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青木昆陽（ あおきこんよう ）
№ 本のなまえ ページ 出版者 出版年 対象 肖像の有無など

1
ぼくらの千葉県　郷土の地理と
歴史

87～88 ポプラ社 1981 小学中

2 偉人の研究事典 90 小峰書店 1979 小学中 肖像画あり。

3
江戸時代の科学者　1　江戸・玉
川兄弟ほか

11～16 汐文社　 2014 小学高 新聞風の紹介

4 教科書にでる人物学習事典　 1 42 学研 1998 小学高 肖像画あり。

5
郷土の歴史千葉県　原始から21
世紀へ

100～102 第一法規 1990 小学高 肖像画あり。

6
千葉県歴史の人物　写真で綴る
文化シリーズ 千葉県 1

117～119 暁印書館 1988 小学高
肖像画あり。
写真多い。

7
少年少女科学名著全集　18　日
本の科学につくした人びと

68～74 国土社 1980 小学高 肖像画あり。

8 千葉大百科事典 2～3 千葉日報社 1982 中学生

9 郷土千葉の歴史 180～182 ぎょうせい 1984 一般

10 郷土史事典　千葉県 117～119 昌平社 1979 一般

11
日本の歴史１０　学習まんが
幕府の安定と元禄文化

152 集英社 2016 小学中
小学高

12
絵でわかる社会科事典
歴史人物２

33 学研教育出版 2011 小学中
小学高

13 学習人名事典 6 成美堂出版 1994 一般 肖像写真あり。

14 千葉の歴史ものがたり 206 日本標準 1981 小学高 肖像画あり。

石川倉次（ いしかわく らじ ）
№ 本のなまえ ページ 出版者 出版年 対象 肖像の有無など

1
教科書にのせたい!日本人じてん
4　文化・スポーツ

6 彩流社 2016 小学中
小学高
生い立ち、功績、
人物評価、肖像写真あり。
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2
石川倉次物語　日本点字の創始
者

全 永嶋まつ子 2009 小学中 肖像写真あり。

3
ルイ・ブライユと点字をつくっ
た人びと　調べる学習百科

28～37 岩崎書店 2016 小学高 肖像写真あり。

4 闇を照らす六つの星 全 汐文社 2012 小学高 肖像写真あり。

5
千葉県歴史の人物　写真で綴る
文化シリーズ 千葉県 1

156～157 暁印書館 1988 中学生 肖像写真あり。

6 千葉大百科事典 41 千葉日報社 1982 一般 肖像写真あり。

7
さわっておどろく！
点字・点図がひらく世界

75
105～107 岩波ジュニア新書 2012 一般 ルビなし。
石川倉治関連年表あり。

伊能忠敬（ いのう ただたか）
№ 本のなまえ ページ 出版者 出版年 対象 肖像の有無など

1
ビジュアルワイド新日本風土記
12　千葉県

56～57 ぎょうせい 1989 小学中 肖像画あり。

2
伊能忠敬　かがやく日本地図
（講談社火の鳥伝記文庫40）

全 講談社 1982 小学中

3 ポプラディアプラス人物事典１ 109-110 ポプラ社 2017 小学高
肖像画あり、地図写真あ
り、
簡単な人物紹介

4
伊能忠敬　歩いて作った初めて
の日本地図

全 あかね書房 2016 小学高

資料伊能忠敬に関係人物
紹介、
忠敬ゆかりの地紹介、年
表などあり。

5
伊能忠敬 歩いてつくった日本地
図　調べる学習百科

全 岩崎書店 2016 小学高
全ページカラー。
地図の写真多数あり。年表
あり。

6
郷土の歴史千葉県　原始から21
世紀へ

111～115 第一法規 1990 小学高 肖像画・年表あり。

7
千葉県歴史の人物　写真で綴る
文化シリーズ 千葉県 1

120～123 暁印書館 1988 小学高

8
ぼくらの千葉県　郷土の地理と
歴史

90～91 ポプラ社 1981 小学高 肖像画あり。

9
少年少女科学名著全集 18
日本の科学につくした人びと

116～126 国土社 1980 小学高 肖像画あり。

10 偉人の研究事典 106～107 小峰書店 1979 小学高
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11 千葉大百科事典 64～67 千葉日報 1982 一般

12 郷土史事典　千葉県 126～129 昌平社 1979 一般

13 歴史を動かしたすごい日本人 25～27 毎日出版社 2011 小学高

14 学習人名事典 41 成美堂出版 1994 一般

15 千葉の歴史ものがたり 123～131 日本標準 1981 小学中
エピソード・年表・目次
あり。
肖像画あり。

鈴木貫太郎（ すずきかんたろう ）
№ 本のなまえ ページ 出版者 出版年 対象 肖像の有無など

1 教科書にでる人物学習事典　 ４ 159 学研 1998 小学中 肖像あり。

2 鈴木貫太郎　人間の記録24 全 日本図書センター 1997 小学中 肖像あり。

3 学習人名辞典 183 成美堂出版 1994 小学中 肖像なし。

4 千葉大百科事典 464 千葉日報社 1982 小学中 肖像あり。

5
千葉県歴史の人物　写真で綴る
文化シリーズ 千葉県 1

197 暁印書館 1988 小学高 肖像あり。

6 鈴木貫太郎自伝 全 中央公論新社 2013 一般 ルビなし。

7
新歴史秘話ヒストリア
４太平洋戦争の記憶

37 金の星社 2018 小学中 肖像あり

8 千葉の歴史ものがたり 182～188 日本標準 1981 小学中 肖像あり。

すすむ千葉県 106～109 千葉県教育会館文化事業部 2008 小学中 副読本。

染谷源右衛門（ そめやげんえもん）
№ 本のなまえ ページ 出版者 出版年 対象 肖像の有無など

1
郷土の人物  ポプラディア情報
館

56～57 ポプラ社 2011 小学中

2
ビジュアルワイド新日本風土記
12　千葉県

26～27 ぎょうせい 1989 小学中
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3 わたしたちの郷土　千葉県 93 光文書院 1982 小学中

4 水のはなし　2010 65 千葉県総合企画部水政課 2010 小学高

5
郷土の歴史千葉県　原始から21
世紀へ

92～93 第一法規出版 1990 小学高

6
図説千葉県の歴史　図説日本の
歴史 13

190～191 河出書房新社 1989 小学高

7
ぼくらの千葉県　郷土の地理と
歴史

78～79 ポプラ社 1981 小学高

8 郷土千葉の歴史 239～242 ぎょうせい 1984 中学生

9 郷土史事典　千葉県 149 昌平社 1979 中学生

10 学習人名事典 183 成美堂出版 1994 一般

鉄牛和尚（ てつぎゅう おし ょ う ）
№ 本のなまえ ページ 出版者 出版年 対象 肖像の有無など

1 ポプラディアプラス人物事典３ 44 ポプラ社 2017 小学高 肖像画あり。簡単な紹介。

2
郷土の人物  ポプラディア情報
館

58 ポプラ社 2011 小学高 肖像画あり。

3
千葉県歴史の人物　写真で綴る
文化シリーズ 千葉県 1

107～109 暁印書院 1988 中学生 肖像画あり。

4 千葉大百科事典 642 千葉日報社 1982 中学生 肖像画あり。

日蓮（ にちれん）
№ 本のなまえ ページ 出版者 出版年 対象 肖像の有無など

1 学習人名辞典 316、317 成美堂出版 1999 小学中 肖像あり。

2 学習人名辞典 259~260 成美堂出版 1994 小学中 肖像あり。

3 教科書にでる人物学習事典　6 8～9 学研 1998 小学中 肖像あり。
略歴あるも詳しくない。

4 ポプラディアプラス人物事典　3 131 ポプラ社 2017 小学高
木像写真、池上本門寺写真
あり。
簡単な紹介。
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5
日蓮　絵でみる伝記 日本仏教の
開祖たち

全 PHP研究所 2011 小学高 関連絵年表あり。

6
図説千葉県の歴史　図説日本の
歴史 13

90～91 河出書房新社 1989 小学高 詳しい記述あり。

7
ビジュアルワイド新日本風土記
12　千葉県

44 ぎょうせい 1989 小学高 詳しい記述あり。カラー。

8
千葉県歴史の人物　写真で綴る
文化シリーズ 千葉県 1

48～51 暁印書館 1988 小学高 肖像写真あり。

9
調べ学習に役立つ日本の歴史６
源平の戦いと鎌倉幕府

90～93
95.96.102 小峰書店 1998 小学高

10 Ｊr.日本の歴史４ 233～234 小学館 2011 小学高 肖像画あり。

11 学習人名事典 259～260 成美堂出版 1994 一般 肖像画あり。

12 千葉の歴史ものがたり 77～82 日本標準 1981 小学高
銅像写真あり。
誕生寺など

菱川師宣（ ひしかわもろのぶ）
№ 本のなまえ ページ 出版者 出版年 対象 肖像の有無など

1 学習人名辞典 347～348 成美堂出版 1999 小学中

2 学習人名辞典 286 成美堂出版 1994 小学中

3
ぼくらの千葉県　郷土の地理と
歴史

89 ポプラ社 1981 小学中

4 ポプラディアプラス人物事典３ 204 ポプラ社 2017 小学高
肖像画あり、見返り美人図
あり。
簡単な紹介。

5
郷土の歴史千葉県　原始から21
世紀へ

103～106
198 第一法規出版 1990 小学高 「見返り美人図」あり。

6
ビジュアルワイド新日本風土記
12　千葉県

54～55 ぎょうせい 1989 小学高 肖像あり。
カラーの浮世絵あり。

7
千葉県歴史の人物　写真で綴る
文化シリーズ 千葉県 1

131～134 暁印書院 1988 中学生 肖像、作品あり。

8 千葉大百科事典 783～786 千葉日報社 1982 一般 年表あり。
白黒の浮世絵あり。
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9 学習人名事典 286 成美堂出版 1994 一般

10 千葉の歴史ものがたり 206 日本標準 1981 小学中 「見返り美人図」あり。

間宮七郎平（ まみやしちろう べい）
№ 本のなまえ ページ 出版者 出版年 対象 肖像の有無など

1 千葉の理科ものがたり 144～146 日本標準 1981 小学高

2 千葉大百科事典 886 千葉日報社 1982 一般

3 千葉の歴史ものがたり 212 日本標準 1981 小学高 肖像写真あり。

すすむ千葉県 112～113 千葉県教育会館文化事業部 2008 小学中
副読本。
年表、肖像写真あ
り。

安井理民（ やすいはるたみ）
№ 本のなまえ ページ 出版者 出版年 対象 肖像の有無など

1
まんが千葉県の歴史　5巻　明治
時代～現代

25～38 日本標準 2001 小学中

2
郷土の歴史千葉県　原始から21
世紀へ

140 第一法規出版 1990 小学高 略歴あり。

3 ちばの鉄道一世紀 13～14、
113 崙書房 1996 一般

4 千葉の歴史ものがたり 162 日本標準 1981 小学高
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