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所蔵館の表示 

・市立→市立図書館 

・大野→相模大野図書館 

・橋本→橋本図書館 

近現代編 

 

 

様々な角度から、人物の調べ方（主に近現代）についてご案内します。 

人物に関する辞典・事典類は多数あるため、ここではその一部をご紹介します。 

＊所蔵館によって、欠巻・欠号年があります。 

 

 

図書館の利用者用検索機(ＯＰＡＣ)やホームページの蔵書検索でキーワードを入力して検索してみましょう。 

検索したら、「タイトル」「所在場所」「分類」をメモしましょう。 

 

 

（相模原市の図書館トップページ＞蔵書情報＞蔵書検索・予約）                  

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx 

 

（１）人名【人名事典・辞典類】 

調べたい人物名の「読み方」がわかると、その人について調べやすくなります。 

 

① 海外  
■『新・アルファベットから引く外国人名よみ方字典』 

日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2013（市立・橋本） 

外国人の姓・名のアルファベットの綴りから、どんなカナ読みができるか確認できます。 

欧米・アジア・中東圏・アフリカの各地域から多数収載されています。 

■『現代外国人名録 2012』 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2012（市立・大野・橋本） 

日本でよく知られている海外の人物10,455人収録しています。 

  ■『カタカナから引く外国人名綴り方字典』日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2002（市立・大野・橋本） 

■『コンサイス外国人名事典 第3版』 三省堂編修所／編 三省堂 1999（市立・大野・橋本） 

アジア、アフリカ、ラテン・アメリカ、中東、アメリカ合衆国、韓国、朝鮮の歴史上の人物や架空の人物 

など約18,000人を収録しています。 

■『来日西洋人名事典 増補改訂普及版』 武内 博／編著 日外アソシエーツ 1995（市立・大野・橋本） 

    戦国時代から大正時代までに来日した外国人を収録しています。 

■『同姓異読み人名辞典 西洋人編』 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2005（大野・橋本） 

西洋人の姓11,234種を収録し、53,539人の実例で読み方(カナ表記)を調べることができます。 

■『中国人名事典』 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 1993（市立・大野・橋本） 

   中国、香港、マカオ、台湾の著名な人物9,405人を収録しています。 

■『現代中国人物別称総覧』 藤田 正典／編 汲古書院 1986（大野） 

   1912年以降に現存または死没した人物の別称を収録しています。姓名や筆名などを五十音順に並べ、別名や 

筆名などに細かく分けて載せています。 

巻末には筆画順の人物及び別称索引、ローマ字別称索引があり、本名・別称の両方から引くことができます。 

■『韓国姓名字典 増補改訂』 金 容権／編 三修社 2007（市立・橋本） 

歴史上の主な人物から現代まで、幅広い分野から収録しています。 

 

２ 図書で探す 

１ ＯＰＡＣで探す 

キーワード：具体的に（例：坂本竜馬・毛沢東・ケネディ など） 

 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1965887
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1831022
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1022807
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=388784
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=283711
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1268143
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=207611
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=197130
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1467354
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② 日本 

【 Ａ 全般 】 

■『コンサイス日本人名事典 第5版』 三省堂編修所／編 三省堂 2008（市立・大野・橋本） 

古代から現代までの著名な人名から、架空・伝承・作中の人物など、約15,000項目を収録しています。 

巻末に、漢字画数順からひける索引がついています。 

■『名前から引く人名辞典 新訂増補』 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2002（市立・橋本） 

   古代から現代まで、通称・筆名・雅号なども含めて「名前」を手がかりに、姓名、生没年、身分、肩書、 

職業などを調べることができます。約70,000人を収録しています。 

■『講談社日本人名大辞典』 講談社 2001（市立・橋本） 

古代から現代までの著名な人物と、物語・伝説・架空の人物や、日本と関係の深い外国人など約65,600人を

収録しています。CD-ROMの付録もあります。 

■『日本史人名よみかた辞典』 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 1999（市立・大野・橋本） 

     古代から幕末まで約68,000人を収録しています。神名や架空の人物、外国人も含まれています。 

■『新潮日本人名辞典』 尾崎 秀樹／（他）編 新潮社 1991（市立・大野・橋本） 

古代から昭和まで、幅広い分野から歴史上の日本人及び物語・架空の人物や、日本と関係の深い外国人 

など約18,000人を収録しています。難読人名索引では、頭文字の画数から引くことができます。 

■『同姓異読み人名辞典 新訂』 日外アソシエーツ 2009（市立・大野・橋本） 

4,664種の姓の10,516通りの読み方を、収録されている27,176人の人物を例に調べることができます。 

■『号・別名辞典 新訂増補』 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2003（市立・大野・橋本） 

    「古代・中世・近世」と「近代・現代」があります。 

歴史上の主な人物の通称・号・諱（いみな）・字（あざな）などを収録しています。 

 

【 Ｂ 時代別（近現代） 】 

■『日本近現代人名辞典』 臼井 勝美／（他）編 吉川弘文館 2001（市立・大野・橋本） 

   幕末～現代までに活躍した人物を、幅広い分野から約4500人を収録しています。 

著書や参考文献なども掲載されています。 

■『近代人物号筆名辞典』 近代人物研究会／編 柏書房 1979（市立・大野・橋本） 

   明治時代以降に著作分野で活躍した人のうち、号・筆名を持つ人物を収録しています。 

■『明治維新人名辞典』 日本歴史学会／編 吉川弘文館 1999（大野・橋本） 

   江戸時代末期から明治時代初期の維新変革期に活躍した約4,300人を収録しています。 

■『明治過去帳 物故人名辞典 新訂版』 大植 四郎／編 東京美術 1991 （大野・橋本） 

『大正過去帳』 稲村 徹元／（他）著 東京美術 1973 （市立） 

  明治・大正時代に亡くなった人物を、没した年月日順に収録しています。 

■『昭和物故人名録 昭和元年～54年』 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 1983（市立・大野） 

  昭和時代（1926～1979）に亡くなった人物を収録しています。 

■『現代日本人名録 2002 新訂』全4巻 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2002（市立・大野・橋本） 

   日本で活躍する著名な日本人および在日外国人を約12万人収録しています。 

■『20世紀日本人名事典』 全2巻 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2004（市立・大野・橋本） 

   20世紀に活躍した日本人および来日外国人などを収録しています。 

■『近代日中関係史人名辞典』 中村 義／（他）編 東京堂出版 2010（大野・橋本） 

   近代の日中関係史上、重要な人物約1,200人を様々な分野から収録しています。 

 

（２）評伝・自伝・略歴など【レファレンス辞典／事典・文献目録・歴史事典・辞典類】 
人物の略歴・評伝・自伝などの情報を調べることができます。 

 

① 海外（全般） 
■『図説世界史人物百科』 全4巻＋別巻 ラルース／著 原書房 2004～2005（大野・橋本） 

   紀元前1800年から西暦2003年までの、歴史上の主要な人物を約400人収録しています。 

カラー図版も多数掲載されています。 

■『世界伝記大事典』 ほるぷ出版 1978～1981（市立・大野／橋本「日本・朝鮮・中国編」のみ） 

     「日本・朝鮮・中国編」（全5巻＋索引）と「世界編」（全12巻＋総索引）があります。 

収録されている人物について、それぞれの詳細な記述と伝記の刊行情報などが載っています。 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1559675
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1027626
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=977663
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=414418
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=207400
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1591114
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=912225
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=141002
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=149812
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=193109
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=18593
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=57301
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1704100
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■『人物レファレンス事典』 日外アソシエーツ編集部／編 日外アソシエーツ 

「古代・中世・近世編 新訂増補」 全2巻 1996（市立・大野・橋本） 

     「古代・中世・近世編 2 新訂増補（1996－2006）」 全2巻 2007（市立・大野・橋本） 

「明治・大正・昭和（戦前）編 新訂増補」 全2巻 2000（市立・橋本・大野） 

「明治・大正・昭和（戦前）編 2 新訂増補（2000－2009）」 全2巻 2010（市立・大野・橋本） 

「昭和（戦後）・平成編 新訂増補」 全2巻 2003（市立・大野・橋本） 

「郷土人物編」 全2巻 2008（市立・大野・橋本） 

「美術篇」2010（大野・橋本） 「文芸篇」2010（大野・橋本） 「科学技術篇」2011（大野・橋本） 

       人名から引くことができ、その人物がどの辞典・事典類にどれだけ収録されているかを調べること 

       ができます。 

■『外国人物レファレンス事典』 日外アソシエーツ編集部／編 日外アソシエーツ 

「古代～19世紀」 全7巻 1999（市立・大野・橋本） 

「古代～19世紀 2（1999～2009）」 全4巻 2009・2010（市立・大野・橋本） 

「20世紀」 全7巻 2002（市立・大野・橋本） 

「20世紀 第2期 （2002～2010）」 全4巻 2011・2012 （市立・大野・橋本） 

「架空・伝承編」 2013 （市立） 

『西洋人物レファレンス事典』（1983～1984 市立・大野）『東洋人物レファレンス事典』 

（1984 市立・大野）をまとめた事典です。 

収録されている人物が、どの辞典・事典類にどれだけ収録されているかを調べることができます。 

■『中国重要人物事典』 高橋 博・21世紀中国総研／編著 蒼蒼社 2009（大野・橋本） 

    中国の重要人物約820人のデータ、指導者、組織、機構などの情報を収録しています。 
    

② 日本 

【 Ａ 全般 】 

■『日本歴史大事典』 全4巻 小学館 2000～2001（市立・橋本） 

主要な歴史的事項と併せて、幅広い分野から約27,000項目を選び、収録しています。 

■『岩波日本史辞典』 石上 英一／（他）編 岩波書店 1999（橋本）        

日本の歴史的な事項や人名など約19,000項目を収録しています。 

■『国史大辞典』 全15巻 国史大辞典編集委員会／編 吉川弘文館 1979～1997（市立・大野・橋本） 

著名な歴史的事項や人物をはじめとする幅広い分野から約54,000項目を選び、収録しています。 

第15巻は索引で、上巻（補遺、史料・地名）・中巻（事項）・下巻（人名）に分かれています。 

■『日本史人物辞典』 日本史広辞典編集委員会／編 山川出版社 2000（市立・橋本) 

神話の時代から昭和・平成までの日本史で活躍した著名な人物、架空・伝承上の人物、神名、姓氏、家名、 

宮号、日本と歴史的に関係のある外国人など、約10,200項目を収録しています。 

巻末に、天皇家略系図と別名・異読索引、難読画引き索引、外国人欧文索引があります。 

■『日本人物文献索引』 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 1994～2006（市立・大野・橋本） 

「文学」と「政治・経済・社会」があります。収録されている人物について、明治から昭和41年（1966）に

刊行された関連文献なども掲載しています。不定期刊行です。 

■『人物文献目録』 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 1991～2011（市立・大野・橋本） 

「日本人編」と「外国人編」があります。収録されている人物の、自伝や伝記などの資料の有無を調べる 

ことができます。不定期刊行です。 

■『伝記・評伝全情報』 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 1991～2010（市立・大野・橋本） 

     「日本・東洋編」と「西洋編」があります。収録されている人物に関する自伝や伝記などの出版の有無を 

調べることができます。不定期刊行です。 

■『人物研究・伝記評伝図書目録』 図書館流通センター／編 図書館流通センター 2001（橋本） 

     「日本人・東洋人篇」と「西洋人篇」があります。続編（2001 橋本）もあります。 

 

【 Ｂ 時代別（近現代） 】 
■『幕末維新人物事典 全国版』 歴史群像編集部／編 学研パブリッシング 2010（橋本） 

   幕末に活躍した著名な人物約1,200人の情報が載っています。 

■『明治時代史大辞典』 全4巻 宮地正人／（他）編 吉川弘文館 2011～2013（大野） 

   慶応3年（1867）の大政奉還から明治末まで、幅広い分野から著名な事項・人物など約9,500項目の情報を 

収録・解説しています。（2013年現在、第4巻は未刊です） 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1731358
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1664242
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1752064
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1947262
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1634613
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=504865
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=469838
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1667843
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■『明治大正人物事典』 全2巻 日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2011（市立・大野・橋本） 

   明治～大正時代に活躍した人物について、第1巻は主に政治・軍事・産業の分野から5,345人、第2巻は主に

文学・芸術・学術の分野から4,957人の情報が収録されています。 

■『近現代日本人物史料情報辞典』 全4巻 伊藤 隆／編 吉川弘文館 2004～2011（大野・橋本/市立1･2のみ） 

   明治時代以降に活躍した著名な人物の日記・書簡類、伝記・評論などの史料情報が載っています。 

■『日本近現代人物履歴事典 第2版』 秦 郁彦／編 東京大学出版会 2013（橋本） 

明治維新から2000年までの幅広い分野から、著名な人物3,400余人の履歴を収録しています。 

■『現代日本朝日人物事典』 朝日新聞社／編 朝日新聞出版局 1990（市立・大野） 

   昭和時代に活躍した約10,000人の著名な人物を収録しています。 

■『日本紳士録』 交旬社出版局／編 ぎょうせい 2007（大野） 

   政財界などで活躍する著名な人物の略歴などを収録しています。第80版（2007）をもって休刊しました。 

   類書として『人事興信録』（興信データ 隔年刊／2009年 市立・大野・橋本）があります。 

 

③ 神奈川県・相模原市 

■『神奈川県史 別編 1 人物』 神奈川県県民部県史編集室／編 神奈川県 1983（市立・大野・橋本） 

神奈川県に縁のある人物の事典です。 

■『神奈川県関係人物伝記図書目録』 神奈川県立図書館／編 神奈川県立図書館 1998（市立・大野） 

     神奈川県立図書館が、平成7年（1995）までに受け入れた資料を中心に収録しています。 

  ■『相模原歴史人名事典』 座間 美都治／編 1983 （市立・大野・橋本） 

     旧相模原市に縁のある歴史上の人物を収録しています。 

 

Ｗｅｂ・ＣＤ‐ＲＯＭを使って調べることができます。 

 

（１）Ｗｅｂサイトで探す 
■「日本人名情報索引（人文分野）データベース」（国立国会図書館 「リサーチ・ナビ」より） 

キーワードを入力し、日本人名に関する資料を検索することができます 
      http://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/top.php 

 
 ■「テーマ別に調べるには－『知っていると便利』シリーズ－」東京都立図書館 
       トップページ＞調べる・相談する＞テーマ別に調べるには＞人物情報をさがす（一般）    

都立中央図書館が作成した、人物情報を探すための様々なツールが紹介されています 
        http://www.library.metro.tokyo.jp/16/16300.html 
 
 ■人名録 最近の新聞に載った有名人 

新聞・雑誌などに載っている、人名の読み方を調べることができます。 

http://www.ctk.ne.jp/~kai-6344/ 

 

（２）ＲＯＭで探す ※印刷については、提供元の許諾の範囲内で印刷可能です。（有料） 
  ■ＣＤ‐ＲＯＭ版 日本史人名よみかた辞典 日外アソシエーツ 2002（大野） 

■ＣＤ‐ＲＯＭ版 現代日本人名録 2004 日外アソシエーツ 2004（大野・橋本） 

  「物故者編 1901～2000」（大野）もあります。 

■ＣＤ‐ＲＯＭ版 現代外国人名録 2002 日外アソシエーツ 2002（市立・橋本） 

■ＣＤ‐ＲＯＭ版 人物レファレンス事典 日外アソシエーツ 2001 

    「日本編」（市立・橋本）、「西洋・東洋編」（橋本）があります。 

 

３ Ｗｅｂ・ＲＯＭで探す 

 

★調べ方がわからなかったら？ 

図書館では、みなさまの調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行っています。 

お気軽に調べものカウンターでご相談ください。 

発行   相模原市の図書館     http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/ 

（市立図書館 ℡042-754-3604◆相模大野図書館 ℡042-749-2244◆橋本図書館 ℡042-770-6600） 

 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1953497
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=186919
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1404452
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1475009
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=442626
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=57287
http://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/top.php
http://www.library.metro.tokyo.jp/16/16300.html
http://www.ctk.ne.jp/~kai-6344/
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/

