再版 136 ニシムラエイタロウ 明治5〔1872〕～

西村鹿三
開道五十年記念北海道　再版 361 ニシムラシカゾウ 慶応2〔1866〕～

西村岩吉
開道五十年記念北海道 249 明治6〔1873〕～ 肖像あり

西村喜代登
小樽区外七郡案内 176
北海道人名辞書 211～213 ニシムラキヨト 明治3〔1870〕～

西村吉之助
北海道立志編　第5巻　第二版 324～325 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
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西村玉吉
北海道十字之光 44

西村九十郎
開道五十年記念北海道　再版 555 ニシムラクジュウロウ 明治13〔1880〕～

西村君之助
北海道発達史　第1巻 217～218 明治8〔1875〕～

西村皓平
北海開発事績　再版 343 ニシムコウヘイ 天保11〔1840〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 40～41 ニシムラ　コウヘイ
天保11〔1840〕～
大正8〔1919〕

北海道人名辞書 522 ニシムラコウヘイ 天保11〔1840〕～
北海道人名辞書　第二版 648 ニシムラコウヘイ 天保11〔1840〕～ 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 395～399 天保11〔1840〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 4‐50～51 天保11〔1840〕～ 肖像あり

西村佐一郎

開道五十年記念北海道　再版 ニシムラサイチロウ
安政3〔1856〕～
明治39〔1906〕

西村三千太郎
自治産業発達誌 193 明治10〔1877〕～

西村滋次郎
人物覚書帳 116

村治太郎西村治太郎
北海道人名辞書　第二版 298 ニシムラジタロウ 明治12〔1879〕～

西村宗太郎
北海道人名辞書　第二版 384～385 ニシムラソウタロウ 弘化3〔1846〕～

西村重次郎
最近之樺太 26 明治17〔1884〕～

西村重太郎
開道五十年記念北海道　再版 401 ニシムラジュウタロウ 明治3〔1870〕～ 様似水産界重鎮

西村初太郎
開道五十年記念北海道 268 肖像あり

西村常吉
自治産業発達誌 204～205 明治19〔1886〕～ 肖像あり

西村真吉
東北海道の人物 65～66 明治10〔1877〕～ 肖像あり

西村惣太郎

開道五十年記念北海道　再版 257 ニシムラソウタロウ
弘化3〔1846〕～
明治13〔1880〕

木古内魚業家

西村退蔵
北海道人名辞書　第二版 590 ニシムラタイゾウ 明治18〔1885〕～
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西村丑之助
樺太之豊原 13～15 明治22〔1889〕～

西村鎮雄
開道五十年記念北海道　再版 78 ニシムラチンユウ 明治23〔1890〕～

西村馬太郎
北海道立志編　第2巻 4‐46～48 安政4〔1857〕～ 肖像あり

西村八三郎
樺太之豊原 15～16 明治13〔1880〕～ 肖像あり

西村米作
自治産業発達誌 110～111 明治23〔1890〕～ 肖像あり

西村保吉
札幌紳士録 62～63 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書 109～110 ニシムラヤスキチ 慶応元〔1865〕～

西村又吉
北海道人名辞書　第二版 526～527 ニシムラマタキチ 肖像あり

西村務道
北海開発事績　再版 474～475 ニシムラムドウ 慶応3〔1867〕～

西村茂
自治産業発達誌 377 明治40〔1907〕～

西村勇治
北海道立志編 第 巻 第 版 慶応 〔 〕北海道立志編　第5巻　第二版 328～329 慶応2〔1866〕～

西村有作
自治産業発達誌 860～861 明治24〔1891〕～

西村利光
北海道立志編　第2巻 3‐45～48 天保9〔1838〕～ 肖像あり

西谷すず子
北海道医事通覧　前編 87 肖像(巻頭)

西谷嘉右衛門
開道五十年記念北海道 310 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 462 ニシヤカウエモン 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書　第二版 409 ニシヤコウエモン 安政3〔1856〕～

北海道立志編　第4巻　増補訂正 11～13
肖像（12と13の間） 2代
目3代目西谷嘉右衛門あ
り、2代目74歳で死去

西谷謙三
人物覚書帳 138

西谷元右衛門
開道五十年記念北海道　再版 155 ニシヤゲンウエモン 明治8〔1875〕～
北海道十字之光 184 肖像あり

西谷庄八
人物覚書帳 48～49,346～347 万延元〔1860〕～
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北海道十字之光 61
北海道人名辞書 211 ニシヤショウハチ 万延元〔1860〕～
北海人物評論 90 慶応2〔1866〕～

西谷末治
自治産業発達誌 802 明治28〔1895〕～

西山吉次郎
自治産業発達誌 32 明治25〔1892〕～ 肖像あり

西山幸吉
人物覚書帳 344

西山仁三郎
自治産業発達誌 111～112 明治22〔1889〕～ 肖像あり

西山平太郎
開道五十年記念北海道　再版 104 ニシヤマヘイタロウ 文久3〔1863〕～

西山茂
北海道樺太名士大鑑 2　肖像 北海道庁内務部長

西山要平
北海道発達史　第1巻 212～213 天保2〔1831〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 327～328 天保2〔1831〕～ 肖像あり

西山兟
樺太及樺太を担う人々 183

【 た行 わ】【に／た行～わ】

新田寛（ニッタ　ヒロシ、明治27〔1894〕～昭和32〔1957〕）
樺太及樺太を担う人々 20～21 肖像あり

新田淑郎
北海道人名辞書　第二版 232 明治16〔1883〕～

新田織之助
北海人物評論 66

新田太平
開道五十年記念北海道 190 ～明治30〔1897〕 肖像あり
北海道人名辞書 310 ニッタタイヘイ 明治元〔1868〕渡函

新田長次郎（ニッタ　チョウジロウ、安政4〔1857〕～昭和11〔1936〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 42～43 ニッタ　チョウジロウ
安政4〔1857〕～
昭和11〔1936〕

製革所、製渋工場、ベニ
ヤ製造所設立

新田八郎
人物覚書帳 56～57

新田由平
北海人物評論 123

新渡戸稲造（ニトベ　イナゾウ、文久2〔1862〕～昭和8〔1933〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 44～45 ニトベ　イナゾウ
文久2〔1862〕～
昭和8〔1933〕

札幌遠友夜学校設立

470 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

二宮卯八郎
開道五十年記念北海道　再版 585 ニノミヤウハチロウ 明治2〔1869〕～

二宮三四郎
東北海道人物画伝 35 明治10〔1877〕～ 肖像あり

二宮重親
北海道人名辞書　第二版 24 ニノミヤシゲチカ 明治16〔1883〕～

二宮尊親（ニノミヤ　タカチカ、安政2〔1855〕～大正11〔1922〕）
開道五十年記念北海道 33 安政2〔1855〕～
開道五十年記念北海道　再版 50 ニノミヤタカチカ 安政2〔1855〕～
北海開発事績　再版 341 ニノミヤタカチカ 安政2〔1855〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 46～47 ニノミヤ　タカチカ
安政2〔1855〕～
大正11〔1922〕

報徳主義の興復社農場

北海道拓殖功労者旌彰録 437～441 安政2〔1855〕～ 肖像あり

仁平豊次
札幌紳士録 60～61 嘉永3〔1850〕～
北海人物評論 95 肖像あり
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 31～37 嘉永3〔1850〕～ 数は第一編のもの
北海道人名辞書 603 ニヒラトヨジ 嘉永3〔1850〕～

二瓶喜一郎
北海開発事績　再版 731 ニヘイキイチロウ 明治13〔1880〕～

二瓶喜惣次
北海道立志編　第3巻 307～309 文久3〔1863〕～ 肖像あり

二本柳庄三郎

開道五十年記念北海道　再版 228～229 ニホンヤナギショウザブロウ
天保3〔1832〕～
大正8〔1919〕

北海道立志編　第3巻 309～311 天保3〔1832〕～ 肖像あり

丹羽延馬
札幌紳士録 61 慶応2〔1866〕～
札幌之人 44（肖像44） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 110 ニワエンマ 慶応2〔1866〕～

丹羽月渓
北海道人名辞書 571 ニワゲツケイ 慶応2〔1866〕～

丹羽五郎（ニワ　ゴロウ、嘉永5〔1852〕～昭和3〔1928〕）
自治産業発達誌 581～582 ～昭和3〔1928〕 肖像あり
北海開発事績　再版 340 ニワゴロウ 嘉永5〔1852〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 48～49 ニワ　ゴロウ
嘉永5〔1852〕～
昭和3〔1928〕

丹羽村の開墾

北海道人名辞書 766～677 ニワゴロウ 嘉永5〔1852〕～
北海道人名辞書　第二版 430～431 ニワゴロウ 嘉永5〔1852〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 401～406 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

丹羽昇三
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 29～30 嘉永6〔1853〕～ 数は第一編のもの

丹羽松子
自治産業発達誌 580～581 肖像あり
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丹羽甚吉
自治産業発達誌 47 明治41〔1908〕～ 肖像あり

《ぬ》

額賀金吉
人物覚書帳 161

額賀大直
札幌紳士録 83～84 明治10〔1877〕～
札幌之人 70（肖像70） 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 419～420 ヌカガヒロナオ 明治10〔1877〕～

額田大助
北海道人名辞書 213 ヌカダダイスケ 明治元〔1868〕～

貫名日軏
北海道人名辞書 444 ヌキナニツキ 嘉永元〔1848〕～

布目喜蔵
北海道人名辞書　第二版 299 ヌノメキゾウ 明治4〔1871〕～ 肖像あり

布目忠
北海道人名辞書　第二版 236 ヌノメタダシ 明治17〔1884〕～

布本与吉布本与吉
開道五十年記念北海道 643 明治6〔1873〕～ 肖像あり

布谷茂助
北海道人名辞書 310～311 ヌノヤモスケ 明治2〔1869〕～

沼弥平治
北海道立志編　第5巻　第二版 338～339 万延元〔1860〕～ 肖像あり

沼崎啓司

開道五十年記念北海道　再版 345～346 ヌマザキケイジ
慶応2〔1866〕～
大正7〔1918〕

北海道人名辞書 581 ヌマサキケイシ 慶応2〔1866〕～

沼崎重平
北海道人名辞書　第二版 299～300 ヌマサキジュウヘイ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

沼里金作
小樽区外七郡案内 199 肖像あり

沼田外次郎
北海道人名辞書　第二版 477～478 ヌマタソトジロウ 明治17〔1884〕～

沼田喜三郎
北海開発事績　再版 638～639 ヌマタキサブロウ 天保5〔1834〕～
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 49～52 天保5〔1834〕～ 数は第一編のもの
北海道立志編　第1巻 97～100 天保5〔1834〕 肖像あり

沼田慶太郎
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東北海道の人物 85～87 明治22〔1889〕～

沼田五三郎
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 53～55 天保11〔1840〕～ 数は第一編のもの

沼田次吉
開道五十年記念北海道　再版 143 ヌマタジキチ 元治元〔1864〕～

沼田富次郎
開道五十年記念北海道　再版 474～475 ヌマタトミジロウ 嘉永6〔1853〕～

沼田勇蔵
北海道人名辞書 444～445 ヌマタユウゾウ 明治元〔1868〕～

沼館助三郎
東北海道の人物 87～89 明治21〔1887〕～

沼野鉀吉
函館名士録 293 日魯漁業㈱労務課長

塗重蔵
北海開発事績　再版 572 トシゲゾウ 嘉永6〔1853〕～
北海道人名辞書 529～530 ヌリジュウゾウ 嘉永6〔1853〕～

塗師松之助
開道五十年記念北海道 274

《 》《ね》

根井清作
開道五十年記念北海道　再版 125 ネイキヨサク 明治9〔1876〕～
北海道十字之光 154 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 469 ネイセイサク

根尾兵蔵
北海道立志編　第3巻 382～384 天保8〔1837〕～ 肖像あり（378の次）

根上博（ネガミ　ヒロシ、大正2〔1913〕～昭和55〔1980〕）
人物覚書帳 172

根岸忠作
樺太之留多加 9～10 明治3〔1870〕～

根岸八重
北海道人名辞書　第二版 72 ネギシヤエ 慶応2〔1866〕～

猫山常太郎
自治産業発達誌 314 明治38〔1905〕～

根来簡二
札幌紳士録 171 明治15〔1882〕～

根津政吉
東北海道人物画伝 68 安政5〔1858〕～ 肖像あり
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根津文吉
自治産業発達誌 537 明治24〔1891〕～ 肖像あり
東北海道の人物 199～200 明治24〔1891〕～
北海道人名辞書　第二版 352～353 ネズブンジ 明治24〔1891〕～

子野日弘毅
札幌之人 157 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
東北海道の人物 197～198 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書 111 ネノヒコウキ 慶応3〔1867〕～

根元広記
北海道人名辞書 645 ネモトヒロキ 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書　第二版 306 ネモトヒロキ 明治13〔1880〕～ 肖像あり（根本広記）

根元文敬
北海道人名辞書 472 ネモトブンケイ 明治12〔1879〕～

根本源次郎
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（202と203の間）

根本純
北海道立志編　第3巻 90～92 安政5〔1858〕～ 肖像あり

根本大助
開道五十年記念北海道　再版 364 ネモトダイスケ 安政5〔1858〕～

根本隆治
開道五十年記念北海道 326 肖像あり

根本力蔵根本力蔵
北海道樺太名士大鑑 53 本文に肖像あり

根守秀逸
北海人物評論 107

《の》

【の／あ～か行】

野依次郎
樺太及樺太を担う人々 84

能与作
北海道人名辞書　第二版 90 ノウヨサク 明治7〔1874〕～

能条真
北海道人名辞書 311 ノウジョウマコト 明治12〔1879〕～

能野霊達
北海道人名辞書　第二版 257～258 ノウノレイタツ 明治3〔1870〕～ 肖像あり

野上篤三
北海道人名辞書　第二版 518 ノガミトクゾウ 安政4〔1857〕～

【のぐち】
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野口喜一郎
小樽の人と名勝 295～297 明治21〔1887〕～
人物覚書帳 501～504 明治20〔1887〕～
北海道人名辞書　第二版 209 ノブチキイチロウ 肖像あり

野口喜八郎
北海道人名辞書　第二版 383～384 ノグチキハチロウ 明治5〔1872〕～

野口吉次郎
小樽の人と名勝 297～298 安政3〔1856〕～ 巻頭に肖像あり
人物覚書帳 504～505
北海道人名辞書 213～214 ノグチキチジロウ

野口孝太郎
北海道人名辞書 577～578 ノグチコウタロウ 明治4〔1871〕～

野口幸太郎
北海道立志編　第3巻 231～233 明治4〔1871〕～ 肖像あり（228の次）

野口時子
人物覚書帳 8～9

野口勝太郎
北海道樺太名士大鑑 15 本文に肖像あり

野口小吉
小樽区外七郡案内 127～128 肖像あり
北海道人名辞書 213 ノグチコキチ 慶応3〔1867〕～
北海道 名辞書 第 版 グ キ 慶応 〔 〕北海道人名辞書　第二版 209 ノグチコキチ 慶応3〔1867〕～

野口小太郎
人物覚書帳 347～348

野口小平
北海道人名辞書　第二版 583 ノグチコヘイ 明治19〔1886〕～

野口政次郎
東北海道の人物 253～254 明治24〔1891〕～ 肖像あり

野口善四郎
小樽区外七郡案内 188～189 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 166～168 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

野口辰之助
自治産業発達誌 93 明治14〔1881〕～ 肖像あり

野口陳吉
北海道人名辞書 538～539 ノグチチンキチ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 464 ノグチジンキチ 明治元〔1868〕～

野口又蔵
北海道立志編　第3巻 229～231 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

野口民吉
北海道立志編　第1巻 243～245 文久3〔1863〕～ 肖像（202と203の間）
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野口要
樺太及樺太を担う人々 85

野口竜太郎
北海開発事績　再版 725 ノグチリュウタロウ 明治3〔1870〕～

野螻作太郎
自治産業発達誌 504～505 明治26〔1893〕～

【の／さ行】

野坂作五郎
東北海道人物画伝 39 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

野坂清太郎

開道五十年記念北海道　再版 563 ノサカセイタロウ
明治9〔1876〕～
大正9〔1920〕

野坂長次郎
樺太及樺太を担う人々 156～157 明治18〔1885〕～
樺太人物大観 149～152 教育家

野坂良吉
開道五十年記念北海道 572
東北海道の人物 55～57 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海道十字之光 209 肖像あり
北海道人名辞書 604 ノサカリヨウキチ
北海道人名辞書　第二版 530 ノサカリョウキチ 肖像あり

野崎チヨ子
小樽の人と名勝 117～118

野崎勘蔵
札幌紳士録 215～216 明治12〔1879〕～

野崎宏
北海道発達史　第1巻 391～392 慶応元〔1865〕～

野崎幸次郎
北海道立志編　第2巻 3‐127～129 嘉永4〔1851〕～

野崎綱
北海道人名辞書 503 ノザキツナ 明治15〔1882〕～

野崎三郎
札幌之人 191（肖像191） 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海人物評論 121
北海道医事通覧　前編 38～39 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 112 ノザキサブロウ 明治3〔1870〕～

野崎小三郎
人物覚書帳 27～28
北海道十字之光 25 肖像あり
北海道人名辞書 378～379 ノザキコサブロウ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 307～308 ノサキコサブロウ 明治7〔1874〕～ 肖像あり

野崎徳次
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自治産業発達誌 307～308 明治21〔1887〕～ 肖像あり

野崎和吉
自治産業発達誌 115 肖像あり

野沢弘幸

人物覚書帳
76,390,493～
494

野沢俊次郎（ノザワ　シュンジロウ、慶応元〔1865〕～昭和3〔1928〕）
札幌紳士録 214～215 慶応元〔1865〕～
札幌之人 190（肖像190） 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 111～112 ノザワシュンジロウ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 89 ノザワシュンジロウ 慶応元〔1865〕～

能島正治郎
北海道人名辞書 214 ノジマショウジロウ 明治元〔1868〕～

野島シヲ子

開道五十年記念北海道　再版 51～52 ノジマシオコ
嘉永6〔1853〕～
明治35〔1902〕

野島寿男
自治産業発達誌 401 明治35〔1902〕～

能代慶治
自治産業発達誌 225 明治15〔1882〕～ 肖像あり

能代権四郎
北海道立志編 第 巻 第 版 肖像（巻 ）北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

能代三助
北海道立志編　第5巻　第二版 165～166 安政元〔1854〕～

能勢博章
北海開発事績　再版 467 ノセヒロアキ 明治20〔1887〕～

能勢万
北海道人名辞書　第二版 654～655 ノセヨロズ 文久3〔1863〕～ 肖像あり

野添辰一
北海道樺太名士大鑑 139 本文に肖像あり

野添辰二
東北海道の人物 249～251 明治25〔1892〕～ 肖像あり

【の／た行】

野田為左衛門
開道五十年記念北海道 726 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
東北海道の人物 36～37 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

野田英三
北海道人名辞書 379 ノダエイゾウ 安政4〔1857〕～

野田嘉一郎
札幌紳士録 212～213 慶応3〔1867〕～
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北海道人名辞書 113 ノダカイチロウ 慶応3〔1867〕～

野田四郎
北海開発事績　再版 786 ノダシロウ 明治16〔1883〕～

野田秋岳
函館游寓名士伝 16～17

野田信治
東北海道の人物 58～59 明治27〔1894〕～

野田信耀
北海道人名辞書　第二版 355 ノダシンヨウ 明治10〔1877〕～

野田長平
小樽区実業家百撰立志編 161～162 嘉永6〔1853〕～

野田寅記
自治産業発達誌 97～98 明治11〔1878〕～ 肖像あり

野田平助

開道五十年記念北海道　再版 570 ノダヘイスケ
安政5〔1858〕～
大正9〔1920〕

野田友吉
開道五十年記念北海道　再版 570 ノダトモキチ 明治13〔1880〕～

野田雄四郎
札幌之人 188（肖像188） 明治17〔1884〕～ 肖像あり

野田和三郎
北海人物評論 94 肖像あり

野嶽利七
北海道人名辞書 596 ノタケリシチ 明治14〔1881〕～

野津次郎
北海開発事績　再版 516 ノツジロウ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 89～90 ノツジロウ 明治11〔1878〕～

能戸清吉
人物覚書帳 367

能登外次郎
北海道人名辞書 604 ノトソトジロウ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 530～531 ノトソトジロウ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

能登甚四郎
北海道人名辞書　第二版 413 ノトジンシロウ

能登甚治

北海道立志編　第4巻　増補訂正 64～66
母親の肖像のみあり（64
と65の間)

能登善五郎
自治産業発達誌 878
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能登富五郎
北海道立志編　第3巻 119～121 肖像あり

能登豊吉
北海道立志編　第2巻 3‐105～108 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

能登由松
北海道立志編　第3巻 112～114 肖像あり

能登谷藤作
北海道立志編　第5巻　第二版 168～169 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

【の／な～ら行】

野中秀雄
北海道人名辞書　第二版 337 ノナカヒデオ 明治17〔1884〕～

野中猪之吉
人物覚書帳 20

野々瀬兼三郎
樺太之留多加 14 明治25〔1892〕～ 肖像あり

野々村金五郎
自治産業発達誌 256 明治5〔1872〕～

野々村恵一郎
自治産業発達誌 562 明治24〔1891〕～ 肖像あり

野原秀太郎
北海道立志編　第1巻 245～246 肖像あり

野原政五郎
開道五十年記念北海道　再版 352 ノハラマサゴロウ 明治8〔1875〕～

野原勇助
札幌紳士録 211～212 明治元〔1868〕～
札幌之人 187（肖像187） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 113 ノハラユウスケ 明治元〔1868〕～

野原与三次郎
開道五十年記念北海道 568 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道十字之光 240 肖像あり

信田太七
開道五十年記念北海道　再版 370 ノブタタシチ 安政元〔1854〕～

信田長之助
北海道樺太名士大鑑 40 明治8〔1875〕～ 本文に肖像あり

登文蔵
北海道立志編　第2巻 3‐50～51 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

【の／ま行】

野又貞夫
自治産業発達誌 37～38 明治34〔1901〕～ 肖像あり
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野宮勇之進
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

【のむら】

埜邑直次（ノムラ　ナオジ、明治22〔1889〕～昭和47〔1972〕）
人物覚書帳 300,377

野村伊次郎
北海道発達史　第1巻 392～393 明治9〔1876〕～

野村為次郎
北海道人名辞書 507 ノムラタメジロウ 元治元〔1864〕～

野村嘉藤松
北海道十字之光 188 肖像あり

野村憲一
自治産業発達誌 251 明治38〔1905〕～ 肖像あり

野村謙三
開道五十年記念北海道　再版 81 ノムラケンゾウ 嘉永3〔1850〕～ 石狩大橋期成会
北海道医事通覧　前編 49～50
北海道十字之光 118 肖像あり
北海道人名辞書 396 ノムラケンゾウ 嘉永3〔1850〕～

野村五右衛門
北海道立志編　第4巻　増補訂正 66～68 明治元〔1868〕～ 肖像（68と69の間)

野村市太郎
自治産業発達誌 62～63 明治14〔1881〕～

野村小親
北海道人名辞書　第二版 372 ノムラコシン 肖像あり

野村甚太郎
北海道人名辞書　第二版 460 ノムラジンタロウ 明治21〔1887〕～

野村政次郎
北海道人名辞書　第二版 262 ノムラマサジロウ 明治16〔1883〕～

野村正之助
北海道人名辞書 311 ノムラショウノスケ 安政6〔1859〕～
北海道立志編　第2巻 4‐121～123 安政6〔1859〕～ 肖像あり

野村清作
樺太之留多加 102～103 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

野村盛康
北海道人名辞書　第二版 90 ノムラモリヤス 明治16〔1883〕～

野村太市
北海道立志編　第5巻　第二版 467～468 安政4〔1857〕～ 肖像あり

野村大宗
最近之樺太 肖像（巻頭） 曹洞宗樺太山景徳寺住
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野村定克
自治産業発達誌 298～299 肖像あり

野村徳三郎
大泊之沿革と人物 138～139 明治14〔1881〕～ 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 84～85

野村梅太郎
函館名士録 326 ㈱函館漁商市場監査役

野村武左衛門
東北海道の人物 251～253 明治16〔1883〕～

野村文吉
北海開発事績　再版 677 ノムラブンキチ 明治10〔1877〕～

野村米次郎
小樽区外七郡案内 163

野村万之助
北海道十字之光 204 肖像あり

野村茂
北海道人名辞書 113 ノムラシゲル 文久2〔1862〕～
札幌之人 189（肖像189） 万延元〔1860〕～ 肖像あり

野村弥三郎（ノムラ　ヤサブロウ、慶応4〔1868〕～昭和18〔1943〕）
札幌紳士録 213～214 明治元〔1868〕～
北海道 名辞書 ブ ウ 治 〔 〕北海道人名辞書 112 ノムラヤサブロウ 明治元〔1868〕～

野村弥太郎
自治産業発達誌 235～236 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 496 ノムラヤタロウ 明治18〔1885〕～

野本正一
北海道人名辞書 311 ノモトマサカズ 明治16〔1883〕～

野本篤蔵
北海道人名辞書　第二版 336～337 ノモトトクゾウ 明治23〔1890〕～ 肖像あり

乗竹暎一
北海道人名辞書　第二版 308 ノリタケエイイチ 明治17〔1884〕～

則武巖雄
北海道人名辞書　第二版 481 ノリタケイワオ 明治9〔1876〕～
北海道発達史　第1巻 335～336

《は》

【は／あ～か行】

拝原左一
現代札幌人物史 258～259 明治29〔1896〕～
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バウマル（ルイス・バウマル）
北海道人名辞書 689

芳賀周治

北海道立志編　第5巻　第二版 321～322 明治9〔1876〕～
肖像では「芳賀周次」と
表記

袴田直見
自治産業発達誌 874 明治35〔1902〕～

秤達次郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 163～165 嘉永6〔1853〕～ 肖像（160と161の間)

萩丹栄
自治産業発達誌 759～760 明治20〔1887〕～ 肖像あり

萩野素助
樺太人物大観 133～136 教育家

萩野清六
函館名士録 65～66 オギノ　セイロク 明治12〔1879〕～ 肖像あり

萩野市兵衛
北海道人名辞書 315 ハギノイチヘエ 元治元〔1864〕～

萩野豊吉
北海道立志編　第2巻 4‐33～34 明治2〔1869〕～

萩谷三五八
北海道 名辞書 ギ ゴ 慶応 〔 〕北海道人名辞書 586～587 ハギヤサゴハチ 慶応元〔1865〕～

萩原正四郎
最近之樺太 37～38 安政5〔1858〕～ 肖像あり

萩原精二
北海道医事通覧　前編 71 肖像(巻頭)

萩原七郎
北海道人名辞書　第二版 19～20 ハギワラシチロウ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

萩原泰能
北海道立志編　第2巻 5‐64～65 文政11〔1828〕～ 肖像あり

【は／さ行】

狭間新平
自治産業発達誌 200 肖像あり

端忠次郎
小樽区実業家百撰立志編 79～81 安政3〔1856〕～
北海人物評論 91～92 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 62～64 安政3〔1856〕～ 肖像あり

梯良平
開道五十年記念北海道　再版 455 ハシリヨウヘイ 明治12〔1879〕～

橋木求

482 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

橋木文平
東北海道の人物 48～50 明治26〔1893〕～

橋口謙敏
人物覚書帳 188

橋口文蔵（ハシグチ　ブンゾウ、嘉永6〔1853〕～明治36〔1903〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 50～51 ハシグチ　ブンゾウ
嘉永6〔1853〕～
明治36〔1903〕

製糖技術と大農場経営

橋倉次雄
北海道人名辞書　第二版 525～526 ハシクラツギオ 文久元〔1861〕～

橋詰繁馬
北海道発達史　第1巻 204～206 明治5〔1872〕～

橋爪藤平
北海道立志編　第5巻　第二版 21～22 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

橋田岩吉
開道五十年記念北海道　再版 116 ハシダイワキチ 慶応元〔1865〕～

橋田藤之助
開道五十年記念北海道　再版 176 ハシダフジノスケ 慶応2〔1866〕～

橋田茂登馬
開道五十年記念北海道　再版 117 ハシダシゲトマ 明治16〔1883〕～

端谷安太郎
開道五十年記念北海道 734 明治11〔1878〕～ 肖像あり

橋谷巳之吉
北海道十字之光 62

橋野安太郎
北海道発達史　第1巻 199～200 元治元〔1864〕～

橋野藤二
開道五十年記念北海道　再版 63～64 ハシノフジジ 安政3〔1856〕～

羽柴彦市
樺太之留多加 84～85 明治13〔1880〕～

橋場金蔵
北海道立志編　第2巻 4‐27～28 万延元〔1860〕～ 肖像あり

橋場清次郎
開道五十年記念北海道　再版 53 ハシバセイジロウ 慶応2〔1866〕～ 丘珠玉葱先駆者

橋場要之助
北海道樺太名士大鑑 73 明治10〔1877〕～ 本文に肖像あり

【はしもと】

橋本一郎
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北海道人名辞書　第二版 16 ハシマトイチロウ 明治19〔1886〕～

橋本英太郎
北海道人名辞書 464 ハシモトエイタロウ 慶応3〔1867〕～

橋本勘次
北海道発達史　第1巻 203～204 嘉永3〔1850〕～

橋本寛敏
北海道人名辞書　第二版 16 ハシモトヒロトシ 明治23〔1890〕～

橋本閑山
函館游寓名士伝 8～9 橋本与兵衛、橋本西念

橋本喜文
自治産業発達誌 729

橋本亀尾
北海道人名辞書　第二版 458 ハシモトカメオ 明治6〔1873〕～

橋本義知
北海道立志編　第2巻 4‐48～50 安政6〔1859〕～ 肖像あり

橋本久
現代札幌人物史 156～157 明治25〔1892〕～ 肖像あり

橋本尭尚
小樽の人と名勝 216～218 元治元〔1864〕～
人物覚書帳 175

橋本金太郎
開道五十年記念北海道 216 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 313～314 ハシモトキンタロウ 慶応元〔1865〕～

橋本熊吉
開道五十年記念北海道　再版 83 ハシモトクマキチ 万延元〔1860〕～

橋本幸永
北海道で成功した人々 69～78

橋本佐熊
自治産業発達誌 461～462 明治22〔1889〕～ 肖像あり

橋本左五郎（ハシモト　サゴロウ、慶応2〔1869〕～昭和27〔1952〕）
札幌紳士録 56～57 慶応2〔1866〕～
札幌之人 39（肖像39） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 52～53 ハシモト　サゴロウ
慶応2〔1866〕～
昭和27〔1952〕

練乳研究

北海道人名辞書 114 ハシモトサゴロウ 慶応2〔1866〕～
北海道畜産功労者写真帖 15 肖像あり

橋本作治
開道五十年記念北海道 113 肖像あり

橋本重一郎
北海開発事績　再版 739 ハシモトジュウイチロウ 安政2〔1855〕～
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橋本新太郎
人物覚書帳 173

橋本甚松
北海道樺太名士大鑑 114 本文に肖像あり

橋本正治
現代札幌人物史 3～5 明治6〔1873〕～
札幌紳士録 55～56 明治6〔1873〕～
札幌之人 38（肖像38） 明治6〔1873〕～ 肖像あり
人物覚書帳 54～55
静浪遺稿 14～17
北海道樺太名士大鑑 7 明治6〔1873〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書 114～115 ハシモトセイジ 明治6〔1873〕～

橋本清吉
開道五十年記念北海道 357 安政6〔1859〕～ 肖像あり
後志國要覧 184 安政6〔1859〕～ 肖像(中間頁)

北海道人名辞書 482～483 ハシモトセイキチ
安政6〔1859〕～
明治42〔1909〕

北海道立志編　第2巻 4‐30～31 安政6〔1859〕～ 肖像あり

橋本清次郎
北海道人名辞書　第二版 326～327 ハシモトセイジロウ 明治3〔1870〕～ 肖像あり

橋本清助
北海道人名辞書 630 ハシモトセイスケ 明治13〔1880〕～

橋本善次郎
開道 十年 念北海道 版 ゼ ジ 治 〔 〕開道五十年記念北海道　再版 478 ハシモトゼンジロウ 明治20〔1887〕～

橋本其蔵
北海道人名辞書 464 ハシモトソノゾウ 安政6〔1859〕～

橋本竹之助
現代札幌人物史 88
北海道人名辞書　第二版 17 ハシモトタケノスケ 明治6〔1873〕～

橋本長吉
北海道立志編　第5巻　第二版 25～26 明治3〔1870〕～ 肖像あり

橋本直也
北海之商傑 279～284 北海道煉乳㈱専務

橋本徹雄
北海道人名辞書　第二版 16～17 ハシモトテツオ 明治26〔1893〕～

橋本登美三郎
人物覚書帳 394～395

橋本東三
北海道人名辞書　第二版 17 ハシモトトウゾウ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

橋本博介
人物覚書帳 72～73

橋本文寿
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北海道人名辞書　第二版 230～231 ハシモトフミトシ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

橋本文平
東北海道の人物 48～50 明治26〔1893〕～ 肖像あり

橋本文雄
北海道人名辞書　第二版 597 ハシモトフミオ 明治22〔1889〕～

橋本勇助
北海道立志編　第3巻 215～216 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

橋本与三松
開道五十年記念北海道 270 慶応元〔1865〕～

橋本与三郎
北海道十字之光 192 肖像あり

端本市三郎
自治産業発達誌 30～31 明治36〔1903〕～ 肖像あり

長谷定徳
郷土を拓く人々 201～204 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

長谷友吉
北海道立志編　第5巻　第二版 27～29 肖像あり

【はせがわ】

長谷川ルイ子
開道 十年 念北海道 治 〔 〕 肖像あり開道五十年記念北海道 331 明治7〔1874〕～ 肖像あり

長谷川一
東北海道の人物 9～11 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 131 明治18〔1885〕～ 本文に肖像あり

長谷川鎰
自治産業発達誌 188 明治23〔1890〕～ 肖像あり

長谷川栄助
札幌紳士録 57 安政4〔1857〕～
札幌之人 40（肖像40） 安政4〔1857〕～ 肖像あり
北海人物評論 62 肖像あり（巻頭）
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 23～27 数は第一編のもの
北海道人名辞書 116～117 ハセガワエイスケ

長谷川衛一
北海道人名辞書　第二版 389 ハセガワエイイチ 明治16〔1883〕～

長谷川温
樺太之留多加 47 明治24〔1891〕～ 肖像あり

長谷川岩次郎
東北海道の人物 36～38 明治26〔1893〕～

長谷川吉造
開道五十年記念北海道　再版 498 ハセガワキチゾウ 明治3〔1870〕～
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長谷川駒蔵
開道五十年記念北海道 516 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 280～281 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

長谷川敬次
北海道立志編　第3巻 213～215 明治元〔1868〕～ 肖像あり

長谷川兼次郎
自治産業発達誌 462～463 明治11〔1878〕～

長谷川源之丞
北海道人名辞書 608～609 ハセガワゲンノジョウ 明治11〔1878〕～

長谷川秀造
開道五十年記念北海道　再版 579 ハセガワヒデゾウ 明治11〔1878〕～

長谷川淑夫（ハセガワ　ヨシオ、明治4〔1871〕～昭和16〔1941〕）
函館名士録 224～225 ハセガワ　ヨシオ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書 313 ハセガワヨシオ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 231～232 ハセガワヨシオ 明治4〔1871〕～

長谷川順治
開道五十年記念北海道　再版 249 ハセガワジュンジ 明治11〔1878〕～

長谷川庄吉
北海道立志編　第5巻　第二版 312～313 文久2〔1862〕～

長谷川庄作
自治産業発達誌 291 明治14〔1881〕～ 肖像あり

長谷川庄四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

長谷川昇（ハセガワ　ノボル、明治19〔1886〕～昭和48〔1973〕）
小樽の人と名勝 167,218～219

長谷川祥因
自治産業発達誌 56 明治41〔1908〕～ 肖像あり

長谷川正義
北海道人名辞書　第二版 441～442 ハセガワマサヨシ 明治14〔1881〕～ 肖像あり

長谷川静
最近之樺太 54 明治17〔1884〕～

長谷川千代喜
北海道人名辞書　第二版 230 ハセガワチヨキ 慶応2〔1866〕～

長谷川惣三郎
自治産業発達誌 810 明治15〔1882〕～

長谷川荘松
開道五十年記念北海道 594 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

長谷川桑次郎
自治産業発達誌 717 肖像あり
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長谷川多一郎
開道五十年記念北海道 331 肖像あり

長谷川忠助
北海道人名辞書 216 ハセガワタダスケ 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 239～241

長谷川長
自治産業発達誌 370 明治36〔1903〕～ 肖像あり

長谷川長七
北海道発達史　第1巻 201～203 明治12〔1879〕～

長谷川直義
北海道十字之光 61
北海道人名辞書 215 ハセガワナオヨシ 慶応元〔1865〕～
北海道人名辞書　第二版 196～197 ハセガワナオヨシ 慶応元〔1865〕～
北海道立志編　第1巻 69～71

長谷川哲三郎
札幌紳士録 57～58 明治3〔1870〕～
札幌之人 41（肖像41） 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 117 ハセガワテツサブロウ 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 20 ハセガワテツサブロウ 明治3〔1870〕～

長谷川伝蔵
北海道立志編　第4巻　増補訂正 329～330 慶応2〔1866〕～ 肖像（328と329の間）

長谷川藤橘
物産 樽支店 館

北海之商傑 222～223
三井物産小樽支店函館
出張所主任

長谷川藤三郎
開道五十年記念北海道 214 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 313 ハセガワトウサブロウ 明治9〔1876〕～

長谷川徳太郎
北海道立志編　第3巻 26～28 安政元〔1854〕～ 肖像あり（24の次）
北海道立志編　第4巻　増補訂正 24～28 肖像あり

長谷川寅次郎
北海道人名辞書 451～452 ハセガワトラジロウ 明治17〔1884〕～

長谷川富三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 322～323 慶応3〔1867〕～

長谷川末吉
開道五十年記念北海道 651 明治元〔1868〕～ 肖像あり
東北海道の人物 56～58 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 650 ハセガワスエキチ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第3巻 312～313 肖像あり（314の次）

長谷川弥平二
北海道十字之光 163 肖像あり

長谷部吉兵衛
北海道発達史　第1巻 194～195 明治8〔1875〕～
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長谷部清次郎
北海道人名辞書　第二版 463 ハセベセイジロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

長谷部半一
北海道人名辞書　第二版 370～371 ハセベハンイチ 明治24〔1891〕～

羽染里三治
北海道人名辞書 118 ハゾメリサジ 明治5〔1872〕～

【は／た行】

旗富治
東北海道の人物 40～42 明治17〔1884〕～

泰之臣
北海道樺太名士大鑑 62 明治35〔1902〕～ 本文に肖像あり

泰若次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 23～24 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

秦清八
開道五十年記念北海道 239 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書 312 ハタセイハチ 明治4〔1871〕～

秦貞三郎
開道五十年記念北海道 195 文久元〔1861〕～
北海道人名辞書 311～312 ハタテイサブロウ 文久元〔1861〕～
北海道立志編　第2巻 4‐44～46 文久元〔1861〕～ 肖像あり

秦勉造（ハタ　ベンゾウ、明治10〔1877〕～昭和18〔1943〕）
札幌紳士録 49 明治10〔1877〕～
札幌之人 32（肖像32） 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 119 ハタベンゾウ 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 17 ハタベンゾウ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

秦茂三
函館名士録 222～223 ハタ　シゲゾウ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

畑貫治
人物覚書帳 398 明治19〔1886〕～

畑久平
開道五十年記念北海道　再版 264 ハタキュウヘイ 嘉永6〔1853〕～
北海道人名辞書 493 ハタキュウヘイ
北海道立志編　第2巻 4‐42～44 肖像あり

畑惣之助
北海道人名辞書 597 ハタソウノスケ 明治11〔1878〕～

畑豊吉
北海道人名辞書　第二版 494～495 ハタトヨキチ 明治17〔1884〕～

畑与一郎
北海道立志編　第5巻　第二版 315～316 明治8〔1875〕～ 肖像あり

畑江郁太郎
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東北海道の人物 34～36 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 347～348 ハタエイクタロウ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

幡垣角市
北海道人名辞書 315 ハタガキカクイチ 文久2〔1862〕～

畑木仁三吉
樺太人物大観 242～244 実業家

畠山松太郎
開道五十年記念北海道　再版 54 ハタケヤママツタロウ 弘化6～

畠山真平
自治産業発達誌 499 明治27〔1894〕～ 肖像あり

畠山清太郎

北海道人名辞書 391～392 ハタケヤマセイタロウ
元治元〔1864〕～
大正3〔1914〕

北海道立志編　第2巻 4‐34～37 元治元〔1864〕～ 肖像あり

畑瀬惣吉

北海道立志編　第3巻 319～321 弘化3〔1846〕～
肖像では「畑瀬惣平」と
表記

畑田原吾
東北海道の人物 46～48 明治6〔1873〕～ 肖像あり

畑中権作
開道五十年記念北海道　再版 258 ハタナカケンサク 明治5〔1872〕～

畠中留吉
北海道十字之光 113

畑中官蔵
北海道人名辞書　第二版 405～406 ハタナカカンゾウ 万延元〔1860〕～ 肖像あり

波多野栄三郎
札幌紳士録 48～49 明治16〔1883〕～

波多野市郎
札幌紳士録 47～48 明治14〔1881〕～

波多野与三郎

北海道人名辞書 117 ハタノヨサブロウ
弘化4〔1847〕～
明治43〔1910〕

北海道人名辞書　第二版 20 ハタノヨサブロウ 明治14〔1881〕～

幡野直次
自治産業発達誌 757 明治34〔1901〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 401～402 ハタノナオツグ 明治24〔1891〕～

畑野福太郎
北海道人名辞書　第二版 536～537 ハタノフクタロウ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

バチェラー（John　Batchelor、安政元〔1854〕～昭和19〔1944〕）
開道五十年記念北海道 57 安政4〔1857〕～
開道五十年記念北海道　再版 77～78 安政4〔1857〕～
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札幌之人 312（肖像312） 安政4〔1857〕～ 肖像あり
人物覚書帳 47～48

北海道開拓功労者関係資料集録　下 203～204 ジョン　バチェラー
安政元〔1854〕～
昭和19〔1944〕

イギリス人、アイヌの父

北海道人名辞書 70～71 安政4〔1857〕～
北海道人名辞書　第二版 611～612 安政4〔1857〕～ 肖像あり

八川岩太郎
北海道立志編　第1巻 71～72 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

蜂須賀善亮
北海道人名辞書　第二版 21～22 ハチスカヨシスケ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

蜂須賀茂韶
北海開発事績　再版 338～339 ハチスカシゲツグ 弘化3〔1846〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 54～55 ハチスカ　モチアキ
弘化3〔1846〕～
大正7〔1918〕

雨竜原野の開発

北海道拓殖功労者旌彰録 269～272
弘化3〔1846〕～
大正7〔1918〕

肖像あり

八本貞吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 86～88 安政5〔1858〕～ 肖像（88と89の間)

八谷美織
大泊之沿革と人物 16～17 明治18〔1885〕～
樺太及樺太を担う人々 90～91 肖像あり

蜂谷儀右衛門
最近之樺太 肖像（巻頭） 泊尾小学校長

蜂谷藤吉
北海道立志編　第2巻 4‐23～25 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

八柳相太郎
樺太之豊原 215～216 明治25〔1892〕～ 肖像あり

初川林太郎
樺太之豊原 11～12 明治22〔1889〕～

八田恒蔵
開道五十年記念北海道　再版 466 ハッタツネゾウ 元治元〔1864〕～

八田三郎（ハッタ　サブロウ、慶応元〔1865〕～昭和10〔1935〕）
札幌紳士録 50 慶応元〔1865〕～
人物評論　第1編 1～10
北海道人名辞書 117～118 ハツタサブロウ 慶応元〔1865〕～

八田民五郎
北海道人名辞書　第二版 20～21 ハッタタミゴロウ 明治12〔1879〕～

八反田角太郎
北海道人名辞書 472 カッタンダカクタロウ 慶応2〔1866〕～

八反田善助
北海道立志編　第5巻　第二版 26～27 安政元〔1854〕～ 肖像あり

八反田寅吉
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小樽区外七郡案内 98～99 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 24～25 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

【はっとり】

服部可学
北海道人名辞書　第二版 384 ハットリヨシタカ 明治14〔1881〕～

服部鹿蔵
開道五十年記念北海道　再版 593 ハツトリシカゾウ 明治11〔1878〕～

服部義男
北海道人名辞書　第二版 480 ハットリヨシオ 明治27〔1894〕～

服部教一（ハットリ　キョウイチ、明治5〔1872〕～昭和31〔1956〕）
北海道人名辞書　第二版 17～18 ハットリキョウイチ 明治5〔1872〕～

服部熊一
現代札幌人物史 189

服部慶太郎
札幌之人 42（肖像42） 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 119～120 ハットリケイタロウ 慶応3〔1867〕～

服部健蔵
樺太之留多加 62 明治9〔1876〕～ 肖像あり

服部公治
人物覚書帳 167

服部治左右衛門

北海道立志編　第4巻　増補訂正 6～8
肖像（4と5の間） 服部角
太郎氏とともに

服部尚春
北海道立志編　第1巻 56～57 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

服部常次郎
開道五十年記念北海道 286 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 20～21 安政2〔1855〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 20～21 肖像あり

服部正相
北海道人名辞書　第二版 18 ハットリマサスケ 明治25〔1892〕～ 肖像あり

服部鍋吉
自治産業発達誌 123 明治16〔1883〕～

服部半左衛門
北海道立志編　第2巻 3‐37～40 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

服部芙蓉
函館游寓名士伝 17～18

服部保
北海道人名辞書　第二版 229 ハットリタモツ 明治27〔1894〕～
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服部豊治郎
北海道人名辞書 316 ハットリトヨジロウ 明治5〔1872〕～

【は／な行】

花井作次郎
北海道発達史　第1巻 190～191 明治15〔1882〕～

花井正太郎
樺太及樺太を担う人々 166

花井畠三郎
北海人物評論 14～15 安政5〔1858〕～

花井兵四郎
大泊之沿革と人物 130～131 肖像あり

花海兵三郎
自治産業発達誌 332 明治9〔1876〕～ 肖像あり

花岡利吉
開道五十年記念北海道 360 安政6〔1859〕～ 肖像あり

花里寿
北海道発達史　第1巻 191～194 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 18～19 安政4〔1857〕～ 肖像あり

花田亀吉
北海道人名辞書　第二版 389 ハナダカメキチ 嘉永4〔1851〕～

花田吉五郎
自治産業発達誌 279～280 明治16〔1883〕～ 肖像あり

花田康三
樺太及樺太を担う人々 17～18 明治33〔1900〕～

花田清吉
自治産業発達誌 423 明治11〔1878〕～ 肖像あり

花田伝作
北海道十字之光 72 肖像あり

花田伝七　3代目

北海道人名辞書 589 ハナダデンシチ
天保元〔1830〕～
明治31〔1898〕

花田伝七　4代目
小樽区外七郡案内 151～152 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海人物評論 20～21

北海道開拓功労者関係資料集録　下 56～57 ハナダ　デンシチ
安政2〔1855〕～
昭和13〔1938〕

にしん漁法の改良

北海道人名辞書 589～590 ハナダデンシチ 安政2〔1855〕～
北海道立志編　第1巻 64～65 安政元〔1854〕～ 肖像あり

花房伝次郎
東北海道人物画伝 86 明治2〔1869〕～ 肖像あり
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花見庄吉

開道五十年記念北海道　再版 325 ハナミショウキチ
嘉永2〔1849〕～
大正6〔1917〕

花光巻之助
自治産業発達誌 155～156 肖像あり

花光春之助
函館名士録 320 ㈱函館運送社監査役
北海道人名辞書　第二版 230 ハナミツハルノスケ 明治26〔1893〕～

花村三千之助
北海人物評論 96～97 肖像あり

花輪実

東北海道人物画伝 62
肖像あり（人物解説は白
紙）

花輪定徳
北海道立志編　第5巻　第二版 309～310 弘化4〔1847〕～

花輪富太郎
北海道十字之光 33 肖像あり
北海道人名辞書 379～380 ハナワトミタロウ 万延元〔1860〕～
北海道人名辞書　第二版 296～297 ハナワトミタロウ 万延元〔1860〕～

花輪留重郎
自治産業発達誌 514～515 明治10〔1877〕～

沢松甫羽沢松甫

函館游寓名士伝 24～26
姓名録では「羽沢松圃」
と表記

羽下静吾
人物覚書帳 79

羽田唯雄
北海道人名辞書　第二版 347 ハネダタダオ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

羽藤くら子
北海道医事通覧　前編 88 肖像(巻頭)

【は／は行】

馬場安太郎
小樽区外七郡案内 145
北海道立志編　第1巻 67～68 明治元〔1868〕～

馬場栄吉
北海道立志編　第2巻 4‐31～33 肖像あり

馬場亀十郎
北海開発事績　再版 718 ババカメジュウロウ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 536 ババカメジュウロウ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

馬場義也
人物覚書帳 143 明治21〔1887〕～
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北海道人名辞書　第二版 22 ババヨシヤ 明治21〔1887〕～

馬場吉郎
北海道立志編　第3巻 301～303 慶応元〔1865〕～ 肖像あり（298の次）

馬場剛毅
樺太及樺太を担う人々 16～17 明治25〔1892〕～ 肖像あり

馬場佐治
自治産業発達誌 590 肖像あり

馬場三雄
樺太及樺太を担う人々 15～16 明治3〔1870〕～ 肖像あり

馬場昌久
東北海道の人物 66～68 明治26〔1893〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 6 明治26〔1893〕～ 本文に肖像あり

馬場泰次郎
北海道人名辞書　第二版 297 ババタイジロウ

馬場豊蔵
自治産業発達誌 315 明治7〔1874〕～

馬場末三郎
自治産業発達誌 25 明治25〔1892〕～ 肖像あり

馬場民則

函館市功労者小伝 49
安政元〔1854〕～

治 〔 〕
肖像あり函館市功労者小伝 49

明治41〔1908〕
肖像あり

馬場和一郎
北海開発事績　再版 524 ババカズイチロウ 明治13〔1880〕～

幅田九郎兵衛
開道五十年記念北海道　再版 383 ハバタキュウロウヘエ 安政3〔1856〕～
北海道十字之光 164 肖像あり

羽部恵林
北海道人名辞書 118 ハブエイリン 安政3〔1856〕～

羽部篤行
北海道立志編　第2巻 4‐40～37 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

羽太正養（ハブト　マサヤス、宝暦2〔1752〕～文化11〔1814〕）

函館市功労者小伝 3
宝暦2〔1752〕～
文化11〔1814〕

「羽太庄左衛門正養」で
記載、肖像あり

北海開発事績　再版 339～340 ハネタマサヨウ
宝暦2〔1752〕～
文化11〔1814〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 58～59 ハブト　マサヤス
宝暦2〔1752〕～
文化11〔1814〕

初代蝦夷奉行

北海道拓殖功労者旌彰録 549～552
宝暦2〔1752〕～
文化11〔1814〕

肖像あり

【は／ま行】

浜喜三郎

495 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

後志國要覧 185 肖像(中間頁)

北海道人名辞書 483 ハマキサブロウ
天保5〔1834〕～
明治31〔1898〕

北海道立志編　第5巻　第二版 320～321

浜岡重蔵
北海道人名辞書 312～313 ハマオカジュウゾウ 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 231 ハマオカチュウゾウ 明治3〔1870〕～ 肖像あり

浜口市蔵
函館名士録 228～229 ハマグチ　イチゾウ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

浜口甚四郎
開道五十年記念北海道　再版 486～487 ハマグチジンシロウ 安政5〔1858〕～

浜崎治助
開道五十年記念北海道 219 天保12〔1841〕～ 肖像あり
北海道十字之光 82 肖像あり
北海道人名辞書 312 ハマザキジスケ 明治6〔1873〕～
北海道立志編　第2巻 5‐9～11 天保12〔1841〕～ 肖像あり

浜田束稲
札幌紳士録 54～55 明治12〔1879〕～

浜田忠登
東北海道人物画伝 45 明治17〔1884〕～ 肖像あり

浜田定治郎
自治産業発達誌 702 明治3〔1870〕～ 肖像あり

浜田利正
北海道発達史　第1巻 197 ～明治42〔1909〕

浜田利和
北海道発達史　第1巻 196～197 明治23〔1890〕～

浜田和三郎
小樽の人と名勝 214～216 明治5〔1872〕～
札幌紳士録 53～54 明治5〔1872〕～
札幌之人 37（肖像37） 明治5〔1872〕～ 肖像あり
人物評論　第1編 98～107
静浪遺稿 34～35
北海人物評論 136 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 114 ハマダワサブロウ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 21 ハマダワサブロウ 明治5〔1872〕～
北海道立志編　第1巻 65～67 肖像あり

浜名秋水
北海人物評論 109

浜名甚五郎
北海道立志編　第1巻 51～53 明治2〔1869〕～ 肖像あり

浜中栄作
現代札幌人物史 206

浜中次郎
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開道五十年記念北海道 724 明治4〔1871〕～ 肖像あり

浜野岸太郎
開道五十年記念北海道 173～174 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海道十字之光 19 肖像あり
北海道人名辞書 312 ハマノキシタロウ 文久元〔1861〕～

浜野照貫
北海道人名辞書 313 ハマノセウカン 明治10〔1877〕～

浜野直義
北海道人名辞書　第二版 296 ハマノナオヨシ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

浜野美濃里
樺太及樺太を担う人々 18～19 肖像あり

浜野文治郎
東北海道人物画伝 54 明治14〔1881〕～ 肖像あり

浜谷宮造
開道五十年記念北海道　再版 420 ハマヤミヤゾウ 明治14〔1881〕～ 浦川製菓業成功者

浜谷初吉
樺太之留多加 4～5 明治6〔1873〕～ 肖像あり（付録の部口

浜谷千代吉
北海道人名辞書　第二版 502 ハマヤチヨキチ 明治9〔1876〕～

【は／や行】

早川菊次郎
北海道十字之光 92 肖像あり

早川権夫
小樽区実業家百撰立志編 143～144 明治5〔1872〕～ 肖像あり

早川佐市
北海道人名辞書　第二版 499～500 ハヤカワサイチ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

早川三代治（ハヤカワ　ミヨジ、明治28〔1895〕～昭和37〔1962〕）
北海道十字之光 61

早川市郎右衛門
北海道人名辞書　第二版 545 ハヤカワイチロウウエモン 文久元〔1861〕～

早川助次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 316～317 明治4〔1871〕～ 肖像あり

早川清信
北海道十字之光 153 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 476 ハヤカワキヨノブ 明治22〔1889〕～

早川千吉郎
北海之商傑 171 三井

早川千代松
北海道人名辞書　第二版 477 ハヤカワチヨマツ 明治19〔1886〕～
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早川善太郎
北海人物評論 27 文久2〔1862〕～
北海道立志編　第1巻 60～62 文久2〔1862〕～ 肖像あり

早川大隆
現代札幌人物史 207

早川寅一
現代札幌人物史 207～208

早川弥五左衛門
北の先覚　改訂版 103～111 ～明治16〔1883〕

早川弥市
北海道立志編　第4巻　増補訂正 336～337 嘉永5〔1852〕～ 肖像（332と333の間）

早川与吉
北海道人名辞書 217 ハヤカワヨキチ 明治8〔1875〕～

早川両三
小樽の人と名勝 213～214 安政4〔1857〕～
北海人物評論 93～94 肖像あり
北海道十字之光 66 肖像あり
北海道人名辞書 214～215 ハヤカワリョウゾウ 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第1巻 59～60 弘化2〔1845〕 肖像あり

北海之商傑 248 ハヤカワリョウゾウ
早川商店主、森正則の
義祖

早坂 カ早坂チカ
北海道人名辞書 314 ハヤサカチカ 明治12〔1879〕～

早坂勘次郎
開道五十年記念北海道 406 肖像あり

早坂久之助
北海道人名辞書 314 ハヤサカキュウノスケ 明治16〔1883〕～

早坂捨蔵
自治産業発達誌 340～341 肖像あり

早坂千賀子
北海道医事通覧　前編 70 肖像(巻頭)

【はやし】

林トミ子
北海開発事績　再版 625 ハヤシトミコ

林伊市
自治産業発達誌 405～406 肖像あり

林栄作
開道五十年記念北海道　再版 85～86 ハヤシエイサク 明治2〔1869〕～

林悦郎
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 17～22 嘉永6〔1853〕～ 数は第一編のもの
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林貫一
自治産業発達誌 801 明治31〔1898〕～ 肖像あり

林喜助
北海道人名辞書　第二版 423 ハヤシキスケ 安政5〔1858〕～

林亀蔵
北海道人名辞書　第二版 435 ハヤシカメゾウ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

林儀作（ハヤシ　ギサク、明治16〔1883〕～昭和11〔1936〕）
人物覚書帳 3～4

林金四郎
札幌紳士録 51～52 明治7〔1874〕～

林金太郎
開道五十年記念北海道 544 肖像あり
北海道十字之光 94 肖像あり

林金之丞
北海道十字之光 89

林熊治郎
北海開発事績　再版 613 ハヤシクマジロウ 明治7〔1874〕～

林慶松
北海開発事績　再版 699 ハヤシケイマツ 明治10〔1877〕～

林顕 （ 保 〔 〕 和 〔 〕）林顕三（天保14〔1843〕～昭和39〔1964〕）
北海道立志編　第2巻 3‐30～32 天保14〔1843〕～ 肖像あり

林源太郎
人物覚書帳 46～47
函館名士録 220～221 ハヤシ　ゲンタロウ 明治25〔1892〕～ 肖像あり

林玄松
北海道人名辞書 116 ハヤシゲンショウ 明治7〔1874〕～

林虎一郎
自治産業発達誌 821 明治33〔1900〕～

林虎太郎
樺太之留多加 3～4 明治21〔1887〕～

林五郎平
北海人物評論 21～22 弘化4〔1847〕～

林光宣
北海道人名辞書 645 ハヤシミツノブ 明治13〔1880〕～

林孝一
北海道で成功した人々 51～58

林幸吉
北海道人名辞書　第二版 423～424 ハヤシコウキチ 明治13〔1880〕～ 肖像あり
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林駒之助

北海道開拓功労者関係資料集録　下 60～61 ハヤシ　コマノスケ
慶応2〔1866〕～
昭和14〔1939〕

林政に尽力

北海道人名辞書　第二版 14 ハヤシコマノスケ 慶応2〔1866〕～

林樹森
北海道で成功した人々 79～86

林週吉
北海道で成功した人々 59～68

林重吉

北海道立志編　第4巻　増補訂正 241～243
文化13〔1842〕～
明治35〔1902〕

林重晴
自治産業発達誌 414 明治31〔1898〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 5 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 616 ハヤシジュウゾウ 明治3〔1870〕～

林純一郎
北海道十字之光 114

林初蔵
自治産業発達誌 321～322 明治28〔1895〕～ 肖像あり

林小次郎
東北海道人物画伝 87 文久3〔1863〕～ 肖像あり

林昌助林昌助
北海道立志編　第1巻 53～56 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

林昌雄
北海道十字之光 121 肖像あり

林松蔵
人物覚書帳 7～8 明治10〔1877〕～

林章
樺太及樺太を担う人々 17 明治27〔1894〕～

林常夫（ハヤシ　ツネオ、明治15〔1882〕～昭和50〔1975〕）
札幌紳士録 52 明治15〔1882〕～
札幌之人 33（肖像33） 明治15〔1882〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 115 ハヤシツネオ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 14～15 ハヤシツネオ 明治15〔1882〕～

林正信
北海道人名辞書 503 ハヤシマサノブ

林清
東北海道の人物 52～54 明治23〔1890〕～ 肖像あり

林清一
小樽区実業家百撰立志編 121～123
北海人物評論 8～9 嘉永元〔1848〕～
北海道立志編　第2巻 3‐32～35 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり
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林清太郎
小樽の人と名勝 212～213 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書 216～217 ハヤシセイタロウ 明治6〔1873〕～
北海道十字之光 67 肖像あり

林清太郎
現代札幌人物史 227～228 肖像あり
札幌紳士録 52～53 明治11〔1878〕～
札幌之人 36（肖像36） 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海人物評論 98
北海道医事通覧　前編 48～49 明治11〔1878〕～ 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 116 ハヤシセイタロウ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 15 ハヤシセイタロウ 明治11〔1878〕～

林千秋
北海道人名辞書　第二版 503 ハヤシチアキ 明治24〔1891〕～

林千代松
開道五十年記念北海道　再版 462 ハヤシチヨマツ 明治元〔1868〕～

林浅次
北海開発事績　再版 623 ハヤシアサジ 万延元〔1860〕～

林善七
北海道立志編　第5巻　第二版 311～312 文久3〔1863〕～ 肖像あり

林造酒太郎
現代札幌人物史 89 明治18〔1885〕～

物覚書帳人物覚書帳 252
北海道樺太名士大鑑 35 明治18〔1885〕～ 本文に肖像あり

林孫右衛門

開道五十年記念北海道　再版 461 ハヤシマゴウエモン
嘉永2〔1849〕～
大正4〔1915〕

林只一
北海道人名辞書　第二版 297 ハヤシタタイチ 安政4〔1857〕～ 肖像あり

林辰吉
自治産業発達誌 112 明治25〔1892〕～

林仲次
北海道立志編　第5巻　第二版 317～318 肖像あり（林仲治）

林忠太郎
北海道人名辞書 315 ハヤシチュウタロウ 文久元〔1861〕～

林長左衛門
開道五十年記念北海道 408～409 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 797～799 ハヤシチョウザエモン 初代～5代
北海道人名辞書 515 ハヤシチョウザエモン 文化元〔1804〕松前に来

林長次郎
東北海道人物画伝 10 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 615 ハヤシチョウジロウ 明治元〔1868〕～
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林直太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 20～21 明治14〔1881〕～ 肖像あり

林貞助
北海開発事績　再版 806 ハヤシテイスケ
北海道人名辞書 482 ハヤシテイスケ 安政元〔1854〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

林徳太郎
北海道十字之光 186 肖像あり

林寅吉
北海道立志編　第3巻 22～24 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 22～24 肖像あり

林釟治郎
北海開発事績　再版 674 ハヤシハツジロウ 明治3〔1870〕～

林繁吉
札幌之人 35（肖像35） 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 115 ハヤシシゲキチ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 15～16 ハヤシシゲキチ 明治7〔1874〕～

林敏雄（ハヤシ　トシオ、明治21〔1888〕～昭和34〔1959〕）
現代札幌人物史 307～308 明治21〔1887〕～
人物評論　第1編 166～170 明治21〔1887〕～

林文次郎
札幌之人 34（肖像34） 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道 名辞書 ブ ジ ウ 文久 〔 〕北海道人名辞書 115～116 ハヤシブンジロウ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 15 ハヤシブンジロウ 文久3〔1863〕～

林保衛
東北海道の人物 13～15 明治元〔1868〕～ 肖像あり

林芳正
小樽区実業家百撰立志編 170～171 肖像あり

林豊三郎
開道五十年記念北海道 235 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書 314～315 ハヤシトヨサブロウ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 231 ハヤシトヨサブロウ 明治6〔1873〕～

林末松
開道五十年記念北海道　再版 463～464 ハヤシスエマツ 明治8〔1875〕～

林弥吉
開道五十年記念北海道 400 明治14〔1881〕～

林利作
自治産業発達誌 326

林利博
自治産業発達誌 735 明治29〔1896〕～ 肖像あり

林里一
現代札幌人物史 98 明治20〔1887〕～
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林良太郎
北海人物評論 86 肖像あり

林路一（ハヤシ　ロイチ、明治23〔1890）～昭和13〔1938〕）
人物覚書帳 562～563
北海道樺太名士大鑑 1 明治23〔1890〕～ 本文に肖像あり

林田市松
最近之樺太 47～48 明治18〔1885〕～

林田政次
北海道人名辞書　第二版 526 ハヤシダマサツグ 慶応3〔1867〕～

林田政徳
小樽の人と名勝 210～212 明治16〔1883〕～
人物覚書帳 74、184～185

林田則友
東北海道の人物 44～46 肖像あり
北海道十字之光 259
北海道人名辞書 630 ハヤシダノリトモ 元治元〔1864〕～

林田余五郎
北海道立志編　第1巻 57～59 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

早瀬吉松
開道五十年記念北海道 495 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 202 ～昭和5〔1930〕 肖像あり
北海道十字之光 肖像あり北海道十字之光 27 肖像あり

早瀬忠三郎
北海道十字之光 143 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 230 ハヤセチュウタロウ 明治15〔1882〕～

早房長徳
大泊之沿革と人物 121 明治16〔1883〕～ 肖像あり
樺太之豊原 12～13 明治16〔1883〕～

羽山梅吉
北海道人名辞書 677～678 ハヤマウメキチ

【は／ら行】

原〔ツトム〕（〔ツトム〕は日の下に助〕
北海道人名辞書　第二版 327 ハラツトム 明治21〔1887〕～

原粂太郎
札幌紳士録 50～51 明治10〔1877〕～

原健次郎
自治産業発達誌 163～164

原虎作
北海道発達史　第1巻 197～199 明治12〔1879〕～

原五郎
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自治産業発達誌 42 明治28〔1895〕～ 肖像あり

原三郎
東北海道の人物 50～52 明治18〔1885〕～ 巻頭に肖像あり

原寿夫
自治産業発達誌 67～68 明治27〔1894〕～ 肖像あり

原重直
人物覚書帳 72

原仁平
開道五十年記念北海道　再版 527 ハラジンベイ 安政4〔1857〕～

原盛夫
開道五十年記念北海道　再版 49 ハラモリオ 明治9〔1876〕～

原琢磨
北海道人名辞書　第二版 296 ハラタクマ 明治11〔1878〕～

原胤昭（ハラ　タネアキ、嘉永6〔1853〕～昭和17〔1942〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 62～63 ハラ　タネアキ
嘉永6〔1853〕～
昭和17〔1942〕

釧路集治監教戒師

原忠吉
北海道立志編　第5巻　第二版 313～314 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

原長蔵
東北海道の人物 42～44 明治12〔1879〕～ 肖像あり

原鍞太郎
北海道人名辞書 315～316 ハラテイタロウ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 232 ハラテイタロウ 文久3〔1863〕～

原鉄二郎
開道五十年記念北海道 577 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 11 肖像あり

原富雄
北海道人名辞書　第二版 21 ハラトミオ 明治14〔1881〕～

原保太郎
開道五十年記念北海道 7 弘化4〔1847〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 8 ハラホタロウ 弘化4〔1847〕～
北海開発事績　再版 329 ハラホタロウ 弘化4〔1847〕～

原房俊
人物覚書帳 310
函館名士録 226～227 ハラ　フサトシ 明治14〔1881〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 526 ハラフサトシ 明治14〔1881〕～ 肖像あり

原友蔵
北海道人名辞書 559 ハラトモゾウ 明治12〔1879〕～

原口新蔵
自治産業発達誌 926
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原口喜平
北海道十字之光 178 肖像あり

原島定八
北海道人名辞書　第二版 449 ハラシマタダハチ 慶応元〔1865〕～

【はらだ】

原田維織
北海道人名辞書　第二版 18～19 ハラダイオリ 明治13〔1880〕～

原田円治
自治産業発達誌 116 明治18〔1885〕～ 肖像あり

原田儀三郎
自治産業発達誌 297 肖像あり

原田金之祐
北海之商傑 101 日本郵船重役

原田元治郎
自治産業発達誌 322～323 明治28〔1895〕～ 肖像あり

原田元貞
小樽区実業家百撰立志編 39～41 安政6〔1859〕～
北海人物評論 34
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 13～15 安政6〔1859〕～ 数は第一編のもの
北海道人名辞書 215 ハラダゲンテイ 安政6〔1859〕～

原田幸吉
北海道立志編　第3巻 24～26 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

北海道立志編　第4巻　増補訂正 24～26
肖像あり・肖像には厚田
と記載

原田佐
大泊之沿革と人物 113 明治14〔1881〕～

原田宗二郎
開道五十年記念北海道 632～633 明治8〔1875〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 52 明治10〔1877〕～ 肖像あり

原田浅次
人物覚書帳 54
北海道人名辞書　第二版 408～409 ハラダアサツグ 明治22〔1889〕～

原田太八
自治産業発達誌 328 肖像あり

原田伝弥
北海人物評論 61～62

原田文次郎（ハラダ　ブンジロウ、安政7〔1860）～明治43〔1910〕）
北海人物評論 130 原田文治郎

原田芳太郎
北海之商傑 93 北洋漁業㈱本社取締役
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原田満寿蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 314～315 明治6〔1873〕～ 肖像（巻頭）

原見伯郎
東北海道人物画伝 36 明治8〔1875〕～ 肖像あり
東北海道の人物 38～40 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 13 肖像あり

ハリス（Flora　Best　Harris）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 205～206 フローラ　ベスト　ハリス
嘉永3〔1850〕～
明治42〔1909〕

アメリカ人、女子教育

簗詰太次郎
北海道人名辞書 547 ハリヅメタジロウ 明治18〔1885〕～

針谷為治
人物覚書帳 225

針谷三次郎
北海道人名辞書　第二版 514 ハリヤサンジロウ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

春木清作
自治産業発達誌 899 明治44〔1911〕～

春木甚三郎
東北海道人物画伝 67 明治3〔1870〕～ 肖像あり

春田浩
北海道 名辞書 タ 慶応 〔 〕北海道人名辞書 216 ハルタヒロシ 慶応2〔1866〕～

春宮貞平
北海道人名辞書　第二版 20 ハルミヤテイヘイ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

晴山重次郎
北海道人名辞書　第二版 408 ハルヤマジュウジロウ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

晴山造酒三郎
東北海道の人物 54～56 明治13〔1880〕～ 肖像あり

【は／ん】

潘延初

北海道立志編　第4巻　増補訂正 8～11
清暦道光30
〔1850〕～

肖像（8と9の間）

潘渚
北海道人名辞書 316 ハンショ 明治11〔1878〕～

范盈〔煜〕
北海道人名辞書 316～317 ハンエイコウ 明治8〔1875〕～

伴雅太郎
北海道人名辞書　第二版 22 バンマサタロウ 明治2〔1869〕～ 肖像あり

伴佐太郎
後志國要覧 243 文久元〔1861〕～ 肖像(中間頁)
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北海道立志編　第5巻　第二版 29～30 肖像あり

伴善光
北海道人名辞書 120 バンヨシミツ 明治13〔1880〕～

伴房次郎（バン　フサジロウ、明治7〔1874〕～昭和31〔1956〕）
小樽の人と名勝 74～75 明治7〔1874〕～
人物覚書帳 237～238

榛谷清水
北海道人名辞書　第二版 470 ハンガイキヨミ 明治11〔1878〕～

半沢十二郎
樺太人物大観 321～327 町村会議員

半沢洵（ハンザワ　ジュン、明治12〔1879〕～昭和47〔1972〕）
札幌紳士録 58 明治12〔1879〕～
札幌之人 43（肖像43） 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 119 ハンザワマコト 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 19 ハンザワマコト 明治12〔1879〕～

般樹忠郎
北海人物評論 19～20

番匠留吉
北海道立志編　第5巻　第二版 318～319 明治8〔1875〕～ 肖像あり

半田午吉
樺太及樺太を担う人々 19

反田揚
函館名士録 328 北海道漁業缶詰㈱取締

坂東喜代太
北海道発達史　第1巻 196 明治18〔1885〕～

坂東幸太郎（バンドウ　コウタロウ、明治14〔1881〕～昭和49〔1974〕）
開道五十年記念北海道　再版 535 バンドウコウタロウ 明治14〔1881〕～
人物覚書帳 563～564 肖像あり
静浪遺稿 100～101 肖像あり

坂東佐助
北海道発達史　第1巻 208～209 明治12〔1879〕～

坂東秀太郎
開道五十年記念北海道　再版 444～445 バンドウヒデタロウ 明治12〔1879〕～
自治産業発達誌 775 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 565 バンドウヒデタロウ 明治12〔1879〕～

坂東長三郎
自治産業発達誌 900

坂東平吉
北海開発事績　再版 774 バンドウヘイキチ 明治10〔1877〕～

板東浅吉
北海道発達史　第1巻 195～196 嘉永2〔1849〕～
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坂内深七
北海道人名辞書 596～597 バンナイフカシチ 慶応3〔1867〕～

伴野良夫
東北海道の人物 11～13 明治17〔1884〕～

坂野景耀
札幌紳士録 59～60 明治元〔1868〕～

番場義作
自治産業発達誌 607～608 明治20〔1887〕～ 肖像あり

《ひ》

【ひ／あ～か行】

ピアソン（George　Peck　Pierson）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 207～208 ジョージ　ペック　ピアソン
文久元〔1861〕～
昭和14〔1939〕

アメリカ人、宣教師

日尾慶次郎
北海開発事績　再版 538 ヒオケイジロウ 明治25〔1892〕～

比嘉良則
東北海道の人物 457～459 明治20〔1887〕～

日景大太郎
北海道樺太名士大鑑 135 本文に肖像あり

【ひがし】

東三吉

開道五十年記念北海道　再版 224～225 ヒガシサンキチ
安政2〔1855〕～
大正6〔1917〕

北海道十字之光 124 肖像あり

東忠雄
人物覚書帳 77～78

※「東」は「アズマ」も見よ

東久世通禧（ヒガシクゼ　ミチトミ、天保4〔1833〕～明治45〔1912〕）
開道五十年記念北海道 4
開道五十年記念北海道　再版 5 ヒガシクセツウキ

北の先覚　改訂版 164～169
天保4〔1833〕～
明治45〔1912〕

北海開発事績　再版 326～327 ヒガシクゼミチトミ

北海道開拓功労者関係資料集録　下 64～65 ヒガシクゼ　ミチトミ
天保4〔1833〕～
明治45〔1912〕

2代目開拓長官

東出市次郎
自治産業発達誌 806 明治7〔1874〕～ 肖像あり

東野虎吉
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北海開発事績　再版 609 ヒガシノトラキチ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 472 ヒガシノトラキチ 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道発達史　第1巻 159～161 慶応2〔1866〕～ 肖像巻頭
北海道立志編　第5巻　第二版 335～336 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

陽川宗理
北海之商傑 249～250 小樽商業会議所書記長

光小太郎
北海道人名辞書 217～218 ヒカルコタロウ 慶応元〔1865〕～

疋田平三
樺太及樺太を担う人々 147

疋田与惣吉
北海道立志編　第5巻　第二版 576～577 安政6〔1859〕～

引地平吉
自治産業発達誌 380 明治18〔1885〕～ 肖像あり

引地平兵衛
北海道人名辞書 559 ヒキチヘイベエ 明治6〔1873〕～

引地由吉
北海道樺太名士大鑑 87 本文に肖像あり

【ひぐち】

樋口覚治
北海開発事績 版 グ カクジ 慶応 〔 〕北海開発事績　再版 566 ヒグチカクジ 慶応2〔1866〕～

樋口亀治
自治産業発達誌 214

樋口競
人物覚書帳 122～123

樋口国之輔
札幌之人 318（肖像318） 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海人物評論 68～69
北海道人名辞書 678 ヒグチクニノスケ 嘉永5〔1852〕～

樋口市右衛門
北海道立志編　第2巻 3‐220～221 慶応2〔1866〕～

樋口重蔵
自治産業発達誌 605 肖像あり

樋口湜
自治産業発達誌 781 明治20〔1887〕～ 肖像あり

樋口忠吉
樺太及樺太を担う人々 145～146

樋口武
樺太及樺太を担う人々 146
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樋口武夫
樺太之豊原 234

樋口文蔵
北海道発達史　第1巻 601～602

樋口了
北海道人名辞書　第二版 386～387 ヒグチトウル 明治元〔1868〕～

樋口良助
函館名士録 233 ヒグチ　リョウスク 明治13〔1880〕～ 肖像あり

樋口良三郎
現代札幌人物史 110 明治20〔1887〕～

比護浩義
人物覚書帳 149

肥後竜夫
樺太及樺太を担う人々 158～159 明治27〔1894〕～

彦井タネ
人物覚書帳 11

【ひ／さ行】

久井全度

北海道立志編　第5巻　第二版 269～270 安政4〔1857〕～
肖像では「久井全道」と
表記表

久島重義
東北海道人物画伝 17 万延元〔1860〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 66～67 ヒサジマ　シゲヨシ
万延元〔1860〕～
昭和9〔1934〕

十勝池田農場の開拓

久末隼太郎
小樽区外七郡案内 143～144 肖像あり

久末粂太郎
小樽区外七郡案内 162 明治8〔1875〕～

久末房太郎
樺太人物大観 332～333 町村会議員

久田儀兵衛
現代札幌人物史 109

久富文夫
樺太之豊原 194～196 文久2〔1862〕～ 肖像あり

久野良周
北海道立志編　第5巻　第二版 270～271

久松義典（ヒサマツ　ヨシノリ、安政3〔1856〕～明治38〔1905〕）
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 143～149 安政3〔1856〕～ 数は第一編のもの

日沢勇
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樺太之豊原 138～140 明治11〔1878〕～ 肖像あり

土方信吉
北海之商傑 105 日本郵船小樽支店長

菱田多吉
現代札幌人物史 187～189 明治9〔1876〕～
人物評論　第1編 59～65

菱沼右一
樺太人物大観 273 新聞人

菱沼橘
樺太人物大観 327～332 町村会議員

【ひ／た行】

樋爪禎太郎
北海道人名辞書 317～318 ヒヅメテイタロウ 明治10〔1877〕～

肥田恒三郎
樺太之豊原 137～138 明治19〔1886〕～ 肖像あり

肥田三代次
大泊之沿革と人物 73～74 明治25〔1892〕～

日高明
樺太人物大観 120～122 町村長

飛弾野佐助
北海道発達史　第1巻 599～600 嘉永3〔1850〕～

飛騨屋久兵衛　3代目（ヒダヤ　キュウベエ、～天明4〔1784〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 68～69 ヒダヤ　キュウベエ
元文2〔1737〕～
天明4〔1784〕

石狩山の伐木と場所請
負

比治伝之助
現代札幌人物史 288～290 明治25〔1892〕～

人見寿吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 351～352 肖像（344と345の間）

人見長吉
開道五十年記念北海道　再版 560～561 ヒトミチョウキチ 明治4〔1871〕～ 名寄の快男児

【ひ／な行】

日向勘七
樺太之豊原 143～144 明治24〔1891〕～ 肖像(巻頭)

日向幸蔵
樺太之豊原 234～235 明治19〔1886〕～ 肖像(巻頭)

日沼忠之助
自治産業発達誌 459～460 明治7〔1874〕～

日野吉甫
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北海道人名辞書 380 ヒノキチホ 万延元〔1860〕～

日野久橘
開道五十年記念北海道 508～509 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 414～415 安政5〔1858〕～ 登別カルルス温泉

日野粂吉
東北海道人物画伝 50 明治2〔1869〕～ 肖像あり

日野泰治
東北海道の人物 459～461 明治18〔1885〕～ 肖像あり

日野智信
現代札幌人物史 291～292 明治34〔1901〕～
人物覚書帳 42

日野忠五郎
樺太及樺太を担う人々 146～147 明治17〔1884〕～

日野平蔵
自治産業発達誌 100,939

日野本男
北海道人名辞書　第二版 373 ヒノモトオ 明治27〔1894〕～

日野間藤吉
北海道人名辞書　第二版 577 ヒノマトウキチ 明治12〔1879〕～

【ひ／ま～や行】

姫岩秀次郎
開道五十年記念北海道 277 明治2〔1869〕～ 肖像あり

姫野近喜
東北海道人物画伝 4 明治8〔1875〕～ 肖像あり
東北海道の人物 93～95 明治8〔1875〕～
北海道拓殖功労者列伝 80～81 明治8〔1875〕～ 北見国野付牛町

桧森聖己
樺太及樺太を担う人々 143

桧森憲一
北海道人名辞書　第二版 535 ヒモリケンイチ 明治7〔1874〕～ 肖像あり

桧山又吉
北海開発事績　再版 552 ヒヤママタキチ 明治8〔1875〕～

兵頭一之丞　→　兵藤市之丞も見よ
北海道立志編　第1巻 85～87 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

兵藤市之丞　→　兵頭一之丞も見よ
小樽区外七郡案内 229 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

兵藤栄作
人物覚書帳 50
北海開発事績　再版 689 ヒョウドウタロウ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 234 ヒョウトウエイサク 明治14〔1881〕～
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兵藤太郎
北海道十字之光 255 肖像あり

日吉幾四郎
北海道人名辞書 472 ヒヨシイクシロウ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 366 ヒヨシイクシロウ 明治8〔1875〕～

【ひ／ら～わ行】

平井順太郎
札幌之人 314（肖像314） 明治18〔1885〕～ 肖像あり

平井辰蔵
北海道人名辞書 530～531 ヒライタツゾウ 安政元〔1854〕～

平井彦三郎
静浪遺稿 91～93

平井房次郎
開道五十年記念北海道 471 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 121 ヒライフサジロウ 明治元〔1868〕～

平尾嘉太郎
開道五十年記念北海道 105 明治6〔1873〕～ 肖像あり

平尾俊雄
東北海道の人物 91～93 明治25〔1892〕～
北海道人名辞書　第二版 533 ヒラオトシオ 明治25〔1892〕～

平尾要吉
札幌紳士録 365～366 安政元〔1854〕～ 肖像119
札幌之人 316（肖像316） 安政元〔1854〕～ 肖像あり

平岡よね子
北海道医事通覧　前編 83 肖像(巻頭)

平岡定太郎
樺太人物大観 12～16 歴代長官

平賀音蔵
開道五十年記念北海道　再版 144 ヒラガオトゾウ 明治5〔1872〕～
北海道十字之光 178 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 580～581 明治6〔1873〕～ 肖像あり

平賀正巳
樺太及樺太を担う人々 171 明治23〔1890〕～ 肖像あり

平形知一
人物覚書帳 399～401

平川兼治
自治産業発達誌 261～262 明治29〔1896〕～

平川七次
北海道立志編　第5巻　第二版 572～573 明治2〔1869〕～
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平川弥市
北海道立志編　第5巻　第二版 581～582 明治10〔1877〕～ 肖像あり

平城房太郎
北海道人名辞書　第二版 464 ヒラキフサタロウ 明治2〔1869〕～

平光吾一
北海道人名辞書　第二版 182～183 ヒラコウゴイチ 明治20〔1887〕～

平佐武美
現代札幌人物史 169～170 明治23〔1890〕～

平沢英二郎
自治産業発達誌 875 明治23〔1890〕～

平沢菊松
自治産業発達誌 918

平沢虎一
東北海道の人物 455～457 明治11〔1878〕～ 肖像あり

平沢藤助
北海道十字之光 125 肖像あり

平沢亮造（ヒラサワ　リョウゾウ、明治25〔1892〕～昭和41〔1966〕）
人物覚書帳 69～70,511～513 明治23〔1890〕～

平瀬謹治
北海道立志編　第5巻　第二版 278～279 明治4〔1871〕～ 肖像あり

【ひらた】

平田ゆう子
北海道医事通覧　前編 89～90

平田卯之吉
開道五十年記念北海道　再版 198 ヒラタウノキチ 天保14〔1843〕～

平田貫一
札幌之人 315（肖像315） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 121 ヒラタカンイチ

平田喜三郎
北海道畜産功労者写真帖 115 肖像あり

平田義松
北海道樺太名士大鑑 21 明治23〔1890〕～ 本文に肖像あり

平田敬信

後志國要覧 229～231 安政3〔1856〕～
肖像、頌功碑写真(中間
頁)

平田初熊

北海之商傑 108,120～126
大日本人造肥料会社専
務、大日本人造肥料会
社函館工場
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平田助市
自治産業発達誌 709～710 明治17〔1884〕～ 肖像あり

平田浅蔵
北海道人名辞書 217 ヒラタアサゾウ 天保11〔1840〕～

平田徳太郎
北海道人名辞書　第二版 392～393 ヒラタトクタロウ 明治6〔1873〕～

平田篤次郎
北海之商傑 81 三井物産小樽支店長

平田文右衛門

開道五十年記念北海道 51
嘉永2〔1849〕～
明治34〔1901〕

開道五十年記念北海道　再版 71 ヒラタブンエモン
嘉永2〔1849〕～
明治34〔1901〕

函館市功労者小伝 38
嘉永2〔1849〕～
明治34〔1901〕

肖像あり

北海開発事績　再版 380～381 ヒラタブンウエモン
嘉永2〔1849〕～
明治34〔1901〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 70～71 ヒラタ　ブンエモン
嘉永2〔1849〕～
明治34〔1901〕

8代目、函館発展に貢献

北海道人名辞書 319～320 ヒラタブンウエモン
嘉永2〔1849〕～
明治34〔1901〕

北海道拓殖功労者旌彰録 179～182
嘉永2〔1849〕～
明治34〔1901〕

肖像あり

平田兵五郎
北海道 名辞書 タ ゴ ウ北海道人名辞書 678 ヒラタヘイゴロウ

平田豊作
開道五十年記念北海道 591 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 148～150 明治2〔1869〕～ 肖像（148と149の間)

平田勇吉
北海道人名辞書　第二版 557～558 ヒラタユウキチ 明治20〔1887〕～

平田類右衛門
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 151～158 安政3〔1856〕～ 数は第一編のもの

平館林太郎
自治産業発達誌 11 明治19〔1886〕～ 肖像あり

平地均
北海道人名辞書　第二版 558 ヒラチヒトシ 明治16〔1883〕～

平塚時蔵
函館市功労者小伝 40 ～大正11〔1922〕 肖像あり

平塚常次郎（ヒラツカ　ツネジロウ、明治14〔1881〕～昭和48〔1973〕）
自治産業発達誌 598,861 明治14〔1881〕～

人物覚書帳
342～343,487
～489
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函館名士録
292,230～
232,304～
310,318,330

ヒラツカ　ツネジロウ 明治14〔1881〕～

肖像あり、日魯漁業㈱副
社長、昭和6〔1931〕太平
洋漁業社長、昭和7
〔1932〕～9〔1934〕太平
洋漁業取締役、函館水
産販売㈱社長、北日本
油脂工業㈱社長

平塚直治
札幌之人 317（肖像317） 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 421 ヒラツカナオジ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書 120～121 ヒラツカナオジ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 182 ヒラツカナオジ 明治6〔1873〕～

平出岩松
樺太之豊原 141～143 明治4〔1871〕～ 肖像あり

平出喜三郎　初代（ヒラデ　キサブロウ、天保12〔1841〕～明治40〔1907〕）

開道五十年記念北海道 153～154
天保12〔1841〕～
明治40〔1907〕

肖像あり

函館市功労者小伝 48
天保12〔1841〕～
明治40〔1907〕

肖像あり

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 57～60 天保12〔1841〕～ 数は第二編のもの

北海道人名辞書 318～319 ヒラデキサブロウ
天保12〔1841〕～
明治40〔1907〕

北海道人名辞書　第二版 614 ヒラデキサブロウ
天保12〔1841〕～
明治40〔1907〕

肖像あり

北海道立志編　第1巻 412～414 天保12〔1841〕～ 肖像あり

出喜 郎 代 （ デ キ ブ ウ 治 〔 〕 和 〔 〕）平出喜三郎　2代目（ヒラデ　キサブロウ、明治9〔1876〕～昭和6〔1931〕）
開道五十年記念北海道 153～154 明治9〔1876〕～
開道五十年記念北海道　再版 204～205 ヒラデキサブロウ 明治9〔1876〕～ 函館新聞経営
樺太之豊原 140～141 明治7〔1874〕～
函館市功労者小伝 61 明治9〔1876〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 72～73 ヒラデ　キサブロウ
明治9〔1876〕～
昭和6〔1931〕

北洋漁業開発

北海道人名辞書 319 ヒラデキサブロウ 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書　第二版 289～290 ヒラデキサブロウ 明治9〔1876〕～
北海道十字之光 83 肖像あり
北海之商傑 235～237 ヒラデキサブロウ 明治9〔1876〕～ 奥尻鉱山㈱

【ひらの】

平野安右衛門
人物覚書帳 61～63
北海道人名辞書 465 ヒラノヤスウエモン 文久3〔1863〕～

平野鹿造
北海道立志編　第2巻 3‐215～216 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

平野嘉吉
自治産業発達誌 97

平野嘉兵衛
北海道立志編　第3巻 201～204 文久3〔1863〕～

平野幸三郎
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自治産業発達誌 108
北海道人名辞書 452 ヒラノコウサブロウ 文久元〔1861〕～
北海道人名辞書　第二版 405 ヒラノコウザブロウ 明治20〔1887〕～ 肖像あり

平野新
開道五十年記念北海道 323 明治15〔1882〕～

平野浅吉
北海道人名辞書 431～432 ヒラノアサキチ 天保11〔1840〕

平野文安
小樽の人と名勝 359～361 明治2〔1869〕～
人物覚書帳 480～481 明治2〔1869〕～

平野芳吉
北海道人名辞書 217 ヒラノヨシキチ 明治6〔1873〕～

平野万四郎
北海道人名辞書 318 ヒラノマンシロウ 文久元〔1861〕～
北海道人名辞書　第二版 290 ヒラノコウシロウ 文久元〔1861〕～

平野与次左衛門
北海道十字之光 90
北海道人名辞書　第二版 322 ヒラノヨジザエモン 明治4〔1871〕～
北海道立志編　第2巻 5‐140～142 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

平林光治
北海之商傑 293 大和鉱業会社監査役

平林甚輔
北海之商傑 293～294 大和鉱業会社社長

平林寅造
北海之商傑 293 大和鉱業会社取締役

平松菊松
自治産業発達誌 478～479 肖像あり

平松謹治
札幌紳士録 367 安政5〔1858〕～ 肖像123

平山嘉吉
開道五十年記念北海道 370 明治13〔1880〕～

平山謙次郎
函館游寓名士伝 24

平山午介
自治産業発達誌 5～6 明治3〔1870〕～ 肖像あり

平山七治
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

平山成信
北海道十字之光 4 肖像あり

平山浅吉
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大泊之沿革と人物 85～87 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

平山竹次郎
大泊之沿革と人物 146～147 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

蛭内貞雄
北海道立志編　第5巻　第二版 575～576 明治3〔1870〕～ 肖像（巻頭）

広井薫
札幌紳士録 363～364 明治14〔1881〕～ 肖像132
北海道人名辞書 120 ヒロイカオル 明治14〔1881〕～

広井勇

北海道開拓功労者関係資料集録　下 74～75 ヒロイ　イサム
文久2〔1862〕～
昭和3〔1928〕

北海道庁技師

広岡桂三
北海道人名辞書　第二版 322 ヒロオカケイゾウ 明治18〔1885〕～

広川新蔵

函館名士録 318
函館水産販売㈱取締役
支配人

広川鉾治
東北海道人物画伝 57 明治18〔1885〕～ 肖像あり

広木登美二
小樽区外七郡案内 219 安政元〔1854〕～

広沢良雄広沢良雄
北海道人名辞書　第二版 223 ヒロサワヨシオ 明治17〔1884〕～

広沢良徹
自治産業発達誌 187 明治40〔1907〕～ 肖像あり

広沢徳次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 578～579 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

広瀬栄佐吉
自治産業発達誌 604 明治24〔1891〕～ 肖像あり

広瀬悦太郎
北海道十字之光 145

広瀬孝作
北海道人名辞書 317 ヒロセコウサク 安政6〔1859〕～

広瀬幸郎
人物覚書帳 100
北海道十字之光 74 肖像あり

広瀬博
現代札幌人物史 241～242 明治32〔1899〕～
北海道樺太名士大鑑 33 明治32〔1899〕～

弘世孝蔵
札幌紳士録 364～365 明治13〔1880〕～ 肖像巻頭た
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広田嘉一
北海道人名辞書　第二版 372～373 ヒロタカイチ 明治15〔1882〕～

広田時治
自治産業発達誌 342 明治31〔1898〕～

広富常蔵
北海道十字之光 184 肖像あり

弘中佐太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 579～580 明治5〔1872〕～ 肖像あり

広部伊織
北海開発事績　再版 561 ヒロベイオリ 明治12〔1879〕～

広部誠一
自治産業発達誌 606 明治14〔1881〕～ 肖像あり

広部太郎
函館名士録 235 ヒロベ　タロウ 明治11〔1878〕～

広部弥三吉

北海道人名辞書 543 ヒロベヤサキチ
安政6〔1859〕～
明治41〔1908〕

広谷季太郎
北海道人名辞書 598 ヒロヤスエタロウ 明治4〔1871〕～
北海道立志編　第3巻 199～201 明治4〔1871〕～ 肖像あり

広谷源治
北海道人名辞書 317 ヒロヤゲンジ 安政元〔1854〕～

広谷順吉
北海人物評論 23～24 安政5〔1858〕～
北海道立志編　第1巻 415～417 安政5〔1858〕～ 肖像あり

広谷敏蔵
人物覚書帳 86,401 明治16〔1883〕～

広谷利三郎
北海道人名辞書　第二版 223 ヒロヤリサブロウ 明治21〔1887〕～

広谷理輔
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（308と309の間）

広安幸次郎
開道五十年記念北海道 289 明治3〔1870〕～

樋渡道一
人物覚書帳 173
函館名士録 234 ヒワタリ　ドウイチ(イツ) 明治30〔1897〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 289 ヒワタシミチイチ 明治30〔1897〕～

《ふ》
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【ふ／か行】

深井徳
樺太人物大観 142～146 教育家

深尾直養
人物覚書帳 173

深貝喜兵衛
自治産業発達誌 86 明治15〔1882〕～

深倉友次郎
東北海道の人物 50～52 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 604 フカクラトモジロウ 明治16〔1883〕～

深沢吉平（フカザワ　キッペイ、明治18〔1885〕～昭和32〔1957〕）
自治産業発達誌 248～249 肖像あり
人物覚書帳 567～568

北海道開拓功労者関係資料集録　下 76～77 フカザワ　キッペイ
明治18〔1885〕～
昭和32〔1957〕

北欧式農業

北海道畜産功労者写真帖 81 肖像あり

深沢金作
北海道樺太名士大鑑 146 明治20〔1887〕～ 本文に肖像あり

深沢乗宣
北海道人名辞書　第二版 123 フカザワジョウセン 明治22〔1889〕～

深沢靖弘
人物覚書帳 383

深沢竜平
北海道発達史　第1巻 637～638 慶応元〔1865〕～

深瀬信之
北海道人名辞書　第二版 271 フカセノブユキ 明治14〔1881〕～

深田佐市郎
北海道発達史　第1巻 475～476 明治6〔1873〕～

深田重蔵
最近之樺太 69～70 明治14〔1881〕～

深見松太郎
人物覚書帳 50,363
北海道人名辞書 531 フカミマツタロウ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 455 フカミマツタロウ 明治24〔1891〕～ 肖像あり

深水助人
北海道樺太名士大鑑 61 本文に肖像あり

深宮栄太郎
現代札幌人物史 279～280
人物覚書帳 41～42

深谷助太郎
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東北海道の人物 328～330 明治22〔1889〕～

深谷長之助
札幌紳士録 256～257 明治4〔1871〕～ 肖像巻頭は

吹沢建吉
樺太及樺太を担う人々 182

福竜城
最近之樺太 63～64 明治17〔1884〕～ 肖像あり

【ふくい】

福井栄太郎
北海道立志編　第1巻 302～304 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 509～510 肖像あり

福井三郎
開道五十年記念北海道 492 文久2〔1862〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 251～253 文久2〔1862〕～ 肖像あり

福井重次郎
小樽区外七郡案内 154
開道五十年記念北海道　再版 318 フクイジュウジロウ 明治元〔1868〕～ 美国漁業重鎮

福井整蔵
大泊之沿革と人物 43～44 明治17〔1884〕～ 肖像あり

福井正之
北海 物評論北海人物評論 127

北海道発達史　第1巻
147～150,309
～310

～明治41〔1908〕 農場の景有り

福井忠吉
北海道発達史　第1巻 471～472 明治元〔1868〕～

福井富五郎
小樽区外七郡案内 141～142 天保14〔1843〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 306～307 天保14〔1843〕～ 肖像あり

福井福四郎
自治産業発達誌 340 明治30〔1897〕～ 肖像あり

福井文弥
開道五十年記念北海道 598 肖像あり
北海道立志編　第2巻 5‐81～82 明治元〔1868〕～ 肖像あり

福井平助
小樽区外七郡案内 151
開道五十年記念北海道　再版 319～320 フクイヘイスケ 慶応2〔1866〕～ 美国漁業権威

福井邦雄
北海道十字之光 259
北海道人名辞書 631 フクイクニオ 慶応3〔1867〕～

福井茂三郎
人物覚書帳 184
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福岡五一
北海道人名辞書　第二版 122 フクオカゴイチ 明治22〔1889〕～

福岡直蔵
樺太之留多加 87～88 明治15〔1882〕～ 肖像あり

福岡理作
人物覚書帳 38

福鎌文隆
自治産業発達誌 404 明治40〔1907〕～ 肖像あり

福沢喜助
北海道立志編　第3巻 454～456 安政元〔1854〕～ 肖像あり

福沢貞次郎
開道五十年記念北海道　再版 299 フクザワサダジロウ 元治元〔1864〕～

福沢彦蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 200～201 天保元〔1830〕～ 肖像あり

福沢茂
樺太及樺太を担う人々 106 明治31〔1898〕～

福士儀兵衛
北海開発事績　再版 364 フクシギヘエ 天保3〔1832〕～
北海道人名辞書　第二版 635 フクシギベイ

北海道拓殖功労者旌彰録 73～76
天保3〔1832〕～
大 〔 〕

肖像あり北海道拓殖功労者旌彰録 73～76
大正6〔1917〕

肖像あり

福士謹吾
札幌紳士録 258～259 文久3〔1863〕～ 肖像7

福士成豊（フクシ　ナリトヨ、天保9〔1838〕～大正11〔1922〕）
開道五十年記念北海道 433 天保9〔1838〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 69～71 フクシナリトヨ 天保9〔1838〕～
札幌紳士録 257～258 天保9〔1838〕～
札幌之人 228（肖像228） 天保9〔1838〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 461 フクシナリトヨ 天保9〔1838〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 78～79 フクシ　ナリトヨ
天保9〔1838〕～
大正11〔1922〕

気象観測、測量

北海道人名辞書 123～124 フクシナルトヨ 天保9〔1838〕～
北海道人名辞書　第二版 633～634 フクシナルトヨ 天保9〔1838〕～
北海道立志編　第2巻 5‐76～78 天保9〔1838〕～ 肖像あり

【ふくしま】

福島円成
自治産業発達誌 820 明治5〔1872〕～

福島勘太郎
北海道人名辞書　第二版 392 フクシマカンタロウ 明治3〔1870〕～

福島錦次郎
北海道人名辞書 320 フクシマギンジロウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 272 フクシマキンジロウ 明治元〔1868〕～
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福島三郎
北海道人名辞書 320～321 フクシマサブロウ 明治16〔1883〕～

福島什山
自治産業発達誌 52 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

福島清蔵
北海道発達史　第1巻 476～479 嘉永5〔1852〕～

福島兵間
開道五十年記念北海道 644 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 757 フクシマヒョウマ 明治13〔1880〕～
北海道十字之光 266 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 358～359 フクシマヘヨカン 明治13〔1880〕～

福島末次
樺太及樺太を担う人々 104

福島理兵衛
北海道立志編　第2巻 3‐181～185 天保7〔1836〕～ 肖像あり

福島利雄
現代札幌人物史 125～126
人物覚書帳 385

福島麟次郎
北海道人名辞書 124 フクシマリンジロウ 明治4〔1871〕～

【 くだ】【ふくだ】

福田益三
最近之樺太 42～43 明治28〔1895〕～

福田義信
最近之樺太 62 肖像あり

福田久徳
北海人物評論 120～121

福田慶三郎
北海道人名辞書　第二版 339～340 フクダケイザブロウ 明治15〔1882〕～

福田敬之
現代札幌人物史 321 明治34〔1901〕～

福田源治
自治産業発達誌 879 明治38〔1905〕～

福田松之助
北海道立志編　第2巻 5‐219～221 明治元〔1868〕～ 肖像あり

福田新太郎
北海道人名辞書　第二版 122 フクダシンタロウ 明治17〔1884〕～

福田定吉
開道五十年記念北海道 732 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
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福田福松
北海道立志編　第5巻　第二版 193～194 文久元〔1861〕～ 肖像あり

福田由松
北海道立志編　第2巻 3‐166～168 明治元〔1868〕～ 肖像あり

福富市相
樺太及樺太を担う人々 104～105

福富重雄
大泊之沿革と人物 42～43

福富甚吉
開道五十年記念北海道 627 安政元〔1854〕～ 肖像あり
東北海道の人物 318～320 安政元〔1854〕～
北海道十字之光 259
北海道人名辞書 631 フクトミジンキチ

福富清重
樺太之豊原 100～101 明治14〔1881〕～ 肖像あり

福富力
開道五十年記念北海道 637 明治10〔1877〕～ 肖像あり

福長作太郎
小樽区実業家百撰立志編 97～98 万延元〔1860〕～
北海人物評論 136～137 万延元〔1860〕～ 福永
北海道立志編　第1巻 295～297 万延元〔1860〕～ 肖像（202と203の間）

福西善五郎
小樽区外七郡案内 148 肖像あり

福原ハツ子
開道五十年記念北海道　再版 339～340 フクハラハツコ 明治3〔1870〕～

福原広吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 109～111 肖像（108と109の間)

福原志雄
北海道立志編　第5巻　第二版 510～511 弘化3〔1846〕～

福原資孝
小樽の人と名勝 307～308 慶応2〔1866〕～
北海人物評論 27～28 慶応3〔1867〕～

福原重樹
人物覚書帳 146

福原清吉
人物覚書帳 327

福間守典
北海道立志編　第5巻　第二版 203～204 明治4〔1871〕～ 肖像あり

福村与
北海道十字之光 95 肖像あり
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北海道人名辞書　第二版 313～314 フクムラメトウ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

福元勝喜
自治産業発達誌 791～792

福家敏美
自治産業発達誌 259 明治38〔1905〕～ 肖像あり

福山惟吉
樺太及樺太を担う人々 175
北海道人名辞書　第二版 497 フクヤマコレヨシ 明治17〔1884〕～

福山甚三郎
開道五十年記念北海道 455 肖像あり
札幌紳士録 259～260 嘉永2〔1849〕～ 肖像2
札幌之人 227（肖像227） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 472 フクヤマジンザブロウ

北海道人名辞書 124 フクヤマジンザブロウ
寛永2〔1625〕～
大正8〔1919〕

北海道人名辞書　第二版 122～123 フクヤマジンザブロウ 明治16〔1883〕～

【ふ／さ行】

藤繁
樺太之豊原 217～218 明治13〔1880〕～

藤井カク子
北海道発達史　第1巻 635～637 文化13〔1842〕～

藤井栄吉
東北海道の人物 315～316 明治20〔1887〕～

藤井学
北海道樺太名士大鑑 89 本文に肖像あり

藤井勘兵衛
北海道発達史　第1巻 483～484 明治9〔1876〕～

藤井喜一郎
開道五十年記念北海道　再版 147 フジイキイチロウ 明治6〔1873〕～

藤井義永
北海道医事通覧　前編 50

藤井幸永
自治産業発達誌 85 肖像あり

藤井勝四郎
開道五十年記念北海道　再版 118～119 フジイカツシロウ 文久2〔1862〕～

藤井乗伝
東北海道の人物 322～324 肖像あり

藤井藤左衛門
開道五十年記念北海道　再版 99 フジイトウザエモン 天保6〔1835〕～

藤井徳太郎

525 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

北海道人名辞書　第二版 122 フジイトクタロウ 明治3〔1870〕～

藤井民次郎
札幌紳士録 251～252 文久元〔1861〕～ 肖像91
北海人物評論 37
北海道人名辞書 121～122 フジイミンジロウ 文久元〔1861〕～

藤江竜彰
自治産業発達誌 345 明治35〔1902〕～ 肖像あり

藤技竹松
北海道十字之光 75 肖像あり

藤枝修衡
人物覚書帳 394

藤枝尊広
自治産業発達誌 706 明治31〔1898〕～ 肖像あり

藤枝貞麿
北海道人名辞書 464～465 フジエダサダマロ 慶応3〔1867〕～

藤生藤吉
人物覚書帳 389

藤川安次
開道五十年記念北海道 385 安政3〔1856〕～

藤川役治
開道 十年 念北海道 治 〔 〕開道五十年記念北海道 398 明治7〔1874〕～

藤川嘉平
東北海道人物画伝 23 明治5〔1872〕～ 肖像あり

藤川健吉
自治産業発達誌 274～275 明治31〔1898〕～ 肖像あり

藤川市兵衛
大泊之沿革と人物 68～69 明治10〔1877〕～ 近江酒造店の項

藤川惣吉
北海道発達史　第1巻 481～483 明治5〔1872〕～

藤川長吉
開道五十年記念北海道 380 安政3〔1856〕～ 肖像あり

藤川芳三郎
函館名士録 236～237 フジカワ　ホウザブロウ 明治31〔1898〕～ 肖像あり

藤川力蔵
樺太之留多加 82～83 明治13〔1880〕～ 肖像あり

藤木与次郎
自治産業発達誌 526 明治12〔1879〕～ 肖像あり

藤倉久左衛門
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自治産業発達誌 205～206
安政元〔1854〕～
昭和13〔1938〕

藤崎四郎兵衛
開道五十年記念北海道　再版 43 フジサキシロベエ

藤崎不二夫
自治産業発達誌 893

藤沢栄蔵
開道五十年記念北海道 464 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
札幌紳士録 253～254 慶応3〔1867〕～ 肖像5
北海道人名辞書 122～123 フジサワエイゾウ 慶応3〔1867〕～

藤沢高範
東北海道人物画伝 45 明治12〔1879〕～ 肖像あり

藤沢佐右衛門

北海道立志編　第4巻　増補訂正 103～105 安政6〔1859〕～
肖像（100と101の間) 家
族写真と思われる

藤沢秀吉
自治産業発達誌 456 明治38〔1905〕～ 肖像あり

藤沢常吉
自治産業発達誌 429 明治16〔1883〕～ 肖像あり

藤沢誠太
函館名士録 238～239 フジサワ　セイタ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

藤沢勇蔵

小樽区外七郡案内 96～97 万延元〔1860〕～
肖像あり、「藤沢勇造」と
表記

開道五十年記念北海道　再版 315 フジサワユウゾウ 万延元〔1860〕～ 古平実業家
北海道人名辞書 503～504 フジサワユウゾウ 万延元〔1860〕～
北海道立志編　第1巻 305～306 万延元〔1860〕～ 肖像あり

藤沢利右衛門
開道五十年記念北海道　再版 456 フジサワトシウエモン 安政3〔1856〕～

藤島喜久男
北海道人名辞書　第二版 121～122 フジシマキクオ 明治19〔1886〕～

藤島藤一郎
樺太之留多加 107～108 明治8〔1875〕～ 肖像あり

藤瀬完蔵
北海開発事績　再版 580 フジセカンゾウ

藤瀬政治郎
北海之商傑 75 三井物産常務

【ふじた】

藤田アキ
北海道人名辞書 680 フジタアキ
北海道人名辞書　第二版 616
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藤田卯之助
開道五十年記念北海道　再版 114 フジタウノスケ 万延元〔1860〕～

藤田栄吉
東北海道の人物 313～314 明治3〔1870〕～ 肖像あり

藤田園五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

藤田嘉平
最近之樺太 16～17 明治18〔1885〕～

藤田勘次郎
自治産業発達誌 15 肖像あり

藤田吉次郎
開道五十年記念北海道　再版 349 フジタヨシジロウ 慶応2〔1866〕～ 鵡川実業家

藤田久吉
開道五十年記念北海道 402 明治5〔1872〕～ 肖像あり

藤田金次郎
樺太之留多加 99～100 明治19〔1886〕～ 肖像あり

藤田軍平
北海道立志編　第1巻 299～300 安政5〔1858〕～ 肖像あり

藤田経信（フジタ　ツネノブ、明治2〔1869〕～昭和20〔1945〕）
代札幌 物史 治 〔 〕現代札幌人物史 222～223 明治2〔1869〕～

札幌紳士録 252～253 明治2〔1869〕～ 肖像巻頭ぬ
札幌之人 224（肖像224） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 122 フジタツネノブ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 120～121 フジタツネノブ 明治2〔1869〕～ 肖像あり

藤田兼次郎
北海道発達史　第1巻

藤田源太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 506～507 明治7〔1874〕～ 肖像あり

藤田吾市
北海道立志編　第5巻　第二版 505～506 慶応3〔1867〕～

藤田孝四郎
北海道医事通覧　前編 63
北海道人名辞書 493～494 フジタコウシロウ 明治13〔1880〕～

藤田幸太郎
北海道十字之光 140 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 198～199 安政6〔1859〕～

藤田弘一
樺太及樺太を担う人々 103～104 明治21〔1887〕～ 肖像あり
樺太人物大観 131～132 教育家

藤田国五郎
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北海道立志編　第5巻　第二版 199～200 明治元〔1868〕～

藤田佐一
人物覚書帳 145,356～357

藤田才市
北海道人名辞書　第二版 467 フジュタサイイチ 明治2〔1869〕～

藤田三郎
自治産業発達誌 869

藤田子之吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 105～107 元治元〔1864〕～ 肖像（100と101の間)

藤田市五郎
自治産業発達誌 16～17 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 367 フジタイチゴロウ 慶応元〔1865〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 407～410 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

藤田秀雄

函館名士録 292,304～310

日魯漁業㈱常務、昭和6
〔1931〕太平洋漁業取締
役、昭和8〔1933〕～9
〔1934〕太平洋漁業監査

藤田春吉
東北海道人物画伝 52 明治5〔1872〕～ 肖像あり

藤田昌
札幌之 像 治 〔 〕 肖像あり札幌之人 223（肖像223） 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 122 フジタマサシ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 120 フジタマサシ 明治6〔1873〕～

藤田松之助
自治産業発達誌 470 明治5〔1872〕～
北海道樺太名士大鑑 140
北海道人名辞書　第二版 534～535 フジタマツノスケ 明治5〔1872〕～ 肖像あり

藤田政平
北海道人名辞書　第二版 121 フジタセイヘイ 明治13〔1880〕～

藤田正知
北海道樺太名士大鑑 93 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり

藤田清八
開道五十年記念北海道 612 安政元〔1854〕～ 肖像あり

藤田長次郎
北海道十字之光 168 肖像あり

藤田長治郎
開道五十年記念北海道 555 明治11〔1878〕～ 肖像あり

藤田貞元
郷土を拓く人々 85～88 肖像あり

藤田平太郎
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自治産業発達誌 182～183 肖像あり

藤田豊成
北海道人名辞書　第二版 573 フジタトヨナリ 明治18〔1885〕～

藤田万助

北海道拓殖功労者列伝 5～9
文政5〔1822〕～
明治28〔1895〕

天塩郡苫前村

藤田茂
自治産業発達誌 137～138 ～昭和13〔1938〕

藤田茂八郎
北海道発達史　第1巻 474～475

藤田友弥
北海道人名辞書　第二版 475～476 フジタトモヤ 明治13〔1880〕～

藤田利兵衛
小樽の人と名勝 111～113 嘉永4〔1851〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 228～230 弘化2〔1845〕～ 肖像（224と225の間）

藤田隆三
北海道人名辞書 445 フジタリュウゾウ 明治4〔1871〕～

藤田隆造

北海道立志編　第1巻 307～308 安政元〔1854〕～
肖像では「藤田隆蔵」と
表記

藤谷藤吉藤谷藤吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 233～234 安政2〔1855〕～

藤塚藤吉
開道五十年記念北海道 391 安政4〔1857〕～ 肖像あり

藤波現道
北海道人名辞書 531 フジナミゲンドウ 安政5〔1858〕～

藤波忠言
北海開発事績　再版 364 フジナミチュウゲン 嘉永5〔1852〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 363～367 嘉永5〔1852〕～

藤浪源太郎
北海道人名辞書　第二版 531 フジナミゲンタロウ 明治24〔1891〕～ 肖像あり

藤野永作
北海道立志編　第3巻 450～452 万延元〔1860〕～ 肖像あり

藤野喜兵衛
北海道人名辞書 679 フジノキヘエ

藤野儀兵衛
北海道人名辞書 679～680 フジノギベエ

藤野謙助
東北海道の人物 311～312 明治16〔1883〕～ 肖像あり
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藤野四郎兵衛　10代目
開道五十年記念北海道 24～25
北海開発事績　再版 390～391 フジノシロウベエ

北海道開拓功労者関係資料集録　下 80～81 フジノ　シロベエ
嘉永4〔1851〕～
明治43〔1910〕

根室場所請負人

北海道人名辞書 678～679 フジノシロウベエ
北海道人名辞書　第二版 634～635 フジノシロウベイ 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 15～20 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 83 肖像あり

藤野常治
北海道人名辞書 321～322 フジノツネジ 文久元〔1861〕～

藤野善蔵
開道五十年記念北海道 117

藤野武平
北海道人名辞書 322 フジノブヘイ 明治9〔1876〕～

藤野戸源蔵
北海道人名辞書　第二版 437 フジノトゲンゾウ 明治10〔1877〕～

藤橋徳太郎
北海道人名辞書　第二版 273 フジハシトクタロウ 明治10〔1877〕～

藤林嘉兵衛
北海道立志編　第2巻 5‐78～81 天保14〔1843〕～ 肖像あり

伏見万治
北海道 名辞書 第 版 ジ 治 〔 〕 肖像あり北海道人名辞書　第二版 540 フシミマンジ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

藤村義朗
北海之商傑 76 三井物産重役

藤村康
開道五十年記念北海道 283 安政4〔1857〕～ 肖像あり

藤村駒吉

北海道人名辞書 322 フジムラコマキチ
安政4〔1857〕～
大正3〔1914〕

北海道立志編　第2巻 3‐161～163 安政4〔1857〕～ 肖像あり

藤村秀麒
北海道人名辞書　第二版 121 フジムラヒデキ 明治18〔1885〕～

藤村信吉（フジムラ　シンキチ、文久3〔1863〕～昭和12〔1937〕）
北海道人名辞書 219 フジムラシンキチ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 213～214 フジムラシンキチ 文久3〔1863〕～

藤村鶴吉
北海道立志編　第5巻　第二版 511～512 明治6〔1873〕～ 肖像あり

藤村篤治
北海道人名辞書　第二版 272～273 フジムラトクジ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

【ふじもと】
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藤本雅猪
樺太之留多加 105～106 明治24〔1891〕～ 肖像あり（付録の部口

藤本儀右衛門
北海道発達史　第1巻 479～481 慶応元〔1865〕～

藤本元吉
北海道人名辞書　第二版 581～582 フジモトモトキチ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

藤本十太郎
開道五十年記念北海道 395 文久2〔1862〕～ 肖像あり

藤本常五郎
北海道樺太名士大鑑 89 明治28〔1895〕～

藤本竹男
自治産業発達誌 194 明治36〔1903〕～

藤本長蔵（フジモト　チョウゾウ、明治30〔1897〕～平成2〔1990〕）
東北海道人物画伝 11 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道十字之光 241 肖像あり

藤本本造
郷土を拓く人々 56～59 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 380～381 フジモトホンゾウ 慶応元〔1865〕～

藤本勇
人物覚書帳 305
北海道人名辞書 321 フジモトイサム 明治15〔1882〕～
北海道 名辞書 第 版 ジ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 339 フジモトイサミ 明治15〔1882〕～

藤本由太郎
人物覚書帳 30～31,380

藤森顕城
北海道人名辞書 572 フジモリケンジョウ 万延元〔1860〕～

藤森幸正
最近之樺太 55～56 明治15〔1882〕～

藤森才次
北海開発事績　再版 629 フジモリサイジ 嘉永4〔1851〕～

藤森忠敬
北海道発達史　第1巻 484～487 明治7〔1874〕～

藤森忠蔵
北海道発達史　第1巻 484～487 嘉永2〔1849〕～

藤森武左衛門
北海道十字之光 233 肖像あり

藤森峰太郎
開道五十年記念北海道 498 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 304～305 肖像あり

藤山亀吉
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北海人物評論 135 慶応3〔1867〕～
北海道立志編　第1巻 294～295 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

藤山健次
人物覚書帳 397 肖像あり

藤山正兵衛
北海道立志編　第2巻 4‐134～136 明治7〔1874〕～ 肖像あり

藤山藤一
北海開発事績　再版 627 フジヤマトウイチ 明治7〔1874〕～

藤山繁次郎
自治産業発達誌 724～725 明治27〔1894〕～

藤山豊次
自治産業発達誌 393～394 明治41〔1908〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 321 フジヤマトヨジ 明治18〔1885〕～

藤山要吉（フジヤマ　ヨウキチ、嘉永4〔1851〕～昭和13〔1938〕）
小樽区外七郡案内 113～114 肖像あり
小樽区実業家百撰立志編 63～65 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

小樽の人と名勝
36～40,305～
307

嘉永4〔1851〕～

開道五十年記念北海道 43～44 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 58～59 フジヤマヨウキチ 嘉永4〔1851〕～
後志國要覧 126 嘉永4〔1851〕～ 肖像(中間頁)
人物覚書帳 554～557 嘉永4〔1851〕～
北海開発事績　再版 377～378 フジヤマヨウキチ 嘉永4〔1851〕～

嘉永 〔 〕
北海道開拓功労者関係資料集録　下 82～83 フジヤマ　ヨウキチ

嘉永4〔1851〕～
昭和13〔1938〕

小樽地方発展に貢献

北海道十字之光 7 肖像あり
北海道人名辞書 218～219 フジヤマヨウキチ 嘉永4〔1851〕～
北海道人名辞書　第二版 213 フジヤマヨウキチ 嘉永4〔1851〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 335～340 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 292～294 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

藤山良三
人物覚書帳 149～150

藤由清松
東北海道の人物 324～326 明治17〔1884〕～ 肖像あり

【ふじわら】

藤原覚因
北海道人名辞書　第二版 378 フジワラカクイン 肖像あり

藤原銀次郎（フジワラ　ギンジロウ、明治2〔1869〕～昭和35〔1960〕）

樺太及樺太を担う人々 64（本編） 明治2〔1869〕～
樺太パルプ工業界の主
要人物

静浪遺稿 26～27

北海道開拓功労者関係資料集録　下 84～85 フジワラ　ギンジロウ
明治2〔1869〕～
昭和35〔1960〕

パルプ工業創始

北海之商傑 85 王子製紙専務

藤原広顕
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最近之樺太 肖像（巻頭） 還来寺住職

藤原高
札幌之人 222（肖像222） 明治21〔1887〕～ 肖像あり

藤原初太郎
自治産業発達誌 312,733 明治28〔1895〕～

藤原助吉
開道五十年記念北海道　再版 489 フジワラスケキチ

藤原重
開道五十年記念北海道　再版 402 フジワラシゲル 明治20〔1887〕～

藤原長之助
開道五十年記念北海道 405

藤原二男治
東北海道人物画伝 56 文久元〔1861〕～ 肖像あり

藤原二百次
東北海道の人物 308～310 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 359 フジワラニホジ 文久元〔1861〕～

藤原繁蔵
自治産業発達誌 404～405 肖像あり

藤原富蔵
開道五十年記念北海道　再版 440 フジワラトミゾウ 慶応元〔1865〕～

藤原豊次
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

藤原由蔵
北海道十字之光 114

布施延太郎
東北海道の人物 33～35 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 588 フセエンタロウ 慶応元〔1865〕～

布施作太郎
北海道立志編　第2巻 4‐136～137 肖像あり

布施市太郎
北海道立志編　第1巻 297～299 天保9〔1838〕～ 肖像あり

布施甚助
開道五十年記念北海道　再版 405 フセジンスケ 安政　～

布施直蔵
北海道人名辞書　第二版 123 フセナオゾウ 明治16〔1883〕～

布施徳治
北海道で成功した人々 213～224

【ふ／た行】
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二口佐太郎
自治産業発達誌 237 明治21〔1887〕～

二葉伊三郎
後志國要覧 192 文久3〔1863〕～

二見直三
人物覚書帳 417

淵上弘一
北海道樺太名士大鑑 103 明治27〔1894〕～ 本文に肖像あり

淵野半平
開道五十年記念北海道　再版 59 フチノハンペイ 文久元〔1861〕～

二日市貞一
北海道人名辞書　第二版 212 フツカイチサダカズ 明治11〔1878〕～

筆谷等観（フデヤ　トウカン、明治8〔1875〕～昭和25〔1950〕）
小樽の人と名勝 187 明治8〔1875〕～

不動巌
北海道人名辞書　第二版 439～440 フドウイワオ 明治8〔1875〕～

【ふ／な行】

舟生秀吉
樺太及樺太を担う人々 105～106 肖像あり
樺太人物大観 146～149 教育家

船樹忠郎

小樽の人と名勝 32～35
天保11〔1840〕～
明治36〔1903〕

北海開発事績　再版 365 フネキチュウロウ
天保11〔1840〕～
明治37〔1904〕

北海人物評論 19～20
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 101～104 天保11〔1840〕～ 数は第一編のもの

北海道人名辞書 219～220 フナキチュウロウ
天保11〔1840〕～
明治37〔1904〕

北海道拓殖功労者旌彰録 97～100
天保11〔1840〕～
明治36〔1903〕

肖像あり

北海道立志編　第1巻 288～292 天保11〔1840〕～ 肖像あり

船木誠太郎
北海人物評論 129

船木半右衛門
開道五十年記念北海道　再版 192～193 フナキナカウエモン 明治23〔1890〕～

船越万吉
自治産業発達誌 427～428 明治13〔1880〕～ 肖像あり

舟崎泰順
自治産業発達誌 322 肖像あり

舟橋九右衛門
自治産業発達誌 716 明治24〔1891〕～ 肖像あり
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舟橋尚
札幌之人 229（肖像229） 明治12〔1879〕～ 肖像あり

舟橋和三郎
開道五十年記念北海道　再版 186 フナハシカズサブロウ 明治5〔1872〕～

船矢早吉
北海道人名辞書　第二版 273～274 フナヤハヤキチ 明治7〔1874〕～

船山次右衛門

樺太之留多加 20～21 明治14〔1881〕～
肖像あり（付録の部口絵
治右衛門）

船山清蔵
開道五十年記念北海道 269 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 323 フナヤマセイゾウ 慶応3〔1867〕～
北海道立志編　第2巻 3‐168～170 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

文成金太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 202～203 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

【ふ／ま～わ行】

麓三重生
自治産業発達誌 292 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

麓竜太郎
自治産業発達誌 869～870

ブラキストン（Thomas　Wright　Blakiston、天保3〔1832〕～明治24〔1891〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 209～210 トーマス　ライト　ブランキストン
天保3〔1832〕～
明治24〔1891〕

イギリス人、鳥獣研究

北海道人名辞書 680 ブラキシトン

ブリガム（Arthur　Amber　Bringham、安政3〔1856〕～没年不詳）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 211 アーサー　アンバー　ブリガム
安政3〔1856〕～
明治29〔1896〕

アメリカ人、農業指導

【ふるかわ】

古川安次郎
北海道十字之光 186 肖像あり

古川嘉兵衛
北海人物評論 25～26

古川金兵衛
北海道人名辞書　第二版 272 フルカワキンベイ 慶応元〔1865〕～

古川銀次郎
北海道人名辞書　第二版 271 フルカワギンジロウ 明治6〔1873〕～

古川光造
札幌紳士録 255 明治17〔1884〕～ 肖像6
札幌之人 225（肖像225） 明治17〔1884〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 124～125 フルカワコウゾウ 明治17〔1884〕～
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古川浩平
北海人物評論 120

古川重素
樺太人物大観 314～317 町村会議員

古川晴彦
人物覚書帳 357

古川湛然
自治産業発達誌 415 明治29〔1896〕～

古川丑蔵
北海道十字之光 225

古川鉄耕
函館游寓名士伝 2～3

古川繁次郎
北海道人名辞書　第二版 603～604 フルカワシゲジロウ 明治23〔1890〕～

古川彦造
北海道立志編　第3巻 452～454 明治6〔1873〕～ 肖像あり（450の次）

古川豊雄
札幌紳士録 254～255 明治3〔1870〕～ 肖像7

古木鉄太郎
樺太 物大観 村会議員樺太人物大観 333～334 町村会議員

古沢とら子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

古沢篤太郎
開道五十年記念北海道 524 安政5〔1858〕～ 肖像あり

古沢与一郎
自治産業発達誌 812～813 明治44〔1911〕～

古田勘吉
北海道人名辞書　第二版 271 フルタカンキチ 明治5〔1872〕～

古田財一
北海道十字之光 159 肖像あり

古田要次郎
大泊之沿革と人物 111～112 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 106～108 明治8〔1875〕～ 肖像あり

富留田宇平
開道五十年記念北海道 496 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

古館重蔵
北海道立志編　第2巻 5‐173～175 安政3〔1856〕～ 肖像あり

古館常次郎
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自治産業発達誌 136～137 明治37〔1904〕～

古館千代太郎
自治産業発達誌 400

ブルックス（William　Penn　Brooks、嘉永4〔1851〕～昭和13〔1938〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 212～213 ウィリアム　ペン　ブルックス
嘉永4〔1851〕～
昭和13〔1938〕

アメリカ人、農学指導

古野嵩茂
北海道人名辞書　第二版 573～574 フルノタケシゲ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

古畑慶助
自治産業発達誌 173 肖像あり

古旗暦蔵
北海道人名辞書 322～323 フルハタレキゾウ 嘉永2〔1849〕～

古道直治
自治産業発達誌 168～169 明治34〔1901〕～

古村貢三郎
樺太人物大観 89～97 町村長

【ふるや】

古屋栄治
北海道人名辞書 646 フルヤエイジ 明治15〔1882〕～

古 憲英古屋憲英
北海道立志編　第3巻 253～255 肖像あり（256の次）

古屋伝次郎
北海開発事績　再版 687 フルヤデンジロウ 慶応2〔1866〕～

古谷金一郎
北海道人名辞書　第二版 458 フルヤキンイチロウ 明治19〔1886〕～

古谷作左衛門
函館游寓名士伝 4～5

古谷周久
北海人物評論 49～50

古谷晋
北海道人名辞書　第二版 273 フルヤススム 明治20〔1887〕～

古谷辰四郎　初代（フルヤ　タツシロウ、明治元〔1868〕～昭和5〔1930〕）
開道五十年記念北海道 449 明治元〔1868〕～ 肖像あり
現代札幌人物史 27
札幌紳士録 256 明治元〔1868〕～ 肖像5

北海道開拓功労者関係資料集録　下 86～87 フルヤ　タツシロウ
明治元〔1868〕～
昭和5〔1930〕

ミルクキャラメル販売

北海道人名辞書 125 フルヤタツシロウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 124 フルヤタツシロウ 明治元〔1868〕～

北海之商傑 283 フルヤタツシロウ
「古屋辰四郎」と表記、北
海道煉乳㈱取締役
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古谷辰治
北海道人名辞書　第二版 426 フルヤタツジ 明治13〔1880〕～

古谷浜吉
東北海道の人物 48～50 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

古谷末吉
東北海道の人物 326～328 明治9〔1876〕～
北海開発事績　再版 743 フルヤスエキチ 明治9〔1876〕～

古谷誉
人物覚書帳 374～375

古山勘次郎
小樽区外七郡案内 158～159 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 328～329 フルヤマカンジロウ 明治18〔1885〕～

古山癸一
札幌之人 226（肖像226） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 518～519 フルヤマキイチ 明治16〔1883〕～

古山吉太郎
大泊之沿革と人物 72～73 明治2〔1869〕～ 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 108～109 肖像あり

古山佐作
自治産業発達誌 795 明治19〔1886〕～

古山 太郎古山七太郎
北海道立志編　第1巻 301～302 明治元〔1868〕～ 肖像あり

古山数高
北海道人名辞書 323 フルヤマカズタカ 嘉永5〔1852〕～

ブレーク（William　P.Blake、文政9〔1826〕～明治43〔1910〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 214～215 ウィリアム　P　ブレーク
文政9〔1826〕～
明治43〔1910〕

アメリカ人、蝦夷地の鉱
山開発

不破登一郎
北海道人名辞書 123 フワトウイチロウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 123～124 フワトイチロウ 明治元〔1868〕～

《へ》

別枝領五郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 349～351 天保4〔1833〕～ 肖像（344と345の間）

別府賢吉
東北海道人物画伝 63 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 381 ベッぷケンキチ 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書　第二版 298 ベップケンキチ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

ベーマー（Louis　Boehmer、天保12〔1841〕～没年不詳）
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北海道開拓功労者関係資料集録　下 216 ルイス　ベーマー
天保12〔1841〕～
没不詳

ドイツ人、園芸指導の先
駆

ペンハロー（David　P.Penhallow、嘉永7〔1854〕～明治34〔1901〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 217～218 ダビッド　ピマース　ペンハロー
安政元〔1854〕～
明治43〔1910〕

アメリカ人、3代目札幌農
学校教頭

逸見小右衛門
開道五十年記念北海道 182 ～明治30〔1897〕 肖像あり

函館市功労者小伝 46
嘉永元〔1848〕～
明治30〔1897〕

肖像あり

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 67～74 嘉永元〔1848〕～ 数は第二編のもの

北海道立志編　第2巻 5‐229～230 嘉永元〔1848〕～
肖像あり、「小左衛門」と
表記

逸見仁吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 16～18 明治7〔1874〕～ 肖像（16と17の間）

逸見定治郎
自治産業発達誌 524 明治29〔1896〕～ 肖像あり

逸見文綱
開道五十年記念北海道 117 文久元〔1861〕～ 肖像あり
札幌紳士録 74～75 文久元〔1861〕～
札幌之人 58（肖像58） 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 427 ヘンミフミツナ
北海道医事通覧　前編 34～35 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 125 ヘンミアヤツナ 文久元〔1861〕～
北海道人名辞書　第二版 28 ヘンミフミオ 明治19〔1886〕～

海道立志編 第 巻 増補 文久 〔 〕 肖像（ と 間）北海道立志編　第4巻　増補訂正 322～325 文久元〔1861〕～ 肖像（324と325の間）

逸見弁助
北海道立志編　第2巻 4‐28～29 ～明治30〔1897〕 肖像あり

逸身豊之輔
東北海道人物画伝 54 明治15〔1882〕～ 肖像あり

《ほ》

【ほ／あ～か行】

ホイラー（William　Wheeler、嘉永4〔1851〕～昭和7〔1932〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 219～220 ウィリアム　ホイラー
嘉永4〔1851〕～
昭和7〔1932〕

アメリカ人、2代目札幌農
学校教頭

法亢盛行
北海道人名辞書 572～573 ホウガモリユキ 慶応2〔1866〕～

方壷蘇山合伝
函館游寓名士伝 15～16

朴沢進
北海道人名辞書　第二版 27 ホウサワススム 明治25〔1892〕～

傍士栄吉
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北海之商傑 145､147 鈴木商店旭川支店長

北城滝三郎
北海道人名辞書 487 ホウジョウリュウザブロウ 明治8〔1875〕～

北条幸作
北海道立志編　第5巻　第二版 330～331 明治3〔1870〕～ 肖像あり

北条秀雄
現代札幌人物史 259～260 明治15〔1882〕～

北条惣七
北海道立志編　第3巻 35～37 安政2〔1855〕～ 巻頭に肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 35～37 肖像あり

北条滝三郎
北海道人名辞書　第二版 553 ホウジョウタキサブロウ 明治8〔1875〕～

北条麗水
現代札幌人物史 260～261 明治15〔1882〕～ 肖像あり

穂刈金吉
札幌紳士録 65～66 明治8〔1875〕～

朴炳一
樺太人物大観 167～171 実業家

保倉熊三郎
札幌之人 50（肖像50） 明治15〔1882〕～ 肖像あり

【ほ／さ行】

星亀三郎
大泊之沿革と人物 114～115 明治31〔1898〕～ 肖像あり

星菊太
札幌紳士録 69～70 明治元〔1868〕～

星源左衛門
北海道人名辞書 559～560 ホシゲンザエモン 文化13〔1842〕～

星久馬
北海道人名辞書　第二版 198 ホシキュウマ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

星誠一郎
開道五十年記念北海道　再版 409 ホシセイイチロウ 明治18〔1885〕～

星忠平
自治産業発達誌 806～807 明治16〔1883〕～ 肖像あり

星合正貞
樺太及樺太を担う人々 23～24 肖像あり

星川志米
北海道発達史　第1巻 226～227 明治14〔1881〕～

星川鉄三
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北海道発達史　第1巻 227～228 明治11〔1878〕～

星川半助
北海道発達史　第1巻 232～233 明治2〔1869〕～

星川弁吉
自治産業発達誌 504 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 632 ホシカワベンキチ
北海道発達史　第1巻 230～232 明治7〔1874〕～

星崎晴一郎
人物覚書帳 132

星沢長太郎
北海道人名辞書　第二版 26～27 ホシノチョウタロウ 明治18〔1885〕～

保科宮城
札幌紳士録 66～67 文久3〔1863〕～

【ほしの】

星野安之助
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 381 ホシノヤスノスケ 明治3〔1870〕～

星野一郎
札幌紳士録 70～71 明治12〔1879〕～
北海開発事績　再版 462 ホシノイチロウ 明治12〔1879〕～
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道 名辞書 ホ ウ 治 〔 〕北海道人名辞書 130 ホシノイチロウ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 25 ホシノイチロウ 明治12〔1879〕～

星野嘉太郎

小樽の人と名勝 103～105
明治元〔1868〕～
大正5〔1916〕

星野健二
小樽の人と名勝 223～224 明治14〔1881〕～
札幌之人 54（肖像54） 明治14〔1881〕～ 肖像あり
人物覚書帳 135
静浪遺稿 52～53
北海道人名辞書 130 ホシノケンジ 明治14〔1881〕～

星野久三郎
自治産業発達誌 258 明治42〔1909〕～ 肖像あり

星野毅
自治産業発達誌 743
人物覚書帳 187～188
北海道人名辞書　第二版 233～234 ホシノタケシ 明治15〔1882〕～

星野駒治
開道五十年記念北海道 501 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

星野三郎
小樽区実業家百撰立志編 180～183 明治5〔1872〕～
小樽の人と名勝 220～223 明治5〔1872〕～
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人物覚書帳 168
北海開発事績　再版 793 ホシノサブロウ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 220 ホシノサブロウ 明治5〔1872〕～

星野十九七
小樽区実業家百撰立志編 180～183 弘化3〔1846〕～
北海道立志編　第1巻 78～79 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

星野清徴
北海道人名辞書　第二版 327～328 ホシノセイチョ 明治9〔1876〕～

星野藤七
開道五十年記念北海道 515 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 554 ホシノトウシチ 明治11〔1878〕～

星野富太郎
北海道人名辞書　第二版 424 ホシノトミタロウ 明治10〔1877〕～

星野富平
大泊之沿革と人物 83～84 明治18〔1885〕～ 肖像あり

星野米
北海道人名辞書 130 ホシノタカラ 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 25 ホシノタカラ 明治12〔1879〕～
北海之商傑 265 北海道拓殖銀行第一部

星野芳太郎
大泊之沿革と人物 69～70 肖像あり

星野勇 （ホ ウゾウ 治 〔 〕 和 〔 〕）星野勇三（ホシノ　ユウゾウ、明治8〔1875〕～昭和31〔1956〕）
札幌紳士録 71 明治8〔1875〕～
札幌之人 55（肖像55） 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 129～130 ホシノユウゾウ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 24～25 ホシノユウゾウ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

星野友蔵
開道五十年記念北海道　再版 106 ホシノトモゾウ 安政5〔1858〕～

星野友蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 329～330 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

星野由松
北海道人名辞書　第二版 379 ホシノヨシマツ 文久元〔1861〕～

星野立
自治産業発達誌 149 明治12〔1879〕～ 肖像あり

干場亭次郎
開道五十年記念北海道 515 明治9〔1876〕～ 肖像あり

星山義俊
北海道立志編　第3巻 313～315 元治元〔1864〕～ 肖像あり

細井直治郎
北海道人名辞書　第二版 482 ホソイナオジロウ 明治12〔1879〕～

細入益太郎
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樺太人物大観 302～306 町村会議員

細江直矢
北海道人名辞書　第二版 567 ホソエナオヤ 明治27〔1894〕～

【ほそかわ】

細川虎平
北海道人名辞書　第二版 465 ホソカワトラヘイ 明治13〔1880〕～

細川初太郎
北海人物評論 72

細川碧
札幌紳士録 68～69 嘉永元〔1848〕～
北海道人名辞書 125～126 ホソカワミドリ 嘉永元〔1848〕～

細川豊作
札幌之人 明治12〔1879〕～ 肖像なし
北海道医事通覧　前編 40 肖像(巻頭)

細川杢蔵
東北海道の人物 72～74 慶応2〔1866〕～

細木秀太郎
北海道樺太名士大鑑 59 明治17〔1884〕～ 本文に肖像あり

細田角治
北海開発事績　再版 689 ホソダカクジ 明治8〔1875〕～

細野亀多六
開道五十年記念北海道 538～539 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
郷土を拓く人々 120～124 肖像あり
北海道十字之光 182 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 331～333 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

細野亀平
郷土を拓く人々 120～124 肖像あり

細野生二
開道五十年記念北海道 104 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 458～459 ホソノセイジ 明治8〔1875〕～

細野辰治
開道五十年記念北海道　再版 250 ホソノタツジ 明治10〔1877〕～

細野良吉
北海道立志編　第2巻 5‐11～13 明治元〔1868〕～

細谷時次郎
樺太之豊原 156～157 明治14〔1881〕～ 肖像あり

細谷伴助
小樽区外七郡案内 77～78 肖像あり

細谷与吉
開道五十年記念北海道 721 元治元〔1864〕～ 肖像あり
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細谷林之助
開道五十年記念北海道　再版 141～142 ホソヤリンノスケ 元治元〔1864〕～

細矢方正
札幌之人 53（肖像53） 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 126 ホソヤミチマサ 安政3〔1856〕～

細山喜三松
小樽区実業家百撰立志編 89～91 嘉永3〔1850〕～
北海人物評論 132
北海道立志編　第1巻 83～84 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

【ほ／た～は行】

穂鷹三男
人物覚書帳 58

保知清吉
樺太人物大観 249～251 実業家

堀田乾
北海道人名辞書 129 ホツタイヌエ 文久3〔1863〕～

堀田与吉
北海開発事績　再版 529 ホツタヨキチ 明治23〔1890〕～

発田耕一
東北海道の人物 70～72 明治16〔1883〕～ 肖像あり

保原元二
札幌之人 49（肖像49） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 26 ホハラモトジ 明治16〔1883〕～

保原惣助
北海道十字之光 97 肖像あり

保原竹蔵
自治産業発達誌 439～440 明治17〔1884〕～

【ほ／ら行】

堀安次郎
樺太及樺太を担う人々 23 肖像あり

堀観次郎
札幌紳士録 67 明治10〔1877〕～

堀基（ホリ　モトイ、弘化元〔1844〕～明治45〔1912〕）

開道五十年記念北海道 14
弘化元〔1844〕～
明治43〔1910〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 23～24 ホリモトイ
弘化元〔1844〕～
明治43〔1910〕

北海開発事績　再版 344 ホリモトイ
弘化元〔1844〕～
明治43〔1910〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 90～91 ホリ　モトイ
弘化元〔1844〕～
明治45〔1912〕

北海道炭鉱鉄道会社創
立、北鳴中学校開設
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北海道人名辞書 680～681 ホリモトイ
弘化元〔1844〕～
明治43〔1910〕

北海道人名辞書　第二版 618～619 ホリモトイ
弘化元〔1844〕～
明治43〔1910〕

北海道拓殖功労者旌彰録 101～104
弘化元〔1844〕～
明治45〔1912〕

肖像あり

堀駒吉
北海道発達史　第1巻 223～225 慶応3〔1867〕～

堀駒二郎
北海道人名辞書　第二版 395 ホリコマジロウ 明治15〔1882〕～

堀捨次郎
自治産業発達誌 368,704 明治20〔1887〕～ 肖像あり

堀重固
北海道樺太名士大鑑 129 明治22〔1889〕～

堀重三
樺太及樺太を担う人々 22～23 明治19〔1886〕～

堀順太郎
大泊之沿革と人物 62～63 明治5〔1872〕～ 肖像あり（巻頭）

堀勝十郎
北海道十字之光 244 肖像あり

堀松次（ホリ　マツジ、明治30〔1897〕～昭和13〔1938〕）
樺太 樺太を担う 治 〔 〕樺太及樺太を担う人々 23 明治30〔1897〕～

堀信之
北海人物評論 133～134 文化13〔1842〕～

堀清吉
北海道発達史　第1巻 228～230 明治元〔1868〕～

堀銑太郎
札幌紳士録 67～68 明治9〔1876〕～
札幌之人 51（肖像51） 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 129 ホリセンタロウ 明治9〔1876〕～

堀辰巳
樺太人物大観 128～131 教育家

堀定孝
東北海道の人物 6～8 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書 646～647 ホリジョウコウ 明治15〔1882〕～

堀藤五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 33～34 明治6〔1873〕～ 肖像あり

堀文吉
函館名士録 330 北日本油脂工業㈱取締

堀末治（ホリ　スエジ、明治19〔1886〕～昭和51〔1976〕）
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人物覚書帳
133～134,506
～508

堀利凞（ホリ　トシヒロ、文政元〔1818〕～万延元〔1860〕）

函館市功労者小伝 13
文政元〔1818〕～
万延元〔1860〕

北海開発事績　再版 342～343 ホリトシキ
文政元〔1818〕～
万延元〔1860〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 88～89 ホリ　トシヒロ
文政元〔1818〕～
万延元〔1860〕

箱館奉行

北海道拓殖功労者旌彰録 585～588
文政元〔1818〕～
万延元〔1860〕

肖像あり

堀合源助
北海道立志編　第2巻 4‐53～55 明治8〔1875〕～ 肖像あり

堀合鶴治
自治産業発達誌 376 明治9〔1876〕～ 肖像あり

堀井安松
北海道人名辞書　第二版 393 ホリイヤスマツ 明治2〔1869〕～

堀井音次郎
北海人物評論 22 嘉永5〔1852〕～

堀井康三
北海道人名辞書　第二版 397～398 ホリイヤスゾウ 明治15〔1882〕～

堀井孫十郎
東北海道 物 治 〔 〕東北海道の人物 69～70 明治2〔1869〕～

堀井民三
北海道人名辞書 381 ホリイタミゾウ 安政2〔1855〕～

堀内一如
自治産業発達誌 575 明治21〔1887〕～ 肖像あり

堀内権三郎
北海道人名辞書 324 ホリウチゴンザブロウ 明治2〔1869〕～

堀内秀太郎
札幌之人 52（肖像52） 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 128 ホリウチヒデタロウ 明治6〔1873〕～

堀内保太郎
自治産業発達誌 268 明治22〔1889〕～ 肖像あり

堀内弥吉
北海道人名辞書　第二版 527 ホリウチヤキチ 明治21〔1887〕～

堀内利兵衛
開道五十年記念北海道　再版 336～337 ホリウチリヘエ 明治8〔1875〕～ 塩谷漁業重鎮

堀内廉一
開道五十年記念北海道 450 明治元〔1868〕～ 肖像あり
樺太之豊原 157～158 元治元〔1864〕～
北海道十字之光 44
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北海道人名辞書 128～129 ホリウチレンイチ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 641 ホリウチレンイチ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

堀江喜三郎
東北海道の人物 10～12 明治28〔1895〕～ 肖像あり

堀江季四郎
北海道人名辞書 129 ホリエキシロウ 明治8〔1875〕～

堀江広吉
自治産業発達誌 465 明治23〔1890〕～

堀江又一
北海道立志編　第4巻　増補訂正 354～255 天保14〔1843〕～ 肖像（252と253の間）

堀江柳塘
人物覚書帳 384

堀江頼信
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道十字之光 152 肖像あり
北海道人名辞書 520～521 ホリエヨリノブ 元治元〔1864〕～

堀尾正四郎
北海道樺太名士大鑑 43 明治31〔1898〕～ 本文に肖像あり

堀尾惣助
北海道立志編　第3巻 32～35 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 32～35 肖像あり

堀岡ハル
樺太之豊原 248～249 明治2〔1869〕～ 肖像(巻頭)

堀岡長太郎
小樽の人と名勝 224～225 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 197 ホリオカチョウタロウ 明治15〔1882〕～

堀織部正

開道五十年記念北海道 18
文政元〔1818〕～
安政5〔1858〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 27～28 ホリオリベタダシ
文政元〔1818〕～
万延元〔1860〕

北海道人名辞書 325 ホリオリブショウ 文政元〔1818〕～

堀川よさ子
北海道医事通覧　前編 81 肖像(巻頭)

堀川勘吾
人物覚書帳 78～79
北海道人名辞書 220 ホリカワカンゴ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 197 ホリオカカンゴ 明治4〔1871〕～

堀川経道
函館名士録 240 ホリカワ　ケイドウ 明治25〔1892〕～

堀川弘輝
最近之樺太 48～49 明治2〔1869〕～
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堀川才治
自治産業発達誌 356～357 明治16〔1883〕～ 肖像あり

堀川重敏
北海道樺太名士大鑑 64 明治23〔1890〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 549 ホリカワシゲトシ 明治23〔1890〕～

堀川春松
北海人物評論 105 安政5〔1858〕～

堀川乗経（ホリカワ　ジョウキョウ、文政7〔1824〕～明治11〔1878〕）

函館市功労者小伝 28
文政7〔1824〕～
明治11〔1878〕

肖像あり

北海開発事績　再版 343 ホリカワジョウケイ
文政7〔1824〕～
明治11〔1878〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 92～93 ホリカワ　ジョウキョウ
文政7〔1824〕～
明治11〔1878〕

願乗寺川の開削

北海道人名辞書 325～326 ホリカワジョウケイ
文政7〔1824〕～
明治11〔1878〕

北海道拓殖功労者旌彰録 613～616
文政7〔1824〕～
明治11〔1878〕

肖像あり

堀川清忠
北海道人名辞書　第二版 233 ホリカワキヨタダ 明治19〔1886〕～

堀川徳治
自治産業発達誌 356 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 548 ホリカワトクジ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

堀口宇三郎
自治産業発達誌 195～196 肖像あり

堀沢久穂
北海道樺太名士大鑑 111 本文に肖像あり

堀谷栄吉
北海道立志編　第5巻　第二版 36～38 元保12～ 肖像あり

堀野甚吉
北海開発事績　再版 476 ホリノジンキチ 明治18〔1885〕～
北海道人名辞書　第二版 26 ホシノジンキチ 明治18〔1885〕～

堀野林治
北海道人名辞書　第二版 25～26 ホリノリンジ 明治4〔1871〕～

堀部銀蔵
北海道人名辞書 392 ホリベギンゾウ 明治4〔1871〕～

堀村常子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

ホルト（N.W.Holt、生没年不詳）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 221～222
天保7〔1836〕～
明治9〔1876〕

アメリカ人、模範工場建
設指導

【ほ／ん】
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本郷嘉之助
札幌紳士録 73～74 安政3〔1856〕～
札幌之人 57（肖像57） 安政3〔1856〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 417 ホンゴウヨイノスケ 安政3〔1856〕～
北海人物評論 78
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 45～48 数は第一編のもの
北海道人名辞書 126 ホンゴウカノスケ 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書　第二版 27～28 ホンゴウカノスケ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第2巻 3‐35～37 安政3〔1856〕～ 肖像あり

本郷次郎作
北海道立志編　第5巻　第二版 35～36 明治5〔1872〕～ 肖像あり

本所久太郎
自治産業発達誌 246 明治7〔1874〕～

本庄義孝
現代札幌人物史 336
北海道樺太名士大鑑 9 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり

本庄康平
開道五十年記念北海道　再版 509～511 ホンジョウヤスヘイ

北海道畜産功労者写真帖 17 肖像あり

本庄丑吉
北海道立志編　第2巻 3‐43～45 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

本庄福太郎
開道 十年 念北海道 版 治 〔 〕開道五十年記念北海道　再版 252 ホンジョウフクタロウ 明治7〔1874〕～
自治産業発達誌 137

本庄末吉
北海道立志編　第2巻 5‐146～148 嘉永3〔1850〕～

本荘利三郎
北海之商傑 143､145､147 ホンソウリサブロウ 鈴木商店函館支店長

【ほんだ】

本多慶理
自治産業発達誌 556 肖像あり

本多新（ホンダ　アラタ、天保14〔1843〕～大正3〔1914〕）
北海道人名辞書 572 ホンダアラタ 天保14〔1843〕～

本多千之助
開道五十年記念北海道 652 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 590～591 ホンダセンノスケ 安政6〔1859〕～

本多直敬
北海道発達史　第1巻 222～223 安政5〔1858〕～

本多督
小樽区外七郡案内 211 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
小樽区実業家百撰立志編 184～186 嘉永6〔1853〕～
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本多美之助
北海道十字之光 211 肖像あり

本多敏樹
札幌紳士録 71～72 明治7〔1874〕～
札幌之人 56（肖像56） 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 126～127 ホンダトシキ 明治7〔1874〕～

本多敏明
開道五十年記念北海道 453

本多芳太郎
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

本多要蔵
北海道発達史　第1巻 220～221 明治5〔1872〕～

本多利明（ホンダ　トシアキ、寛保3〔1743〕～文政3〔1820〕）

北の先覚　改訂版 30～35
寛保3〔1743〕～
文政3〔1820〕

北海開発事績　再版 345～346 ホンダトシアキ 延享元〔1744〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 96～97 ホンダ　トシアキ
寛保3〔1743〕～
文政3〔1820〕

蝦夷地開発の建策

北海道拓殖功労者旌彰録 519～522
延享元〔1744〕～
文政4〔1821〕

本田喜市
北海道発達史　第1巻 221～222 嘉永6〔1853〕～

本 亀蔵本田亀蔵
樺太之留多加 52～53 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり（付録の部口

本田親美（ホンダ　チカヨシ、弘化4〔1847〕～明治42〔1909〕）
郷土を拓く人々 52～56 弘化4〔1847〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 346 ホンダシンビ 弘化4〔1847〕～ 本多親美

北海道開拓功労者関係資料集録　下 94～95 ホンダ　チカヨシ
弘化4〔1847〕～
明治42〔1909〕

旭川の発展に貢献

北海道拓殖功労者旌彰録 273～277
弘化4〔1847〕～
明治42〔1909〕

本田石次郎
北海道発達史　第1巻 225～226 明治15〔1882〕～

本田倉次郎
東北海道の人物 67～69 明治8〔1875〕～ 肖像あり

本田直剛
東北海道人物画伝 39 明治19〔1886〕～ 肖像あり

本田竜
人物覚書帳 364～365

本名宗三郎
開道五十年記念北海道 127～128 文久2〔1862〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 10 文久2〔1862〕～ 肖像あり

【ほんま】
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本間伊平治
函館名士録 312 帝国電力㈱総務部長

本間為次

開道五十年記念北海道　再版 402 ホンマタメジ
明治12〔1879〕～
大正5〔1916〕

本間勘次郎
開道五十年記念北海道 356 弘化元〔1844〕～
北海道十字之光 142 肖像あり
北海道人名辞書 483～484 ホンマカンジロウ 弘化元〔1844〕～
北海道立志編　第2巻 4‐120～121 弘化元〔1844〕～ 肖像あり

本間関蔵
北海道人名辞書 220 ホンマセキゾウ 明治6〔1873〕～

本間岩蔵

東北海道人物画伝 66 明治10〔1877〕～
写真では「本間岩三」と
表記

本間儀兵衛
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 39～43 慶応2〔1866〕～ 数は第一編のもの

本間菊十郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 165～167 慶応3〔1867〕～ 肖像（160と161の間)

本間吉太郎
東北海道人物画伝 85 安政元〔1854〕～ 肖像あり
東北海道 物 安政 〔 〕 肖像あり東北海道の人物 8～10 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海道十字之光 268 肖像あり
北海道人名辞書 646 ホンマキチタロウ 安政元〔1854〕～

本間久三
現代札幌人物史 78～79 肖像あり
人物評論　第1編 142～145

本間熊次郎
小樽区外七郡案内 196 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 38～39 安政2〔1855〕～ 肖像あり

本間賢次郎
小樽の人と名勝 219～220
人物覚書帳 118～119
北海人物評論 79～80 弘化元〔1844〕～

本間玄契
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 131～132 嘉永元〔1848〕～ 数は第二編のもの
北海道立志編　第1巻 84～85 肖像あり

本間幸太郎
北海人物評論 99
北海道立志編　第1巻 81～82 肖像あり

本間国蔵
札幌紳士録 72～73 慶応3〔1867〕～
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本間作平
北海道十字之光 145
北海道人名辞書 484 ホンマサクヘイ 明治元〔1868〕～

本間秀次
自治産業発達誌 99 肖像あり

本間十一
北海道人名辞書 585 ホンマトウイチ 明治4〔1871〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 34～35 肖像あり

本間庄吉
自治産業発達誌 915～916

本間瑞芳
自治産業発達誌 706 肖像あり

本間正蔵
自治産業発達誌 612 明治36〔1903〕～ 肖像あり

本間清司
北海道人名辞書　第二版 233 ホンマセイジ 明治7〔1874〕～

本間清造
北海道人名辞書 127 ホンマセイゾウ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 27 ホンマセイゾウ 文久3〔1863〕～

本間千代多
開道五十年記念北海道　再版 580 ホンマチヨタ 慶応3〔1867〕～

本間聡作
北海道人名辞書 324～325 ホンマソウサク 文久3〔1863〕～

本間太七郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 249～251 安政5〔1858〕～

本間泰蔵
北海道人名辞書 587 ホンマタイゾウ 嘉永3〔1850〕～
北海道立志編　第1巻 79～81 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

本間辰治郎
北海道人名辞書　第二版 328 ホンマタツジロウ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

本間竹次郎
東北海道人物画伝 4 明治18〔1885〕～ 肖像あり

本間長助

北海道人名辞書 127 ホンマチョウスケ
天保14〔1843〕～
明治45〔1912〕

北海道立志編　第1巻 肖像（巻頭）

本間鉄五郎
北海人物評論 85 肖像あり
北海道人名辞書 127～128 ホンマテツゴロウ 弘化元〔1844〕～

本間徳太郎
北海人物評論 118
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本間冨次郎
北海道立志編　第3巻 321～322 安政5〔1858〕～ 肖像あり（318の次）

本間武三
自治産業発達誌 558 明治41〔1908〕～ 肖像あり

本間平兵衛
東北海道人物画伝 61 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 317～319 嘉永3〔1850〕～

本間保次郎
人物覚書帳 24～25、130～131

本間豊七
北海道十字之光 63 肖像あり

本間豊雄
北海道立志編　第2巻 4‐52～53 安政元〔1854〕～ 肖像あり

本間弥吉
東北海道人物画伝 72 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 609 ホンマヤキチ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 653 ホンマヤキチ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

本間勇児
人物覚書帳 390

本間与作
開道 十年 念北海道 文久 〔 〕開道五十年記念北海道 291 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書 325 ホンマヨサク 文久3〔1863〕～
北海道立志編　第2巻 5‐143～146 文久3〔1863〕～ 肖像あり

《ま》

【ま／あ行】

前和宴
人物覚書帳 300

前川安太郎
樺太之豊原 98～99 明治14〔1881〕～

前川外吉
開道五十年記念北海道　再版 506 マエカワソトキチ 明治5〔1872〕～

前川貫一
開道五十年記念北海道　再版 508 マエカワカンイチ 明治16〔1883〕～

前川三郎
北海道人名辞書　第二版 270 マエカワサブロウ 明治8〔1875〕～

前川尚男
樺太及樺太を担う人々 101
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前川清松
樺太之留多加 111～112 明治9〔1876〕～ 肖像あり
最近之樺太 肖像（巻頭） 孫枝の有志

前川善次郎
自治産業発達誌 152 明治9〔1876〕～

前川伝策
人物覚書帳 105

前川徳次郎
北海道人名辞書　第二版 116 マエカワトクジロウ 明治19〔1886〕～

前川勇
樺太之留多加 17～18 明治30〔1897〕～

前沢忠次郎
開道五十年記念北海道　再版 98 マエザワチュウジロウ 明治17〔1884〕来道

【まえだ】

前田ふゆ子
北海道医事通覧　前編 83 肖像(巻頭)

前田卯之助
人物覚書帳 52
静浪遺稿 126～127 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 268 マエダウノスケ 明治10〔1877〕～
北海之商傑 226～227 函館商船会社　社長

前田栄次郎
北海道人名辞書 631 マエダエイジロウ 天保12〔1841〕～

前田乙治郎
北海開発事績　再版 645 マエダオトジロウ 明治21〔1887〕～

前田嘉左衛門
開道五十年記念北海道 179 嘉永6〔1853〕～
函館名士録 330 北日本油脂工業㈱取締
北海道立志編　第2巻 3‐150～151 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

前田喜作
人物覚書帳 42

前田季陳
北海道人名辞書　第二版 271 マエダスエノブ 明治14〔1881〕～

前田久吉
北海道人名辞書　第二版 467 マエダキュウキチ

前田教善
北海道人名辞書　第二版 484 マエダキョウゼン 慶応元〔1865〕～

前田金四郎
北海道十字之光 234 肖像あり

前田慶次郎
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北海開発事績　再版 644 マエダケイジロウ 明治17〔1884〕～

前田建
現代札幌人物史 195～196 明治20〔1887〕～ 肖像あり

前田広吉
北海道人名辞書　第二版 470 マエダヒロキチ 明治10〔1877〕～

前田駒次（マエダ　コマジ、安政5〔1858〕～昭和20〔1945〕）
郷土を拓く人々 221～224 安政5〔1858〕～ 肖像あり
静浪遺稿 97～98
東北海道人物画伝 1 安政5〔1858〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 98～99 マエダ　コマジ
安政5〔1858〕～
昭和20〔1945〕

北見北光社の開拓

北海道樺太名士大鑑 155ﾉ2 安政5〔1858〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書 609 マエダコマジ 安政5〔1858〕～
北海道人名辞書　第二版 539 マエダコマジ 安政5〔1858〕～ 肖像あり

前田庄次郎
札幌紳士録 234～235 安政6〔1859〕～
札幌之人 211（肖像212） 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道十字之光 55 肖像あり
北海道人名辞書 135 マエダシヨウジロウ 安政6〔1859〕～

前田政八
開道五十年記念北海道 636 明治7〔1874〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 36 明治7〔1874〕～ 肖像あり
東北海道の人物 300～302
北海開発事績　再版 755 マエダセイハチ 明治7〔1874〕～
北海道十字之光 肖像あり北海道十字之光 265 肖像あり
北海道人名辞書 632 マエダマサハチ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 357～358 マエダマサハチ 明治7〔1874〕～

前田正義
東北海道人物画伝 38 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道十字之光 6 肖像あり
北海道人名辞書 647 マエダマサヨシ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 116 マエタマサヨシ 明治元〔1868〕～

前田善三郎
北海道人名辞書　第二版 116 マエダゼンザブロウ 明治9〔1876〕～

前田善治
自治産業発達誌 713 明治26〔1893〕～ 肖像あり

前田想助
開道五十年記念北海道 382 肖像あり

前田定太郎
東北海道の人物 302～304 肖像あり

前田豊太郎
開道五十年記念北海道　再版 471 マエダトヨタロウ 万延元〔1860〕～

前田谷蔵
開道五十年記念北海道　再版 179 マエダタニゾウ 明治7〔1874〕～
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前田要吉
北海道発達史　第1巻 459～460 明治14〔1881〕～

前田利為
開道五十年記念北海道 32～33 明治18〔1885〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 49 マエダトシタメ 明治18〔1885〕～
北海開発事績　再版 393 マエダトシイ 明治18〔1885〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 100～101 マエダ　トシタメ
明治18〔1885〕～
昭和17〔1942〕

道南の造林事業

前田利一
北海道人名辞書 330 マエダリイチ 明治4〔1871〕～

前田利済
自治産業発達誌 800 明治21〔1887〕～

前田利嗣

北海道開拓功労者関係資料集録　下 102～103 マエダ　トシツグ
安政5〔1858〕～
明治33〔1900〕

起業社と前田村

北海道拓殖功労者旌彰録 223～227
安政5〔1858〕～
明治33〔1900〕

肖像あり

前田利貞
人物覚書帳 392 肖像あり

前田和三郎
北海道人名辞書　第二版 391～392 マエダワサブロウ 元治元〔1864〕～

前野七郎
北海道 名辞書 第 版 ウ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 268 マエノシチロウ 明治11〔1878〕～

前野周蔵
小樽の人と名勝 304～305 明治16〔1883〕～

前野代次
自治産業発達誌 271 明治22〔1889〕～ 肖像あり

前野長発
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 97～99 嘉永2〔1849〕～ 数は第一編のもの

前原好雄
東北海道の人物 296～298 明治13〔1880〕～

前原松夫
人物覚書帳 148

前原孫造
北海道人名辞書　第二版 475 マエハラマゴゾウ 元治元〔1864〕～ 肖像あり

【ま／か行】

真壁恭
北海道人名辞書　第二版 422～423 マカベキョウ 明治元〔1868〕～

真木真之
北海道人名辞書　第二版 118 マキマサユキ 明治11〔1878〕～
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牧光雄
自治産業発達誌 27 明治35〔1902〕～ 肖像あり

牧孝太郎
北海開発事績　再版 573 マキコウタロウ 明治元〔1868〕～
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 531～532 マキコウタロウ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第1巻 285～286 肖像あり

牧文四郎
北海道人名辞書 466 マキブンシロウ 明治2〔1869〕～

槙彦三郎
北海道人名辞書 130～131 マキヒコサブロウ 安政6〔1859〕～

牧田義光
樺太之豊原 96～97 明治7〔1874〕～ 肖像あり

牧田豊吉
北海道立志編　第5巻　第二版 499～500 安政6〔1859〕～

牧野喜代治
北海道人名辞書　第二版 119 マキノキヨジ 明治3〔1870〕～

牧野健市
自治産業発達誌 194 明治17〔1884〕～

牧野常吉
北海道発達史　第1巻 465～467 万延元〔1860〕～

牧野千代蔵
北海道医事通覧　前編 54～55 肖像(巻頭)

牧野善之助
北海開発事績　再版 583 マキノゼンノスケ 明治8〔1875〕～
北海道十字之光 157 肖像あり

牧野長吉
北海道発達史　第1巻 468～469 明治10〔1877〕～

牧野民蔵
北海道医事通覧　前編 54～55 肖像(巻頭)

牧野力松
自治産業発達誌 272 明治8〔1875〕～

牧村久広
函館名士録 328 北海道漁業缶詰㈱取締

幕内次郎
自治産業発達誌 367 明治40〔1907〕～ 肖像あり

幕内秀隆
自治産業発達誌 419 肖像あり

幕内小太郎
北海道十字之光 257 肖像あり
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【ま／さ行】

正井仙岳
北海道人名辞書　第二版 593 マサイセンガク 明治22〔1889〕～

真坂信吉
自治産業発達誌 463～464 明治17〔1884〕～ 肖像あり

真坂浅八
自治産業発達誌 317～318 明治12〔1879〕～ 肖像あり

正木作
東北海道人物画伝 41 明治9〔1876〕～ 肖像あり

真崎乙吉
東北海道人物画伝 24 明治7〔1874〕～ 肖像あり

真砂竹次郎
北海道十字之光 106 肖像あり

正見伊三郎
北海人物評論 78～79

正見透
北海道人名辞書　第二版 118～119 マサミトオル 明治19〔1886〕～

昌谷彰
樺太人物大観 21～31 歴代長官代長

真下喜久治
札幌紳士録 233～234 安政6〔1859〕～
札幌之人 210（肖像210） 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海人物評論 80 肖像あり
北海道医事通覧　前編 46～47 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 135～136 マシモキクジ 安政6〔1859〕～
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（202と203の間）
北海道立志編　第2巻 3‐146～147 肖像あり

馬島広
現代札幌人物史 309～310 明治16〔1883〕～
静浪遺稿 41～42 肖像あり
北海開発事績　再版 426 ウマジマコウ 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書　第二版 118 マジマヒロシ 明治16〔1883〕～

馬島譲
開道五十年記念北海道 443 天保5〔1834〕～ 肖像あり

北海開発事績　再版 425 ウマジマユズル
天保4〔1833〕～
明治3〔1870〕

北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 93～96 天保9〔1838〕～ 数は第一編のもの

北海道人名辞書 131 マジマユズル
天保5〔1834〕～
明治35〔1902〕

北海道立志編　第1巻 283～285 肖像あり

馬島渡
札幌紳士録 234 明治4〔1871〕～
札幌之人 211（肖像211） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
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静浪遺稿 49～50
北海道人名辞書 131～132 マジマワタル 明治4〔1871〕～

増泉辰次
人物覚書帳 34

増岡重平
開道五十年記念北海道 496 弘化4〔1847〕～
北海道人名辞書 560 マスオカジュウヘイ 弘化4〔1847〕～
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（202と203の間）

桝潟友吉
札幌紳士録 248～249 明治16〔1883〕～ 肖像93
北海道人名辞書 135 マスガタトモキチ 明治16〔1883〕～

増川米七
人物覚書帳 145

増川才吉
北海道人名辞書　第二版 212 マスカワサイキチ 明治25〔1892〕～

益子晋
樺太人物大観 136～138 教育家

益子文夫
樺太及樺太を担う人々 99～100 肖像あり

増沢長作
最近之樺太 76～77 明治18〔1885〕～

【ますだ】

増田亀吉
人物覚書帳 535～537

増田吉五郎
開道五十年記念北海道　再版 284 マスダキチゴロウ 慶応2〔1866〕～
北海道十字之光 135 肖像あり

増田久家
人物覚書帳 165～166

増田佐太郎
自治産業発達誌 516 明治9〔1876〕～

増田宗武
自治産業発達誌 894 明治30〔1897〕～

増田匠作
人物覚書帳 19～20

増田彰
現代札幌人物史 25～26 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 117 マスダアキラ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

増田枡次郎
開道五十年記念北海道 504 明治3〔1870〕～
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増田信吉
自治産業発達誌 113～114 明治15〔1882〕～

増田孫一
北海開発事績　再版 663 マスダマゴイチ 明治6〔1873〕～

増田長人
北海道人名辞書　第二版 117～118 マスダチョウニン 明治19〔1886〕～

増田貞吉
北海道人名辞書　第二版 506 マスダテイキチ 明治13〔1880〕～

増田房吉
樺太及樺太を担う人々 98～99

桝田量
北海道人名辞書　第二版 426 マスダリョウ 明治22〔1889〕～

枡田忠四郎
北海道発達史　第1巻 460～462 嘉永5〔1852〕～

増戸鶴吉
北海道人名辞書　第二版 338～339 マストツルキチ 明治5〔1872〕～ 肖像あり

増永弥三吉
現代札幌人物史 278～279

増永岩吉
札幌紳 録 治 〔 〕 肖像札幌紳士録 247 明治5〔1872〕～ 肖像95

増永仙太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 191～192 明治7〔1874〕～

増野清治郎
函館名士録 244～245 マスノ　セイジロウ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

増本庄太郎
札幌紳士録 248 慶応3〔1867〕～ 肖像94

増本滝蔵
開道五十年記念北海道　再版 480 マスモトタキゾウ

桝谷市三郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 92～95 明治9〔1876〕～ 肖像（92と93の間)

桝谷六右衛門
東北海道の人物 44～46 明治16〔1883〕～

増山平次郎
樺太之豊原 200～201 明治2〔1869〕～

増山白渚
自治産業発達誌 436 明治24〔1891〕～

増山福太郎
北海道人名辞書 407 マスヤマフクタロウ 文久元〔1861〕～
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間瀬喜一
自治産業発達誌 862

間瀬徳雄
自治産業発達誌 425,888 明治24〔1891〕～ 肖像あり

【ま／た行】

俣野大治郎
北海人物評論 59～60 肖像あり（巻頭）

町田宇三郎
開道五十年記念北海道 489 明治14〔1881〕～ 肖像あり
北海道十字之光 110 肖像あり

町田利臣
北海道人名辞書　第二版 507 マチダトシオミ 明治18〔1885〕～

町野トワ子
小樽の人と名勝 121～122

町野清平
北海人物評論 7 慶応3〔1867〕～

町村金弥（マチムラ　キンヤ、安政6〔1859〕～昭和19〔1944〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 104～105 マチムラ　キンヤ
安政6〔1859〕～
昭和19〔1944〕

酪農経営

町村敬貴（マチムラ　ヨシタカ、明治15〔1882〕～昭和44〔1969〕）
北海道畜産功労者写真帖 77 肖像あり

【まつい】

真対富三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 497～498 肖像（巻頭）

松井菊太郎
小樽区実業家百撰立志編 178～179 安政6〔1859〕～ 肖像あり

松井元
人物覚書帳 382 肖像あり

松井源内
後志國要覧 239 安政5〔1858〕～ 肖像(中間頁)

北海道人名辞書 494 マツイゲンナイ
安政5〔1858〕～
大正2〔1913〕

北海道立志編　第2巻 5‐71～73 安政5〔1858〕～ 肖像あり

松井源平
北海道人名辞書　第二版 454～455 マツイゲンペイ 明治20〔1887〕～ 肖像あり

松井正亀
自治産業発達誌 460 明治35〔1902〕～

松井誠一
人物覚書帳 419
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松井宅次郎
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

松井峰蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 194～195 万延元〔1860〕～ 肖像（巻頭）

松井留八
北海道十字之光 122 肖像あり
北海道立志編　第3巻 446～448 万延元〔1860〕～ 肖像あり

松居銓太郎
札幌紳士録 235～236 安政6〔1859〕～

松居六蔵
北海道人名辞書　第二版 572～573 マツイロクゾウ 明治15〔1882〕～

【まつうら】

松浦伊吉
北海道十字之光 190 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 501～502 明治3〔1870〕～ 肖像あり

松浦宇吉
開道五十年記念北海道　再版 544～546 マツウラウキチ 元治元〔1864〕～
郷土を拓く人々 140～143 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 192～193

松浦栄（マツウラ　サカエ、明治33〔1900）～平成2〔1990〕）
代札幌 物史 肖像あり現代札幌人物史 316～317 肖像あり

松浦乙一郎
北海道人名辞書　第二版 376 マツウラオトイチロウ 慶応元〔1865〕～

松浦亀蔵
札幌紳士録 240～241 文久元〔1861〕～ 肖像巻頭

松浦義忠
北海道人名辞書　第二版 115 マツウラヨシタダ 明治25〔1892〕～

松浦熊太郎
北海道十字之光 195 肖像あり

松浦幸寿
北海道人名辞書 578 マツウラコウジュ
北海開発事績　再版 762 マツウラユキトシ 嘉永元〔1848〕～

松浦弘

北の先覚　改訂版 112～121
文政元〔1818〕～
明治21〔1888〕

北海道拓殖功労者旌彰録 575～579
文政元〔1818〕～
明治21〔1888〕

肖像あり

松浦左忠
北海道十字之光 268 肖像あり

松浦作蔵
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自治産業発達誌 338～339 明治29〔1896〕～ 肖像あり

松浦治太郎
自治産業発達誌 151 明治35〔1902〕～

松浦治平
開道五十年記念北海道　再版 544～546 マツウラジヘイ ～明治40〔1907〕
郷土を拓く人々 140～143 天保11〔1840〕～

松浦丑次郎
北海道人名辞書 420 マツウラウシジロウ 嘉永6〔1853〕～

松浦長蔵
北海道人名辞書　第二版 312 マツウラチョウゾウ 明治12〔1879〕～

松浦徹太郎
北海道十字之光 170 肖像あり

松浦島次郎
後志國要覧 190 慶応3〔1867〕～ 肖像(中間頁)

松浦武四郎（マツウラ　タケシロウ、文政元〔1818〕～明治21〔1888〕）

開道五十年記念北海道 14
文政9〔1826〕～
明治21〔1888〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 23 マツウラタケシロウ
文政9〔1826〕～
明治21〔1888〕

函館市功労者小伝 12
文政元〔1818〕～
明治21〔1888〕

肖像あり

函館游寓名士伝 8～9
文政 〔 〕

北海開発事績　再版 361 マツウラタケシロウ
文政9〔1826〕～
明治21〔1888〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 106～107 マツウラ　タケシロウ
文政元〔1818〕～
明治21〔1888〕

北海道の名付け親

北海道人名辞書 681～682 マツウラタケシロウ
文政9〔1826〕～
明治21〔1888〕

北海道人名辞書　第二版 632 マツウラタケシロウ
文政9〔1826〕～
明治21〔1888〕

肖像あり

明治の群像　8　開拓と探検 23～50
文政元〔1818〕～
明治21〔1888〕

松浦又市
北海道十字之光 183 肖像あり

松江鍈五郎
現代札幌人物史 201 明治14〔1881〕～
北海開発事績　再版 471 マツエエイゴロウ 明治14〔1881〕～
北海道医事通覧　前編 45 肖像(巻頭)
北海道人名辞書　第二版 115 マツエエイゴロウ 明治14〔1881〕～

松江吉弥
北海道医事通覧　前編 57～58

【まつお】

松尾栄吉
北海道立志編　第5巻　第二版 195～196 天保6〔1835〕～ 肖像あり
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松尾雅枝
北海道人名辞書 328～329 マツオマサエ 慶応2〔1866〕～

松尾喜三
北海道立志編　第5巻　第二版 190～191 明治元〔1868〕～ 肖像あり

松尾喜助
北海道立志編　第3巻 145～147 元治元〔1864〕～ 肖像あり（144の次）

松尾幸太郎
北海道十字之光 203 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 524～525 マツオコウタロウ 明治14〔1881〕～ 肖像あり

松尾鉱治
樺太及樺太を担う人々 102～103 明治26〔1893〕～ 肖像あり

松尾重寿
樺太及樺太を担う人々 101

松尾仁蔵
北海開発事績　再版 646 マツオニンゾウ 明治11〔1878〕～

松尾増太郎
北海道人名辞書　第二版 439 マツオマスタロウ 明治7〔1874〕～

松尾貞一
北海道立志編　第5巻　第二版 503～504 明治5〔1872〕～ 肖像（巻頭）

松尾徳次郎
物覚書帳人物覚書帳 37

松尾豊次
北海道樺太名士大鑑 50 明治18〔1885〕～ 本文に肖像あり

松尾留太郎
札幌紳士録 237～238 明治元〔1868〕～
札幌之人 214（肖像214） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 135 マツオトメタロウ 明治元〔1868〕～

松大路信充
北海道立志編　第1巻 280～283 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

松岡興八郎
北海道立志編　第2巻 3‐156～158 文政9〔1826〕～

松岡金作
自治産業発達誌 299 明治21〔1887〕～ 肖像あり

松岡隅三

函館名士録 333
拓殖無盡㈱函館支店取
締役社長

松岡源之助
開道五十年記念北海道　再版 174 マツオカゲンノスケ 明治6〔1873〕～
北海道十字之光 21 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 189～190 明治6〔1873〕～ 肖像あり
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松岡正
自治産業発達誌 479 肖像あり

松岡直温
北海道人名辞書 604 マツオカナオヤス 明治8〔1875〕～

松岡万蔵
東北海道人物画伝 34 嘉永元〔1848〕～

松岡与七
自治産業発達誌 39～40 明治36〔1903〕～ 肖像あり

松家円次郎
北海道人名辞書　第二版 312～313 マツカエンジロウ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

松兼淳一
東北海道人物画伝 49 明治11〔1878〕～ 肖像あり
東北海道の人物 304～306 明治11〔1878〕～ 肖像あり

松川嘉太郎
人物覚書帳 124,525～526 明治23〔1890〕～

松川虎太郎
樺太之留多加 48～49 明治3〔1870〕～ 肖像あり（付録の部口

松川重明

北海道人名辞書 682～683 マツカワシゲアキ
享和2〔1802〕～
明治9〔1876〕

松 弁之助（ カ ベ 享和 〔 〕 治 〔 〕）松川弁之助（マツカワ　ベンノスケ、享和2〔1802〕～明治9〔1876〕）

開道五十年記念北海道 12
享和2〔1802〕～
明治9〔1876〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 21～22 マツカワベンノスケ
享和2〔1802〕～
明治9〔1876〕

北の先覚　改訂版 95～102
享和2〔1802〕～
明治9〔1876〕

函館市功労者小伝 27
享和2〔1802〕～
明治9〔1876〕

「松川弁之助重明」で記
載、肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 108～109 マツカワ　ベンノスケ
享和2〔1802〕～
明治9〔1876〕

カラフト漁業と五稜郭工
事

松川留蔵
樺太之留多加 116 明治10〔1877〕～ 肖像あり

松樹武平
北海人物評論 76～77 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

松樹美代治
北海道樺太名士大鑑 101 明治29〔1896〕～ 本文に肖像あり

松樹亮渓
自治産業発達誌 898 明治24〔1891〕～

松木弥郎
北海道立志編　第5巻　第二版 500～501 明治6〔1873〕～

松吉伊三郎
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人物覚書帳 33

松吉小八
小樽区外七郡案内 144 肖像あり

松吉直兵衛
北海開発事績　再版 787 マツキチナオベイ ～明治45〔1912〕

松倉一見
札幌之人 217（肖像217） 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 135～136 マツクラヒトミ 明治10〔1877〕～

松倉松次郎
東北海道人物画伝 11 明治13〔1880〕～ 肖像あり

松倉与次郎
樺太之留多加 18～19 文久3〔1863〕～

【まつざき】

松崎一五郎
開道五十年記念北海道　再版 566～567 ナツザキイチゴロウ 明治17〔1884〕～

松崎栄次
北海道畜産功労者写真帖 79 肖像あり

松崎亀二
自治産業発達誌 877

松崎金蔵松崎金蔵
開道五十年記念北海道 434 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 220～221 マツザキキンゾウ 明治2〔1869〕～

松崎幸治

開道五十年記念北海道　再版 566～567 ナツザキコウジ
嘉永2〔1849〕～
大正3〔1914〕

松崎豪
北海道人名辞書 604～605 マツザキタケシ

松崎順吉
開道五十年記念北海道　再版 531～532 マツザキジュンキチ 安政3〔1856〕～ 二風谷村開祖

松崎禅魯
大泊之沿革と人物 24～25 文久3〔1863〕～ 肖像あり

松崎品治郎
自治産業発達誌 75～76 明治2〔1869〕～

松崎品太郎
開道五十年記念北海道　再版 146 マツザキシナタロウ 明治2〔1869〕～

松崎隆平
北海道人名辞書 134～135 マツザキリュウヘイ 明治4〔1871〕～

松里三次郎
自治産業発達誌 358～359 肖像あり
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松沢伊八

北海開発事績　再版 361～362 マツザワイハチ
天保6〔1835〕～
明治26〔1893〕

北海道人名辞書 465～466 マツザワイハチ
天保6〔1835〕～
明治26〔1893〕

北海道拓殖功労者旌彰録 91～95
天保6〔1835〕～
明治26〔1893〕

肖像あり

北海道立志編　第4巻　増補訂正 88～90
嘉永6〔1853〕～
明治26〔1893〕

肖像（88と89の間)

松沢才馬

北海之商傑 128～129 マツザワサイマ
湯浅貿易取締役、湯浅
綿花監査

松沢辰三郎
札幌紳士録 242 明治元〔1868〕～ 肖像95

松沢得翠
樺太之豊原 216～217 明治12〔1879〕～ 肖像あり

【まつした】

松下熊槌
函館名士録 241～243 マツシタ　クマツチ 安政4〔1857〕～ 肖像あり、函館の元老
北海道人名辞書 326～327 マツシタクマツチ 安政4〔1857〕～
北海道人名辞書　第二版 269～270 マツシタクマツチ 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第2巻 3‐158～161 安政4〔1857〕～ 肖像あり
北海之商傑 207 マツシタクマツチ 函館船渠会社　監査役

松下恵曉
北海道人名辞書 472 マツシタエギョウ 安政元〔1854〕～

松下啓蔵
樺太之留多加 75～76 明治23〔1890〕～

松下高

函館名士録
292,304～
310,328

日魯漁業㈱常務、昭和6
〔1931〕太平洋漁業監査
役、昭和8〔1933〕～9
〔1934〕太平洋漁業取締
役、北海道漁業缶詰㈱
監査役

松下次太郎
開道五十年記念北海道 546 肖像あり

松下次郎助

函館名士録 338
函館競馬倶楽部理事兼
書記長

松下勝一
自治産業発達誌 745～746 明治25〔1892〕～

松下庄松
自治産業発達誌 437 明治31〔1898〕～
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松下松太郎

樺太之留多加 116～117 明治9〔1876〕～
肖像あり、付録の部口絵
にもあり

松下石之助
北海道十字之光 26 肖像あり

松下智曉
北海道人名辞書 472～473 マツシタチギョウ 明治17〔1884〕～

松島喜三郎
北海道立志編　第3巻 440～442 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

松島善太郎
北海開発事績　再版 554 マツシマゼンタロウ 明治10〔1877〕～

松島勝見
北海開発事績　再版 541 マツシマカツミ 明治元〔1868〕～

松代伊兵衛　2代目

開道五十年記念北海道 47
文化5〔1808〕～
明治19〔1886〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 65～66 マツシロイヘエ
文化5〔1808〕～
明治19〔1886〕

函館市功労者小伝 23
文化5〔1808〕～
明治19〔1886〕

肖像あり

北海開発事績　再版 362～363 マツシロイヘエ
文化5〔1808〕～
明治19〔1886〕

北海道開拓功労者関係資料集録 下 110～111 マツシロ イヘエ
文化5〔1808〕～

治 〔 〕
箱館の町年寄北海道開拓功労者関係資料集録　下 110～111 マツシロ　イヘエ

明治19〔1886〕
箱館の町年寄

北海道人名辞書 329 マツシロイヘイ
文化5〔1808〕～
明治19〔1886〕

北海道拓殖功労者旌彰録 35～38
文化5〔1808〕～
明治19〔1886〕

肖像あり

松代源兵衛
北海道立志編　第3巻 444～446 文化13〔1842〕～ 肖像あり

松代孫兵衛

北海道人名辞書 425 マツシロマゴベエ
文化13〔1842〕～
大正3〔1914〕

松代千代吉
北海道人名辞書　第二版 381 マツシロチヨキチ 明治19〔1886〕～

松代徳太郎
北海道人名辞書 424～425 マツシロトクタロウ 明治4〔1871〕～

松代林太郎
北海道人名辞書 329～330 マツシロリンタロウ 明治11〔1878〕～

【まつだ】

松田タカ
北海道人名辞書 328 マツダタカ 天保11〔1840〕～

松田学
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現代札幌人物史 124～125
札幌紳士録 239 安政3〔1856〕～
札幌之人 215（肖像215） 安政3〔1856〕～ 肖像あり
人物覚書帳 110～111
人物評論　第1編 233～240
静浪遺稿 85～86 肖像あり
北海道人名辞書 134 マツダマナブ 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書　第二版 112 マツダマナブ 安政3〔1856〕～

松田楽造
人物覚書帳 333～334

松田季蔵
開道五十年記念北海道 280 明治7〔1874〕～

松田熊吉
北海道人名辞書　第二版 357 マツダクマキチ 明治15〔1882〕～

松田恵了
北海道人名辞書　第二版 544 マツダケイリョウ 明治17〔1884〕～

松田源重
北海道立志編　第1巻 277～279 安政6〔1859〕～

松田虎喜代
札幌紳士録 238 明治7〔1874〕～

松田吾一
北海道人名辞書　第二版 270～271 マツダゴイチ 明治18〔1885〕～

松田幸五郎
開道五十年記念北海道 406 明治元〔1868〕～ 肖像あり

松田寿平
自治産業発達誌 216 肖像あり

松田重蔵
北海道十字之光 136 肖像あり

松田助八
北海道十字之光 43
北海道人名辞書 327～328 マツダスケハチ 明治6〔1873〕～

松田仁助
樺太之豊原 199～200 明治10〔1877〕～

松田仁太郎
大泊之沿革と人物 66～67 明治7〔1874〕～

松田善三郎
人物覚書帳 402～403 明治14〔1881〕～

松田泰次郎
北海道人名辞書 425 マツダタイジロウ 安政元〔1854〕～
北海道人名辞書　第二版 380 マツダタイジロウ 安政元〔1854〕～

松田忠左エ門
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北海道十字之光 119 肖像あり

松田直次郎
北海道立志編　第1巻 275～277 肖像あり

松田定夫
北海道医事通覧　前編 68～69 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 328 マツダサダオ 万延元〔1860〕～

松田伝十郎（マツダ　デンジュウロウ、明和6〔1769〕～没年不詳）
北の先覚　改訂版 57～64 明和6〔1769〕～

松田徳太郎
樺太及樺太を担う人々 174

松田富太郎
北海道人名辞書　第二版 534 マツダトミタロウ 明治12〔1879〕～ 肖像あり

松田武策
自治産業発達誌 26 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 403 マツダブサク 明治18〔1885〕～ 肖像あり

松田文右衛門
北海道人名辞書　第二版 112 マツダブンエモン 明治14〔1881〕～

松田弥太郎
北海道人名辞書　第二版 378 マツダヤタロウ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

松田雄太郎
北海道 名辞書 ダ ウタ ウ 治 〔 〕北海道人名辞書 631～632 マツダユウタロウ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 357 マツダユウタロウ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

松田利三郎
北海開発事績　再版 457 マツダリサブロウ 元治元〔1864〕～

松田留吉
開道五十年記念北海道　再版 212 マツダトメキチ 安政4〔1857〕～

松田令司
北海道人名辞書 327 マツダレイシ 明治8〔1875〕～

松平市三郎
北海之商傑 105～106 マツダイライチサブロウ 日本郵船函館支店長

松平忠明

北海開発事績　再版 360～361 マツダイラタダアキ
明和2〔1765〕～
文化2〔1805〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 112～123 マツダイラ　タダアキ
明和2〔1765〕～
文化2〔1805〕

蝦夷地新政の基礎工作

北海道拓殖功労者旌彰録 545～547
明和2〔1765〕～
文化2〔1805〕

松平直亮（マツダイラ　ナオアキ、慶応元〔1865〕～昭和15〔1940〕）
北海開発事績　再版 356～357 マツダイラナオアキ 慶応元〔1865〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 425～429 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道発達史　第1巻 153～154
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松谷常太朗
北海道立志編　第4巻　増補訂正 97～99 明治9〔1876〕～ 肖像（96と97の間)

松谷鼎吉
函館名士録 293 日魯漁業㈱外事課長

松谷藤吉
小樽区外七郡案内 190～191 肖像あり

松永幸市
樺太及樺太を担う人々 101

松永直治
大泊之沿革と人物 46～47 明治21〔1887〕～ 肖像あり

松永定雄
自治産業発達誌 80～81 肖像あり

松永藤次郎
北海道立志編　第3巻 448～450 ～明治36〔1903〕 肖像あり

松永梅禅
北海道人名辞書 446 マツナガバイゼン 慶応元〔1865〕～

松並弥三郎
樺太之豊原 94～96 明治2〔1869〕～ 肖像あり

松浪平次郎
東北海道人物画伝 82 明治5〔1872〕～ 肖像あり

松野治兵衛
北海道立志編　第4巻　増補訂正 284～285 嘉永元〔1848〕～ 肖像（284と285の間）

松野七十二
北海道人名辞書　第二版 313 マツノナソジ 明治7〔1874〕～

松野梅次郎
東北海道の人物 298～300 明治10〔1877〕～

松橋宇宙
北海道立志編　第4巻　増補訂正 101～103 天保4〔1833〕～ 肖像（100と101の間)

松橋吉之助
札幌紳士録 236 明治8〔1875〕～

松橋重吉
札幌紳士録 236～237 嘉永4〔1851〕～

松橋茂吉郎
東北海道人物画伝 81 安政4〔1857〕～ 肖像あり
東北海道の人物 46～48 安政4〔1857〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 603 マツハシモキチロウ 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第3巻 147～149 安政4〔1857〕～ 肖像あり

松林伊太郎
北海道発達史　第1巻 464～465 明治6〔1873〕～
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【まつばら】

松原久安
東北海道の人物 306～308 明治18〔1885〕～

松原虎次郎
北海道人名辞書　第二版 406 マツバラトラジロウ 慶応2〔1866〕～

松原正
人物覚書帳 355

松原清之助
北海道十字之光 116 肖像あり

松原荘助
北海之商傑 231 マツバラソウスケ 函館海事組合

松原太郎
札幌之人 213（肖像213） 明治20〔1887〕～ 肖像あり

松原長太郎
北海道立志編　第3巻 276～278 文化13〔1842〕～

松原徳治
北海道立志編　第4巻　増補訂正 99～101 安政3〔1856〕～ 肖像（96と97の間)

松原盤竜
静浪遺稿 75～78

松原峰隆松原峰隆
北海道人名辞書　第二版 539 マツバラミネタカ 明治19〔1886〕～

松原良三

北海之商傑 136～137
湯浅貿易小樽支店函館
出張所

松藤幾治
北海道人名辞書　第二版 268～269 マツフジイクジ 明治13〔1880〕～

松前慶広（マツマエ　ヨシヒロ、天文17〔1548〕～元和2〔1616〕）

開道五十年記念北海道　再版 3 マツマエケイヒロ
天文17〔1548〕～
元和2〔1616〕

北の先覚　改訂版 4～12
天文17〔1548〕～
元和2〔1616〕

北海開発事績　再版 325 マツマエヨシヒロ
天文17〔1548〕～
元和2〔1616〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 116～117 マツマエ　ヨシヒロ
天文17〔1548〕～
元和2〔1616〕

松前藩をおこす

北海道人名辞書 681 マツマエヨシヒロ 天文17〔1548〕～

北海道人名辞書　第二版 632～633 マツマエヨシヒロ
天文17〔1548〕～
元和2〔1616〕

肖像あり

松前修広

開道五十年記念北海道 3～4
慶応元〔1865〕～
明治38〔1905〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 3～4 マツマエシュウヒロ
慶応元〔1865〕～
明治38〔1905〕
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北海開発事績　再版 325～326 マツマエシュウヒロ
慶応元〔1865〕～
明治38〔1905〕

北海道人名辞書 445～446 マツマエナガヒロ
慶応元〔1865〕～
明治38〔1905〕

松前譲

北海道人名辞書 466 マツマエユズル
嘉永6〔1853〕～
明治39〔1906〕

松前崇広（マツマエ　タカヒロ、文政12〔1829〕～慶応2〔1866〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 114～115 マツマエ　タカヒロ
文政12〔1815〕～
慶応2〔1866〕

福山城築城

松前徳広（マツマエ　ノリヒロ、弘化元〔1844〕～明治元〔1868〕）

北の先覚　改訂版 131～135
弘化元〔1844〕～
明治元〔1868〕

松前波響
開道五十年記念北海道　再版 4 蠣崎波響
北海道人名辞書 446 マツマエハキョウ 寛政間の人

松丸巳之助
北海道人名辞書 396～397 マツマルミノスケ 嘉永3〔1850〕～

松実喜代太
現代札幌人物史 18～19 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
札幌之人 218（肖像218） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
静浪遺稿 129～131 肖像あり
北海道人名辞書 135 マツミキヨタ 慶応2〔1866〕～
北海道 名辞書 第 版 キ タ 慶応 〔 〕北海道人名辞書　第二版 115 マツミキヨタ 慶応2〔1866〕～

松実彦三郎
北海道樺太名士大鑑 39 明治15〔1882〕～ 本文に肖像あり

松宮石丈
北海道樺太名士大鑑 32 明治7〔1874〕～ 本文に肖像あり

松宮良貞
北海人物評論 117

【まつむら】

松村イマ子
北海道十字之光 71 肖像あり

松村しゅん子
北海道医事通覧　前編 79～80

松村栄吉
北海道人名辞書 132 マツムラエイキチ 明治6〔1873〕～

松村喜兵衛
北海道立志編　第4巻　増補訂正 90～92 文化13〔1842〕～ 肖像（92と93の間)

松村幸次郎
北海道人名辞書 381～382 マツムラコウジロウ 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 311～312 マツムラコウジロウ 明治3〔1870〕～
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松村秀次郎
小樽区外七郡案内 138 肖像あり

松村重次郎
北海道立志編　第2巻 5‐177～179 嘉永元〔1848〕～

松村春吉
北海開発事績　再版 527 マツムラハルキチ 明治19〔1886〕～

松村松年（マツムラ　ショウネン、明治5〔1872〕～昭和35〔1960〕）
札幌紳士録 240 明治5〔1872〕～
札幌之人 216（肖像216） 明治5〔1872〕～ 肖像あり
人物覚書帳 107,163
北海道人名辞書 132 マツムラショウネン 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 114 マツムラショウネン 明治5〔1872〕～

松村逝二
北海道人名辞書　第二版 573 マツムラセイジ 明治21〔1887〕～

松村長造
北海之商傑 293 マツムラチョウゾウ 大和鉱業会社監査役

松村米造
北海人物評論 13～14

松村与三郎
北海開発事績　再版 469 マツムラヨサブロウ 明治19〔1886〕～
北海道人名辞書　第二版 114 マツムラヨサブロウ 明治19〔1886〕～

松村留次郎　→　松村留治郎も見よ
北海道十字之光 261 肖像あり
北海道立志編　第3巻 149～151 安政4〔1857〕～ 肖像あり（152の次）

松村留治郎　→　松村留次郎も見よ
開道五十年記念北海道 699～670 安政4〔1857〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 74 安政4〔1857〕～ 肖像あり

【まつもと】

松元勢蔵
北海之商傑 74 三井銀行

松元伝吉
自治産業発達誌 73～74 明治17〔1884〕～

松本ハ津
北海道人名辞書 330 マツモトハツ 天保12〔1841〕～

松本たつ子
北海道医事通覧　前編 87 肖像(巻頭)

松本栄
北海道人名辞書 432 モツモトサカエ 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書　第二版 380 マツモトサカエ 明治14〔1881〕～

松本栄一
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自治産業発達誌 817 明治27〔1894〕～

松本栄三郎
人物覚書帳 99

松本栄助
北海道人名辞書　第二版 212 マツモトエイスケ 明治元〔1868〕～

松本可武子
北海道立志編　第4巻　増補訂正 290～291 天保元〔1830〕～

松本菊次郎
北海道発達史　第1巻 462～463 文久2〔1862〕～

松本菊次郎　初代
現代札幌人物史 28
札幌紳士録 246～247 慶応3〔1867〕～
札幌之人 220（肖像220） 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
人物評論　第1編 21～37
北海道人名辞書 133～134 マツモトキクジロウ 慶応3〔1867〕～

松本菊次郎　二代目
現代札幌人物史 65～66

松本五朔
北海道発達史　第1巻 463～464 明治4〔1871〕～

松本幸吉
自治産業発達誌 186 明治14〔1881〕～ 肖像あり

松本剛
樺太之留多加 肖像（巻頭） 樺太庁留多加支庁長

松本剛太郎
現代札幌人物史 310 明治23〔1890〕～
北海道人名辞書　第二版 112～113 マツモトコウタロウ 明治23〔1890〕～

松本国衛
自治産業発達誌 43 明治39〔1906〕～ 肖像あり

松本今次郎
北海道人名辞書 617 マツモトイマジロウ 安政5〔1858〕～

松本寿太夫
函館游寓名士伝 25～26

松本脩
北海道樺太名士大鑑 3（肖像） 北海道拓殖銀行頭取

松本修
現代札幌人物史 26～28 明治11〔1878〕～

松本秀壮
北海道人名辞書　第二版 113～114 マツモトヒデモリ 明治9〔1876〕～

松本十郎（マツモト　ジュウロウ、天保10〔1839〕～大正5〔1916〕）
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開道五十年記念北海道 11～12
天保10〔1839〕～
大正5〔1916〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 20～21 マツモトジュウロウ
天保10〔1839〕～
大正7〔1918〕

北海開発事績　再版 385 マツモトジュウロウ
天保10〔1839〕～
大正5〔1916〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 118～119 マツモト　ジュウロウ
天保10〔1839〕～
大正5〔1916〕

開拓判官

北海道人名辞書 683～684 マツモトジュウロウ 天保10〔1839〕～
北海道人名辞書　第二版 631～632 マツモトジュウロウ 天保10〔1839〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 109～112
天保10〔1839〕～
大正5〔1916〕

肖像あり

松本初太郎
樺太之豊原 198～199 明治15〔1882〕～ 肖像(巻頭)

松本庄吉
開道五十年記念北海道　再版 362 マツモトショウキチ 万延元〔1860〕～

松本丞市
樺太之留多加 19～20 明治22〔1889〕～

松本信介
自治産業発達誌 549 明治26〔1893〕～

松本信蔵
開道五十年記念北海道　再版 199 マツモトシンゾウ 明治18〔1885〕～

松本信造
北海道 名辞書 ゾウ 治 〔 〕北海道人名辞書 446～447 マツモトシンゾウ 明治18〔1885〕～

松本清之丞
北海道人名辞書　第二版 478～479 マツモトセイノジョウ 明治17〔1884〕～

松本善吉
樺太之留多加 77～78 明治21〔1887〕～ 肖像あり

松本荘一郎（マツモト　ソウイチロウ、嘉永元〔1848〕～明治36〔1903〕）

北海開発事績　再版 363～364 マツモトソウイチロウ
嘉永元〔1848〕～
明治36〔1903〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 120～121 マツモト　ソウイチロウ
嘉永元〔1848〕～
明治36〔1903〕

幌内鉄道建設

北海道拓殖功労者旌彰録 207～210
嘉永元〔1848〕～
明治36〔1903〕

肖像あり

松本知三郎
北海道発達史　第1巻 467～468 明治3〔1870〕～

松本丑之助
開道五十年記念北海道 465 万延元〔1860〕～ 肖像あり
札幌紳士録 245～246 万延元〔1860〕～ 肖像92
北海道人名辞書 133 マツモトウシノスケ 万延元〔1860〕～

松本貞七
北海道人名辞書　第二版 501 マツモトサダシチ 明治20〔1887〕～

松本謄四郎
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札幌紳士録 242～245 嘉永4〔1851〕～ 肖像94
札幌之人 219（肖像219） 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 132～133 マツモトトウシロウ 寛永4〔1627〕～
北海道人名辞書　第二版 113 マツモトトウシロウ 嘉永4〔1851〕～

松本比作
開道五十年記念北海道 253 明治4〔1871〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 403～404 マツモトシサク 明治4〔1871〕～

松本文太郎
樺太之留多加 76～77 明治17〔1884〕～

松本兵治郎
北海開発事績　再版 633 マツモトヘイジロウ 明治9〔1876〕～

松本弥次郎
北海道人名辞書　第二版 269 マツモトヤジロウ 元治元〔1864〕～ 肖像あり

松本弥郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

松本勇吉
北海道人名辞書　第二版 357 マツモトユウキチ 明治13〔1880〕～ 肖像あり

松本勇次郎
北海道人名辞書　第二版 470 マツモトユウジロウ 明治元〔1868〕～

松本頼祐
北海道立志編　第5巻　第二版 498～499 天保12〔1841〕～

松本隆
人物覚書帳 379 肖像あり

松本竜蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 502～503 安政5〔1858〕～ 肖像（巻頭）

松本良七
函館名士録 293 日魯漁業㈱監査役

松本良太郎
北海道立志編　第3巻 268 肖像のみ268の次にあり

松屋金治
北海道人名辞書 433～434 マツヤキンジ 安政元〔1854〕～

松山義純
北海道人名辞書 327 マツヤマヨシスミ 明治14〔1881〕～

松山菊次郎
北海道人名辞書　第二版 313 マツヤマキクジロウ 明治4〔1871〕～ 肖像あり

松山吉三郎
北海道人名辞書 327 マツヤマキチサブロウ 明治18〔1885〕～

松山金次郎
自治産業発達誌 434 明治25〔1892〕～ 肖像あり
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松山公平
北海道十字之光 257 肖像あり

松山正雄
自治産業発達誌 342～343 明治32〔1899〕～ 肖像あり

松山清
現代札幌人物史 248～249 明治15〔1882〕～ 肖像あり

松山亮
東北海道の人物 31～33 明治28〔1895〕～

松山廉
函館名士録 320 ㈱函館運送社取締役

的場岩太郎
樺太及樺太を担う人々 99 明治元〔1868〕～
樺太人物大観 182～184 実業家
樺太之豊原 270～271 明治元〔1868〕～ 肖像あり

【ま／な～や行】

間中令三郎
現代札幌人物史 249～250 明治17〔1884〕～

真鍋宇三郎

北海道人名辞書 136 マナベウサブロウ
元治元〔1864〕～
大正2〔1913〕

真鍋喜三郎
現代札幌人物史 277～278 肖像あり
北海道発達史　第1巻
北海道立志編　第5巻　第二版 196～198 明治10〔1877〕～ 肖像あり

真鍋浜三郎
北海開発事績　再版 456 マナベハマサブロウ 文久2〔1862〕～
北海道十字之光 57 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 119 マナベハマサブロウ 文久2〔1862〕～

北海道立志編　第4巻　増補訂正 95～97 文久2〔1862〕～
肖像（92と93の間) 家族
写真と思われる

真野静之助
北海道人名辞書 330 マノセイノスケ 明治9〔1876〕～

馬淵民三郎
札幌之人 184（肖像184） 明治8〔1875〕～ 肖像あり

間宮修治
現代札幌人物史 30～31 明治14〔1881〕～
人物覚書帳 331～332 明治14〔1881〕～

間宮林蔵（マミヤ　リンゾウ、安永4〔1775〕～天保15〔1844〕）

北の先覚　改訂版 49～56
安永9〔1780〕～
弘化元〔1844〕

北海開発事績　再版 364 マミヤリンゾウ 安永4〔1775〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 122～123 マミヤ　リンゾウ
安永9〔1780〕～
弘化元〔1844〕

間宮海峡の発見
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北海道拓殖功労者旌彰録 559～562 ～弘化元〔1844〕 肖像あり

真弓広美
札幌紳士録 232～234 安政元〔1854〕～
北海人物評論 54 安政元〔1854〕～

【ま／ら行～ん】

麻里英三
小樽区外七郡案内 115 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり
北海人物評論 5～6

丸井基
自治産業発達誌 364 明治36〔1903〕～

丸井正助
北海道立志編　第1巻 279～280 肖像あり

丸一左門
人物覚書帳 301,401～402

丸尾鈷六
北海道人名辞書　第二版 118 マルオコロク 明治21〔1887〕～

マルキ（ERNESTINE　MARQUIS）
函館名士録 29～30 エルネスチヌ　マルキ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

円子喜四郎
自治産業発達誌 524～525 明治21〔1887〕～ 肖像あり

丸谷金次郎
北海道人名辞書　第二版 270 マルヤキンジロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

丸谷武松

北海道立志編　第4巻　増補訂正 287～290 安政3〔1856〕～
肖像（288と289の間 ) 妻
の写真もあり

円山抱石
函館游寓名士伝 5～6

丸山秀一
自治産業発達誌 540～541 明治17〔1884〕～

丸山秀海
東北海道人物画伝 15 安政2〔1855〕～ 肖像あり

丸山進
樺太及樺太を担う人々 100～101

丸山斉
自治産業発達誌 384 明治38〔1905〕～ 肖像あり

丸山直次郎

東北海道人物画伝 22 嘉永元〔1848〕～
写真では「丸山直治郎」
と表記

丸山文三郎
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北海道十字之光 258 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 587～588 マルヤマブンザブロウ 明治元〔1868〕～

丸山茂十郎
北海道人名辞書　第二版 339 マルヤマシゲジュウロウ 明治8〔1875〕～

丸山浪弥（マルヤマ　ナミヤ、明治4〔1871〕～昭和19〔1944〕）
現代札幌人物史 21～23 明治4〔1871〕～ 肖像あり
静浪遺稿 25～26 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 6 明治4〔1871〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書 484 マルヤマナミヤ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 442 マルヤマナミヤ 明治4〔1871〕～ 肖像あり

万沢晋
開道五十年記念北海道 639 明治7〔1874〕～ 肖像あり
人物評論　第1編 88～98
東北海道人物画伝 45 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 748 マンサワススム 明治7〔1874〕～
北海道十字之光 266 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 358 マンサワススム 明治7〔1874〕～ 肖像あり

《み》

【み／あ行】

三浦逸之助
北海人物評論 78 肖像あり北海人物評論 78 肖像あり

三浦宇三郎
北海道人名辞書 573 ミウラウサブロウ 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書　第二版 165 ミウラウサブロウ 明治16〔1883〕～ 肖像あり

三浦栄一
東北海道人物画伝 55 明治7〔1874〕～ 肖像あり

三浦義雄
北海道人名辞書 573 ミウラヨシオ 明治5〔1872〕～

三浦吉四郎
北海道人名辞書 144 ミウラキチシロウ 明治7〔1874〕～
北海道人名辞書　第二版 164 ミウラキチシロウ 明治7〔1874〕～ 肖像あり

三浦吉松
自治産業発達誌 508 明治29〔1896〕～ 肖像あり

三浦忻郎
北海道人名辞書 382～383 ミウラキンロウ 安政5〔1858〕～

三浦粂次郎　→　三浦粂太郎も見よ
北海道立志編　第5巻　第二版 556～557 明治8〔1875〕～ 肖像あり

三浦粂太郎　→　三浦粂次郎も見よ
北海道発達史　第1巻 639～642 明治8〔1875〕～

三浦敬吉
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人物覚書帳 115

三浦元碩
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

三浦源治
開道五十年記念北海道　再版 251 ミウラゲンジ 明治13〔1880〕～

三浦玄三

函館名士録 257,304～310 ミウラ　ゲンゾウ 明治16〔1883〕～

肖像あり、昭和6〔1931〕
太平洋漁業取締役支配
人、昭和7〔1932〕～9
〔1934〕太平洋漁業取締

三浦佐一郎
北海道立志編　第2巻 5‐105～107 文久3〔1863〕～ 肖像あり

三浦作太郎
自治産業発達誌 316 明治12〔1879〕～

三浦重吉
北海道人名辞書　第二版 521 ミウラジュウチチ 元治元〔1864〕～

三浦淳次郎
北海道人名辞書　第二版 343～344 ミウラチュウジロウ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

三浦純一
北海道立志編　第3巻 523～525 安政2〔1855〕～ 肖像あり

浦助三浦助七
北海道発達史　第1巻 577～578 元治元〔1864〕～

三浦勝蔵
自治産業発達誌 192～193 肖像あり

三浦庄作
北海道十字之光 151 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 468 ミウラショウサク

三浦昌次郎
開道五十年記念北海道 547 肖像あり

三浦常松
樺太之豊原 219～220

三浦新次郎
樺太之豊原 262～263 肖像あり

三浦正忠
北海道人名辞書 331 ミウラマサタダ 文久元〔1861〕～

三浦卓爾
樺太及樺太を担う人々 183

三浦長蔵
開道五十年記念北海道　再版 55 ミウラチョウゾウ 明治4〔1871〕～
現代札幌人物史 345 明治4〔1871〕～ 肖像あり

582 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

三浦定吉
自治産業発達誌 746 肖像あり

三浦藤吉
自治産業発達誌 407 明治44〔1911〕～ 肖像あり

三浦寅平
人物覚書帳 92

三浦繁松
東北海道人物画伝 46 明治11〔1878〕～ 肖像あり

三浦繁八
北海道立志編　第5巻　第二版 553～554 明治2〔1869〕～ 肖像あり

三浦勇五郎
自治産業発達誌 38～39 明治9〔1876〕～ 肖像あり

三浦勇太郎
北海道人名辞書　第二版 164～165 ミウラユウタロウ 明治6〔1873〕～

三浦祐智
自治産業発達誌 211 明治40〔1907〕～ 肖像あり

【み／か行】

三上音槌

北海道人名辞書 第二版 644 ミカミオトツチ
慶応元〔1865〕～

北海道人名辞書　第二版 644 ミカミオトツチ
大正11〔1922〕

三上岩蔵
開道五十年記念北海道 623 安政5〔1858〕～ 肖像あり

三上吉太郎
開道五十年記念北海道 510 安政5〔1858〕～ 家族写真

三上実
北海道樺太名士大鑑 136 明治35〔1902〕～ 本文に肖像あり

三上重蔵
開道五十年記念北海道　再版 396～397 ミカミジュウゾウ 明治8〔1875〕～ 様似漁業界権威

三上純一
自治産業発達誌 708 明治21〔1887〕～ 肖像あり

三上丈右衛門
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（308と309の間）

三上常和
北海道人名辞書　第二版 498～499 ミカミツネトモ 安政6〔1859〕～

三上善六
自治産業発達誌 158 明治43〔1910〕～ 肖像あり

三上直兵衛
北海人物評論 90 肖像あり
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北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（308と309の間）

三上繁八
北海道人名辞書　第二版 509 ミカミシゲハチ 安政6〔1859〕～
北海道立志編　第1巻 390～391 安政6〔1859〕～

三上房吉
北海道人名辞書　第二版 286 ミカミフサキチ 明治元〔1868〕～

三上末吉
開道五十年記念北海道 393 天保11〔1840〕～ 肖像あり

三上留吉
北海道立志編　第2巻 5‐120～122 文化13〔1842〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 208～211 文化13〔1842〕～ 肖像（208と209の間）

三木五平
自治産業発達誌 215～216 明治23〔1890〕～ 肖像あり

三木七郎右衛門
北海人物評論 23 嘉永5〔1852〕～

三木勝太郎
自治産業発達誌 560 明治11〔1878〕～ 肖像あり

三木定次郎
北海道十字之光 189 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 561～562 万延元〔1860〕～ 肖像あり

木隆太郎三木隆太郎
北海道人名辞書　第二版 169 ミキリュウタロウ 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

右野喜三郎
北海道立志編　第3巻 191～192 明治11〔1878〕～ 肖像あり

三国重四郎
北海道人名辞書　第二版 169～170 ミクニジュウシロウ 明治14〔1881〕～

御厨三郎
北海道人名辞書 515 ミクリヤサブロウ 慶応3〔1867〕～

御子柴五百彦
北海道人名辞書 420～421 ミコシバイホヒコ 安政元〔1854〕～

御子柴俊平
人物覚書帳 370

【み／さ行】

三坂亥吉
北海道人名辞書 331 ミサカイキチ 文久3〔1863〕～

三崎留太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 264～265 慶応3〔1867〕～

美里安達
北海道人名辞書　第二版 172 ミサトヤスサト 明治11〔1878〕～
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三沢寛一
自治産業発達誌 741～742 肖像あり

三沢貫之助
自治産業発達誌 245～246

三沢松偃
札幌之人 287（肖像287） 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 144 ミサワショウエン 安政6〔1859〕～

三沢新之助
自治産業発達誌 736 明治19〔1886〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 113 明治19〔1886〕～ 本文に肖像あり

三沢梅吉
北海開発事績　再版 605 ミサワウメキチ 慶応3〔1867〕～

三品たけ子
北海道医事通覧　前編 75～76 肖像(巻頭)

三品昌光
大泊之沿革と人物 131～132 明治22〔1889〕～
樺太之豊原 205～206 明治22〔1889〕～ 肖像(巻頭)

三島桂五郎
北海道人名辞書　第二版 576 ミシマケイゴロウ 明治12〔1879〕～

三島常盤（ミシマ　トキワ、安政元〔1854〕～昭和16〔1941〕）
代札幌 物史 安政 〔 〕現代札幌人物史 177～178 安政元〔1854〕～

札幌紳士録 340～341 安政元〔1854〕～ 肖像103
静浪遺稿 67～69 肖像あり
北海開発事績　再版 442 ミシマツネイワ 安政元〔1854〕～
北海道人名辞書 143 ミシマトキワ 安政元〔1854〕～

水落安太郎
開道五十年記念北海道　再版 9 ミズオチヤスタロウ 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書 142 ミズオチヤスタロウ 明治13〔1880〕～

水落寅松
東北海道の人物 428～430 明治5〔1872〕～ 肖像あり

水落与左衛門

開道五十年記念北海道　再版 7～9 ミズオチヨサエイモン
文化13〔1842〕～
明治44〔1911〕

水上才次郎
自治産業発達誌 599 肖像あり

水上政治
北海道十字之光 200
北海道人名辞書　第二版 497～498 ミズカミマサハル 明治6〔1873〕～

水上正広
人物覚書帳 334～335

水上善之助
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開道五十年記念北海道　再版 400 ミズガミゼンノスケ 嘉永3〔1850〕～

水上兵次郎

北海道立志編　第5巻　第二版 273～274 天保8〔1837〕～
肖像では「水上兵四郎」
と表記

水口栄三郎
開道五十年記念北海道 590 元治元〔1864〕～ 肖像あり

水口才次郎
北海道人名辞書 333～334 ミズグチサイジロウ 文久2〔1862〕～

水口常吉
東北海道人物画伝 60 明治20〔1887〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 266～268 文久元〔1861〕～ 肖像あり（264の次）

水口忠太郎
北海道立志編　第2巻 3‐203～204 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

水口力松
自治産業発達誌 14～15 安政6〔1859〕～ 肖像あり

水越金蔵
自治産業発達誌 194～195 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

水越浩太郎
北海道立志編　第1巻 391～392 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

水越実美
樺太 樺太を担う樺太及樺太を担う人々 138～139

水越正雄
北海道十字之光 113

水越理庸
静浪遺稿 47～48 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 171～172 ミズコシリョウ 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海之商傑 264～265 北海道拓殖銀行頭取

水沢豊次郎
自治産業発達誌 173～174 明治19〔1886〕～

水科吉郎
北海道人名辞書　第二版 343 ミズシナキチロウ 明治17〔1884〕～

水島啓輔
現代札幌人物史 57～58 明治18〔1885〕～ 肖像あり
人物覚書帳 152

水島健三（ミズシマ　ケンゾウ、明治39〔1906〕～昭和59〔1984〕）
北海道で成功した人々 303～310

水谷嘉一郎
北海道人名辞書 587～589 ミズタニカイチロウ 万延元〔1860〕～

水谷喜三
北海開発事績　再版 764 ミズタニキゾウ 明治3〔1870〕～
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北海道人名辞書　第二版 561～562 ミズタニキゾウ 明治3〔1870〕～

水谷喜次郎
現代札幌人物史 164 明治23〔1890〕～

水谷実明
自治産業発達誌 783 肖像あり

水谷新次郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 213～215 文久2〔1862〕～ 肖像（216と217の間）

水谷藤三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 557～558 安政3〔1856〕～

水谷逞三
開道五十年記念北海道 552 明治4〔1871〕～ 肖像あり

水永毅
樺太及樺太を担う人々 133 明治23〔1890〕～
樺太人物大観 289～290 パルプ界の人物

【みずの】

水野音吉
後志國要覧 163 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書 515 ミズノオトキチ 慶応3〔1867〕～

水野岩三郎
開道五十年記念北海道　再版 184～185 モズノイワサブロウ 明治11〔1878〕～

水野喜代治
開道五十年記念北海道　再版 542～543 ミズノキヨジ 嘉永3〔1850〕～

郷土を拓く人々 137～139 嘉永3〔1850〕～
肖像あり、「水野喜代次」
と表記

北海道立志編　第5巻　第二版 565～567 嘉永3〔1850〕～

水野義郎
北海人物評論 128
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 125～130 天保12〔1841〕～ 数は第一編のもの
北海道立志編　第2巻 4‐155～157 天保12〔1841〕～ 肖像あり

水野吉兵衛
北海道人名辞書　第二版 575 ミズノキチベイ 明治20〔1887〕～ 肖像あり

水野久蔵
北海道人名辞書　第二版 594～595 ミズノキュウゾウ 明治18〔1885〕～

水野健次
樺太及樺太を担う人々 134

水野綱吉
樺太及樺太を担う人々 174
樺太人物大観 117～120 町村長
最近之樺太 6 肖像あり

水野実三郎
北海道発達史　第1巻 575～577 明治4〔1871〕～

587 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

水野新作
樺太之豊原 221 明治18〔1885〕～

水野成美

開道五十年記念北海道　再版 30 ミズノナリミ
明治16〔1883〕～
大正9〔1920〕

水野藤吉
北海道立志編　第2巻 4‐151～152 安政5〔1858〕～

水野八郎
大泊之沿革と人物 140～141 明治6〔1873〕～

水野豊次郎
北海道人名辞書　第二版 489 ミズノトヨジロウ 明治元〔1868〕～

水野良雄
北海道人名辞書　第二版 491 ミズノヨシオ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

水原源蔵
北海開発事績　再版 454 ミズハラゲンゾウ 明治12〔1879〕～

水原寅蔵

北海開発事績　再版 454 ミズハラトラゾウ
文久元〔1861〕～
明治32〔1899〕

「水原寅三」と表記

北海道立志編　第2巻 3‐10～14
安政元〔1854〕～
明治32〔1899〕

肖像あり

水間水間一人
人物覚書帳 370

水山祐徳
北海道人名辞書　第二版 171 ミズヤマスケノリ 明治10〔1877〕～

溝江静枝子
北海道医事通覧　前編 85 肖像(巻頭)

溝江定一
東北海道人物画伝 29 明治2〔1869〕～ 肖像あり

溝口鎌太郎
自治産業発達誌 444～445 明治19〔1886〕～

溝口孝弥
函館名士録 320 ㈱函館運送社庶務課長

【み／た行】

三田義正
開道五十年記念北海道 108 肖像あり
北海道人名辞書 331～332 ミタヨシマサ 文久元〔1861〕～

三田久兵衛
北海道立志編　第2巻 3‐205～207 天保5〔1834〕～ 肖像あり

三田道次郎
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開道五十年記念北海道 686 慶応2〔1866〕～
東北海道の人物 426～427 慶応3〔1867〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 107 肖像あり

三田寅吉
現代札幌人物史 192～193 慶応3〔1867〕～

三田巳三
北海道立志編　第2巻 3‐198～200 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

【みたに】

三谷源次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 564～565 明治15〔1882〕～

三谷重治
北海道発達史　第1巻 586
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

三谷淳次郎
北海道発達史　第1巻 586

三谷清蔵
北海開発事績　再版 792 ミタニセイゾウ

三谷清徳
北海人物評論 124
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

北海道人名辞書 223 ミタニセイトク
文久2〔1862〕～
大 〔 〕

北海道人名辞書 223 ミタニセイトク
大正2〔1913〕

三谷忠義
人物覚書帳 306～307

三谷鉄蔵
開道五十年記念北海道 244 嘉永2〔1849〕～

三谷登
自治産業発達誌 20～21 肖像あり

三谷彦三郎
北海道発達史　第1巻 582～587
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

三谷涼次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

三田村嘉作
東北海道の人物 86～87 明治8〔1875〕～ 肖像あり

三田村孝吉
札幌紳士録 337～338 明治6〔1873〕～ 肖像105
札幌之人 284（肖像284） 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 168 ミタムラコウキチ 明治6〔1873〕～

三田村多仲
北海道医事通覧　前編 42
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北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 121～124 天保10〔1839〕～ 数は第一編のもの
北海道人名辞書 142 ミタムラタチウ 天保9〔1838〕～

御手洗正人
東北海道の人物 434～436 明治10〔1877〕～
北海道人名辞書　第二版 221 シタライマサト 明治10〔1877〕～

道川清雄
札幌紳士録 341～342 明治4〔1871〕～ 肖像96
札幌之人 290（肖像290） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 144～145 ミチカワキヨオ 明治4〔1871〕～

道幸春雨
函館游寓名士伝 26～27

【みつい】

三井玉三郎
東北海道人物画伝 71 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 518～519 安政6〔1859〕～ 肖像あり（514の次）

三井金平
北海道立志編　第3巻 195～196 肖像あり（192の次）

三井幸吉
樺太之豊原 124～125 明治13〔1880〕～ 肖像あり

三井助四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 560～561 安政5〔1858〕～ 肖像あり

三井専次郎
人物覚書帳 112

三井藤太郎
樺太及樺太を担う人々 139
樺太人物大観 204～205 実業家

三井徳宝
人物覚書帳 570 肖像あり
東北海道人物画伝 5 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 495 ミツイトクホウ 明治8〔1875〕～
北海道十字之光 226
北海道人名辞書 616 ミツイトクホウ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 575～576 ミツイトクホウ 明治8〔1875〕～ 三井篤宝、肖像あり
北海之商傑 251 北辰社　共同経営者

三井八郎右衛門　8代目（ミツイ　ハチロウエモン、文化5〔1808〕～明治18〔1885〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 124～125 ミツイ　ハチロウエモン
文化5〔1808〕～
明治18〔1885〕

開拓使兌換証券発行

三井八郎右衛門　10代目
北海開発事績　再版 373～374 ミツイハチロウウエモン 安政4〔1857〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 297～300 安政4〔1857〕～

三井武光
自治産業発達誌 249 肖像あり
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三井米松
人物覚書帳 326～327

満岡竜太郎
北海道人名辞書　第二版 173 ミツオカリョウタロウ 明治4〔1871〕～

三ツ木為吉
開道五十年記念北海道 738 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

三ツ木粂造
自治産業発達誌 458～459 明治40〔1907〕～

三次留吉
東北海道人物画伝 68 文久元〔1861〕～ 肖像あり

光沢義男 「光沢義雄」と表記
大泊之沿革と人物 122 明治15〔1882〕～ 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 135
樺太人物大観 279～286 パルプ界の人物
樺太之豊原 125～126 明治15〔1882〕～ 肖像あり

光田松太郎
北海道発達史　第1巻 570～571 明治4〔1871〕～

光富松衛
自治産業発達誌 903 明治12〔1879〕～

三ツ橋徳次郎
北海道立志編　第3巻 196～199 安政4〔1857〕～ 肖像あり

三嘴新蔵
北海道立志編　第3巻 521～523 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり（518の次）

三股梅吉
札幌之人 288（肖像288） 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道医事通覧　前編 36 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 144 ミツマタウメキチ 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書　第二版 173～174 ミツマタウメキチ 明治13〔1880〕～

三戸卓助
北海道人名辞書　第二版 169 ミトタクスケ 明治20〔1887〕～

水戸部日出吉
樺太及樺太を担う人々 136 明治4〔1871〕～ 肖像あり
樺太人物大観 311～314 町村会議員
樺太之豊原 126～127 明治4〔1871〕～ 肖像あり

御友重徳
北海道人名辞書 221 ミトモシゲノリ 明治3〔1870〕～

緑川長松
北海道人名辞書　第二版 486～487 ミドリカワチョウマツ 明治2〔1869〕～

【み／な行】

湊純治
北海道人名辞書　第二版 172 ミナトジュンジ 明治11〔1878〕～
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湊友松
北海道人名辞書 383 ミナトトモマツ 明治6〔1873〕～

【みなみ】

南栄一
北海道立志編　第4巻　増補訂正 134～145 慶応2〔1866〕～ 肖像（144と145の間)

南佐之松
開道五十年記念北海道　再版 399 ミナミサノマツ 慶応元〔1865〕～

南才次郎
北海道発達史　第1巻
北海道立志編　第5巻　第二版 555～556 明治16〔1883〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 360 明治6〔1873〕～ 肖像あり

南三次郎
北海道発達史　第1巻 566～568 明治6〔1873〕～

南新
東北海道の人物 443～445 明治11〔1878〕～ 肖像あり

南鷹次郎（ミナミ　タカジロウ、安政6〔1859〕～昭和11〔1936〕）
現代札幌人物史 10～12 安政6〔1859〕～ 肖像あり
札幌紳士録 343 安政6〔1859〕～ 写真101肖像
札幌之人 291（肖像291） 安政6〔1859〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 126～127 ミナミ　タカジロウ
安政6〔1859〕～
昭和11〔1936〕

北海道帝国大学2代目
総長

北海道 名辞書 タカジ ウ 安政 〔 〕北海道人名辞書 140～141 ミナミタカジロウ 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書　第二版 170～171 ミナミタカジロウ 安政6〔1859〕～
北海道立志編　第1巻 393～395 肖像あり

南弥太郎
小樽区外七郡案内 231 万延元〔1860〕～

南弥八郎
北海道人名辞書　第二版 520 ミナミヤハチロウ 文久2〔1862〕～ 肖像あり

南勇太郎
函館名士録 260～261 ミナミ　ユウタロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

南雄三
北海道人名辞書　第二版 193 ミナミユウゾウ 明治11〔1878〕～

南出岩吉
自治産業発達誌 92 明治13〔1880〕～ 肖像あり

南野三郎
小樽の人と名勝 79～80 明治6〔1873〕～
人物覚書帳 123～124

南野小次郎
北海道人名辞書　第二版 90 ノオノコジロウ 明治3〔1870〕～

峰和衛
自治産業発達誌 412～413 肖像あり
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峰次吉郎
北海道人名辞書 609～610 ミネツグキチロウ 慶応2〔1866〕～

峰木銀次郎
北海道人名辞書　第二版 320 ミネキギンジロウ 明治12〔1879〕～

峰廻英男
自治産業発達誌 884

三野外良雄
現代札幌人物史 203 明治34〔1901〕～

三野昌平
札幌紳士録 338～339 安政元〔1854〕～
札幌之人 285（肖像285） 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 143 ミノショウヘイ 安政5〔1858〕～

三野倫次郎
札幌之人 286（肖像286） 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 144 ミノリンジロウ 明治8〔1875〕～

蓑浦清
函館名士録 258～259 ミノウラ　キヨシ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

箕浦直蔵
北海道人名辞書　第二版 404 ミノウラナオゾウ 明治14〔1881〕～

簑 南兵衛簑田南兵衛
開道五十年記念北海道　再版 426 ミノタナンベイ 明治元〔1868〕～

美濃部俊吉（ミノベ　シュンキチ、明治2〔1869〕～昭和20〔1945〕）
現代札幌人物史 25～26 明治2〔1869〕～
札幌紳士録 341 明治2〔1869〕～ 肖像104
札幌之人 289（肖像289） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
静浪遺稿 31～32
北海開発事績　再版 374～375 ミノベシュンキチ 明治2〔1869〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 128～129 ミノベ　シュンキチ
明治2〔1869〕～
昭和20〔1945〕

北海道拓殖銀行頭取

北海道人名辞書 141～142 ミノベシュンキチ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 651 ミノベシュンキチ 明治2〔1869〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 481～483 明治2〔1869〕～ 肖像あり

箕輪魯黨
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（308と309の間）
北海道立志編　第2巻 3‐211～213 文久3〔1863〕～ 肖像あり

【み／は～ま行】

三橋寛五郎
自治産業発達誌 400 明治23〔1890〕～

三橋幸太郎
自治産業発達誌 275～276 明治21〔1887〕～

三橋弘
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樺太及樺太を担う人々 133～134 肖像あり

三橋国吉
札幌之人 282（肖像283） 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

三橋政之
開道五十年記念北海道 364 嘉永4〔1851〕～

北海開発事績　再版 371 ミハシマサユキ
嘉永元〔1848〕～
明治29〔1896〕

三橋正之

北海道拓殖功労者旌彰録 255～259
嘉永元〔1848〕～
明治29〔1896〕

肖像あり

三林尊護
北海道樺太名士大鑑 159 慶応2〔1866〕～ 本文に肖像あり

三橋藤太郎
自治産業発達誌 936
北海道樺太名士大鑑 64 明治31〔1898〕～ 本文に肖像あり

三橋徳三郎
北海道樺太名士大鑑 164 明治25〔1892〕～ 本文に肖像あり

三橋徳市
北海道立志編　第5巻　第二版 559～560 明治8〔1875〕～ 肖像あり

三原ヤイ子
開道五十年記念北海道　再版 272 ミハラヤイコ

三原梓
人物覚書帳 94～95

三原儀三郎

開道五十年記念北海道　再版 271 ミハラギサブロウ
安政5〔1858〕～
明治44〔1911〕

三原新太郎
東北海道の人物 441～443 明治9〔1876〕～ 肖像あり

美馬亮三
北海道人名辞書 560～561 ミマリョウゾウ 安政3〔1856〕～

御村長太郎
東北海道の人物 430～432 明治19〔1886〕～
北海道人名辞書　第二版 343 ミムラチョウタロウ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

三村亀太郎
北海人物評論 128～129

三村熊吉
北海道人名辞書　第二版 462 ミムラクマキチ 明治10〔1877〕～

三村重太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 271～272 明治4〔1871〕～ 肖像あり

三室光雄
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人物覚書帳 134

三森富雄
北海道人名辞書　第二版 285 ミモリヨシオ 明治16〔1883〕～

【み／や行～わ】

宮幸助
開道五十年記念北海道 488 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

宮井健吉
札幌紳士録 345 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 167 ミヤイケンキチ 明治15〔1882〕～

宮内栄
北海道人名辞書　第二版 220 ミヤウチサカエ 明治20〔1887〕～

宮内弥五郎
自治産業発達誌 306～307 明治8〔1875〕～ 肖像あり

宮尾舜治（ミヤオ　シュンジ、明治元〔1868〕～昭和12〔1937〕）
人物覚書帳 164,169
北海開発事績　再版 332 ミヤオシュンジ 明治元〔1868〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 130～131 ミヤオ　シュンジ
明治元〔1868〕～
昭和12〔1937〕

16代目北海道庁長官

北海道人名辞書　第二版 165 ミヤオシュンジ 明治元〔1868〕～

宮尾直治
人物覚書帳 369
北海道樺太名 大鑑 治 〔 〕 本文 肖像あり北海道樺太名士大鑑 123 明治16〔1883〕～ 本文に肖像あり

宮尾藤之輔
人物覚書帳 346

宮上長左衛門
北海道立志編　第2巻 5‐98～99 肖像あり

宮川ハナ
北海道人名辞書 333 ミヤカワハナ 明治24〔1891〕～

宮川三太郎
自治産業発達誌 17 明治21〔1887〕～ 肖像あり

宮川直太郎
開道五十年記念北海道 665 明治2〔1869〕～ 肖像あり

宮川豊吉
北海道人名辞書 332～333 ミヤカワトヨキチ 明治6〔1873〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 313～314 明治6〔1873〕～

宮川良道
自治産業発達誌 21 明治37〔1904〕～ 肖像あり

宮城盛次
樺太及樺太を担う人々 162～163 肖像あり

宮城仲助
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北海道人名辞書　第二版 456 ミヤギナカスケ 明治20〔1887〕～

宮木錦三郎
北海道人名辞書 382 ミヤギキンサブロウ 明治5〔1872〕～

宮岸良夫
北海道樺太名士大鑑 95 明治37〔1904〕～ 本文に肖像あり

宮城野勇太郎
開道五十年記念北海道 664 明治26〔1893〕～ 肖像あり

宮口真
人物覚書帳 74～75
東北海道の人物 445～447 明治18〔1885〕～ 肖像あり

宮国計山
北海道医事通覧　前編 62

【みやけ】

三宅伊勢松
北海道十字之光 139 肖像あり

三宅宇一
開道五十年記念北海道 388 明治6〔1873〕～ 肖像あり

三宅権八郎
小樽区外七郡案内 64～65 肖像あり（家族）
開道五十年記念北海道 407 弘化2〔1845〕～ 肖像あり
後志國 覧 弘化 〔 〕後志國要覧 161～162 弘化2〔1845〕～

三宅康次（ミヤケ　コウジ、明治15〔1882〕～昭和43〔1968〕）
樺太及樺太を担う人々 176
札幌紳士録 339～340 明治15〔1882〕～ 肖像96
北海道人名辞書　第二版 163～164 ミヤケヤスツグ 明治15〔1882〕～

三宅次郎
北海道人名辞書　第二版 509～510 ミヤケジロウ 明治元〔1868〕～

三宅宗吉
開道五十年記念北海道　再版 557～578 ミヤケソウキチ
北海道立志編　第5巻　第二版 274～275 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

三宅俊蔵
樺太及樺太を担う人々 138 明治22〔1889〕～ 肖像写真あり

三宅省吾
北海道人名辞書　第二版 164 ミヤケセイゴ 明治8〔1875〕～

三宅貞太郎
樺太及樺太を担う人々 182

三宅豊松
北海道立志編　第3巻 193～194 文久2〔1862〕～ 肖像あり

宮越弥之
北海道立志編　第5巻　第二版 554～555 明治13〔1880〕～ 肖像あり
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宮腰伊七郎
小樽の人と名勝 351～353 明治18〔1885〕～
人物覚書帳 528～530 明治18〔1885〕～
北海道十字之光 15 肖像あり
北海道人名辞書 222 ミヤコシイシチロウ 明治18〔1885〕～
北海道人名辞書　第二版 219～220 ミヤコシイシチロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

宮腰伊兵衛

北海道人名辞書 221～222 ミヤコシイヘエ
天保3〔1832〕～
明治33〔1900〕

北海道立志編　第1巻 388～389 天保3〔1832〕～

宮腰定作
小樽区外七郡案内 118～119 肖像あり
後志國要覧 134 肖像(中間頁)

宮坂坂蔵

開道五十年記念北海道　再版 48 ミヤサカサカゾウ
天保14〔1843〕～
大正5〔1916〕

北海道人名辞書 139 ミヤサカサカゾウ 天保14〔1843〕～

【みやざき】

宮崎温
樺太人物大観 332～333 町村会議員

宮崎喜三郎
函館名士録 254 ミヤザキ　キサブロウ 明治27〔1894〕～ 肖像あり

宮崎金蔵
札幌紳士録 348～349 安政5〔1858〕～ 肖像102

宮崎健三郎
北海道人名辞書 400 ミヤザキケンザブロウ 慶応2〔1866〕～
北海道発達史　第1巻 568 慶応2〔1866〕～

宮崎顧平
人物覚書帳 382 肖像あり

宮崎恒隆
北海道人名辞書 138 ミヤザキツネタカ 明治4〔1871〕～

宮崎佐太郎
東北海道の人物 438～440 文久2〔1862〕～ 肖像あり

宮崎三之丞
人物覚書帳 330
函館名士録 255～256 ミヤザキ　サンノジョウ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

宮崎治吉郎
北海開発事績　再版 523 ミヤザキジキチロウ 明治6〔1873〕～

宮崎春吉

北海道立志編　第2巻 3‐207～209
弘化3〔1846〕～
明治30〔1897〕
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宮崎松太郎
北海道十字之光 80 肖像あり
北海道人名辞書 332 ミヤザキマツタロウ 嘉永2〔1849〕～
北海道人名辞書　第二版 285～286 ミヤザキマツタロウ 嘉永2〔1849〕～

宮崎省三
人物覚書帳 112～113
函館名士録 293 日魯漁業㈱会計課長

宮崎政輔
北海道発達史　第1巻 573～575 嘉永元〔1848〕～

宮崎清成
自治産業発達誌 65 明治21〔1887〕～ 肖像あり

宮崎大四郎
自治産業発達誌 143～144 明治18〔1885〕～
函館名士録 252～253 ミヤザキ　ダイシロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

宮崎濁卑
開道五十年記念北海道 565 嘉永5〔1852〕～

宮崎竹四郎
北海道人名辞書 333 ミヤザキタケシロウ 嘉永2〔1849〕～

宮崎通之助
札幌之人 295（肖像295） 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 138 ミヤザキミチノスケ 明治13〔1880〕～

宮崎 郎宮崎二郎
札幌紳士録 349～350 慶応元〔1865〕～ 寺上棟之景
札幌之人 296（肖像296） 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 139 ミヤザキジロウ 慶応元〔1865〕～

宮崎彪之助
北海道人名辞書　第二版 167 ミヤザキヒョウノスケ 明治23〔1890〕～

宮崎養策
開道五十年記念北海道　再版 93～94 ミヤザキヨウサク 弘化4〔1847〕～
北海道医事通覧　前編 51
北海道人名辞書 393～394 ミヤザキヨウサク 弘化4〔1847〕～

宮崎雷八
樺太及樺太を担う人々 135～136 明治9〔1876〕～

【みやざわ】

宮沢嘉貞
北海道人名辞書　第二版 286 ミヤザワカテイ 明治12〔1879〕～

宮沢貝治
樺太之留多加 60 明治20〔1887〕～

宮沢春文
北海道人名辞書　第二版 376 ミヤザワハルブミ 明治7〔1874〕～

宮沢惣吉
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樺太及樺太を担う人々 133

宮沢寅雄
札幌之人 294（肖像294） 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 140 ミヤザワトラオ 明治11〔1878〕～

宮沢武作
北海道人名辞書 494 ミヤザワブサク 文久2〔1862〕～

宮沢文次郎
北海人物評論 111 嘉永6〔1853〕～
樺太及樺太を担う人々 137～138 肖像あり

最近之樺太 肖像（巻頭）
大泊消防組頭評議員商
業会議所議員

宮沢友治郎
大泊之沿革と人物 7～9 明治19〔1886〕～ 肖像あり

【みやした】

宮下宇一
自治産業発達誌 161～162 明治28〔1895〕～ 肖像あり

宮下銀太郎
北海道人名辞書 397 ミヤシタギンタロウ 安政4〔1857〕～

宮下堅吉
小樽区外七郡案内 60

宮 憲宮下憲三
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

宮下謙松
北海道人名辞書 610 ミヤシタケンショウ 明治2〔1869〕～

宮下賢二
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

宮下長作
札幌之人 297（肖像297） 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 140 ミヤシタチヨウサク 明治元〔1868〕～

宮下犢太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 562～564 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

宮下和平
自治産業発達誌 207
北海道人名辞書　第二版 429 ミヤシタワヘイ 明治10〔1877〕～

宮島宇兵衛
北海道人名辞書 222 ミヤジマウヘエ 慶応3〔1867〕～

宮島駒次郎
北海道人名辞書 222 ミヤジマコマジロウ 明治9〔1876〕～

宮島佐次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 565～566 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり
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宮島順
現代札幌人物史 108 明治26〔1893〕～

宮島松治
大泊之沿革と人物 139～140 明治元〔1868〕～
樺太及樺太を担う人々 139 明治元〔1868〕～

宮島釟次郎
北海道人名辞書　第二版 415 ミヤジマハツジロウ 明治4〔1871〕～

宮田伊蔵
自治産業発達誌 378 明治10〔1877〕～ 肖像あり

宮田敬政
自治産業発達誌 66 明治24〔1891〕～ 肖像あり

宮田広吉
自治産業発達誌 32～33 明治26〔1893〕～

宮田仁太郎
北海道立志編　第2巻 4‐153～154 安政元〔1854〕～ 肖像あり

宮田静機
自治産業発達誌 10 明治19〔1886〕～ 肖像あり

宮田禎治
北海道立志編　第4巻　増補訂正 309～311 明治4〔1871〕～ 肖像（308と309の間）

宮武義則宮武義則
自治産業発達誌 438,896 肖像あり

宮武新吉
北海開発事績　再版 775 ミヤタケシンキチ 明治5〔1872〕～

宮武徳平
自治産業発達誌 405 明治23〔1890〕～

宮地吉五郎
北海道発達史　第1巻 568～570 明治15〔1882〕～

宮地金吾
北海道立志編　第5巻　第二版 276～277 元治元〔1864〕～ 肖像あり

宮野辰次郎
樺太之豊原 261～262 安政5〔1858〕～ 肖像(巻頭)

宮原卯三郎
小樽区外七郡案内 55

宮原玉一
自治産業発達誌 368 明治17〔1884〕～ 肖像あり

宮原憲治郎
自治産業発達誌 365 明治22〔1889〕～ 肖像あり

宮原重成
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北海道人名辞書　第二版 606～607 ミヤハラシゲナリ 明治27〔1894〕～ 肖像あり

宮原信人
樺太之豊原 肖像(巻頭)

宮原仁兵衛
北海道発達史　第1巻 572～573 明治元〔1868〕～

宮原代太郎
開道五十年記念北海道　再版 581～582 ミヤハラヨタロウ 万延元〔1860〕～
北海道十字之光 193 肖像あり

宮原彦太郎
樺太之豊原 260～261 明治元〔1868〕～

宮部金吾（ミヤベ　キンゴ、万延元〔1860）～昭和26〔1951〕）
現代札幌人物史 76～78
札幌紳士録 344～345 万延元〔1860〕～ 肖像101
札幌之人 292（肖像292） 万延元〔1860〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 132～133 ミヤベ　キンゴ
万延元〔1860〕～
昭和26〔1951〕

北方植物研究

北海道人名辞書 137～138 ミヤベキンゴ 万延元〔1860〕～
北海道人名辞書　第二版 166～167 ミヤベキンゴ 万延元〔1860〕～

宮保嘉左衛門

北海道立志編　第1巻 392～393 嘉永2〔1849〕～
肖像では「宮保嘉右衛
門」と表記

宮前九平
北海 物評論北海人物評論 124～125

宮松カウ
北海道人名辞書 222～223 ミヤマツカウ 明治4〔1871〕～

宮村慶吉
小樽区実業家百撰立志編 172～174 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
小樽区外七郡案内 122～123 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

宮村憲雄
札幌紳士録 345 明治8〔1875〕～ 肖像97、家屋全景97

宮村朔三
札幌之人 293（肖像293） 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 139 ミヤムラサクゾウ 嘉永4〔1851〕～
北海道人名辞書　第二版 168 ミヤムラサクゾウ 嘉永4〔1851〕～

宮村松次郎
北海道人名辞書 332 ミヤムラマツジロウ 安政元〔1854〕～
北海道医事通覧　前編 71～72 肖像(巻頭)

【みやもと】

宮本イク
小樽の人と名勝 118～120

宮本栄次郎
小樽区外七郡案内 194～195 肖像あり
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北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

宮本栄太郎
開道五十年記念北海道 453

宮本嘉三郎
北海道立志編　第2巻 4‐149～151 天保14〔1843〕～

宮本久太
北海道発達史　第1巻

宮本源吉
北海道立志編　第3巻 519～521 安政5〔1858〕～ 肖像あり

宮本源五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 558～559 明治7〔1874〕～

宮本作次郎
樺太之留多加 57～58 明治2〔1869〕～

宮本初蔵
最近之樺太 85～86 明治元〔1868〕～

宮本昌三
函館名士録 293 日魯漁業㈱販売課長

宮本政議
自治産業発達誌 98～99 明治18〔1885〕～ 肖像あり

宮本宮本正一
自治産業発達誌 64 明治31〔1898〕～ 肖像あり

宮本清五郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

宮本富次郎
東北海道の人物 41～43 明治17〔1884〕～
北海道十字之光 226
北海道人名辞書　第二版 576 ミヤモトトミジロウ 肖像あり

宮本武之助

函館名士録 246～251 ミヤモト　タケノスケ 明治元〔1868〕～
肖像あり、函館商工会議
所副会頭

北海道立志編　第2巻 5‐136～138 明治元〔1868〕～ 肖像あり

宮本六太郎
北海開発事績　再版 770 ミヤモトロクタロウ 明治12〔1879〕～

宮山彦吉
開道五十年記念北海道 710～711 元治元〔1864〕～ 肖像あり

宮脇政太郎
東北海道の人物 88～89 明治10〔1877〕～

宮脇富
北海道人名辞書　第二版 167～168 ミヤワキアツシ 明治16〔1883〕～
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見代文之丞
東北海道の人物 436～438 明治15〔1882〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 597 ミヨブンノジョウ 明治15〔1882〕～

名井九介（ミヨイ　キュウスケ、明治2〔1869〕～昭和19〔1944〕）
北海道人名辞書　第二版 173 ミヨイキュウスケ 明治2〔1869〕～

三好英太郎
北海道十字之光 167 肖像あり

三好秀市
自治産業発達誌 500 明治40〔1907〕～ 肖像あり

三好政雄
最近之樺太 肖像（巻頭） 東白浦公医

三好竹男
自治産業発達誌 933

三好竹勇（ミヨシ　チクユウ、明治35〔1902〕～昭和62〔1987〕）
自治産業発達誌 301～302 明治35〔1902〕～ 肖像あり

三好利三良
北海道発達史　第1巻 578～579 弘化元〔1844〕～

三好留蔵
自治産業発達誌 778 明治14〔1881〕～

御代田秀次郎
北海道 名辞書 第 版 タ デジ ウ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 172～173 ミヨタヒデジロウ 明治11〔1878〕～

三輪栄正
樺太人物大観 333～334 町村会議員

三輪貫一
東北海道人物画伝 50 明治8〔1875〕～ 肖像あり
東北海道の人物 432～434 明治8〔1875〕～ 肖像あり

三輪誠
北海道人名辞書　第二版 168～169 ミワマコト 明治22〔1889〕～

三輪則成
北海道人名辞書　第二版 501 ミワノリヨシ 明治24〔1891〕～ 肖像あり

三輪竹次郎
開道五十年記念北海道 276 万延元〔1860〕～

《む》

【む／か～や行】

向井嘉兵衛
札幌紳士録 195～196

北海開発事績　再版 445 ムカイカヘエ
文久2〔1862〕～
明治39〔1906〕
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向井国雄
自治産業発達誌 803 肖像あり

向井次郎
現代札幌人物史 239～241 明治4〔1871〕～
札幌紳士録 196～197 明治4〔1871〕～
札幌之人 174（肖像174） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 605～606 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 147～148 ムカイジロウ 明治4〔1871〕～

向井正董
樺太之豊原 226～227 明治16〔1883〕～ 肖像あり

向井長雄
人物覚書帳 156

向井又吉
北海道人名辞書 384 ムカイマタキチ 明治12〔1879〕～

向井竜吉
北海道発達史　第1巻 375～377 明治2〔1869〕～

向山槐郎
北海道立志編　第5巻　第二版 157～158 明治14〔1881〕～ 肖像あり

向山忠太郎
北海開発事績　再版 808 ムカヤマチュウタロウ 万延元〔1860〕～

麦倉靖次麦倉靖次
北海道人名辞書　第二版 258 ムギクラヤスツグ 明治16〔1883〕～

武蔵卓
北海道人名辞書 384 ムサシタカシ 安政5〔1858〕～

武蔵繁治
北海道人名辞書　第二版 560 ムサシシゲジ 明治10〔1877〕～

武蔵米吉
最近之樺太 3～4 明治19〔1886〕～

武蔵野清次郎
北海道立志編　第3巻 408 武蔵野祐五郎の項にあ

武蔵野祐五郎
北海道立志編　第3巻 407～409 肖像あり

武者欽治郎
北海道人名辞書 561 ムシャキンジロウ 慶応2〔1866〕～

武藤山治
静浪遺稿 106～107

武藤信平
開道五十年記念北海道 102～103 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 645～646 ムトウシンぺイ 慶応元〔1865〕～
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武藤清兵衛
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 123～125 天保6〔1835〕～ 数は第二編のもの

武藤多助
開道五十年記念北海道 552 明治12〔1879〕～ 肖像あり

武藤八百蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 508～509 万延元〔1860〕～ 肖像あり

宗方次郎
札幌紳士録 197 明治11〔1878〕～
札幌之人 175（肖像175） 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 148～149 ムナカタジロウ 明治11〔1878〕～

棟方久次郎

樺太之留多加 104～105 明治19〔1886〕～
肖像あり、付録の部口絵
にもあり

宗沢茂平
北海道人名辞書 337 ムネサワモヘイ 明治10〔1877〕～

宗隆霊瑞
北海道発達史　第1巻 372～374 明治2〔1869〕～ 肖像71

宗戸清七
北海道立志編　第2巻 5‐48～50 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

撫養円太郎
札幌紳士録 193～194 安政6〔1859〕～
札幌之 像 安政 〔 〕 肖像あり札幌之人 173（肖像173） 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海人物評論 82 肖像あり
北海道医事通覧　前編 47～48 安政6〔1859〕～
北海道人名辞書 149 ムヤエンタロウ 安政6〔1859〕～

【む／ら行】

村井為吉
現代札幌人物史 104 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書　第二版 85 ムライタメキチ 明治14〔1881〕～

村井英治
東北海道の人物 237～239 肖像あり

村井隅太郎
小樽区外七郡案内 104～106 肖像あり
北海道人名辞書 504 ムライクマタロウ 嘉永3〔1850〕～
北海道立志編　第1巻 238～239 肖像あり

村尾勇
東北海道の人物 241～243 明治24〔1891〕～ 肖像あり

村尾喜市
北海道人名辞書　第二版 517 ムラオキイチ 明治13〔1880〕～

村岡亀
樺太人物大観 163～167 実業家
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村尾亀蔵
北海道発達史　第1巻 374～375 文久元〔1861〕～

村岡治右衛門
札幌紳士録 197～199 嘉永5〔1852〕～
北海人物評論 137～138
北海道人名辞書 145～146 ムラオカジウエモン 嘉永5〔1852〕～

村尾嘯山
函館游寓名士伝 7～8 村尾元矩

村岡倉吉
北海道人名辞書　第二版 259～260 ムラオカクラキチ 明治4〔1871〕～

村岡竹蔵

北海道立志編　第4巻　増補訂正 181～183 安政3〔1856〕～
肖像（180と181の間) 家
族とともに

村垣素行

北海道人名辞書 147 ムラガキソコウ
嘉永3〔1850〕～
大正3〔1914〕

村垣範正（村垣淡路守、ムラガキ　ノリマサ、文化10〔1813〕～明治13〔1880〕）

開道五十年記念北海道 17
文化10〔1813〕～
明治13〔1880〕

開道五十年記念北海道　再版 26～27 ムラカキアワジノカミ
文化10〔1813〕～
明治13〔1880〕

函館市功労者小伝 15 ～明治13〔1880〕
村垣与三郎範正で記
載、肖像あり

文化 〔 〕
北海開発事績　再版 342 ムラカキハンセイ

文化10〔1813〕～
明治13〔1880〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 134～135 ムラカミ　ノリマサ
文化10〔1813〕～
明治13〔1880〕

箱館奉行

北海道人名辞書 335 ムラガキアワジノカミ
文化10〔1813〕～
明治13〔1880〕

北海道拓殖功労者旌彰録 589～591
文化10〔1813〕～
明治13〔1880〕

肖像あり

【むらかみ】

村上栄三
北海道人名辞書 383 ムラカミエイゾウ 明治7〔1874〕～

村上円之助
開道五十年記念北海道 680 弘化2〔1845〕～

村上亀五郎
開道五十年記念北海道 562 安政5〔1858〕～ 肖像あり
東北海道人物画伝 7 安政6〔1859〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 679 ムラカミカメゴロウ 安政5〔1858〕～
北海道人名辞書 616 ムラカミカメゴロウ 安政5〔1858〕～

村上亀三
東北海道の人物 233～234 文久3〔1863〕～

村上吉太郎
北海道人名辞書 543 ムラカミキチタロウ 明治2〔1869〕～
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村上金藏
北海道立志編　第2巻 3‐117～119 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

村上薫
人物覚書帳 120

村上元吉
自治産業発達誌 227,728
人物覚書帳 52
北海道樺太名士大鑑 153 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 490 ムラカミモトキチ 明治11〔1878〕～

村上元次
北海道立志編　第5巻　第二版 156～157 安政6〔1859〕～ 肖像あり

村上佐市
北海道立志編　第3巻 114～117 明治2〔1869〕～ 肖像あり

村上三郎
北海道人名辞書 224 ムラカミサブロウ 慶応3〔1867〕～

村上次郎
函館名士録 293 日魯漁業㈱調査課長

村上壬平（ムラカミ　ジンペイ、明治15〔1882〕～昭和23〔1948〕）
現代札幌人物史 318～319 明治15〔1882〕～

人物覚書帳
124～
125,297,377
～378

北海道人名辞書 532 ムラカミジンベイ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 412～413 ムラカミジンベイ 明治15〔1882〕～

村上清孝
北海道十字之光 145

村上清松
北海道立志編　第5巻　第二版 469～461 明治11〔1878〕～

村上清人
自治産業発達誌 589 明治22〔1889〕～ 肖像あり

村上島之允（ムラカミ　シマノジョウ、宝暦10〔1760）～文化5〔1808〕）

函館市功労者小伝 2
筆名：秦檍丸、「村上島
之丞」と表記

村上藤蔵
自治産業発達誌 767～768 明治3〔1870〕～

村上寅吉
樺太及樺太を担う人々 185

村上敏
東北海道の人物 239～241 明治25〔1892〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 354 ムラカミビン 明治25〔1892〕～

村上富士太
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北海道発達史　第1巻 377～379 嘉永5〔1852〕～

村上豊作
開道五十年記念北海道 589 安政元〔1854〕～ 肖像あり
北海道十字之光 202 肖像あり

村上豊彦
北海道人名辞書　第二版 602 ムラカミトヨヒコ 明治9〔1876〕～

村上民五郎
開道五十年記念北海道　再版 74 ムラカミタミゴロウ 明治5〔1872〕～

村上民次
自治産業発達誌 588 明治31〔1898〕～ 肖像あり

村上猛
北海道人名辞書　第二版 563～564 ムラカミタケシ 明治22〔1889〕～

村上弥吉
北海道人名辞書　第二版 425 ムラカミヤキチ 明治11〔1878〕～

村上谷吉
樺太之留多加 12～13 明治11〔1878〕～

村上祐（ムラカミ　スケ、元治元〔1864〕～大正7〔1918〕）
札幌紳士録 200～202 元治元〔1864〕～
北海人物評論 16
北海道人名辞書 146～147 ムラカミユウ 元治元〔1864〕～

村上祐兵村上祐兵
開道五十年記念北海道 196 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 334 ムラカミユウヘイ 万延元〔1860〕～
北海道立志編　第2巻 5‐50～52 万延元〔1860〕～ 肖像あり

村上六松
北海道十字之光 120 肖像あり

村木喜三郎
北海道人名辞書　第二版 258 ムラキキサブロウ 明治15〔1882〕～

村木源吉
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加村役場書記

村木甚三郎
開道五十年記念北海道 248 嘉永3〔1850〕～
北海道人名辞書 335～336 ムラキジンザブロウ 嘉永元〔1848〕～
北海道立志編　第2巻 3‐115～117 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

村木善司
北海道立志編　第2巻 3‐119～121 元治元〔1864〕～ 肖像あり

村岸助次郎
開道五十年記念北海道　再版 418 ムラギシスケジロウ

村岸徳次郎
開道五十年記念北海道　再版 414 ムラギシトクジロウ 明治元〔1868〕～ 浦川町実業家
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村岸和兵衛
北海道人名辞書 334 ムラギシワヘエ 明治9〔1876〕～

村雲好三
開道五十年記念北海道 363 明治14〔1881〕～

村越えい子
北海道医事通覧　前編 83

村雨辰吉
札幌紳士録 204～205 明治元〔1868〕～

村重磯太郎
自治産業発達誌 520 明治10〔1877〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 459～460 明治10〔1877〕～ 肖像あり

村住三右衛門
小樽区実業家百撰立志編 126～127 弘化4〔1847〕～

小樽の人と名勝 284～285
弘化4〔1847〕～
昭和5〔1930〕

北海道立志編　第1巻 233～234 肖像あり

村住美喜三
北海開発事績　再版 789 ムラズミミキゾウ

村瀬源太郎
自治産業発達誌 784

【むらた】

村田栄太郎
開道五十年記念北海道　再版 460 ムラタエイタロウ 明治6〔1873〕～

村田奥太郎
北海道人名辞書　第二版 260 ムラタオクタロウ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

村田勘次郎
北海道人名辞書 467 ムラタカンジロウ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 413 ムラタカンジロウ 文久3〔1863〕～

村田喜三郎
小樽区外七郡案内 177～180 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 331 ムラタキサブロウ 積丹漁業巨匠

村田己之助
自治産業発達誌 476～477 明治20〔1887〕～

村田耕壮
東北海道の人物 235～236 明治31〔1898〕～ 肖像あり

村田耕蔵
北海道人名辞書　第二版 259 ムラタコウゾウ 明治15〔1882〕～

村田駒吉
開道五十年記念北海道 165～166 ～明治23〔1890〕 肖像あり

村田佐一郎
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北海道人名辞書　第二版 335～336 ムラタサイチロウ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

村田重助
開道五十年記念北海道　再版 372 ムラタジュウスケ 安政3〔1856〕～

村田信
北海開発事績　再版 714 ムラタマコト 明治11〔1878〕～

村田正澄
北海道人名辞書　第二版 556 ムラタマサスミ 明治20〔1887〕～

村田正夫
北海道人名辞書　第二版 259 ムラタマサオ 明治7〔1874〕～

村田析
北海道人名辞書　第二版 485 ムラタサダム 明治14〔1881〕～

村田専三郎
北海道人名辞書　第二版 260～261 ムラタセンザブロウ 明治24〔1891〕～

村田不二三（ムラタ　フジゾウ、明治2〔1869〕～昭和32〔1957〕）
現代札幌人物史 16～18 明治2〔1869〕～ 肖像あり
札幌紳士録 203～204 明治2〔1869〕～
札幌之人 176（肖像176） 明治2〔1869〕～ 肖像あり

人物覚書帳
105～106,375
～376

人物評論　第1編 70～84
静浪遺稿 10～14 肖像あり
北海人物評論 45～46
北海道樺太名 大鑑 治 〔 〕 本文 肖像あり北海道樺太名士大鑑 12 明治2〔1869〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書 145 ムラタフジゾウ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書　第二版 84～85 ムラタフジゾウ 明治3〔1870〕～

村田勇治郎
開道五十年記念北海道 296

村中伊助
大泊之沿革と人物 1～2 肖像あり

村中孫七
北海道樺太名士大鑑 50 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり

村中由太郎
北海道人名辞書 383 ムラナカヨシタロウ 慶応2〔1866〕～

村野利兵衛
人物覚書帳 381

村林元吉

北海道人名辞書 336 ムラバヤシモトキチ
明治7〔1874〕～
大正2〔1913〕

村林巳之助
小樽区外七郡案内 135～136 安政5〔1858〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道 428 安政5〔1858〕～ 肖像あり
後志國要覧 131 安政5〔1858〕～
小樽区実業家百撰立志編 119～121 安政5〔1858〕～ 肖像あり
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北海道人名辞書 223～224 ムラバヤシミノスケ 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 240～242 安政5〔1858〕～ 肖像あり

村松輝太郎
樺太及樺太を担う人々 177

村松忠和
樺太及樺太を担う人々 77 明治20〔1887〕～
樺太人物大観 318～321 町村会議員
樺太之留多加 11～12 明治20〔1887〕～ 肖像あり

村松藤吉
東北海道の人物 231～233 明治12〔1879〕～ 肖像あり

村本初太郎
北海道人名辞書 383～384 ムラモトハツタロウ 慶応2〔1866〕～

村元勇造
北海道人名辞書　第二版 578～579 ムラモトユウゾウ 明治16〔1883〕～

【むらやま】

村山威士
人物覚書帳 407～408

村山吉三郎
札幌之人 178（肖像178） 明治16〔1883〕～ 肖像あり

静浪遺稿 66～67
見出しの名は「村山と井
上」

村山駒之助
札幌之人 177（肖像177） 明治元〔1868〕～ 肖像あり

村山佐太郎
樺太及樺太を担う人々 183

村山三郎
自治産業発達誌 769

村山小太郎
現代札幌人物史 215 明治11〔1878〕～
札幌紳士録 205～206 明治11〔1878〕～

村山政一
北海道人名辞書　第二版 451 ムラヤママサイチ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

村山折三
北海道人名辞書 334～335 ムラヤマセツゾウ 嘉永3〔1850〕～

村山曽之子
北海道立志編　第1巻 235～238

村山其一

北海道立志編　第4巻　増補訂正 55～57
肖像（56と57の間) 祖母
と父親の肖像もあり

村山太一郎
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北海道十字之光 58 肖像あり

村山大作

北海道立志編　第1巻 239～240 天保14〔1843〕～
肖像では「村山太作」と
表記

村山伝兵衛　3代目（ムラヤマ　デンベエ、生没年記載なし）
小樽の人と名勝 15～20

開道五十年記念北海道 17
元文3〔1738〕～
文化10〔1813〕

開道五十年記念北海道　再版 26 ムラヤマデンベエ
元文3〔1738〕～
文化10〔1813〕

北の先覚　改訂版 13～20
元文3〔1738〕～
文化10〔1813〕

北海開発事績　再版 342 ムラヤマデンベエ
元文3〔1738〕～
文化10〔1813〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 136～137 ムラヤマ　デンベエ
元文3〔1738〕～
文化10〔1813〕

35場所の請負

北海道人名辞書 684 ムラヤマデンベエ
北海道拓殖功労者旌彰録 513～518 初代～7代目まで沿革あ

村山美喜生
人物覚書帳 32,372

村山又三郎
札幌紳士録 205 嘉永2〔1849〕～

村山雄吉
開道五十年記念北海道 265 肖像あり
北海 物評論北海人物評論 80
北海道人名辞書 334 ムラヤマユウキチ 慶応元〔1865〕～

村山和太郎

北海開発事績　再版 671 ムラヤマカズタロウ
天保11〔1840〕～
明治42〔1909〕

室さの子
北海道医事通覧　前編 90

室井徳行
北海道人名辞書 336～337 ムロイノリユキ 万延元〔1860〕～

北海之商傑 266～267
北海道拓殖銀行　函館
支店長

室田末松
自治産業発達誌 701 明治8〔1875〕～ 肖像あり

室田清蔵
北海開発事績　再版 647 ムロタセイゾウ 明治9〔1876〕～

室田室吉
北海道人名辞書　第二版 391 ムロタムロキチ 明治19〔1886〕～

室橋貢平
北海道人名辞書　第二版 517 ムロハシコウヘイ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

室本吉太郎
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開道五十年記念北海道 265

《め》

女鹿哲男
北海道人名辞書　第二版 163 メガテツオ 明治20〔1887〕～

メーク（Charles　Scott　Meik、嘉永6〔1853〕～大正12〔1923〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 223～224 チャールズ　スコット　メーク
嘉永6〔1853〕～
大正12〔1923〕

イギリス人、港湾技師

廻享
北海道医事通覧　前編 52～53

目黒乙次郎
樺太及樺太を担う人々 132～133 明治14〔1881〕～

目黒三弥
北海人物評論 111
北海開発事績　再版 763 メグロサンヤ 元治元〔1864〕～

目黒資純
北海道立志編　第5巻　第二版 552～553 明治6〔1873〕～ 肖像あり

目黒泰嶽
自治産業発達誌 473～474 肖像あり

飯本繁松
樺太及樺太を担う人々 12 肖像あり
最近之樺太 肖像（巻頭） 能登呂村区長

目良亮三
現代札幌人物史 162～163 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 163 メラリョウゾウ 明治25〔1892〕～

《も》

【も／あ～か行】

毛利元徳

北海開発事績　再版 372 モウリモトノリキョウ
天保10〔1839〕～
明治29〔1896〕

北海道拓殖功労者旌彰録 219～222
天保10〔1839〕～
明治29〔1896〕

肖像あり

毛利孝
小樽の人と名勝 367 明治14〔1881〕～ 巻頭に肖像あり
人物覚書帳 45～46
北海道人名辞書 224 モウリタカシ 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書　第二版 223～224 モウリタカシ 明治14〔1881〕～ 肖像あり

毛利勝男
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北海道人名辞書　第二版 290～291 モウリカツオ 明治12〔1879〕～

毛利甚兵衛
北海道人名辞書 339 モウリジンベエ 寛永2〔1625〕～

毛利太郎
開道五十年記念北海道 314 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 467 モウリタロウ 明治9〔1876〕～

毛利津左衛門
北海道立志編　第2巻 5‐115～116 天保14〔1843〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 403 肖像のみ402の次にあり

毛利友吉
小樽の人と名勝 367～369 明治元〔1868〕～
人物覚書帳 371

函館名士録 333
拓殖無盡㈱函館支店取
締役

最上清吉
自治産業発達誌 263 明治32〔1899〕～ 肖像あり

最上長吉
北海道立志編　第2巻 5‐109～111 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

最上徳内（モガミ　トクナイ、宝暦5〔1755〕～天保7〔1836〕）
開道五十年記念北海道 9 宝暦5〔1755〕～ 肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 10 モガミトクナイ
宝暦5〔1755〕～
天保7〔1836〕
宝 〔 〕

北の先覚　改訂版 21～29
宝暦5〔1755〕～
天保7〔1836〕

北海開発事績　再版 383 モガミトクナイ
宝暦5〔1755〕～
天保7〔1836〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 138～139 モガミ　トクナイ
宝暦5〔1755〕～
天保7〔1836〕

蝦夷地探検の先達

北海道人名辞書 684～685 モガミトクナイ
宝暦5〔1755〕～
天保7〔1836〕

北海道人名辞書　第二版 615～616 モガミトクナイ 宝暦5〔1755〕～ 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 523～526 ～天保7〔1836〕

最上利右衛門
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

最上谷慶次郎
開道五十年記念北海道 474 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
北海道十字之光 103 肖像あり
北海道人名辞書 573～574 モガミタニケイジロウ 慶応2〔1866〕～

最上谷次吉
開道五十年記念北海道 483 慶応元〔1865〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 574 モガミタニジキチ 慶応元〔1865〕～

茂木建吉
北海道人名辞書　第二版 344～345 モギケンキチ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

茂木幸助
開道五十年記念北海道　再版 26～27 モギコウスケ 慶応元〔1865〕～ 豊平開祖
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北海道十字之光 61
北海道人名辞書 151 モギコウスケ 文久3〔1863〕～

茂木松太郎
自治産業発達誌 591 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 581 モギマツタロウ 明治9〔1876〕～

茂木滴泉
人物覚書帳 107～108

毛木亀蔵
北海道立志編　第2巻 4‐164～165 安政元〔1854〕～ 肖像あり

【も／た～や行】

茂筑元吉
北海道人名辞書　第二版 291 モタイモトキチ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

甕幾治郎
北海道立志編　第2巻 3‐216～218 慶応3〔1867〕～ 肖像216と217の間

望月温象
小樽の人と名勝 365～366 明治13〔1880〕～
人物覚書帳 158

望月捨松
北海開発事績　再版 675 モチヅキステマツ 文久3〔1863〕～

望月六郎
自治産業発達誌 582 肖像あり

持田謹也（モチダ　キンヤ、明治4〔1871〕～昭和28〔1953〕）
静浪遺稿 44～46 肖像あり

持田政太郎
札幌之人 323（肖像323） 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 150 モチダセイタロウ 明治17〔1884〕～

持田辰之助
北海人物評論 122

本仙太郎
北海道人名辞書 224～225 モトセンタリウ 明治16〔1883〕～
北海道人名辞書　第二版 224 モトセンタロウ 明治16〔1883〕～

本井幸吉
樺太及樺太を担う人々 149 肖像あり

元岡嘉藤太
開道五十年記念北海道 497 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

本川藤三郎
函館名士録 293 日魯漁業㈱監査役

元木松右衛門
自治産業発達誌 368～369 明治10〔1877〕～ 肖像あり
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本沢大節
北海人物評論 101～102

本沢直道
北海開発事績　再版 452 モトザワナオミチ
北海道人名辞書　第二版 183～184 モトザワナオミチ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

本巣宅次郎
自治産業発達誌 560～561 明治5〔1872〕～ 肖像あり

本谷常吉
開道五十年記念北海道　再版 233 ホンタニツネキチ 文久2〔1862〕～

本谷英雄
北海道発達史　第1巻 218～220 明治2〔1869〕～

本橋真三
北海道人名辞書 225 モトハシシンゾウ 明治21〔1887〕～

本橋貞七
東北海道人物画伝 90 明治14〔1881〕～ 肖像あり
東北海道の人物 71～73
北海道人名辞書　第二版 607 モトハシテイシチ 明治14〔1881〕～

本橋伝治
函館名士録 265～266 モトハシ　デンジ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

本村マコト
北海道人名辞書　第二版 159～160 キムラマコト 明治20〔1887〕～

元山勇次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 582～583 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

本山好松
樺太及樺太を担う人々 158

本山叉弥
北海道人名辞書 384～385 モトヤママタヤ 慶応3〔1867〕～

本山章一
東北海道の人物 465～467 明治9〔1876〕～ 肖像あり

本山又弥
開道五十年記念北海道 536 慶応3〔1867〕～ 家族写真

本山万治
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加支庁財務係長

物部清吉
北海道樺太名士大鑑 18 明治27〔1894〕～ 本文に肖像あり

百瀬彦市
北海道十字之光 91 肖像あり

百瀬信弘
北海之商傑 128 湯浅貿易取締役
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百瀬葉干助
後志國要覧 164 明治7〔1874〕～

百武泰彦
札幌之人 319（肖像319） 明治12〔1879〕～ 肖像あり

藻寄孝三
北海道人名辞書　第二版 345 モヨリコウゾウ 明治16〔1883〕～

【も／ら行～ん】

森ナミ子
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

森安太郎
北海道十字之光 43

森磯右衛門
北海道立志編　第3巻 527～528

森磯平
北海道発達史　第1巻 609～610 明治13〔1880〕～

森卯吉
北海道十字之光 238 肖像あり

森卯兵衛

函館市功労者小伝 63
明治10〔1877〕～
昭和2〔1927〕

肖像あり

北海道 名辞書 ウ 治 〔 〕北海道人名辞書 338～339 モリウヘエ 明治10〔1877〕～
北海道立志編　第3巻 516～517 文化13〔1842〕～ 肖像あり（514の次）

森嘉美太
北海道立志編　第2巻 5‐107～109 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

森喜義
自治産業発達誌 185～186 明治35〔1902〕～ 肖像あり

森儀八
東北海道人物画伝 64 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

森久則
人物覚書帳 347

森久通
小樽区実業家百撰立志編 55～56 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

森久平
北海道人名辞書 605 モリキュウヘイ 文久3〔1863〕～

森銀之丞
自治産業発達誌 901～902 明治7〔1874〕～

森啓蔵
北海道発達史　第1巻 610～612 嘉永6〔1853〕～

森見作
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北海道人名辞書　第二版 366～367 モリケンサク 文久3〔1863〕～ 肖像あり

森源三（モリ　ゲンゾウ、天保6〔1835〕～明治43〔1910〕）

開道五十年記念北海道 48
天保8〔1837〕～
明治43〔1910〕

開道五十年記念北海道　再版 66～67 モリゲンゾウ
天保8〔1837〕～
明治43〔1910〕

現代札幌人物史 24

北海開発事績　再版 376 モリゲンゾウ
天保8〔1837〕～
明治43〔1910〕

北海人物評論 94 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 140～141 モリ　ゲンゾウ
天保6〔1835〕～
明治43〔1910〕

3代目札幌農学校長

北海道人名辞書 149～150 モリゲンゾウ
天保8〔1837〕～
明治43〔1910〕

北海道人名辞書　第二版 614～615 モリゲンゾウ
天保8〔1837〕～
明治43〔1910〕

肖像あり

北海道拓殖功労者旌彰録 169～171
天保8〔1837〕～
明治43〔1910〕

肖像あり

森広
札幌之人 320（肖像320） 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 150 モリヒロシ 明治9〔1876〕～

森佐久間
現代札幌人物史 341～342 肖像あり
北海開発事績　再版 522 モリサクマ 明治14〔1881〕～

森三樹二（モリ　ミキジ、明治36〔1903〕～昭和33〔1958〕）
北海道十字之光 肖像あり北海道十字之光 228 肖像あり

森実太郎
北海道人名辞書 339 モリジツタロウ 明治8〔1875〕～

森宗平
開道五十年記念北海道 372 万延元〔1860〕～

森秀意
函館名士録 264 モリ　ヒデイ 明治10〔1877〕～ 肖像あり

森準一
東北海道人物画伝 20 明治12〔1879〕～ 肖像あり

森新太郎
函館名士録 318 函館水産販売㈱監査役

森真
人物覚書帳 139

森政一
自治産業発達誌 735 明治34〔1901〕～ 肖像あり

森正則
小樽の人と名勝 361～363 明治5〔1872〕～
人物覚書帳 113
北海道十字之光 62
北海道人名辞書　第二版 224 モリマサノリ 肖像あり
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北海之商傑 247～248 早川商店主

森清太郎
開道五十年記念北海道 682 元治元〔1864〕～

森清馬
北海道人名辞書 339 モルセイマ 明治29〔1896〕渡函

森浅吉
北海道立志編　第5巻　第二版 280～281 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

森続
自治産業発達誌 536 肖像あり

森長吉
北海道立志編　第5巻　第二版 281～282

森直樹
東北海道の人物 43～45 明治19〔1886〕～ 肖像あり

森直太郎
樺太及樺太を担う人々 170

森繁三郎

開道五十年記念北海道　再版 180～182 モリシゲサブロウ
安政4〔1857〕～
大正5〔1916〕

森友石
北海道樺太名士大鑑 60 本文に肖像あり

森了一
北海道人名辞書　第二版 463 モリリョウイチ 明治9〔1876〕～

森林平
樺太之留多加 60～61 明治15〔1882〕～

盛辰次郎
北海道人名辞書　第二版 369 モリタツジロウ 明治元〔1868〕～

盛和太郎
開道五十年記念北海道　再版 408 モリカズタロウ 明治13〔1880〕～

盛合末太郎
自治産業発達誌 41～42 明治35〔1902〕～ 肖像あり

森岡善太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 279～280 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

森岡文策
北海道樺太名士大鑑 57 明治31〔1898〕～ 本文に肖像あり

守岡多仲
北海之商傑 81 三井物産室蘭出張所

森垣幸一
自治産業発達誌 244 明治25〔1892〕～ 肖像あり
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森川鹿助
北海道発達史　第1巻 603～604 明治7〔1874〕～

森川謙三
北海道人名辞書 532 モリカワケンゾウ 安政5〔1858〕～

森川常五郎
北海道発達史　第1巻 602～603 慶応元〔1865〕～

森川増次郎
小樽区外七郡案内 169～171 肖像あり

森川兵助
北海開発事績　再版 592 モリカワヘイスケ 文久2〔1862〕～

森川平治
函館名士録 262～263 モリカワ　ヘイジ 明治24〔1891〕～ 肖像あり

森川与三郎
開道五十年記念北海道 653 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 595～596 モリカワヨサブロウ 明治2〔1869〕～

守口吉太郎
自治産業発達誌 508～509 明治4〔1871〕～ 肖像あり

森口宗吉
自治産業発達誌 747 肖像あり
北海開発事績　再版 604 モリグチソウキチ 明治15〔1882〕～

森久保森久保戸一
北海道人名辞書　第二版 366 モリクボトイチ 明治4〔1871〕～ 肖像あり

森定春太郎
人物覚書帳 396～397

森沢幸次
北海人物評論 125

森重四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 577～578 文久3〔1863〕～ 肖像あり

森下吉次郎
開道五十年記念北海道 611 明治10〔1877〕～ 肖像あり

森下清四
北海道樺太名士大鑑 90 明治30〔1897〕～ 本文に肖像あり

森下馬次
樺太之豊原 132～133

森島新一
大泊之沿革と人物 95～96 明治14〔1881〕～

森末吉
北海道立志編　第3巻 204～206 安政4〔1857〕～ 肖像あり

森末庄平
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北海道十字之光 114

【もりた】

守田岩雄
開道五十年記念北海道 186～187 万延元〔1860〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 10～11 万延元〔1860〕～
北海開発事績　再版 372 モリタイワオ 万延元〔1860〕～
北海道十字之光 26 肖像あり
北海道拓殖功労者旌彰録 391～394 万延元〔1860〕～ 肖像あり

守田重正
開道五十年記念北海道　再版 389 モリタシゲマサ 明治11〔1878〕～

森田金蔵
開道五十年記念北海道　再版 44 モリタキンゾウ 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書　第二版 183 モリタキンゾウ 安政3〔1856〕～

森田桂次郎
北海道立志編　第2巻 4‐166～167 安政3〔1856〕～ 肖像あり

森田孝徳
自治産業発達誌 441 明治45〔1912〕～

森田幸太郎
樺太及樺太を担う人々 148～149 肖像あり

森田耕一
北海道樺太名士大鑑 59 本文に肖像あり

森田秀穂
北海道人名辞書 338 モリタヒデオ 明治元〔1868〕～

森田初三郎
人物覚書帳 115～116

森田庄蔵
札幌紳士録 367～368 慶応3〔1867〕～ 肖像119

森田昌司
北海道人名辞書 337～338 モリタショウジ 明治3〔1870〕～

森田常吉（モリタ　ツネキチ、嘉永5〔1852〕～昭和10〔1935〕）
北海道人名辞書 338 モリタツネキチ 寛永元〔1624〕～

森田正吉
自治産業発達誌 771 明治37〔1904〕～

森田正亮
現代札幌人物史 170～171 明治22〔1889〕～

森田達
函館名士録 320 ㈱函館運送社取締役

森田藤吉
北海道立志編　第2巻 5‐116～118 元治元〔1864〕～ 肖像あり
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森田富次
人物覚書帳 153

森田巳三太
北海道発達史　第1巻 612～613 明治2〔1869〕～

森田利虎
札幌之人 321（肖像321） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

盛田穣
人物覚書帳 40

森高伊助
北海之商傑 93 北洋漁業㈱本社取締役

森永長太郎
開道五十年記念北海道 512 明治19〔1886〕～ 肖像あり

森永茂市
樺太及樺太を担う人々 179～180

盛野喜八
樺太及樺太を担う人々 147～148 肖像あり
樺太之留多加 27～29 明治10〔1877〕～ 肖像あり（付録の部口

森野庄吉
人物覚書帳 39

森野芳太郎
北海道 名辞書 第 版 タ ウ 治 〔 〕 肖像あり北海道人名辞書　第二版 429 モリノヨシタロウ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

森原貞蔵
北海道人名辞書　第二版 183 モリハラテイゾウ 明治9〔1876〕～

森久弥市
自治産業発達誌 906～907 明治18〔1885〕～

森松まさえ子

北海道医事通覧　前編 88
巻頭写真では「森松真枝
子」と表記

【もりもと】

森本一郎
開道五十年記念北海道 262 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 290 モリモトイチロウ 明治12〔1879〕～

森本儀平
北海道発達史　第1巻 604～606 明治7〔1874〕～

森本菊蔵
北海道発達史　第1巻 606～607 安政6〔1859〕～

森本金之丞
東北海道人物画伝 44 明治9〔1876〕～ 肖像あり

森本厚吉
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札幌紳士録 368～369 明治10〔1877〕～
札幌之人 322（肖像322） 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 150～151 モリモトアツキチ 明治10〔1877〕～

森本秀太郎
函館名士録 328 北海道漁業缶詰㈱取締

森本清三郎
北海開発事績　再版 473 モリモトセイザブロウ

森本仙吉
北海道十字之光 240 肖像あり

森本竹三郎
北海道人名辞書　第二版 578 モリモトタケサブロウ 明治4〔1871〕～

森本博喜
開道五十年記念北海道 716 肖像あり

森本武一郎
東北海道人物画伝 8 明治元〔1868〕～ 肖像あり

森本良一
自治産業発達誌 383 明治33〔1900〕～ 肖像あり

守谷健之助
北海道人名辞書 561～562 モリタニケンノスケ 慶応3〔1867〕～
北海道立志編　第1巻 419～420 肖像あり

守守屋いの子
北海道医事通覧　前編 77～78 肖像(巻頭)

守屋癸清
人物覚書帳 311
東北海道の人物 463～465 明治16〔1883〕～

守屋敏郎
開道五十年記念北海道　再版 367 モリヤトシロウ 明治14〔1881〕～

森谷嘉七
郷土を拓く人々 186～195 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

森谷庄作
樺太之豊原 236～237 明治17〔1884〕～ 肖像あり

森谷新作
北海道樺太名士大鑑 115 明治17〔1884〕～ 本文に肖像あり

森谷長次郎
北海道人名辞書　第二版 462～463 モリヤチョウジロウ 明治4〔1871〕～

森谷伝吉
東北海道の人物 97～99 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

森脇幾茂（モリワキ　イクシゲ、明治6〔1873〕～昭和12〔1937〕）
小樽の人と名勝 364～365 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書 685～686 モリワキイクシゲ 明治6〔1873〕～
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森脇林之丈
北海道発達史　第1巻 607～609 明治10〔1877〕～

諸岡幸三郎
北海道人名辞書　第二版 597 モロオカコウザブロウ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

両角栄治
開道五十年記念北海道 641 明治7〔1874〕～ 肖像あり
自治産業発達誌 880
東北海道人物画伝 61 明治7〔1874〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 127 本文に肖像あり
北海道十字之光 265 肖像あり

両角嘉平
開道五十年記念北海道 521 明治12〔1879〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 211～213 嘉永元〔1848〕～ 肖像（212と213の間）

両角直次

北海道立志編　第4巻　増補訂正 211～213 明治12〔1879〕～

肖像（212と213の間）　目
次には名前なく、本文中
には「両角嘉平氏と直次
氏」とあり

諸戸義久
自治産業発達誌 737～738 明治21〔1887〕～
北海道樺太名士大鑑 152 明治21〔1887〕～ 本文に肖像あり

諸橋亀吉
北海道立志編 第 巻 弘化 〔 〕 肖像あり北海道立志編　第1巻 417～418 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

諸橋良太郎
自治産業発達誌 386 明治31〔1898〕～ 肖像あり

モンク（アリス・モウド・モンク）
札幌之人 259 肖像あり

門馬義見
樺太之豊原 222～223 明治24〔1891〕～

《や》

【や／あ行】

矢合義太郎
大泊之沿革と人物 126～127 明治6〔1873〕～

八重樫宇之助

北海道立志編　第5巻　第二版 481～483 安政2〔1855〕～
肖像では「八重樫卯之
助」と表記

八重樫重蔵
樺太之留多加 50～51 明治6〔1873〕～

八重柏正
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人物覚書帳 301
北海道人名辞書　第二版 454 ヤエカシワタダシ 明治11〔1878〕～

八尾吉之助
開道五十年記念北海道 319 明治9〔1876〕～

八百野勝一郎
北海之商傑 128 湯浅綿花常務取締役

【や／か行】

矢上以久三郎
人物覚書帳 477～480

八木安太郎
東北海道人物画伝 78 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 602～603 ヤギヤスタロウ 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第3巻 143～145 肖像あり

八木勘市
自治産業発達誌 506～507 明治21〔1887〕～ 肖像あり

八木幹二
人物覚書帳 17

八木源七郎
北海道人名辞書　第二版 524 ヤギゲンシチロウ 明治28〔1895〕～ 肖像あり

八木作松
北海道樺太名士大鑑 20 本文に肖像あり

八木実通（ヤギ　サネミチ、生没年不詳）

函館名士録 307～308
昭和7〔1932〕,8〔1933〕太
平洋漁業常務

八木政治
大泊之沿革と人物 109～110 肖像あり
樺太及樺太を担う人々 96

八木大四郎
自治産業発達誌 438～439 明治16〔1883〕～ 肖像あり

八木彦吉
開道五十年記念北海道　再版 495 ヤギヒコヨシ 明治7〔1874〕～

八木林作
札幌紳士録 221 明治16〔1883〕～
札幌之人 198（肖像198） 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 157 ヤギリンサク 明治16〔1883〕～

八木沢権四郎
北海道立志編　第5巻　第二版 489～490 安政3〔1856〕～ 肖像あり

八木沢和五郎

北海道立志編　第4巻　増補訂正 84～86 安政3〔1856〕～
肖像（84と85の間) 家族
写真と思われる
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八木橋栄吉
北海道人名辞書 343 ヤギハシエイキチ 明治元〔1868〕～

八木橋幸作
北海道発達史　第1巻 442～443 明治15〔1882〕～

柳生久辰
北海道立志編　第4巻　増補訂正 190～192 肖像（192と193の間）

柳生万之丞
北海開発事績　再版 661 ヤギュウマンノジョウ 明治2〔1869〕～
北海道人名辞書 585～586 ヤギュウマンノジョウ 明治2〔1869〕～

矢口長蔵
樺太及樺太を担う人々 97～98 明治19〔1886〕～ 肖像あり

矢後竹次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 175～177 明治5〔1872〕～ 肖像あり

【や／さ行】

矢崎憲明
静浪遺稿 74～75

矢崎常三郎
小樽区実業家百撰立志編 128～130 弘化2〔1845〕～ 肖像あり

矢沢染三
開道五十年記念北海道　再版 88 ヤザワソメゾウ 文久2〔1862〕～

八島義雄
自治産業発達誌 326～327 明治30〔1897〕～ 肖像あり

八島美安
北海道人名辞書　第二版 267 ヤシマヨシヤス 明治15〔1882〕～

八島弥惣兵衛
北海道人名辞書 598 ヤシマヤソウベエ 弘化2〔1845〕～
北海道立志編　第3巻 430～432 肖像あり（434の次）

矢島宇八
北海道人名辞書 385 ヤジマウハチ 明治24〔1891〕～

矢島谷之助
自治産業発達誌 89～90 肖像あり

矢島矢
北海開発事績　再版 539 ヤジマヤ 明治11〔1878〕～

屋代万次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 490～491 明治2〔1869〕～ 肖像あり

芳谷今造
北海道人名辞書　第二版 204 ヤシヤマイマゾウ 明治24〔1891〕～

矢代幸次郎
開道五十年記念北海道 301 安政4〔1857〕～ 肖像あり
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北海道人名辞書 344 ヤシロコウジロウ 安政4〔1857〕～

矢代代次
自治産業発達誌 816 明治23〔1890〕～

【やすい】

安井幾馬
東北海道人物画伝 82 文久元〔1861〕～ 肖像あり

安井栄三郎
函館名士録 267～268 ヤスイ　エイザブロウ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

安井嘉次郎
開道五十年記念北海道　再版 549～550 ヤスイカジロウ

安井銈吉
東北海道人物画伝 46 明治17〔1884〕～ 肖像あり
東北海道の人物 282～284 明治17〔1884〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 754 ヤスイケイキチ 明治17〔1884〕～

安井七蔵
北海開発事績　再版 576 ヤスイシチゾウ 明治6〔1873〕～

安井七兵衛
北海道人名辞書 534 ヤスイシチベエ 文化13〔1842〕～

安井重三
北海道人名辞書 342～343 ヤスイジュウゾウ 安政6〔1859〕～

安井慎一
開道五十年記念北海道　再版 160 ヤスイシンイチ
自治産業発達誌 390～391 明治6〔1873〕～
北海道十字之光 177 肖像あり

安井新右エ門
北海道十字之光 195 肖像あり

安井新兵衛
開道五十年記念北海道　再版 159 ヤスイシンベエ 弘化3〔1846〕～
北海道立志編　第2巻 3‐151～152 弘化3〔1846〕～

安井富士三
人物覚書帳 82

安江秀一
最近之樺太 72～73 明治3〔1870〕～ 肖像あり

安川喜多次
最近之樺太 肖像（巻頭） 泊居町製材業

安川市三
北海開発事績　再版 464 ヤスカワイチゾウ 明治18〔1885〕～

安川茂
北海道立志編　第1巻 264～265 文久3〔1863〕～ 肖像あり
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安川雄之助
北海之商傑 75 三井物産重役

安喰彦六
自治産業発達誌 391～392 明治28〔1895〕～ 肖像あり

【やすだ】

安田久吉
開道五十年記念北海道　再版 273 ヤスダキュウキチ 明治2〔1869〕～

安田金三郎
札幌之人 209（肖像209） 万延元〔1860〕～ 肖像あり

安田金助
郷土を拓く人々 233～240 肖像あり

安田権兵衛
開道五十年記念北海道　再版 522～523 ヤスダゴンベエ 明治8〔1875〕～
自治産業発達誌 910

安田才吉
自治産業発達誌 776～777 明治26〔1893〕～ 肖像あり

安田守正
開道五十年記念北海道　再版 290～291 ヤスダモリマサ 弘化3〔1846〕～

安田政夫
札幌之人 208（肖像208） 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道 名辞書 ダ オ 治 〔 〕北海道人名辞書 156 ヤスダマサオ 明治10〔1877〕～

安田正路
小樽区外七郡案内 231 嘉永元〔1848〕～

安田清吉
北海道立志編　第5巻　第二版 478～479 明治16〔1883〕～ 肖像あり

安田仙蔵
北海道人名辞書 156 ヤスダセンゾウ 明治2〔1869〕～

安田善次郎（ヤスダ　ゼンジロウ、天保9〔1838〕～大正10〔1921〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 142～143 ヤスダ　ゼンジロウ
天保9〔1838〕～
大正10〔1921〕

硫黄山経営

安田惣市
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加警察署巡査

安田利行
東北海道の人物 273～275 明治11〔1878〕～ 肖像あり

保田義作
北海道人名辞書　第二版 492 ヤスダギサク 明治16〔1883〕～

安武定一
小樽区外七郡案内 肖像（巻頭） 小樽警察署長

安富浅造
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東北海道人物画伝 69 明治4〔1871〕～ 肖像あり
東北海道の人物 286～288 明治4〔1871〕～ 肖像あり

安永五三二
樺太人物大観 290～293 町村会議員

安野義円
自治産業発達誌 533 明治41〔1908〕～ 肖像あり

安野市太郎

北海道人名辞書 156～157 ヤスノイチタロウ
弘化4〔1847〕～
大正元〔1912〕

安場保和
開道五十年記念北海道 7 ～明治32〔1899〕
開道五十年記念北海道　再版 8 ヤスバヤスカズ ～明治32〔1899〕
北海開発事績　再版 330 ヤスバヤスカズ ～明治32〔1899〕

安原浅次郎
北海道発達史　第1巻 457～459 明治17〔1884〕～

保古重信
樺太及樺太を担う人々 185

【や／た～な行】

矢田寿徳
北海道人名辞書　第二版 518 ヤダトシノリ 明治5〔1872〕～

矢田与惣次郎
開道五十年記念北海道　再版 517 ヤダヨソウジロウ 明治8〔1875〕～

矢武伊太郎
東北海道の人物 60～62 明治14〔1881〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 538～539 ヤタケイタロウ 肖像あり

谷田部羊治郎

函館名士録 275～276,312 ヤタベ　ヨウジロウ 明治16〔1883〕～
肖像あり、帝国電力㈱営
業所支配人

矢戸健次郎
最近之樺太 75～76 明治19〔1886〕～ 肖像あり

柳ケ瀬松次郎
開道五十年記念北海道 582 明治10〔1877〕～ 肖像あり

柳川熊吉

開道五十年記念北海道 47～48
文政8〔1825〕～
大正2〔1913〕

肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 66 ヤナガワクマキチ
文政8〔1825〕～
大正2〔1913〕

碧血碑建立

北海道人名辞書 344～345 ヤナガワクマキチ 文政8〔1825〕～

柳川振
北海道人名辞書 344 ヤナガワシン 明治2〔1869〕～

柳川富次郎
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北海道人名辞書 345 ヤナガワトミジロウ 明治5〔1872〕～

梁川宇吉
北海道医事通覧　前編 60 肖像(巻頭)

柳三吉
開道五十年記念北海道　再版 388 ヤナギサンキチ 安政2〔1855〕～

柳内耕三
北海道人名辞書　第二版 311 ヤナギウチコウゾウ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

柳沢軍一

樺太及樺太を担う人々 95～96
肖像あり、「明治20
〔1887〕年頃産声」とあり

柳沢弘一郎
自治産業発達誌 539 明治28〔1895〕～ 肖像あり
北海道医事通覧　前編 64～65

柳沢善作
北海道人名辞書　第二版 110～111 ヤナギザワゼンサク 明治18〔1885〕～

柳沢善之助
函館名士録 320 ㈱函館運送社監査役
北海道人名辞書　第二版 267 ヤナギサワゼンノスケ 明治24〔1891〕～

柳田玄俊
小樽の人と名勝 302～303 明治12〔1879〕～ 巻頭に肖像あり
北海道人名辞書 226 ヤナギダハルトシ 明治12〔1879〕～

柳田勝治
樺太之豊原 241～242 明治18〔1885〕～

柳田仁吉
自治産業発達誌 386 明治35〔1902〕～ 肖像あり

柳田鉄三
東北海道の人物 42～43 明治19〔1886〕～
北海道畜産功労者写真帖 73 肖像あり

柳田藤吉（ヤナギダ　トウキチ、天保8〔1837〕～明治42〔1909〕）
開道五十年記念北海道 41 ～明治42〔1909〕
開道五十年記念北海道　再版 56～57 ヤナギダトウキチ ～明治42〔1909〕

函館市功労者小伝 29
天保8〔1837〕～
明治42〔1909〕

肖像あり

北海開発事績　再版 376～377 ヤナギダトウキチ ～明治42〔1909〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 144～145 ヤナギダ　トウキチ
天保8〔1837〕～
明治42〔1909〕

根室地方の政治と産業
発展に貢献

北海道人名辞書 647～649 ヤナギダトウキチ
天保8〔1837〕～
明治43〔1910〕

北海道拓殖功労者旌彰録 53～59
天保8〔1837〕～
明治42〔1909〕

肖像あり

明治の群像　8　開拓と探検 197～219
天保8〔1837〕～
明治43〔1910〕

柳谷宇之吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 317～319 嘉永6〔1853〕～
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柳谷卯之吉
開道五十年記念北海道 613 安政2〔1855〕～ 肖像あり

柳谷慶次
開道五十年記念北海道 614 明治23〔1890〕～ 肖像あり

柳谷初太郎
開道五十年記念北海道 620 肖像あり
北海道立志編　第3巻 141～143 ～明治27〔1894〕 肖像あり（144の次）

柳谷助市
北海道立志編　第3巻 438 肖像のみ438の次にあり

柳谷石松
開道五十年記念北海道 617 明治16〔1883〕～ 肖像あり

柳谷善吉
函館名士録 293 日魯漁業㈱瓶詰課長

柳谷善太郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 314～316 嘉永元〔1848〕～ 肖像（316と317の間）

柳谷文蔵
開道五十年記念北海道 616 ～明治21〔1888〕 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 187～190 嘉永5〔1852〕～ 肖像（188と189の間）

柳谷里次郎
北海道立志編　第3巻 438 肖像のみ438の次にあり

柳堀健之助
樺太之留多加 41～42 明治31〔1898〕～ 肖像あり

柳町久造
開道五十年記念北海道　再版 80 ヤナギマチキュウゾウ 安政5〔1858〕～ 富士製紙創設運動

柳町静一郎
北海開発事績　再版 619 ヤナギマチセイイチロウ 明治3〔1870〕～
北海道人名辞書　第二版 471 ヤナギマチセイイチロウ 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道発達史　第1巻 158～159 明治3〔1870〕～
北海道立志編　第1巻 267～268 明治3〔1870〕～ 肖像あり

柳瀬一郎
自治産業発達誌 373 明治28〔1895〕～ 肖像あり

梁瀬捨次郎
北海道人名辞書 485 ヤナセステジロウ

梁瀬真精
開道五十年記念北海道 355 天保9〔1838〕～
後志國要覧 183 天保9〔1838〕～ 肖像(中間頁)
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 99～102 数は第二編のもの
北海道人名辞書 484～485 ヤナセシンセイ 天保9〔1838〕～
北海道立志編　第1巻 269～271 天保9〔1838〕～ 肖像あり

梁瀬長太郎
東北海道の人物 277～279 明治22〔1889〕～
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梁田政蔵
人物覚書帳 86
北海道人名辞書 157～158 ヤナダセイゾウ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 110 ヤナダセイゾウ 明治8〔1875〕～

柳橋七郎
北海開発事績　再版 714 ヤナギバシシチロウ 明治16〔1883〕～

柳橋政右衛門
開道五十年記念北海道　再版 178 ヤナギバセイウエモン 明治5〔1872〕～
北海道発達史　第1巻 438～439 明治5〔1872〕～

矢野義治
北海道人名辞書　第二版 110 ヤノヨシジ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

矢野三郎
北海道立志編　第1巻 266～267 肖像あり

矢野春人
開道五十年記念北海道　再版 467 ヤノハルヒト 明治8〔1875〕～

矢野勝平
北海道立志編　第5巻　第二版 487～488 明治9〔1876〕～ 肖像あり

矢野盛之
開道五十年記念北海道 373 明治元〔1868〕～

矢野石太郎
北海道 名辞書 第 版 タ ウ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 372 ヤノイシタロウ 明治2〔1869〕～

矢野浅一
自治産業発達誌 864～865 明治32〔1899〕～

矢野弥左衛門
開道五十年記念北海道　再版 129 ヤノヤサエモン 文久3〔1863〕～

矢野六之助
開道五十年記念北海道　再版 133 ヤノロクノスケ 明治元〔1868〕～

【や／は行】

八幡三次郎
北海道立志編　第3巻 249～251 文久3〔1863〕～ 肖像あり（252の次）

矢幅三次郎
北海道立志編　第3巻 434～436 肖像あり

八尋為太郎
北海道人名辞書　第二版 454 ヤヒロタメタロウ 明治5〔1872〕～

藪尭祐
札幌之人 207（肖像207） 弘化4〔1847〕～ 肖像あり
北海道十字之光 45 肖像あり
北海道人名辞書 152 ヤブギョウユウ 弘化4〔1847〕～

藪秀二
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現代札幌人物史 73～74

藪惣七
現代札幌人物史 296～297
人物評論　第1編 114～121
北海人物評論 96 肖像あり

藪務
人物覚書帳 60

籔弥吉
樺太之豊原 85～86 万延元〔1860〕～ 肖像あり

藪越増太郎
北海道人名辞書 343～344 ヤブコシマスタロウ 嘉永6〔1853〕～
北海道人名辞書　第二版 266～267 ヤブコシマスタロウ 嘉永6〔1853〕～
北海道立志編　第2巻 5‐227～229 嘉永6〔1853〕～

矢部兼蔵
開道五十年記念北海道　再版 571 ヤベケンゾウ 明治6〔1873〕～

【や／ま～や行】

山内伊太郎
北海道立志編　第2巻 4‐126～128 明治3〔1870〕～ 肖像あり

山内幾馬
樺太及樺太を担う人々 94～95 明治18〔1885〕～
樺太人物大観 273～279 パルプ界の人物

山内栄磯
樺太及樺太を担う人々 92～93
樺太人物大観 293～300 町村会議員

山内鹿熊
北海道発達史　第1巻 451～452 明治8〔1875〕～

山内輝一
札幌紳士録 228 明治5〔1872〕～

山内幸吉郎
北海道人名辞書 342 ヤマウチコウキチロウ 慶応2〔1866〕～

山内成太郎
開道五十年記念北海道 533 文久2〔1862〕～

山内鶴吉
北海道立志編　第5巻　第二版 494～495 嘉永5〔1852〕～

山内牧二郎
札幌紳士録 227～228 明治2〔1869〕～

山浦常吉
北海道人名辞書 606～607 ヤマウラツネキチ 嘉永6〔1853〕～

山尾順
北海道人名辞書　第二版 522 ヤマオジュン 明治17〔1884〕～
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山尾福蔵
北海道立志編　第2巻 5‐206～209 肖像あり

山岡侃
札幌之人 203（肖像203） 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 155 ヤマオカタダシ 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書　第二版 310 ヤマオカタダシ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

山岡信吾
北海道人名辞書　第二版 310 ヤマオカシンゴ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

山岡順太郎
北海之商傑 208 日露漁業株式会社重役

山形卯三郎
札幌紳士録 222～223 慶応3〔1867〕～
人物評論　第1編 146～148
北海道人名辞書 155 ヤマガタウサブロウ 慶応3〔1867〕～

山形正
自治産業発達誌 312 大正3〔1914〕～ 肖像あり

山県就貞
北海道人名辞書　第二版 420 ヤマガタナリサダ 明治28〔1895〕～

山県象二　初代

北海道人名辞書 632 ヤマガタショウジ
弘化元〔1844〕～
明治43〔1910〕

山県象二　2代
北海道人名辞書 632～633 ヤマガタショウジ 明治5〔1872〕～

山県勇三郎
北海道畜産功労者写真帖 75 肖像あり
北海之商傑 225 山県商店経営者

山県立吉
北海道人名辞書 467 ヤマガタタツキチ 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書　第二版 602 ヤマガタタツキチ 明治9〔1876〕～

山上琴次郎
北海道人名辞書 473～474 ヤマガミコトジロウ 文久元〔1861〕～

山上健吉
人物覚書帳 366

山上笹市
人物覚書帳 396

山上鎮八郎
北海道人名辞書 575 ヤマガミシンパチロウ 文久2〔1862〕～

山上道造
人物覚書帳 248～250

山上又作
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北海道発達史　第1巻 427～428 天保14〔1843〕～

【やまかわ】

山川チヨ子
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

山川ヨシ子
北海道立志編　第5巻　第二版 184～185

山川一太郎
北海道十字之光 23 肖像あり

山川栄
北海道で成功した人々 205～212

山川嘉一郎
北海道立志編　第5巻　第二版 187～188 明治17〔1884〕～

山川岩吉
北海道立志編　第5巻　第二版 183～184 天保6〔1835〕～

山川岩次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

山川喜兵衛
開道五十年記念北海道　再版 163 ヤマカワキチベイ 明治21〔1887〕～
北海道十字之光 197 肖像あり

山 吉太郎山川吉太郎
開道五十年記念北海道　再版 163 ヤマカワキチタロウ 文久元〔1861〕～

山川治三郎母
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

山川寿雄
北海道人名辞書　第二版 564 ヤマカワトシオ 明治11〔1878〕～

山川十免吉
北海開発事績　再版 614 ヤマカワジュウメンキチ 明治4〔1871〕～

山川政吉
後志國要覧 250 肖像(中間頁)
北海道立志編　第3巻 442 肖像のみ442の次にあり

山川滝五郎
小樽区外七郡案内 83
北海開発事績　再版 656～657 ヤマカワタキゴロウ 嘉永2〔1849〕～

山川柳蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 188～189

山木仁次
北海道人名辞書　第二版 506 ヤマモトニジ 肖像あり

山木篤三郎
人物覚書帳 105
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八巻亀治
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加警察署巡査

八巻耕三
自治産業発達誌 177 肖像あり

山岸金蔵
北海道立志編　第4巻　増補訂正 326～327 元治元〔1864〕～ 肖像（328と329の間）

山岸清蔵
樺太及樺太を担う人々 91～92 明治23〔1890〕～ 肖像あり

樺太人物大観
156～157,302
～306

教育家、町村会議員

山岸条蔵

北海道立志編　第5巻　第二版 476～477 元治元〔1864〕～
肖像では「山岸粂蔵」と
表記

山北清太郎
北海道十字之光 194 肖像あり

【やまぐち】

山口キヨノ
北海道人名辞書　第二版 108 ヤマクチキヨノ 明治22〔1889〕～

山口栄太郎
自治産業発達誌 612

山口楽平
開道五十年記念北海道 256
函館名士録 277～278 ヤマグチ　ラクヘイ 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 341～342 ヤマグチラクヘイ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 267～268 ヤマグチラクヘイ 明治11〔1878〕～

山口寛翁
北海道立志編　第5巻　第二版 186～187 文政12〔1815〕～ 肖像あり

山口岩吉
北海道立志編　第2巻 3‐144～146 天保14〔1843〕～ 肖像あり

山口喜一（ヤマグチ　キイチ、明治14〔1881〕～昭和44〔1969〕）
現代札幌人物史 42～43 明治14〔1881〕～ 肖像あり
札幌紳士録 229～230 明治14〔1881〕～
人物覚書帳 475～476 明治14〔1881〕～
北海道樺太名士大鑑 22～23　 明治14〔1881〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書 155 ヤマグチキイチ 明治14〔1881〕～
北海道人名辞書　第二版 107 ヤマグチキイチ 明治14〔1881〕～

山口久八
北海道発達史　第1巻 449～451 明治12〔1879〕～

山口金治　初代
小樽区外七郡案内 94～95 肖像あり

北海道人名辞書 505 ヤマグチキンジ
文政12〔1815〕～
明治41〔1908〕
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山口金治　2代
小樽区外七郡案内 94～95 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 314 ヤマグチキンジ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書 505 ヤマグチキンジ 慶応2〔1866〕～

山口金太郎
札幌紳士録 230～231 明治5〔1872〕～
札幌之人 205（肖像205） 明治5〔1872〕～ 肖像あり

山口敬助
北海道人名辞書　第二版 108 ヤマグチケイスケ 明治26〔1893〕～

山口兼次郎
樺太之豊原 257～258

山口賢松
北海道人名辞書　第二版 490 ヤマグチケンマツ 肖像あり

山口宏
人物覚書帳 114

山口恒次郎
北海道発達史　第1巻 428～430 慶応元〔1865〕～

山口三次郎
北海道立志編　第1巻 263～264 文化13〔1842〕～ 肖像あり

山口治作
樽 と名勝 治 〔 〕小樽の人と名勝 303～304 明治3〔1870〕～

人物覚書帳 328
北海道人名辞書　第二版 211 ヤマグチジサク 明治5〔1872〕～ 肖像あり

山口宗吉
北海道立志編　第5巻　第二版 488～489 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

山口秀松
北海道立志編　第5巻　第二版 484～485 明治8〔1875〕～ 肖像あり

山口初三郎
人物覚書帳 370

山口初太郎
現代札幌人物史 104～105 明治18〔1885〕～
北海道人名辞書　第二版 107 ヤマグチハツタロウ 明治18〔1885〕～

山口甚三郎
開道五十年記念北海道 292 明治10〔1877〕～ 肖像あり

山口甚之助
北海開発事績　再版 537 ヤマグチジンノスケ 慶応元〔1865〕～

山口政次
北海道人名辞書 633 ヤマグチマサジ 明治5〔1872〕～

山口政民
人物評論　第1編 275～286
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山口正峻
東北海道の人物 279～281 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書 225～226 ヤマグチマサタカ 元治元〔1864〕～
北海道人名辞書　第二版 356 ヤマグチマサタカ 元治元〔1864〕～

山口静雄
北海道人名辞書 226 ヤマグチシズオ 明治17〔1884〕～

山口智順
自治産業発達誌 12 肖像あり

山口鶴一
東北海道の人物 275～277 明治18〔1885〕～

山口定八
樺太之留多加 16～17 明治22〔1889〕～

山口寅造
樺太人物大観 306～311 町村会議員

山口百重郎
北海道医事通覧　前編 59

山口文吉
大泊之沿革と人物 55～56 明治9〔1876〕～

山口平八郎
小樽区実業家百撰立志編 190～192 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

山口末吉
樺太之豊原 242～243 明治12〔1879〕～

山口勇太郎
小樽区外七郡案内 135 肖像あり
北海道人名辞書 498 ヤマグチユウタロウ 慶応3〔1867〕～
北海道人名辞書　第二版 446 ヤマグチユウタロウ 慶応3〔1867〕～

山口由松
自治産業発達誌 332～333 明治22〔1889〕～ 肖像あり

山口由太郎
北海道人名辞書 532～533 ヤマグチヨシタロウ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 453～454 ヤマグチヨシタロウ 文久2〔1862〕～

山口六松
樺太之豊原 90～91 明治11〔1878〕～ 肖像あり

山越元平
北海道発達史　第1巻 455～456 文久2〔1862〕～

【やまざき】

山崎テヲ子
北海道立志編　第3巻 436～438 肖像あり

山崎伊勢治郎
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開道五十年記念北海道 681 弘化3〔1846〕～

山崎一郎
北海道人名辞書　第二版 496 ヤマザキイチロウ 明治20〔1887〕～

山崎永太
北海道発達史　第1巻 433～434 明治8〔1875〕～

山崎己作
東北海道の人物 288～290

山崎喜一郎
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書　第二版 109 ヤマザキイチロウ 明治6〔1873〕～

山崎喜八郎
北海道樺太名士大鑑 27 本文に肖像あり

山崎義男
自治産業発達誌 926～927

山崎久吉
北海道発達史　第1巻 430～432 弘化元〔1844〕～

山崎熊太郎
東北海道の人物 40～41 明治5〔1872〕～ 肖像あり

山崎軍蔵
開道五十年記念北海道　再版 365 ヤマザキグンゾウ 明治11〔1878〕～

山崎五郎
北海開発事績　再版 536 ヤマザキゴロウ 明治2〔1869〕～

山崎孝太郎
北海人物評論 97～98

山崎恒一
札幌之人 206（肖像206） 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

山崎作一
樺太之豊原 197～198 慶応2〔1866〕～ 肖像(巻頭)

山崎作次郎
北海道十字之光 187 肖像あり

山崎四郎
北海道十字之光 110 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 338 ヤマザキシロウ 明治37〔1904〕～

山崎四郎作
北海道人名辞書　第二版 109～110 ヤマザキシロウサク 明治18〔1885〕～

山崎自治
人物覚書帳 371

山崎周信
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北海之商傑 253～255
北海道雑穀同業組合連
合会理事

山崎舟吉
北海道人名辞書　第二版 377 ヤマザキフナキチ 慶応3〔1867〕～

山崎重次郎
小樽区実業家百撰立志編 130～131 嘉永3〔1850〕～
北海人物評論 100 「山崎重二郎」と表記

山崎春雄
北海道人名辞書　第二版 109 ヤマザキハルオ 明治19〔1886〕～

山崎助三郎
樺太及樺太を担う人々 93～94 慶応元〔1865〕～

山崎勝太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 483～484 明治8〔1875〕～ 肖像あり

山崎松次郎

函館名士録
271～
272,333,338

ヤマザキ　マツジロウ 明治18〔1885〕～
肖像あり、拓殖無盡㈱函
館支店取締役、函館競
馬倶楽部常務理事

北海之商傑 229～231 三公商会経営者

山崎松蔵
開道五十年記念北海道 175 安政2〔1855〕～ 肖像あり
北海道十字之光 18 肖像あり
北海道人名辞書 341 ヤマザキマツゾウ 安政2〔1855〕～
北海道立志編 第 巻 安政 〔 〕 肖像あり北海道立志編　第2巻 4‐128～130 安政2〔1855〕～ 肖像あり

北海之商傑 229～231
三公商会経営者　山崎
松次郎の父

山崎省三（ヤマザキ　ショウゾウ、明治29〔1896〕～昭和20〔1945〕）
小樽の人と名勝 187

山崎城
北海道立志編　第4巻　増補訂正 肖像（巻頭）

山崎常吉
東北海道人物画伝 73 明治12〔1879〕～ 肖像あり

山崎新一
人物覚書帳 328～329

山崎正義
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（202と203の間）

山崎正身
人物覚書帳 371～372

山崎清治
北海道人名辞書 505 ヤマザキセイジ 文久2〔1862〕～

山崎善作
北海開発事績　再版 660 ヤマザキゼンサク 明治6〔1873〕～
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山崎直
北海道人名辞書 341 ヤマザキタダシ 明治3〔1870〕～

山崎天真
自治産業発達誌 180 明治42〔1909〕～ 肖像あり

山崎藤太郎
自治産業発達誌 772～773
函館名士録 273～274 ヤマザキ　トウタロウ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

山崎徳次郎
開道五十年記念北海道 294 明治17〔1884〕～ 肖像あり

山崎平蔵
北海開発事績　再版 616 ヤマザキヘイゾウ 明治8〔1875〕～

山崎巳之助
北海道樺太名士大鑑 9,97 明治6〔1873〕～ 本文に肖像あり

山崎茂平
北海道立志編　第3巻 247～249 弘化元〔1844〕～ 肖像あり

山崎友治郎
樺太及樺太を担う人々 160

山崎友蔵
開道五十年記念北海道 333 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書　第二版 406 ヤマザキトモゾウ 明治13〔1880〕～

山崎有信山崎有信
北海道人名辞書　第二版 310～311 ヤマザキアリノブ 明治3〔1870〕～

山崎与五右衛門
北海道立志編　第4巻　増補訂正 280～282 安政3〔1856〕～

山崎与治
北海道立志編　第5巻　第二版 480～481 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

山崎庸哉
北海道人名辞書 ヤマザキツネヤ 文久元〔1861〕

山崎隆義
樺太及樺太を担う人々 168

山沢くえ子
北海道医事通覧　前編 86 肖像(巻頭)

山沢清五郎
東北海道人物画伝 30 明治16〔1883〕～ 肖像あり

【やました】

山下権太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 486～487 明治4〔1871〕～

山下虎吉
現代札幌人物史 322～323 明治15〔1882〕～
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山下三次
札幌紳士録 231～232 文久3〔1863〕～

山下治平衛

北海道人名辞書 156 ヤマシタジヘエ
天保元〔1830〕～
明治42〔1909〕

山下秀吉
開道五十年記念北海道　再版 559 ヤマシタヒデキチ

山下助三
東北海道の人物 294～296 肖像あり

山下松太郎
北海道樺太名士大鑑 85 明治12〔1879〕～ 本文に肖像あり

山下甚蔵
北海道発達史　第1巻 432～433 明治14〔1881〕～

山下政吉
自治産業発達誌 518～519 明治34〔1901〕～

山下惣吉
北海道発達史　第1巻 436～438 文久2〔1862〕～

山下太郎
函館名士録 292 日魯漁業㈱取締役

山 卓山下卓爾
北海之商傑 128 湯浅貿易常務取締役

山下半太郎
北海開発事績　再版 659 ヤマシタナカタロウ 明治11〔1878〕～

山下万平
北海道人名辞書　第二版 585 ヤマシタマンペイ 明治15〔1882〕～

山下与一郎
北海道十字之光 98 肖像あり

山下良実
北海道人名辞書 597 ヤマシタヨシザネ 文久元〔1861〕～

山下力蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 479～480 明治8〔1875〕～ 肖像あり

山下和三蔵
大泊之沿革と人物 136～137 明治5〔1872〕～ 肖像あり（巻頭）
最近之樺太 12～13 明治5〔1872〕～

山科金五郎
樺太之豊原 93～94 明治15〔1882〕～ 肖像あり

山科多久馬
東北海道の人物 62～64 明治10〔1877〕～
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山品末男
北海道十字之光 208 肖像あり

山城和吉
北海開発事績　再版 587 ヤマシロカズヨシ 明治12〔1879〕～

山城唯次
北海道発達史　第1巻 448～449 明治10〔1877〕～

山瀬清太郎
自治産業発達誌 766～767 肖像あり

【やまだ】

山田ナカ
北海道人名辞書　第二版 338 ヤマダナカ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

山田為吉
北海道発達史　第1巻 434～436 明治11〔1878〕～

山田栄
東北海道人物画伝 90 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 647 ヤマダサカエ 明治13〔1880〕～

山田栄次郎
北海道立志編　第5巻　第二版 182～183 肖像あり

山田外次郎
開道五十年記念北海道 264 慶応元〔1865〕～ 肖像あり

山田喜代治
北海道人名辞書 467 ヤマダキヨジ 安政6〔1859〕～

山田季夫
北海道人名辞書　第二版 105 ヤマダスエオ 明治24〔1891〕～

山田亀吉
北海道人名辞書 342 ヤマダカメキチ 嘉永元〔1848〕～
北海道立志編　第2巻 3‐154～156 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり

山田揆一
札幌紳士録 224～225 嘉永元〔1848〕～
北海道人名辞書 153 ヤマダキイチ 寛永元〔1624〕～

山田吉次
北海道人名辞書 402 ヤマダヨシツグ 慶応元〔1865〕～

山田吉松
北海道立志編　第1巻 261～263 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

山田吉兵衛（ヤマダ　キチベエ、安政2〔1855〕～明治42〔1909〕）
小樽区実業家百撰立志編 59～61 安政2〔1855〕～ 肖像あり

小樽の人と名勝
30～32,301～
302

安政2〔1855〕～
明治42〔1909〕

開道五十年記念北海道 54
安政2〔1855〕～
明治41〔1908〕
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開道五十年記念北海道　再版 74～75 ヤマダキチベエ
安政2〔1855〕～
明治41〔1908〕

北海開発事績　再版 381～382 ヤマダキチベエ
安政2〔1855〕～
明治41〔1908〕

北海人物評論 2～3 安政2〔1855〕～ 肖像あり（巻頭）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 146～147 ヤマダ　キチベエ
安政2〔1855〕～
明治42〔1909〕

2代目小樽区長

北海道十字之光 69 肖像あり

北海道人名辞書 686～687 ヤマダキチベエ
安政2〔1855〕～
明治42〔1909〕

北海道人名辞書　第二版 630 ヤマダキチベイ
安政2〔1855〕～
明治42〔1909〕

肖像あり

北海道拓殖功労者旌彰録 61～64
安政2〔1855〕～
明治42〔1909〕

肖像あり

北海道立志編　第1巻 257～259 安政2〔1855〕～ 肖像あり

山田金太郎
北海道人名辞書 154 ヤマダキンタロウ 明治5〔1872〕～

山田虎夫
札幌之人 199（肖像199） 明治2〔1869〕～ 肖像あり

山田五郎
樺太及樺太を担う人々 94 明治29〔1896〕～ 肖像あり

山田光太郎
現代札幌人物史 95～96 明治4〔1871〕～

山田幸吉
北海道 名辞書 ダ ウキ 治 〔 〕北海道人名辞書 574 ヤマダコウキチ 明治10〔1877〕～

山田幸助
北海開発事績　再版 773 ヤマダコウスケ 慶応3〔1867〕～

山田幸太郎（ヤマダ　コウタロウ、明治4〔1871〕～昭和29〔1954〕）
札幌紳士録 223 明治4〔1871〕～
札幌之人 201（肖像201） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
人物覚書帳 253～254
北海道人名辞書 153～154 ヤマダコウタロウ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 106～107 ヤマダコウタロウ 明治4〔1871〕～

山田耕次郎
北海道人名辞書　第二版 105～106 ヤマダコウジロウ 明治22〔1889〕～

山田采麻呂
自治産業発達誌 63 明治3〔1870〕～ 肖像あり

山田三義
人物覚書帳 55

山田山三郎
北海道人名辞書 397 ヤマダヤマサブロウ 弘化3〔1846〕～

山田次郎
北海道十字之光 199

山田秀吉
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現代札幌人物史 275～276 明治15〔1882〕～

山田重次郎
北海道発達史　第1巻 445～446 明治14〔1881〕～

山田駿三郎
東北海道人物画伝 40 明治10〔1877〕～ 肖像あり
東北海道の人物 290～291 明治17〔1884〕～

山田勝衛

函館名士録 304
昭和6〔1931〕太平洋漁
業事業部長

山田勝伴
現代札幌人物史 236～237 明治11〔1878〕～
札幌紳士録 225～226 明治11〔1878〕～
札幌之人 200（肖像200） 明治11〔1878〕～ 肖像あり
静浪遺稿 28～29 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書 154 ヤマダカツトモ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 106 ヤマダカツトモ 明治11〔1878〕～

山田慎
郷土を拓く人々 230～233 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 356 ヤマダシン 嘉永4〔1851〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 148～149 ヤマダ　シン
嘉永4〔1851〕～
大正6〔1917〕

山田銀行創立、マッチ軸
木工場

北海道拓殖功労者旌彰録 197～201
嘉永5〔1852〕～
大正6〔1917〕

肖像あり

山 新山田新
北海道十字之光 97 肖像あり

山田仁三郎
北海道立志編　第5巻　第二版 179～181 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

山田勢太郎

北海道開拓功労者関係資料集録　下 150～151 ヤマダ　セイタロウ
慶応3〔1867〕～
昭和6〔1931〕

栗沢村長

北海道人名辞書　第二版 457 ヤマダセイタロウ 慶応3〔1867〕～
北海道拓殖功労者列伝 24～28 慶応3〔1867〕～ 石狩国栗沢村

山田正元
自治産業発達誌 884～885 明治19〔1886〕～
北海道樺太名士大鑑 117 明治19〔1886〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 550～551 ヤマダマサモト 明治19〔1886〕～ 肖像あり

山田正太郎
北海道人名辞書　第二版 396～397 ヤマダショウタロウ 明治3〔1870〕～

山田正念
北海道立志編　第5巻　第二版 495～496

山田清五郎
自治産業発達誌 208 明治9〔1876〕～

山田清蔵
北海道十字之光 78 肖像あり
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山田清太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 177～178

山田精一
北海道立志編　第3巻 438～440 肖像あり

山田精二
北海道人名辞書 226 ヤマダセイジ 明治15〔1882〕～
北海道人名辞書　第二版 212 ヤマダセイジ 明治15〔1882〕～

山田仙太郎
現代札幌人物史 152～153 明治4〔1871〕～ 肖像あり
札幌紳士録 226～227 明治4〔1871〕～
札幌之人 202（肖像202） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
人物覚書帳 151
北海道人名辞書 154～155 ヤマダセンタロウ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 104 ヤマダセンタロウ 明治4〔1871〕～

山田善吉
北海道立志編　第5巻　第二版 493～494 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

山田善三郎
人物覚書帳 89

山田善太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 181～182 文久2〔1862〕～

山田惣太郎
樽 外 郡案内小樽区外七郡案内 152

山田増太郎
北海開発事績　再版 737 ヤマダマスタロウ 明治4〔1871〕～

山田足穂
現代札幌人物史 186～187 明治13〔1880〕～
人物評論　第1編 171～174 明治13〔1880〕～
北海道人名辞書　第二版 105 ヤマダタルホ 明治13〔1880〕～

山田多吉
北海道立志編　第2巻 5‐73～76 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

山田宅之助
北海道人名辞書　第二版 105 ヤマダタクノスケ 安政4〔1857〕～

山田辰之進
小樽区外七郡案内 215～218 肖像あり
北海道人名辞書 690 ヤマダタツノシン 明治10〔1877〕～

山田旦
北海道人名辞書　第二版 376～377 ヤマダノボル 明治13〔1880〕～

山田竹次郎
樺太之豊原 164～166 明治3〔1870〕～

山田忠次郎
自治産業発達誌 47 明治17〔1884〕～ 肖像あり
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北海道人名辞書　第二版 556 ヤマダチュウジロウ 明治17〔1884〕～

山田長蔵
北海道十字之光 174 肖像あり

山田直矢
北海之商傑 87 石狩石炭会長

山田定吉
北海道人名辞書　第二版 418 ヤマダサダキチ 慶応2〔1866〕～

山田繁造
函館名士録 293 日魯漁業㈱製作工場長

山田彦市
開道五十年記念北海道　再版 87 ヤマダヒコイチ 明治10〔1877〕～

山田富太郎
開道五十年記念北海道　再版 419 ヤマダトミタロウ 明治元〔1868〕～ 浦川町医師

山田武之助
北海道人名辞書　第二版 106 ヤマダタケノスケ 明治16〔1883〕～

山田文右衛門　16代目（ヤマダ　ブンエモン、文化14〔1817〕～明治16〔1883〕）
開道五十年記念北海道 46
開道五十年記念北海道　再版 64～65 ヤマダブンウエモン

北海開発事績　再版 340～341 ヤマダブンウエモン

北海道開拓功労者関係資料集録　下 152～153 ヤマダ　ブンエモン
文政3〔1820〕～
明治16〔1883〕

日高でこんぶ養殖

北海道 名辞書 ダブ北海道人名辞書 686 ヤマダブンウエモン

北海道人名辞書　第二版 630～631 ヤマダブンウエモン

北海道拓殖功労者旌彰録 563～566 ～明治16〔1883〕 肖像あり

山田米太
北海道人名辞書 385 ヤマダヨネタ 明治元〔1868〕～

山田豊
北海道樺太名士大鑑 14 明治14〔1881〕～ 本文に肖像あり

山田邦吉
北海道人名辞書 473 ヤマダクニキチ 嘉永2〔1849〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 341～343 肖像（344と345の間）

山田与三郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 297～299

山田与寿郎
自治産業発達誌 230 明治30〔1897〕～

山田利吉
人物評論　第1編 188～190

山田利信
北海道発達史　第1巻 439～440 明治11〔1878〕～

山谷清三郎
自治産業発達誌 3 明治31〔1898〕～
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山蔦林七
樺太之豊原 88～89 明治13〔1880〕～

山手猪三郎
自治産業発達誌 302～303 明治26〔1893〕～ 肖像あり

山出留次
北海道発達史　第1巻 452～453 明治5〔1872〕～

大和佐次郎
北海道立志編　第3巻 137～139 嘉永元〔1848〕～ 肖像あり（140の次）

山名堅重郎
樺太之留多加 69～70 明治20〔1887〕～

山中伊三郎
東北海道人物画伝 58 万延元〔1860〕～ 肖像あり

山中幸四郎
北海道人名辞書 606 ヤマナカコウシロウ 慶応2〔1866〕～

山中恒三
北海道人名辞書　第二版 111 ヤマナカツネゾウ 明治19〔1886〕～

山中国松
北海道人名辞書 156 ヤマナカクニマツ 万延元〔1860〕～

山中松尾
北海道 名辞書 第 版 カ オ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 477 ヤマナカマツオ 明治18〔1885〕～

山中日露史（ヤマナカ　ヒロシ、明治39〔1906〕～昭和46〔1971〕）
北海道樺太名士大鑑 55 明治38〔1905〕～ 本文に肖像あり

山根松太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 178～179 明治元〔1868〕～

山根甚信
北海道人名辞書　第二版 111 ヤマネジンシン 明治22〔1889〕～

山根正幸
北海道十字之光 146
北海道立志編　第5巻　第二版 485～486 明治8〔1875〕～ 肖像あり

山根文士
北海道人名辞書　第二版 580 ヤマネアヤオ 明治22〔1889〕～

山野喜代治
北海道人名辞書　第二版 111 ヤマノキヨジ 明治13〔1880〕～

山野隼人
樺太人物大観 290～293 町村会議員

山之内一次
開道五十年記念北海道 8 慶応2〔1866〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 9 ヤマノウチヒトツグ 慶応2〔1866〕～
北海開発事績　再版 331 ヤマノウチカヅツギ 慶応2〔1866〕～
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山内信弥
人物覚書帳 340
北海道人名辞書 474 ヤマノウチノブヤ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 211 ヤマノウチノブヤ 明治11〔1878〕～

山内堤雲
北海開発事績　再版 360 ヤマウチテイウン 天保9〔1838〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 154～155 ヤマノウチ　テイウン
天保9〔1838〕～
大正12〔1923〕

「山内隄雲」と表記、煤田
開採事務長

北海道拓殖功労者旌彰録 341～343 天保9〔1838〕～

山内鉄蔵
東北海道の人物 64～66 明治8〔1875〕～
北海道樺太名士大鑑 156ﾉ2,168 本文に肖像あり
北海道人名辞書 606 ヤマノウチテツゾウ 明治8〔1875〕～
北海道人名辞書　第二版 355～356 ヤマノウチテツゾウ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

山畑弁次郎
自治産業発達誌 228 明治10〔1877〕～

山広信恭
北海道人名辞書 534 ヤマヒロノブヤス 明治17〔1884〕～

山吹由太郎
開道五十年記念北海道　再版 338 ヤマブキヨシタロウ 安政5〔1858〕～ 塩谷建網漁業奨励

※　「山藤」は「さんとう」を見よ

山松崎次郎山松崎次郎
函館名士録 330 北日本油脂工業㈱取締

山村金蔵
開道五十年記念北海道 295 明治4〔1871〕～ 肖像あり

山村鉱蔵
自治産業発達誌 339～340 明治15〔1882〕～ 肖像あり

山村常吉

開道五十年記念北海道　再版 236 ヤマムラツネキチ
安政2〔1855〕～
大正6〔1917〕

赤井川開祖

北海道十字之光 124 肖像あり

【やまもと】

山元善吉
樺太之豊原 233 明治12〔1879〕～

山本きい子
北海道医事通覧　前編 90

山本たけ
北海道人名辞書 341 ヤマモトタケ 明治10〔1877〕～

山本ゆう子
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
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山本安太郎
自治産業発達誌 761 明治2〔1869〕～ 肖像あり

山本永之丞
北海道発達史　第1巻 456～457 明治2〔1869〕～

山本円太郎
北海道樺太名士大鑑 31 明治10〔1877〕～ 本文に肖像あり

山本嘉七
札幌紳士録 221～222 明治2〔1869〕～
札幌之人 204（肖像204） 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 152～153 ヤマモトカシチ 明治2〔1869〕～

山本嶽治
樺太之留多加 肖像（巻頭） 留多加警察署巡査部長

山本喜三郎
人物覚書帳 31

山本喜太郎
開道五十年記念北海道 606 明治3〔1870〕～ 肖像あり

山本喜代松
小樽区外七郡案内 25～26 肖像あり
開道五十年記念北海道 417 明治14〔1881〕～ 肖像あり
後志國要覧 145～146 弘化4〔1847〕～ 肖像(中間頁)
北海道人名辞書 516 ヤマモトキヨマツ 明治14〔1881〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

山本喜勇
北海道人名辞書 340 ヤマモトキュウ 明治6〔1873〕～

山本亀次郎
北海道十字之光 96 肖像あり

山本菊蔵
北海道十字之光 39 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 311 ヤマモトキクゾウ

山本久右衛門
北海道人名辞書 225 ヤマモトキュウエモン 安政3〔1856〕～
北海道人名辞書　第二版 629～630 ヤマモトキュウエモン 安政3〔1856〕～ 肖像あり

山本久吉
小樽区外七郡案内 154 肖像あり（集合）
北海人物評論 107
北海道十字之光 64 肖像あり
北海道立志編　第1巻 259～260 万延元〔1860〕～

山本金蔵
樺太之豊原 186～187 明治11〔1878〕～

山本金太郎
北海道立志編　第5巻　第二版 491～492 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

山本金兵衛
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北海道人名辞書　第二版 425～426 ヤマモトキンベイ 明治2〔1869〕～ 肖像あり

山本粂蔵
自治産業発達誌 918～919

山本権太郎
北海道発達史　第1巻 453～455 元治元〔1864〕～

山本元吉
北海道立志編　第2巻 3‐152～154 安政3〔1856〕～ 肖像あり

山本鉉弥
大泊之沿革と人物 90～91 明治16〔1883〕～ 肖像あり

山本厚三（ヤマモト　コウゾウ、明治14〔1881〕～昭和25〔1950〕）
小樽の人と名勝 53～54 明治14〔1881〕～
人物覚書帳 509～511 明治14〔1881〕～
静浪遺稿 118～119 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 156～157 ヤマモト　コウゾウ
明治14〔1881〕～
昭和25〔1950〕

北海道水産会長、小樽
区会議員、衆議院議員

北海道人名辞書　第二版 211～212 ヤマモトコウゾウ 明治14〔1881〕～
北海之商傑 17～32,283 北海道煉乳㈱　監査役

山本孝治
開道五十年記念北海道 358 明治14〔1881〕～ 肖像あり

山本幸次郎
東北海道の人物 284～286 慶応元〔1865〕～

山本幸治山本幸治
後志國要覧 189 明治14〔1881〕～ 肖像(中間頁)

山本国吉
自治産業発達誌 219 明治38〔1905〕～ 肖像あり

山本佐之吉
北海道立志編　第2巻 4‐130～131 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

山本市英
人物覚書帳 361～362
北海道人名辞書　第二版 453 ヤマモトイチエイ 明治24〔1891〕～

山本捨次郎
北海道人名辞書 598 ヤマモトステジロウ 慶応元〔1865〕～

山本寿松
北海道人名辞書 534 ヤマモトジュマツ 明治5〔1872〕～

山本秋広
北海道人名辞書　第二版 108 ヤマモトアキヒロ 明治26〔1893〕～

山本助七
北海道発達史　第1巻 443～445 明治7〔1874〕～

山本省吾
樺太及樺太を担う人々 96～97 肖像あり
樺太人物大観 286～288 パルプ界の人物
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山本譲
北海道人名辞書　第二版 108 ヤマモトユズル 明治12〔1879〕～

山本信夫
人物覚書帳 72

山本新次郎
開道五十年記念北海道 288 明治9〔1876〕～

山本新助
北海道立志編　第1巻 273～275 肖像あり

山本仁三郎

北海道人名辞書 598 ヤマモトニサブロウ
弘化元〔1844〕～
明治44〔1911〕

北海道立志編　第1巻 260～261 弘化元〔1844〕～

山本政次郎
開道五十年記念北海道　再版 130 ヤマモトマサジロウ 慶応2〔1866〕～

山本清右衛門
大泊之沿革と人物 118

山本清作
現代札幌人物史 123～124

山本清次郎
北海道拓殖功労者列伝 84～87 十勝国幸震村

山本清太郎
北海道人名辞書　第二版 593 ヤマモトセイタロウ 明治11〔1878〕～

山本善八
樺太之豊原 86～88 明治4〔1871〕～ 肖像あり

山本増市
北海道人名辞書　第二版 108～109 ヤマモトヤスイチ 明治4〔1871〕～

山本速太郎
小樽区実業家百撰立志編 53～55
北海人物評論 68

山本辰次郎
北海道立志編　第3巻 442～444

山本丑松
北海道発達史　第1巻 447～448 嘉永6〔1853〕～

山本仲一
東北海道人物画伝 27 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 598 ヤマモトナカイチ 明治11〔1878〕～

山本猪蔵
樺太及樺太を担う人々 92 明治23〔1890〕～

山本直繁
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北海道人名辞書 533 ヤマモトナオシゲ ～明治40〔1907〕

山本貞次郎
樺太之豊原 91～93 明治13〔1880〕～ 肖像あり

山本伝四郎
大泊之沿革と人物 30～31 元治元〔1864〕～ 肖像あり
樺太之豊原 204～205 元治元〔1864〕～ 肖像あり

山本道玄
北海道立志編　第3巻 432～434 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり（434の次）

山本馬太郎
開道五十年記念北海道 368 安政4〔1857〕～

山本馬太郎
人物覚書帳 405～406
北海道人名辞書 605 ヤマモトウマタロウ 明治11〔1878〕～

山本梅蔵
北海道十字之光 90

山本梅雄
自治産業発達誌 893 明治33〔1900〕～

山本福松
北海道立志編　第5巻　第二版 174～175 明治14〔1881〕～ 肖像あり

山本平吉
北海道立志編 第 巻 嘉永 〔 〕北海道立志編　第1巻 268～269 嘉永3〔1850〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）

山本豊吉
北海道立志編　第2巻 5‐164～165 天保8〔1837〕～ 肖像あり

山本豊蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 496～497 安政6〔1859〕～ 肖像あり

山本又三郎
北海道立志編　第3巻 139～141 肖像あり

山本万作
北海道発達史　第1巻 440～442 安政5〔1858〕～

山本巳之助
北海道人名辞書 339～340 ヤマモトミノスケ 弘化3〔1846〕～
北海道立志編　第2巻 3‐147～149 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

山本茂
東北海道人物画伝 65 明治元〔1868〕～ 肖像あり
東北海道の人物 292～293 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 356 ヤマモトシゲル 明治元〔1868〕～

山本紋平
開道五十年記念北海道 337 明治元〔1868〕～ 肖像あり

山本弥一郎
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開道五十年記念北海道 403 明治13〔1880〕～ 肖像あり

山本弥左衛門
北海道立志編　第5巻　第二版 477～478 明治8〔1875〕～ 肖像あり

山本弥三郎
北海道人名辞書　第二版 356 ヤマモトヤサブロウ 明治13〔1880〕～

山本弥平
北海道人名辞書 474 ヤマモトヤヘイ 安政2〔1855〕～

山本唯二
北海道立志編　第4巻　増補訂正 344～345 弘化4〔1847〕～ 肖像（344と345の間）

山本与七郎
北海開発事績　再版 695 ヤマモトヨシチロウ 明治15〔1882〕～
北海道十字之光 233 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 585～586 ヤマモトヨシチロウ 明治15〔1882〕～

山本与太郎
自治産業発達誌 135 肖像あり

山本与八
北海道樺太名士大鑑 22 明治23〔1890〕～ 本文に肖像あり

山本利平
開道五十年記念北海道　再版 496～497 ヤマモトリヘイ 安政元〔1854〕～

山本留吉
北海道 名辞書 キ 文久 〔 〕北海道人名辞書 340 ヤマモトトメキチ 文久2〔1862〕～

山本留十郎
北海道十字之光 146

山本隆綱
北海道人名辞書 151～152 ヤマモトタカツナ 天保11〔1840〕～

山本了照
最近之樺太 肖像（巻頭） 多蘭内大谷派布教所

山本六蔵
北海道立志編　第5巻　第二版 475～476 安政元〔1854〕～ 肖像あり

山森円宮
北海道立志編　第1巻 271～273 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

山森嘉治馬
北海道十字之光 155 肖像あり

山森吉蔵
開道五十年記念北海道　再版 65 ヤマモリキチゾウ 嘉永元〔1848〕～

山森丹宮
開道五十年記念北海道　再版 373 ヤマモリタングウ 弘化4〔1847〕～
北海道十字之光 117 肖像あり

山屋長四郎
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樺太之留多加 16 明治13〔1880〕～ 肖像あり

矢村鍾太郎
現代札幌人物史 216

矢元義信
自治産業発達誌 152～153 明治31〔1898〕～

弥吉茂樹
自治産業発達誌 142～143
人物覚書帳 83～84、157
函館名士録 269～270 ヤヨシ　シゲキ 明治10〔1877〕～ 肖像あり、函館市助役

《ゆ》

湯浅純彦
北海道人名辞書 158 ユアサスミヒコ 明治4〔1871〕～

湯浅助蔵
北海開発事績　再版 668 ユアサスケゾウ

湯浅章
北海人物評論 55 文久2〔1862〕～

湯浅新平
北海道人名辞書　第二版 163 ユアサシンヘイ 明治14〔1881〕～

湯浅竹之助
北海之商傑 128,132～134 湯浅綿花・貿易社長

湯浅勇作
開道五十年記念北海道　再版 161 ユアサユウサク 明治5〔1872〕～
自治産業発達誌 261 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道十字之光 177 肖像あり

由井兵平
北海道発達史　第1巻 564～566 明治2〔1869〕～

勇佐馬太郎
自治産業発達誌 231～232 明治24〔1891〕～ 肖像あり

湯川宗理
北海道人名辞書 345～346 ユカワソウリ 明治11〔1878〕～
北海道人名辞書　第二版 342～343 ユカワムネミチ 明治11〔1878〕～

雪下陽
静浪遺稿 71～72

弓削万次郎
北海道十字之光 62
北海道人名辞書 226～227 ユゲマンジロウ 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書　第二版 219 ユゲマンジロウ 明治9〔1876〕～

遊佐高開
北海道人名辞書 562 ユサコウカイ 嘉永3〔1850〕～
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北海道立志編　第1巻 387～388 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

遊佐宗三郎
北海道人名辞書 394 ユサソウザブロウ 嘉永5〔1852〕～

遊佐新右衛門

開道五十年記念北海道　再版 95 ユサシンウエモン
嘉永5〔1852〕～
大正9〔1920〕

遊佐甚右衛門
北海道人名辞書　第二版 162～163 ユサジンウエモン 明治7〔1874〕～

遊佐知本
大泊之沿革と人物 144

遊佐忠太夫
北海道人名辞書 562～563 ユサチュウダイフ 天保6〔1835〕～

湯沢喜重
現代札幌人物史 58～59 明治25〔1892〕～

湯谷鉄蔵
北海開発事績　再版 514 ユタニテツゾウ 慶応10～

湯地定基（ユチ　サダモト、天保14〔1843〕～昭和3〔1928〕）
開道五十年記念北海道 5 天保14〔1843〕～ 「湯池定基」と表記
開道五十年記念北海道　再版 5～6 ユイケサダモト 天保14〔1843〕～ 「湯池定基」と表記
北海開発事績　再版 327 ユイケサダモト 天保14〔1843〕～ 「湯池定基」と表記

北海道開拓功労者関係資料集録 下 158～159 ユチ サダモト
天保14〔1843〕～

和 〔 〕
七飯勧業試験場長北海道開拓功労者関係資料集録　下 158～159 ユチ　サダモト

昭和3〔1928〕
七飯勧業試験場長

北海道人名辞書 687～688 ユチサダモト 天保14〔1843〕～
北海道人名辞書　第二版 611 ユチサダモト 天保14〔1843〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 319～321 天保14〔1843〕～
北海道発達史　第1巻 560～564

弓田貞雄
自治産業発達誌 502 明治39〔1906〕～ 肖像あり

湯村延義
人物覚書帳 369

湯本矯夫
人物覚書帳 59～60

湯山春三郎
北海道人名辞書 346 ユヤマハルサブロウ 安政5〔1858〕～
北海道立志編　第2巻 5‐103～105 安政5〔1858〕～ 肖像あり

由利弘
開道五十年記念北海道 242 肖像あり

《よ》

【よ／あ～か行】
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与石太郎
北海人物評論 111～112 安政4〔1857〕～

四元清
開道五十年記念北海道　再版 260 ヨゲンキヨシ 安政3〔1856〕～

除野康雄
札幌之人 124（肖像124） 明治18〔1885〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 161～162 ヨケノヤスオ 明治18〔1885〕～

横井綱太
北海道人名辞書 633 ヨコイツナタ 明治元〔1868〕～

横井信太郎
東北海道の人物 146～148 明治7〔1874〕～ 肖像あり

横井七之助
北海道で成功した人々 125～134

横内誠吉
自治産業発達誌 3～4 明治31〔1898〕～

横内長市郎
自治産業発達誌 299～300 肖像あり

横江専之助
北海道人名辞書 348 ヨコエセンノスケ 慶応3〔1867〕～

横江藤市
北海道 名辞書 第 版 ウ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 56 ヨコエトウイチ 明治18〔1885〕～

横尾弘三郎
北海道医事通覧　前編 59 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 474 ヨコウコウザブロウ 明治元〔1868〕～
北海道立志編　第1巻 159～160 明治元〔1868〕～ 肖像あり

横尾清
人物覚書帳 13、132～133

横尾惣三郎
樺太人物大観 81～84 主要官人

横岡兵度
樺太之留多加 46～47

横川隼人
自治産業発達誌 133 明治26〔1893〕～ 肖像あり

横瀬農夫也
北海道人名辞書 160 ヨコセノブヤ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書　第二版 204 ヤコセノブヤ 明治5〔1872〕～ 肖像あり

【よこた】

横田一二
自治産業発達誌 721～722 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 51 明治28〔1895〕～ 本文に肖像あり
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横田孝夫
人物覚書帳 345～346

横田叉九郎
北海道人名辞書 621 ヨコタマタクロウ 明治2〔1869〕～

横田寿吉
開道五十年記念北海道 332 明治6〔1873〕～ 肖像あり

横田秀松
樺太人物大観 255～257 実業家

横田順倫
北海道人名辞書 392～393 ヨコタジュンリン 安政5〔1858〕～

横田盛成
東北海道の人物 148～150 明治19〔1886〕～ 肖像あり

横田善之丞
東北海道の人物 151～152 明治7〔1874〕～ 肖像あり

横田道之助
札幌紳士録 135 明治14〔1881〕～

横田豊吉
自治産業発達誌 413～414 明治24〔1891〕～ 肖像あり

横田又九郎
東北海道 物 伝 治 〔 〕 肖像あり東北海道人物画伝 72 明治23〔1890〕～ 肖像あり

横田門四郎
自治産業発達誌 507 明治5〔1872〕～

横田与平
自治産業発達誌 121 明治5〔1872〕～
北海道十字之光 128 肖像あり

横谷定吉
大泊之沿革と人物 132～133 明治元〔1868〕～ 家族写真あり

横地松太郎
北海道発達史　第1巻 286～289 明治5〔1872〕～

横地勇太郎
自治産業発達誌 886～887

横手国太
北海道樺太名士大鑑 61 明治12〔1879〕～ 本文に肖像あり

横畑義三
自治産業発達誌 292～293 肖像あり

横畑初三郎
自治産業発達誌 119～120 明治24〔1891〕～

横浜竹蔵
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小樽区外七郡案内 29
後志國要覧 151
北海道立志編　第5巻　第二版 83～84 明治9〔1876〕～ 肖像あり

横道参吉
自治産業発達誌 885 明治20〔1887〕～

横室義徳
開道五十年記念北海道 367 明治8〔1875〕～ 肖像あり

【よこやま】

横山ひで子
北海道医事通覧　前編 80 肖像(巻頭)

横山一夫
自治産業発達誌 197～198 明治14〔1881〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 332 ヨコヤマカズオ 明治14〔1881〕～ 肖像あり

横山允
北海道立志編　第3巻 66～68 安政5〔1858〕～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 66～68 肖像あり

横山角蔵
北海開発事績　再版 622 ヨコヤマカクゾウ 慶応2〔1866〕～

横山喜一郎
北海道人名辞書 347～348 ヨコヤマキイチロウ 明治4〔1871〕～

横山喜横山喜平
北海道立志編　第2巻 3‐71～72 万延元〔1860〕～ 肖像あり

横山義寛
自治産業発達誌 353 明治9〔1876〕～ 肖像あり

横山吉三郎
北海道人名辞書　第二版 250 ヨコヤマキチシロウ 安政元〔1854〕～

横山金之助
北海道立志編　第5巻　第二版 88～89 明治4〔1871〕～

横山熊次郎
北海道人名辞書　第二版 55～56 ヨコヤマクマジロウ 明治11〔1878〕～

横山賢市
樺太及樺太を担う人々 49

横山寿雄
北海之商傑 134～136 湯浅貿易小樽支店

横山準治
人物覚書帳 332～333

横山将来（ヨコヤマ　マサキ、明治17〔1884〕～昭和20〔1945〕）
人物覚書帳 368

横山庄右衛門
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北海道人名辞書　第二版 55 ヨコヤマショウエモン 慶応2〔1866〕～
北海道立志編　第1巻 156～158 弘化元〔1844〕～ 肖像あり

横山松三郎（ヨコヤマ　マツサブロウ、天保9〔1838〕～明治17〔1884〕）

函館市功労者小伝 31
天保9〔1838〕～
明治17〔1884〕

肖像あり

横山信太
開道五十年記念北海道 377 安政5〔1858〕～ 肖像あり

横山軫
北海道医事通覧　前編 68 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 347 ヨコヤマシン 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 249 ヨコヤマシン 明治元〔1868〕～

横山則久
開道五十年記念北海道 584 明治14〔1881〕～

横山忠吉
北海道立志編　第5巻　第二版 401～402 明治4〔1871〕～ 肖像あり

横山鉄五郎
北海道人名辞書 421 ヨコヤマテツゴロウ 明治8〔1875〕～

横山篤次郎
札幌紳士録 135～136 明治2〔1869〕～
北海開発事績　再版 443 ヨコヤマトクジロウ 明治2〔1869〕～
北海人物評論 65～66
北海道人名辞書 159 ヨコヤマトクジロウ 明治2〔1869〕～

横山寅吉
北海道立志編　第5巻　第二版 87～88 明治12〔1879〕～

横山梅太郎
北海道十字之光 161 肖像あり

横山福次郎
小樽区外七郡案内 33～34 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 86～87 文久3〔1863〕～ 肖像あり

横山平三
北海道人名辞書　第二版 351 ヨコヤマヘイゾウ 明治15〔1882〕～

横山保
北海道で成功した人々 135～142

横山弥太郎
開道五十年記念北海道　再版 139 ヨコヤマヤタロウ 明治15〔1882〕～
北海道十字之光 90

横山友九郎
東北海道の人物 133～135 元治元〔1864〕～ 肖像あり

横山留吉
北海道十字之光 146
北海道立志編　第5巻　第二版 肖像（巻頭）
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【よ／さ行】

吉荒延次郎
東北海道の人物 139～141 明治4〔1871〕～ 肖像あり

吉井宗吉
小樽の人と名勝 259～260
札幌之人 126（肖像126） 明治6〔1873〕～ 肖像あり
東北海道の人物 137～139 明治6〔1873〕～ 肖像あり
北海道十字之光 264 肖像あり
北海道人名辞書 158～159 ヨシイソウキチ 明治6〔1873〕～

吉井正次
開道五十年記念北海道 376 明治9〔1876〕～
自治産業発達誌 157 肖像あり

吉井豊造
札幌紳士録 136 文久3〔1863〕～ 「吉井豊蔵」と表記
札幌之人 125（肖像125） 文久3〔1863〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 158 ヨシイトヨゾウ 文久元〔1861〕～

由井兵平
郷土を拓く人々 181～186 明治2〔1869〕～ 肖像あり

吉植庄一郎
北海人物評論 36

吉岡角次
東北海道の人物 37～38 明治21〔1887〕～ 肖像あり

吉岡熊雄
北海道人名辞書　第二版 249～250 ヨシオカクマオ 明治8〔1875〕～ 肖像あり

吉岡勲
北海道発達史　第1巻 284～286 明治6〔1873〕～

吉岡憲
函館市功労者小伝 56
北海道人名辞書 346 ヨシオカアキラ 安政元〔1854〕～

吉岡佐一
札幌紳士録 138～139 文久3〔1863〕～
札幌之人 130（肖像130） 文久3〔1863〕～ 肖像あり

能岡霊象
北海道人名辞書 463 ヨシオカレイゾウ 明治4〔1871〕～

【よしかわ】

吉川栄吉
北海道立志編　第2巻 4‐78～80 元治元〔1864〕～ 肖像あり

吉川勘平
開道五十年記念北海道　再版 428 ヨシカワカンベイ 明治11〔1878〕～

吉川巌
北海道人名辞書　第二版 283 ヨシカワイワオ 明治20〔1887〕～
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吉川久七
北海之商傑 208 日露漁業株式会社重役

吉川元民
札幌之人 129（肖像129） 明治17〔1884〕～ 肖像あり

吉川源太郎
北海道発達史　第1巻 296～297 明治3〔1870〕～

吉川孝一
札幌之人 128（肖像128） 明治5〔1872〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 159 ヨシカワコウイチ 明治5〔1872〕～

吉川幸助
北海道立志編　第3巻 358～360 天保11〔1840〕～ 肖像あり

吉川幸男
自治産業発達誌 809 大正7〔1918〕～ 肖像あり

吉川十七蔵
北海道発達史　第1巻 550～551 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 398～399 安政4〔1857〕～ 肖像あり

吉川重治
北海道人名辞書　第二版 515 ヨシカワシゲハル 明治11〔1878〕～

吉川辰次
自治産業発達誌 14 明治13〔1880〕～ 肖像あり
北海道 名辞書 第 版 カ タ ジ 治 〔 〕北海道人名辞書　第二版 387 ヨシカワタツジ 明治13〔1880〕～

吉川旦蔵
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

北海道人名辞書 227 ヨシカワタンゾウ
明治6〔1873〕～
大正3〔1914〕

吉川長兵衛
北海道人名辞書 485 キツカワチョウベエ 安政元〔1854〕～

吉川藤左工門
札幌紳士録 138 明治13〔1880〕～

吉川平八
樺太及樺太を担う人々 48

吉川宥一
北海道人名辞書　第二版 162 キチカワユウイチ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

好川好一
自治産業発達誌 923

能木善七
人物覚書帳 115,370

吉崎吉松
開道五十年記念北海道　再版 221 ヨシザキヨシマツ
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吉崎福松
北海道立志編　第1巻 162～163 嘉永4〔1851〕～ 肖像あり

吉島謙策
北海道十字之光 109 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 555 ヨシシマケンサク 明治10〔1877〕～

吉島又次郎
自治産業発達誌 231 慶応3〔1867〕～
北海道十字之光 225

【よしだ】

吉田タマ
北海道人名辞書 347 ヨシダタマ 明治3〔1870〕～

吉田為造
東北海道の人物 135～137 明治4〔1871〕～ 肖像あり

吉田郁
北海道医事通覧　前編 57

吉田右馬吉
自治産業発達誌 109 明治15〔1882〕～ 肖像あり

吉田栄治郎
北海道十字之光 101 肖像あり

吉田永吉
最近之樺太 治 〔 〕最近之樺太 23 明治17〔1884〕～

吉田音吉
北海道人名辞書　第二版 436～437 ヨシダオトキチ 明治8〔1875〕～

吉田嘉市
北海道発達史　第1巻 293～294 元治元〔1864〕～

吉田角次
北海開発事績　再版 720 ヨシダカクジ 明治21〔1887〕～
北海道樺太名士大鑑 157 明治21〔1887〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 537 ヨシダカクジ 明治21〔1887〕～

吉田勘太郎
開道五十年記念北海道 354 慶応元〔1865〕～

吉田勘之助
自治産業発達誌 86～87 明治25〔1892〕～ 肖像あり

吉田寛治
自治産業発達誌 594

吉田貫一（ヨシダ　カンイチ、明治14〔1881〕～昭和32〔1957〕）
自治産業発達誌 559,820～821

北海道開拓功労者関係資料集録　下 160～161 ヨシダ　カンイチ
明治14〔1881〕～
昭和32〔1957〕

静内村長

吉田岩次郎
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自治産業発達誌 492 肖像あり

吉田喜代作
北海開発事績　再版 738 ヨシダキヨサク 文久2〔1862〕～

吉田菊太郎（ヨシダ　キクタロウ、明治29〔1896〕～昭和40〔1965〕）
開道五十年記念北海道　再版 219 ヤシダキクタロウ 明治23〔1890〕～

吉田吉太郎
北海道人名辞書　第二版 470～471 ヨシダキチタロウ 明治19〔1886〕～

吉田久三郎
自治産業発達誌 505 明治30〔1897〕～ 肖像あり

吉田金左衛門

開道五十年記念北海道　再版 253 ヨシダキンザエモン
天保3〔1832〕～
明治36〔1903〕

吉田金三郎
自治産業発達誌 813 明治25〔1892〕～

吉田金次郎
自治産業発達誌 534 明治9〔1876〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 54 ヨシダキンジロウ 明治10〔1877〕～

吉田楠蔵
開道五十年記念北海道　再版 167 ヨシダクスゾウ 明治21〔1887〕～

吉田敬一
北海道 名辞書 ダ 治 〔 〕北海道人名辞書 161 ヨシダケイイチ 明治7〔1874〕～

吉田敬雄
小樽の人と名勝 260～262 明治22〔1889〕～
人物覚書帳 162

吉田健作（ヨシダ　ケンサク、嘉永5〔1852〕～明治25〔1892〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 162～163 ヨシダ　ケンサク
嘉永5〔1852〕～
明治25〔1892〕

北海道製麻会社事業監
督

吉田健次郎

函館名士録 320,326
㈱函館運送社監査役、
㈱函館漁商市場取締役

吉田権太郎
北海道人名辞書 578 ヨシダゴンタロウ
北海道畜産功労者写真帖 37 肖像あり

吉田元利
人物覚書帳 299～300 嘉永6〔1853〕～
北海道人名辞書　第二版 53～54 ヨシダモトトシ 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり

吉田元嶙
北海人物評論 55 文久元〔1861〕～
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 227 ヨシダゲンリン 文久元〔1861〕～

吉田源蔵
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自治産業発達誌 611 明治21〔1887〕～

吉田幸衛
札幌紳士録 140 明治17〔1884〕～
北海道人名辞書　第二版 54 ヨシダユキエ 明治17〔1884〕～ 肖像あり

吉田幸朔
北海道立志編　第5巻　第二版 85～86 明治10〔1877〕～ 肖像あり
北海道発達史　第1巻 290～293 明治4〔1871〕～

吉田広
現代札幌人物史 311

吉田三四郎
自治産業発達誌 170 明治39〔1906〕～

吉田三郎右衛門
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 103～105 数は第二編のもの
北海道人名辞書 688～689 ヤシダサブロウウエモン 元治元〔1864〕～

北海道人名辞書　第二版 642 ヨシダサブロウウエモン
元治元〔1864〕～
大正7〔1918〕

肖像あり

吉田市太郎
自治産業発達誌 130～131 明治11〔1878〕～ 肖像あり

吉田治雄
自治産業発達誌 189～190 明治10〔1877〕～ 肖像あり

吉田七右衛門
真 「吉 右

東北海道人物画伝 59 明治8〔1875〕～
写真では「吉田七右工
門」と表記

吉田守一

北海之商傑 109,120～126
大日本人造肥料会社函
館工場長

吉田宗太郎
北海人物評論 70 慶応2〔1866〕～

吉田秀造
北海人物評論 118

吉田重太郎
開道五十年記念北海道 658 安政6〔1859〕～ 肖像あり

吉田初三郎
北海道十字之光 181 肖像あり

吉田章
現代札幌人物史 264～265

吉田常吉
開道五十年記念北海道 353 明治11〔1878〕～ 肖像あり
北海道立志編　第5巻　第二版 89～90 嘉永5〔1852〕～ 肖像あり

吉田常三郎
開道五十年記念北海道 334 明治17〔1884〕～ 肖像あり
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自治産業発達誌 178,505 明治17〔1884〕～ 肖像あり

吉田信静
北海道樺太名士大鑑 92 明治12〔1879〕～ 本文に肖像あり

吉田仁太郎
自治産業発達誌 293～294 明治11〔1878〕～ 肖像あり

吉田正二
北海道人名辞書　第二版 528～529 ヨシダマサジ 明治22〔1889〕～

吉田精一
人物覚書帳 154

吉田善太郎
開道五十年記念北海道 52～53 文久元〔1861〕～
開道五十年記念北海道　再版 73～74 ヨシダゼンタロウ 文久元〔1861〕～
北海人物評論 63 肖像あり（巻頭）
北海道人名辞書 408～409 ヨシタゼンタロウ 文久元〔1861〕～
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（100と101の間）

吉田荘作
北海道立志編　第2巻 3‐65～67 嘉永2〔1849〕～

吉田増一
人物覚書帳 306

吉田大吉
北海道立志編　第3巻 340～342 天保12〔1841〕～ 肖像あり（338の次）

吉田卓
北海道人名辞書 539 ヨシダタカシ 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書　第二版 445 ヨシダタカシ 慶応2〔1866〕～

吉田知行

北海道人名辞書 452～453 ヨシダトモユキ
天保14〔1843〕～
大正2〔1913〕

吉田忠治
北海開発事績　再版 575 ヨシダチュウジ 明治5〔1872〕～
北海道人名辞書 534 ヨシダチュウジ
北海道人名辞書　第二版 450 ヨシダチュウジ 明治22〔1889〕～

吉田朝蔵
開道五十年記念北海道　再版 253 ヨシダアサゾウ 明治20〔1887〕～

吉田長左衛門
自治産業発達誌 271

吉田直次郎
自治産業発達誌 242 肖像あり

吉田直太郎
札幌之人 131（肖像131） 安政4〔1857〕～ 肖像あり
北海道十字之光 9 肖像あり
北海道人名辞書 160～161 ヨシダナオタロウ 安政4〔1857〕～
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吉田貞次郎（ヨシダ　テイジロウ、明治18〔1885〕～昭和23〔1948〕）
郷土を拓く人々 162～167 肖像あり
自治産業発達誌 83 明治18〔1885〕～ 肖像あり

北海道開拓功労者関係資料集録　下 164～165 ヨシダ　テイジロウ
明治18〔1885〕～
昭和23〔1948〕

上富良野村長、十勝岳
爆発の復興

吉田定次郎
北海道樺太名士大鑑 36 明治35〔1902〕～ 本文に肖像あり

吉田定助
北海道人名辞書 434 ヨシダテイスケ 安政3〔1856〕～

吉田定太郎
自治産業発達誌 740

吉田鉄次郎
函館名士録 326 ㈱函館漁商市場監査役

吉田島太郎
東北海道の人物 20～22 明治元〔1868〕～

吉田藤吉
北海道発達史　第1巻
北海道立志編　第2巻 5‐25～27 肖像あり

吉田寅太郎
北海人物評論 113

吉田半兵衛
北海道拓殖功労者 伝 高北海道拓殖功労者列伝 69～73 日高国平取町

吉田彦吉
樺太之豊原 40～42 明治5〔1872〕～ 肖像あり

吉田富次郎
自治産業発達誌 18 明治17〔1884〕～ 肖像あり

吉田富七
開道五十年記念北海道 334 大正3〔1914〕～ 肖像あり

吉田福次郎
自治産業発達誌 303 肖像あり

吉田平吾
札幌紳士録 139～140 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書 346 ヨシダヘイゴ 明治9〔1876〕～

吉田保次郎
東北海道人物画伝 2 明治元〔1868〕～ 肖像あり

吉田保任
開道五十年記念北海道 675 明治13〔1880〕～ 肖像あり

吉田豊吉
現代札幌人物史 223～224 明治16〔1883〕～
自治産業発達誌 921
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吉田毎太郎

開道五十年記念北海道 671
嘉永6〔1853〕～
大正3〔1914〕

肖像あり

東北海道人物画伝 74 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
北海道立志編　第3巻 82～84 嘉永6〔1853〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 82～84 肖像あり

吉田民治
開道五十年記念北海道　再版 31～32 ヨシダタミジ 安政2〔1855〕～
北海道立志編　第1巻 160～162 安政4〔1857〕～ 肖像あり
北海道立志編　第2巻 3‐10～14 安政4〔1857〕～

吉田由蔵
後志國要覧 205 安政5〔1858〕～

吉田由太郎
人物覚書帳 188,315

吉田与三松
北海道発達史　第1巻 297～299 安政3〔1856〕～

芳竹由三
小樽の人と名勝 262～263

吉野慶助
北海道発達史　第1巻 299～300 慶応2〔1866〕～

吉野康
自治産業発達誌 541 明治30〔1897〕～

吉野恒三郎
北海道樺太名士大鑑 154 明治20〔1887〕～ 本文に肖像あり
北海道人名辞書　第二版 528 ヨシノツネサブロウ 明治20〔1887〕～

吉野新治郎
北海道樺太名士大鑑 41 明治11〔1878〕～ 本文に肖像あり

吉野対輔
東北海道人物画伝 3 明治19〔1886〕～ 肖像あり

吉野武者二
北海道人名辞書　第二版 54～55 ヨシノムシャジ 明治24〔1891〕～

吉原常太郎
樺太之豊原 209～210 元治元〔1864〕～ 肖像あり

吉原兵次郎
札幌紳士録 137 明治3〔1870〕～
札幌之人 127（肖像127） 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 407～408 ヨシハラヒョウジロウ 明治3〔1870〕～

【よしむら】

吉村慶蔵
東北海道の人物 141～143 明治元〔1868〕～ 肖像あり

吉村幸太郎
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北海道立志編　第5巻　第二版 399～400 明治6〔1873〕～ 肖像あり

吉村佐太郎
北海道人名辞書 399 ヨシムラサタロウ 明治7〔1874〕～

吉村重次郎
東北海道人物画伝 34 明治14〔1881〕～ 肖像あり

吉村将三
北海道人名辞書　第二版 484 ヨシムラマサゾウ 明治6〔1873〕～ 肖像あり

吉村常吉
北海道立志編　第3巻 64～66 嘉永2〔1849〕～ 肖像あり

吉村真貴
東北海道人物画伝 44 明治8〔1875〕～ 肖像あり

吉村仁太郎
自治産業発達誌 584 肖像あり

吉村正人
札幌之人 132（肖像132） 明治13〔1880〕～ 肖像あり

吉村清次郎
北海道人名辞書 347 ヨシムラセイジロウ 文久2〔1862〕～

吉村太郎
自治産業発達誌 245 明治36〔1903〕～

吉村定吉吉村定吉
北海道立志編　第4巻　増補訂正 64～66 肖像あり

吉村徳義
東北海道人物画伝 11 肖像あり
北海道人名辞書 616～617 ヨシムラノリヨシ

吉村敦
北海道人名辞書　第二版 303 ヨシムラアツシ 明治21〔1887〕～ 肖像あり

吉村博（ヨシムラ　ヒロシ、明治44〔1911〕～昭和5〔1930）8〔1983〕）
北方のビジョン 87～119 明治44〔1911〕～

吉村彦九郎
北海開発事績　再版 626 ヨシムラヒコクロウ
北海道発達史　第1巻
北海道立志編　第2巻 5‐154～155 安政5〔1858〕～

吉村要三郎
北海道十字之光 158 肖像あり

吉本千代市
自治産業発達誌 263～264 明治19〔1886〕～ 肖像あり

吉本平一郎
北海開発事績　再版 660 ヨシモトヘイイチロウ 明治7〔1874〕～

【よ／た～や行】
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依田勉三
開道五十年記念北海道 33～35 嘉永6〔1853〕～
開道五十年記念北海道　再版 50～52 ヨダベンゾウ 嘉永6〔1853〕～

北の先覚　改訂版 273～283
寛永6〔1629〕～
大正14〔1925〕

北海開発事績　再版 351 ヨダベンゾウ 嘉永6〔1853〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 166～167 ヨダ　ベンゾウ
嘉永6〔1853〕～
大正14〔1925〕

晩成社結成、十勝開拓

北海道人名辞書 617～619 ヨダベンゾウ 嘉永6〔1853〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 369～372 嘉永6〔1853〕～ 肖像あり
北海道畜産功労者写真帖 35 肖像あり

明治の群像　8　開拓と探検 164～177
嘉永6〔1853〕～
大正14〔1925〕

依田有太郎
東北海道の人物 144～146 明治9〔1876〕～ 肖像あり

四日栄造
樺太及樺太を担う人々 48
樺太人物大観 218～220 実業家

世継仁作
北海道人名辞書 227 ヨツギニサク 明治元〔1868〕～

四柳亀太郎
北海道人名辞書 348～349 ヨツヤナギカメタロウ 万延元〔1860〕～
北海道人名辞書　第二版 250 ヨツヤナギカメタロウ 万延元〔1860〕～ 肖像あり

淀野熊太淀野熊太
小樽区実業家百撰立志編 168～169 安政4〔1857〕～
北海道立志編　第1巻 152～153 安政4〔1857〕～ 肖像あり

米沢春吉
北海道十字之光 76 肖像あり

米沢孫次郎
北海道十字之光 182 肖像あり

米沢長七
現代札幌人物史 214 明治30〔1897〕～

米内勇次郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 28～30 安政3〔1856〕～ 肖像（28と29の間）

米川虎吉
開道五十年記念北海道 477 明治元〔1868〕～
北海開発事績　再版 777 ヨネカワトラキチ 明治元〔1868〕～
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)
北海道人名辞書 575 ヨネカワトラキチ 明治元〔1868〕～
北海道人名辞書　第二版 331～332 ヨネカワトラキチ 明治元〔1868〕～

米倉金蔵
現代札幌人物史 183～134 明治12〔1879〕～

米倉三朗
東北海道人物画伝 15 明治9〔1876〕～ 肖像あり
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米倉友治
樺太及樺太を担う人々 48～49

米坂栄作
北海道立志編　第1巻 158～159 弘化4〔1847〕～ 肖像あり

米坂友七
北海道立志編　第1巻 163～164 文政6〔1823〕～ 肖像あり

米沢太蔵
人物覚書帳 187
北海道人名辞書　第二版 332 ヨネザワタゾウ 明治20〔1887〕～

米沢勇
自治産業発達誌 187～188 明治36〔1903〕～ 肖像あり

米沢理作
札幌紳士録 134～135 慶応2〔1866〕～

米田久治郎
北海道発達史　第1巻 294～295 明治8〔1875〕～

米田常作
自治産業発達誌 782

米田惣太郎
小樽区外七郡案内 102～103 肖像あり
北海道人名辞書 504 ヨネダソウタロウ

米田豊作
開道五十年記念北海道　再版 300 ヨネダトヨサク 明治9〔1876〕～

米田末作
北海道立志編　第5巻　第二版 400～401 明治4〔1871〕～ 肖像あり

米谷秀司
北海人物評論 84～85 肖像あり
北海道十字之光 73 肖像あり
北海道立志編　第1巻 153～155 文久3〔1863〕～ 肖像あり

米谷善四郎
人物覚書帳 102

米谷与兵衛
北海道立志編　第2巻 4‐77～78 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

米谷留五郎
最近之樺太 59 明治17〔1884〕～

米津政賢
北海道人名辞書 161 ヨネキズマサタダ 明治16〔1883〕～

米林伊三郎
北海道人名辞書 348 ヨネバヤシイサブロウ 明治4〔1871〕～
北海道立志編　第2巻 5‐151～154 明治4〔1871〕～ 肖像あり
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米林友太郎
小樽区外七郡案内 155 明治2〔1869〕～ 肖像あり
小樽区実業家百撰立志編 37～39 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 227 ヨネバヤシトモタロウ 明治2〔1869〕～

米屋甚松
北海道立志編　第3巻 360～361 安政5〔1858〕～

与力要一

樺太之留多加 103～104 明治28〔1895〕～
肖像あり、付録の部口絵
にもあり

最近之樺太 肖像（巻頭） 能登呂村評議員

頼田良信
自治産業発達誌 728 明治23〔1890〕～ 肖像あり

万屋専太郎
樺太之豊原 251～252 明治16〔1883〕～

《ら～ろ》

ライマン（Benjamin　Smith　Lyman、天保6〔1835〕～大正9〔1920〕）
北海開発事績　再版 355 天保7〔1836〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 225～226 ベンジャミン　スミス　ライマン
天保6〔1835〕～
大正9〔1920〕

アメリカ人、地質調査と
鉱業開発

北海道人名辞書 680
北海道拓殖功労者旌彰録 323～327 天保7〔1836〕～北海道拓殖功労者旌彰録 323～327 天保7〔1836〕～

ラーフォン（ヘンリー・ラフーオン）
札幌之人 59（肖像59） 安政5〔1858〕～ 肖像あり

ラング（デー・イム・ラング）
北海道人名辞書 302 元治元〔1864〕～

劉三郎
小樽区外七郡案内 120

連仏常蔵

開道五十年記念北海道 566 明治3〔1870〕～
肖像あり、「連仏尚蔵」と
表記

自治産業発達誌 715 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 684 レンブツツネゾウ 明治3〔1870〕～
北海道十字之光 241 肖像あり

六井卯一郎
北海道人名辞書　第二版 347 ロクイウイチロウ 明治12〔1879〕～

六田作次郎
樺太之留多加 83～84 明治17〔1884〕～

ローランド（George　Miller　Rowland、安政6〔1859〕～昭和16〔1941〕）
人物覚書帳 47

北海道開拓功労者関係資料集録　下 227～228 ジョージ　ミラー　ローランド
安政6〔1859〕～
昭和16〔1941〕

伝道と音楽

北海道人名辞書 71 安政6〔1859〕～
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北海道人名辞書　第二版 612 安政6〔1859〕～ 肖像あり

《わ》

【わ／か行】

和賀魚取
北海道人名辞書 354～355 ワガナトリ 文化13〔1842〕～

若木伊平
北海道発達史　第1巻 253～254 嘉永2〔1849〕～

若木作蔵
人物覚書帳 298

若桑久吉
北海道立志編　第1巻 129～130 慶応2〔1866〕～ 肖像あり

若狭岩蔵
北海開発事績　再版 803 ワカサイワゾウ ～明治45〔1912〕

若狭謙吉
北海人物評論 85～86 肖像あり
札幌紳士録 116 嘉永4〔1851〕～
北海道立志編　第2巻 4‐63～65 嘉永3〔1850〕～ 肖像あり

北海道人名辞書 165～167 ワカサケンキチ
嘉永3〔1850〕～
大正元〔1912〕大正元〔1912〕

若狭由次郎
人物覚書帳 126 明治19〔1886〕～
北海道人名辞書　第二版 43 ワカサヨシジロウ 明治19〔1886〕～

若佐豊
北海道人名辞書　第二版 243 ワカザユタカ 明治22〔1889〕～

若月為七
北海人物評論 86～87 肖像あり

若月久吉
北海道人名辞書　第二版 584 ワカツキキュウキチ 明治6〔1873〕～

若月幸七
北海人物評論 101 肖像あり（巻頭）

若月正雄
北海道人名辞書 468 ワカツキマサオ 明治13〔1880〕～

若月清八
札幌紳士録 114～115 明治14〔1881〕～
札幌之人 100（肖像100） 明治14〔1881〕～ 肖像あり

若月保造
北海道立志編　第3巻 336～338 天保8〔1837〕～ 肖像あり

我妻伝八
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北海道人名辞書　第二版 580 アズマデンパチ 明治16〔1883〕～

我妻友三郎
北海開発事績　再版 505 ワガツマトモサブロウ 弘化4〔1847〕～

我妻勇作
自治産業発達誌 290～291 明治21〔1887〕～ 肖像あり

【わかばやし】

若林磯吉
樺太之豊原 21～22 明治8〔1875〕～ 肖像あり

若林云爾
北海道人名辞書 447 ワカバヤシウンジ 明治14〔1881〕～

若林栄蔵
北海道人名辞書 516 ワカバヤシエイゾウ 嘉永2〔1849〕～

若林嘉次郎
現代札幌人物史 101

若林源蔵
開道五十年記念北海道 612 明治元〔1868〕～ 肖像あり

若林功
現代札幌人物史 237～238 明治6〔1873〕～
北海道人名辞書 535～536 ワカバヤシイサオ 明治6〔1873〕～

若林行教若林行教
自治産業発達誌 292 明治元〔1868〕 肖像あり

若林作蔵
北海道人名辞書　第二版 43 ワカバヤシサクゾウ 明治22〔1889〕～

若林晴治
小樽区外七郡案内 211

若林貞三
小樽区外七郡案内 174～175

若林貞七
東北海道の人物 33～34 明治19〔1886〕～ 肖像あり

若林平次郎
樺太之豊原 26～27 明治6〔1873〕～

若林祐三郎
札幌紳士録 113～114 明治5〔1872〕～

若林和吉
北海道人名辞書　第二版 514～515 ワカバヤシワキチ 慶応元〔1865〕～

若原力弥
樺太之豊原 225～226 元治元〔1864〕～ 肖像あり

若松伊三郎
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札幌之人 101（肖像101） 明治4〔1871〕～ 肖像あり
北海開発事績　再版 478 ワカマツイサブロウ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 43～44 ワカマツイサブロウ 明治4〔1871〕～

若松嘉一郎
開道五十年記念北海道 281 明治4〔1871〕～ 肖像あり

若松寿恵
小樽の人と名勝 115～116 スヱ ～明治14〔1881〕

若松重太郎

北海道立志編　第4巻　増補訂正 258～260  安政6〔1859〕～
肖像（256と257の間）、本
文と写真では「若松重次
郎」とあり

若松正三郎
小樽区外七郡案内 163

若松忠次郎
開道五十年記念北海道 188 天保10〔1839〕～ 肖像あり
北海道十字之光 81 肖像あり
北海道立志編　第2巻 4‐57～60 天保10〔1839〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 354 ワカマツチュウタロウ 天保10〔1839〕～

若山捨吉
札幌紳士録 115 安政6〔1859〕～

若山成
樺太及樺太を担う人々 37

若山赤杉
北海開発事績　再版 479 ワカヤマアカスギ 明治22〔1889〕～

若山長兵衛
開道五十年記念北海道 523 安政5〔1858〕～

和歌山嘉八郎

北海道人名辞書 355 ワカヤマカハチロウ
天保10〔1839〕～
大正2〔1913〕

脇勝吉
北海道人名辞書 467～478 ワキカツキチ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 410 ワキカツキチ 文久3〔1863〕～

脇文吉
東北海道の人物 31～33 明治8〔1875〕～ 肖像あり
北海道樺太名士大鑑 53 明治8〔1875〕～ 本文に肖像あり

脇谷徹
自治産業発達誌 277 明治36〔1903〕～

脇野安信
北海道発達史　第1巻 246～248 明治5〔1872〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 361～362 明治5〔1872〕～ 肖像あり

脇屋慎蔵
静浪遺稿 87～88
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北海道人名辞書 165 ワキヤシンゾウ 安政6〔1859〕～

和久伊助
北海道人名辞書 534～535 ワクイスケ 弘化元〔1844〕～

涌井直市
東北海道人物画伝 23 元治元〔1864〕～ 肖像あり

【わ／さ行】

鷲崎文三
札幌紳士録 119～120 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書 633～634 ワシザキブンゾウ 明治9〔1876〕～

鷲崎頼之
北海開発事績　再版 551 ワシザキヨリユキ 安政元〔1854〕～

鷲沢岩吉郎
北海道人名辞書 535 ワシザワイワキチロウ 明治8〔1875〕～

鷲田軍蔵
北海道立志編　第2巻 5‐148～150 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 365～366 安政3〔1856〕～

鷲田弥左衛門
北海道人名辞書 402～403 ワシダヤザエモン 安政5〔1858〕～

輪島菊五郎
自治産業発達誌 1～2 明治16〔1883〕～

和島貞二（ワジマ　テイジ、明治8〔1875〕～大正14〔1925〕）
開道五十年記念北海道 207 明治8〔1875〕～

函館市功労者小伝 60
明治8〔1875〕～
大正12〔1923〕

肖像あり

鷲山英一
北海道人名辞書　第二版 301 ワシヤマエイイチ 明治15〔1882〕～ 肖像あり

早稲田貞蔵
東北海道人物画伝 2 明治9〔1876〕～ 肖像あり

【わ／た行】

和田いし子
北海道医事通覧　前編 82 肖像(巻頭)

和田惟一
北海道人名辞書 353 ワダタダイチ 天保14〔1843〕～
北海道立志編　第2巻 4‐60～61 天保14〔1843〕～ 肖像あり

和田為芳
札幌紳士録 113 慶応元〔1865〕～

和田郁次郎
開道五十年記念北海道 44 弘化4〔1847〕～
開道五十年記念北海道　再版 59～62 ワダイクジロウ 弘化4〔1847〕～ 北広島開祖
北海開発事績　再版 344～345 ワダイクジロウ 弘化4〔1847〕～
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北海道十字之光 42 肖像あり
北海道人名辞書 410 ワダイクジロウ 弘化4〔1847〕～ 「和田郁治郎」と表記
北海道拓殖功労者旌彰録 373～377 弘化4〔1847〕～ 肖像あり
北海道立志編　第1巻 127～129 弘化4〔1847〕～

和田喜八郎（ワダ　キハチロウ、明治5〔1872〕～昭和11〔1936〕）
北海道人名辞書 353 ワダキハチロウ 明治5〔1872〕～

和田健三
札幌之人 99（肖像99） 万延元〔1860〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 164～165 ワダケンゾウ 万延元〔1860〕～

和田見治
人物覚書帳 6

和田幸輔
小樽区外七郡案内 53 明治11〔1878〕～ 肖像あり

和田治五郎
開道五十年記念北海道 272 明治6〔1873〕～ 肖像あり
函館名士録 331 函館無盡㈱監査役
北海道人名辞書 353～354 ワダジゴロウ 明治6〔1873〕～

和田松衛門
自治産業発達誌 258～259 肖像あり

和田仁作
小樽区外七郡案内 158

和 槌 郎和田槌三郎
北海道立志編　第4巻　増補訂正 18～20 万延元〔1860〕～ 肖像（16と17の間）

和田徳蔵
東北海道人物画伝 33 明治8〔1875〕～ 肖像あり

和田房治
樺太之豊原 24～26 明治24〔1891〕～ 肖像あり

和田祐五郎
樺太之豊原 23～24 明治10〔1877〕～ 肖像あり

和田林次郎
北海道発達史　第1巻 252～253 明治3〔1870〕～

【わたなべ／渡部】

渡部貫道
北海道人名辞書　第二版 579～580 ワタナベカンドウ 明治22〔1889〕～

渡部喜蔵　→　渡辺喜蔵も見よ
北海道人名辞書　第二版 559～560 ワタナベキゾウ 明治12〔1879〕～

渡部賢外
自治産業発達誌 359 肖像あり

渡部作義
自治産業発達誌 583 肖像あり
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渡部守治　→　渡辺守治も見よ
自治産業発達誌 871
人物覚書帳 69,304
静浪遺稿 145～146

渡部重太郎
北海道十字之光 98 肖像あり

渡部勝也
函館名士録 320 ㈱函館運送社専務
北海道人名辞書　第二版 241～242 ワタナベカツヤ 明治11〔1878〕～ 肖像あり

渡部精司（ワタナベ　セイジ、文久2〔1862〕～大正15〔1926〕）
北海開発事績　再版 349～350 ワタナベセイジ 文久2〔1862〕～ 「渡辺」と表記

北海道開拓功労者関係資料集録　下 177～178 ワタナベ　セイジ
文久2〔1862〕～
大正15〔1926〕

はっか栽培

北海道拓殖功労者旌彰録 411～415 文久2〔1862〕～ 肖像あり

渡部辰衛
自治産業発達誌 553 明治25〔1892〕～

渡部道太郎
札幌之人 102（肖像102） 明治10〔1877〕～ 肖像あり
人物覚書帳 332
北海道人名辞書 164 ワタベミチタロウ 明治10〔1877〕～

渡部保三
北海道人名辞書　第二版 42～43 ワタナベヤスゾウ 明治15〔1882〕～

【わたなべ／渡辺】

渡辺カネ（ワタナベ　カネ、安政6〔1859〕～昭和20〔1945〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 172～173 ワタナベ　カネ
安政6〔1859〕～
昭和20〔1945〕

晩成社幹部渡辺勝の妻

渡辺りうゆ子
北海道医事通覧　前編 85～86 肖像(巻頭)では「渡辺

渡辺安吉
札幌紳士録 116～117 文久元〔1861〕～

渡辺伊平
開道五十年記念北海道 45 天保10〔1839〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 63 ワタナベイヘイ 天保10〔1839〕～
北海開発事績　再版 348 ワタナベイヘイ 天保10〔1839〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 168～169 ワタナベ　イヘイ
天保10〔1839〕～
大正7〔1918〕

留辺蘂の法華団体

北海道人名辞書 689 ワタナベイヘイ 天保10〔1839〕～
北海道人名辞書　第二版 620 ワタナベイヘイ 天保10〔1839〕～

北海道拓殖功労者旌彰録 243～248
天保10〔1839〕～
大正7〔1918〕

肖像あり

渡辺栄
人物覚書帳 383～384 肖像あり

渡辺栄蔵
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自治産業発達誌 91 明治19〔1886〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 350 ワタナベエイゾウ 嘉永3〔1850〕～

渡辺永助（ワタナベ　エイスケ、明治5〔1872〕～昭和38〔1963〕）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 170～171 ワタナベ　エイスケ
明治5〔1872〕～
昭和333〔1958〕

単級複式授業の実験教
育

北海道人名辞書　第二版 375 ワタナベエイスケ 明治5〔1872〕～ 肖像あり

渡辺円次郎
最近之樺太 87～88 明治11〔1878〕～

渡辺奥太郎

北海之商傑 256～257
小栗合資会社小樽支店
支配人

渡辺嘉吉
北海道立志編　第5巻　第二版 60～61 天保12〔1841〕～

渡辺角次郎
後志國要覧 203 万延元〔1860〕～
北海道立志編　第5巻　第二版 62～63 万延元〔1860〕～ 肖像あり

渡辺侃
北海道人名辞書　第二版 537 ワタナベタダシ 明治26〔1893〕～

渡辺勘一
人物覚書帳 53～54
東北海道の人物 29～31 明治12〔1879〕～
北海道人名辞書　第二版 503 ワタナベカンイチ 明治12〔1879〕～

渡辺勘次郎
札幌紳士録 117～118 明治10〔1877〕～

渡辺幹蔵

函館名士録 304
昭和6〔1931〕太平洋漁
業営業課長

渡辺喜蔵　→　渡部喜蔵も見よ
北海開発事績　再版 766 ワタナベキゾウ 明治12〔1879〕～

渡辺季男
人物覚書帳 39

渡辺癸平
開道五十年記念北海道 118 肖像あり

渡辺儀助
人物覚書帳 38

渡辺義一
自治産業発達誌 466～467 明治32〔1899〕～ 肖像あり

渡辺吉次
北海道人名辞書 163～164 ワタナベキチジ 明治9〔1876〕～

渡辺亨
自治産業発達誌 197 明治11〔1878〕～ 肖像あり
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渡辺熊四郎　初代　→　渡辺孝平も見よ
北海道人物誌（第1・第2編合綴本） 13～26 天保11〔1840〕～ 数は第二編のもの

北海道人名辞書 351～352 ワタナベクマシロウ
天保11〔1840〕～
明治40〔1907〕

渡辺熊四郎　2代目
開道五十年記念北海道 138～141 肖像あり

函館市功労者小伝 37
弘化4〔1847〕～
大正5〔1916〕

肖像あり

函館名士録 281～282 ワタナベ　クマシロウ 慶応元〔1865〕～ 肖像あり、函館の元老

北海道開拓功労者関係資料集録　下 174～175 ワタナベ　クマシロウ
弘化4〔1847〕～
大正5〔1916〕

函館発展に貢献

北海道人名辞書 352 ワタナベクマシロウ 弘化4〔1847〕～
北海道人名辞書　第二版 243 ワタナベクマシロウ 弘化4〔1847〕～

渡辺熊蔵
自治産業発達誌 771～772 明治27〔1894〕～

渡辺軍六
人物覚書帳 382 肖像あり

渡辺慶助
樺太之豊原 27～28 明治14〔1881〕～

渡辺健蔵
北海道人名辞書 350～351 ワタナベケンゾウ 文久3〔1863〕～

渡辺顕正
樺太之豊原 治 〔 〕 肖像(巻 )樺太之豊原 175～176 明治元〔1868〕～ 肖像(巻頭)

渡辺元治郎
樺太之留多加 95～96 明治19〔1886〕～ 肖像（女人写真）あり

渡辺源助
函館名士録 285～286 ワタナベ　ゲンスケ 明治22〔1889〕～ 肖像あり

渡辺孝平（ワタナベ　コウヘイ、天保11〔1840）～明治40〔1907〕）　→　渡辺熊四郎　初代も見よ
開道五十年記念北海道 36～37,138 天保11〔1840〕～ 肖像あり

開道五十年記念北海道　再版 52～53 ワタナベコウヘイ
天保11〔1840〕～
明治40〔1907〕

函館市功労者小伝 36
天保11〔1840〕～
明治40〔1907〕

肖像あり

函館名士録 283～284 ワタナベ　コウヘイ 明治9〔1876〕～ 肖像あり

北海開発事績　再版 334～335 ワタナベコウヘイ
天保11〔1840〕～
明治40〔1907〕

北海道開拓功労者関係資料集録　下 175～176 ワタナベ　コウヘイ
天保11〔1840〕～
明治40〔1907〕

函館発展に貢献

北海道人名辞書　第二版 639～640 ワタナベコウヘイ
天保11〔1840〕～
明治40〔1907〕

北海道拓殖功労者旌彰録 77～83
天保11〔1840〕～
明治40〔1907〕

肖像あり

北海之商傑 216～220 金森商船㈱社長

渡辺幸次郎
小樽区実業家百撰立志編 19～21 明治3〔1870〕～ 肖像あり
北海人物評論 115～116
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渡辺広吉
北海道人名辞書　第二版 443 ワタナベヒロキチ 明治14〔1881〕～

渡辺綱太郎
北海道人名辞書 349 ワタナベツナタロウ 嘉永4〔1851〕～

渡辺作太郎
小樽区外七郡案内 232 明治元〔1868〕～

渡辺駒治
自治産業発達誌 445 明治18〔1885〕～

渡辺三作
北海道人名辞書 352 ワタナベサンサク 明治9〔1876〕～

渡辺三蔵
北海人物評論 71

渡辺市二郎
北海道人名辞書 229 ワタナベイチジロウ 明治18〔1885〕～
北海道人名辞書　第二版 201 ワタナベイチジロウ 明治18〔1885〕～ 肖像あり

渡辺次作
人物覚書帳 338

渡辺次郎右衛門

北海道立志編　第5巻　第二版 364～365 慶応元〔1865〕～
肖像では「渡辺次郎左衛
門」と表記

渡辺七郎
現代札幌人物史 144～145

渡辺守治　→　渡部守治も見よ
小樽の人と名勝 248～249 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書 164 ワタナベモリジ 明治9〔1876〕～
北海道人名辞書　第二版 568 ワタナベモリハル 明治9〔1876〕～ 肖像あり

渡辺寿吉
東北海道の人物 109～111 慶応3〔1867〕～

渡辺宗作
小樽区外七郡案内 107
北海道人名辞書 504 ワタナベソウサク

渡辺俊三
開道五十年記念北海道 486 肖像あり

渡辺俊郎
人物覚書帳 338

渡辺順三
現代札幌人物史 63～65 肖像あり

渡辺勝太郎
北海道人名辞書 162 ワタナベカツタロウ 嘉永4〔1851〕～

681 



人名／掲載資料タイトル 掲載ページ 人名ヨミ 生没年 備考

渡辺尚武郎
樺太之留多加 114 明治23〔1890〕～ 肖像あり
最近之樺太 肖像（巻頭） 能登呂村登小学校長

渡辺昇平
人物覚書帳 380～381
北海道人名辞書　第二版 202 ワタナベショウヘイ 明治19〔1886〕～ 肖像あり

渡辺松太郎
北海道人名辞書　第二版 42 ワタナベマツタロウ 明治18〔1885〕～
北海道立志編　第4巻　増補訂正 325～326 明治7〔1874〕～ 肖像（324と325の間）

渡辺照平
自治産業発達誌 417 肖像あり
函館名士録 328 北海道漁業缶詰㈱専務

渡辺省二
北海道人名辞書　第二版 201 ワタナベショウジ 明治19〔1886〕～

渡辺章六
札幌之人 104（肖像104） 明治16〔1883〕～ 肖像あり

渡辺常吉
北海道立志編　第1巻 124～125 弘化2〔1845〕～
北海道立志編　第2巻 5‐200～202 明治6〔1873〕～

渡辺信市
樺太及樺太を担う人々 37～38

渡辺政渡辺政三
北海道人名辞書　第二版 201～202 ワタナベマサゾウ 明治25〔1892〕～

渡辺政次郎
東北海道人物画伝 51 明治元〔1868〕～ 肖像あり
東北海道の人物 107～109 明治元〔1868〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 349 ワタナベマサジロウ 明治元〔1868〕～

渡辺政治
北海道発達史　第1巻 244～246 元治元〔1864〕～

北海道立志編　第5巻　第二版 362～363 明治元〔1868〕～
肖像では「渡辺正治」と
表記

渡辺正弘
自治産業発達誌 780 大正4〔1915〕～ 肖像あり

渡辺正作
人物覚書帳 354～355

渡辺正蔵
北海道人名辞書 447 ワタナベショウゾウ 文久2〔1862〕～

渡辺清吾
樺太之豊原 190～191 明治5〔1872〕～

渡辺清盛
自治産業発達誌 461 明治29〔1896〕～
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渡辺石蔵
小樽区外七郡案内 216～217 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 333 ワタナベイシゾウ 明治7〔1874〕～ 庶路最古漁業者
北海道立志編　第1巻 肖像 肖像（100と101の間）

渡辺積
北海道人名辞書　第二版 202 ワタナベツモル 明治7〔1874〕～

渡辺千秋（ワタナベ　チアキ、天保14〔1843〕～大正10〔1921〕）
開道五十年記念北海道 6 天保14〔1843〕～ 肖像あり
開道五十年記念北海道　再版 7 ワタナベチアキ 天保14〔1843〕～
北海開発事績　再版 329 ワタナベチアキ 天保14〔1843〕～

渡辺増太郎
北海道人名辞書　第二版 243～244 ワタナベマスタロウ 慶応元〔1865〕～

渡辺泰吉
小樽区実業家百撰立志編 113～115 安政3〔1856〕～
北海道立志編　第1巻 130～131 安政3〔1856〕～

渡辺泰進
自治産業発達誌 11 肖像あり

渡辺泰邦
人物覚書帳 564～565
函館名士録 287～288 ワタナベ　ヤスクニ 明治24〔1891〕～

渡辺大助
北海道発達史　第1巻 248～252 弘化2〔1845〕～

渡辺智修
樺太及樺太を担う人々 36 明治10〔1877〕～

渡辺長一郎
開道五十年記念北海道　再版 206 ワタナベチョウイチロウ

渡辺長蔵
開道五十年記念北海道 180 ～大正3〔1914〕 肖像あり

北海道人名辞書 352～353 ワタナベチョウゾウ
嘉永3〔1850〕～
大正3〔1914〕

渡辺長太郎
北海道人名辞書　第二版 568～569 ワタナベチョウタロウ 明治元〔1868〕～ 肖像あり

渡辺直槌
北海道人名辞書　第二版 201 ワタナベナオツチ 明治4〔1871〕～

渡辺貞佳
北海道医事通覧　前編 肖像(巻頭)

渡辺鉄太郎
函館名士録 338 函館競馬倶楽部監事

渡辺藤作
人物覚書帳 144～145,383 肖像あり
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函館名士録 304,328,30

昭和6〔1931〕太平洋漁
業監査役、北海道漁業
缶詰㈱社長、北日本油
脂工業㈱監査役

渡辺藤七
人物覚書帳 46

渡辺藤平
北海道立志編　第4巻　増補訂正 260～262 嘉永4〔1851〕～

渡辺得郎

人物覚書帳
73～74、551
～553

渡辺徳四郎
東北海道人物画伝 16 明治12〔1879〕～ 肖像あり

渡辺徳次郎
人物覚書帳 23

渡辺八右衛門
北海道立志編　第5巻　第二版 363～364 元治元〔1864〕～

渡辺繁吉
人物覚書帳 190 明治20〔1887〕～
東北海道の人物 35～36 明治20〔1887〕～
北海道人名辞書　第二版 527～528 ワタナベシゲキチ 明治20〔1887〕～

渡辺繁渡辺繁七
北海道立志編　第2巻 4‐62～63 肖像あり

渡辺彦次郎
樺太及樺太を担う人々 185

渡辺彦太郎
小樽区実業家百撰立志編 43～45 肖像あり
北海人物評論 99～100
北海道立志編　第2巻 3‐57～58 慶応3〔1867〕～ 肖像あり

渡辺敏郎
開道五十年記念北海道 599 明治19〔1886〕～ 肖像あり

渡辺富蔵
北海道立志編　第2巻 4‐65～66 明治5〔1872〕～

渡辺斧助
樺太及樺太を担う人々 37

渡辺武
北海道人名辞書 350 ワタナベタケシ 文久3〔1863〕～
北海道人名辞書　第二版 242 ワタナベタケシ 文久3〔1863〕～

渡辺武兵衛
北海道立志編　第3巻 338～340 安政3〔1856〕～ 肖像あり

渡辺文右エ門
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北海道十字之光 148 肖像あり

渡辺兵四郎（ワタナベ　ヒョウシロウ、弘化3〔1846〕～昭和7〔1932〕）
小樽区外七郡案内 110～111 肖像あり（巻頭）
小樽区実業家百撰立志編 76～79 弘化3〔1846〕～ 肖像あり

小樽の人と名勝
27～29,246～
248

弘化3〔1846〕～

開道五十年記念北海道 421 弘化3〔1846〕～
後志國要覧 124 肖像(中間頁)
人物覚書帳 100,547～551
北海開発事績　再版 348～349 ワタナベヘイシロウ 弘化3〔1846〕～

北海道開拓功労者関係資料集録　下 179～180 ワタナベ　ヒョウシロウ
弘化3〔1846〕～
昭和7〔1932〕

漁網の改良と漁場経営

北海人物評論 47 肖像あり（巻頭）
北海道人名辞書 228 ワタナベヘイシロウ 弘化3〔1846〕～
北海道人名辞書　第二版 656 ワタナベヒョウシロウ 弘化3〔1846〕～
北海道拓殖功労者旌彰録 359～362 弘化3〔1846〕～
北海道立志編　第1巻 125～127 肖像あり

渡辺米四郎
北海道立志編　第3巻 39～40 肖像あり（36の次）
北海道立志編　第4巻　増補訂正 39～40 肖像あり

渡辺米太郎
北海道人名辞書 162～163 ワタナベヨネタロウ 明治4〔1871〕～
北海道人名辞書　第二版 42 ワタナベヨネタロウ 明治4〔1871〕～

渡辺弁市
樺太之留多加 38 文久2〔1862〕～

渡辺保吉
北海道人名辞書 164 ワタナベヤスキチ 文久元〔1861〕～

渡辺宝源
自治産業発達誌 421 明治28〔1895〕～ 肖像あり

渡辺峰次郎
北海道立志編　第2巻 5‐16～19 弘化元〔1844〕～ 肖像あり

渡辺豊行
北海道人名辞書　第二版 242～243 ワタナベトヨユキ 慶応元〔1865〕～

渡辺房吉
樺太之豊原 229～230 文久3〔1863〕～

渡辺房次郎
札幌紳士録 118～119 文久元〔1861〕～
札幌之人 103（肖像103） 文久元〔1861〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 163 ワタナベフサジロウ 文久元〔1861〕～

渡辺房松
開道五十年記念北海道 304 明治2〔1869〕～ 肖像あり
北海道人名辞書 349～350 ワタナベフサマツ 明治2〔1869〕～

渡辺又四郎
函館名士録 312 帝国電力㈱取締役
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渡辺又次郎
札幌紳士録 118 慶応2〔1866〕～
北海道人名辞書 162 ワタナベマタジロウ 慶応2〔1866〕～

渡辺又蔵
大泊之沿革と人物 48～49 明治10〔1877〕～ 肖像あり

渡辺茂治
北海道発達史　第1巻

渡辺茂兵衛
開道五十年記念北海道 611 文政11〔1828〕～ 肖像あり

渡辺茂平
北海道立志編　第3巻 42～44 文久11～ 肖像あり
北海道立志編　第4巻　増補訂正 42～44 肖像あり

渡辺網太郎
北海道立志編　第2巻 3‐58～60 嘉永4〔1851〕～

渡辺与三吉
最近之樺太 肖像（巻頭） 花屋ホテル主人

渡辺与惣吉
樺太及樺太を担う人々 36～37
樺太之豊原 22～23 明治22〔1889〕～ 肖像あり

渡辺与伝次
北海道人名辞書　第二版 301 ワタナベヨデンジ 明治19〔1886〕～

渡辺利助
北海道発達史　第1巻 209～212 明治11〔1878〕～

渡辺柳
開道五十年記念北海道　再版 448 ワタナベヤナギ 弘化4〔1847〕～ 日高医界先駆者
北海道医事通覧　前編 42～43 肖像(巻頭)

渡辺隆達
開道五十年記念北海道　再版 449 ワタナベタカタツ 明治16〔1883〕～

渡辺龍聖（ワタナベ　リュウセイ、慶応元〔1865〕～昭和20〔1945〕）
北海道人名辞書 229 ワタナベリウセイ 慶応2〔1866〕～

渡辺良造
小樽区外七郡案内 37～38 肖像あり

渡辺六造
函館名士録 293 日魯漁業㈱造船工場長

綿引綱
函館名士録 279～280 ワタビキ　ツナ 明治16〔1883〕～ 肖像あり
北海道人名辞書　第二版 242 ワタヒキツナ 明治16〔1883〕～

綿引清三
北海道人名辞書　第二版 44 ワタビキセイゾウ 明治15〔1882〕～

綿貫信太郎
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東北海道人物画伝 32 明治10〔1877〕～ 肖像あり

渡会悦次郎
北海道発達史　第1巻 254～256 安政5〔1858〕～

渡太郎
自治産業発達誌 181

渡与助
自治産業発達誌 902 明治14〔1881〕～

渡林太郎
北海道十字之光 236 肖像あり

和地秀之
北海道樺太名士大鑑 91 明治43〔1910〕～ 本文に肖像あり

ワッソン（James　R.Wasson）

北海道開拓功労者関係資料集録　下 229 ジェームス　R　ワッソン
アメリカ人、明治6〔1873〕
来道、三角測量

ワーフィールド（A.G.Warfield、生没年不詳）
北海道人名辞書 689

和里田庄之助
現代札幌人物史 173 明治10〔1877〕～
東北海道の人物 111～113 明治10〔1877〕～ 肖像あり
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嘉永 2 1849 明治32 1899
嘉永 3 1850 明治33 1900

　　　＜元号・西暦　対照表＞

元号 西暦 元号 西暦 元号 西暦
寛政13

1801
嘉永 4 1851 明治34 1901

享和 1 嘉永 5 1852 明治35 1902
享和 2 1802 嘉永 6 1853 明治36 1903
享和 3 1803 嘉永 7

1854
明治37 1904

享和 4
1804

安政 1 明治38 1905
文化 1 安政 2 1855 明治39 1906
文化 2 1805 安政 3 1856 明治40 1907
文化 3 1806 安政 4 1857 明治41 1908
文化 4 1807 安政 5 1858 明治42 1909
文化 5 1808 安政 6 1859 明治43 1910
文化 6 1809 安政 7

1860
明治44 1911

1912
文化 7 1810 万延 1

1861

明治45
文化 8 1811 万延 2 大正1
文化 9 1812 文久 1 大正2 1913
文化10 1813 文久 2 1862 大正3 1914
文化11 1814 文久 3 1863

1864

大正4 1915
文化12 1815 文久 4 大正5 1916
文化13 1816 元治 1

1865

大正6 1917
文化14 1817

1818

元治 2 大正7 1918
文化15 慶応 1 大正8 1919
文政 1 慶応 2 1866 大正9 1920
文政 2 1819 慶応 3 1867

1868

大正10 1921
文政 3 1820 慶応 4 大正11 1922
文政 4 1821 明治 1 大正12 1923
文政 5 1822 明治 2 1869 大正13 1924
文政 6 1823 明治 3 1870 大正14 1925

1926
文政 7 1824 明治 4 1871 大正15
文政 8 1825 明治 5 1872 昭和1
文政文政 9 1826 明治明治 6 1873 昭和昭和2 1927
文政10 1827 明治 7 1874 昭和3 1928
文政11 1828 明治 8 1875 昭和4 1929
文政12 1829 明治 9 1876 昭和5 1930
文政13 明治10 1877 昭和6 1931
天保 1

1830
明治11 1878 昭和7 1932

天保 2 1831 明治12 1879 昭和8 1933
天保 3 1832 明治13 1880 昭和9 1934
天保 4 1833 明治14 1881 昭和10 1935
天保 5 1834 明治15 1882 昭和11 1936
天保 6 1835 明治16 1883 昭和12 1937
天保 7 1836 明治17 1884 昭和13 1938
天保 8 1837 明治18 1885 昭和14 1939
天保 9 1838 明治19 1886 昭和15 1940
天保10 1839 明治20 1887 昭和16 1941
天保11 1840 明治21 1888 昭和17 1942
天保12 1841 明治22 1889 昭和18 1943
天保13 1842

1843
明治23 1890 昭和19 1944

天保14 明治24 1891 昭和20 1945
天保15

1844
明治25 1892

弘化 1 明治26 1893
弘化 2 1845 明治27 1894
弘化 3 1846

1847
明治28 1895

弘化 4 明治29 1896
弘化 5

1848
明治30 1897

嘉永 1 明治31 1898
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