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人物の情報を調べる

〜入門編〜

ナマズの知恵袋第２号は、人物について調べる時に役立つ参考書の紹介です。

ギョエテとはおれのことかとゲーテいい
外国人名を調べる時に、意外とやっかいなのが、人名のヨミ。
同じ作家でも「バウム」「バーム」「ボーム」と本によって様々。
↑ちなみにこれは『オズの魔法使い』の Lyman Frank Baum。

そんな時には…

『西洋人名よみかた辞典 １〜３』
［Ｒ‐２８３０‐１〜３］(日外アソシエーツ

２００３年)

＊原綴から調べる読み方辞典。「政治・経済・社会・科学技術」

私の誕生日
に、亡くなった
有名な童画家だか
イラストレーターが
いるって言われたんです
が…名前忘れちゃって。
調べられますか？

など３つのジャンル別。
亡くなった人だけを扱っている

まず、これでヨミを調べてから、裏面へと進みましょう。

のが、物故者事典。収録年代中に

また、逆にヨミから原綴を調べるなら、

亡くなった人物を、名前の五十音

『カタカナから引く外国人名綴り方字典』

順に並べているものが普通です。

［Ｒ‐２８０３‐ニ］ (日外アソシエーツ ２００２年)を。

そんな中でも、

『昭和物故者人名録

昭和元年〜54 年』
［Ｒ−２８０３−ケ］

「この本は、漱石・外骨・ (日外アソシエーツ １９８３年)には、巻末に「没年月日人名録」があり、
これで冒頭の方の誕生日、1974 年８月８日をひいてみると、
熊楠・露伴・子規・紅葉・
いわさきちひろさんであることが判明。物故者事典なら、
緑雨とその時代、の
きちんと生没年月日が分かります。また、「何年何月に
サブタイトルからも分かる通り
○○をした人」という時は、新聞などを見る他、
…」え〜と、外骨って…？
『人物年表』類を見てみるのも良い

『名前から引く人名辞典』
［Ｒ‐２８１０‐ニ］
(日外アソシエーツ

でしょう。

番外編

２００２年)

などを使って、文字通り名前から調べてみ

風船おじさん

っていましたよね…？

ましょう。上記のような筆名や、雅号など
も含め、７万人を収録。もちろん普通の名

いましたよね、「風船おじさん」。他にもロス疑惑の三浦氏など、ニュ
ースでの話題の人、というだけでは、人名辞典には載っていないことが

前からも調べられます。漢字の音順に並ん

多いものです。そんな時便利なのが

でいるので、正確なヨミが分からなくても

［Ｒ−０２７５−１〜］
『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』

大丈夫。例えば

新太

なら、長新太

（大宅壮一文庫

１９８５年〜）この資料は同文庫所蔵の、１万種以上

の雑誌記事についての索引です。 件名編

を引けば、「風船おじさん」

（しんた・絵本作家）も古田新太（あらた

の記事が、どの雑誌の何号に載っているかが調べられます（記事内容は、

・役者）も並んで出てきます。ちなみに外

掲載されていません。雑誌の現物をあたってください）。 人物編

もあ

骨は滑稽新聞主筆・ジャーナリスト宮武外骨。 り、他の人名辞典ではなかなか調べられないような人物についての
情報が得られます。

人物情報を調べる…参考書の例

凡例 『

』＝書名 (

)＝著者、発行所、出版年 ［

］＝請求記号となります。

1． 人名辞典を調べる前に…
2． 現在の人物を調べる
名前の読み方や、正式名が分からない時は
『現代日本人名録 １〜４』 ［Ｒ‐２８１０‐１〜４］
(日外アソシエーツ ２００２年)
『人名よみかた辞典 姓の部・名の部』
＊在日外国人を含め、現存人物約 12 万人を収録。
［Ｒ‐２８１０‐シ］ (日外アソシエーツ ２００４年)
掲載項目は、生年月日・出身地・経歴・専攻名・
＊明治以降の難読名・間違えやすい名前を収録。
『日本史人名よみかた辞典』 ［Ｒ‐２８１０‐ニ］
受賞名・勤務先・連絡先など。
(日外アソシエーツ １９９９年)
『現代外国人名録』［Ｒ‐２８０３‐ニ］もあり。
＊上の歴史版
『「現代日本」朝日人物事典』 ［Ｒ‐２８１０‐ア］
『号・別名辞典』 ［Ｒ‐２８１０‐コ］
(朝日新聞社 １９９０年)
(日外アソシエーツ ２００３年)
＊昭和以降に生存していた日本人と、日本で活躍し
＊号や別名（筆名・芸名等）から調べる辞典
た外国人を収録。漢字画引き索引付き。
『Ｗｈｏ’ｓ ｗｈｏ』 ［Ｒ‐２８０３‐Ｗ］
3． 過去の人物（歴史上の人物など）を調べる
(Ａ＆Ｃ Ｂｌａｃｋ １９９９年)
＊イギリス中心。『Who's who in America』は
『講談社日本人名大辞典』 ［Ｒ‐２８１０‐ウ］
ア メ リ カ 版 。 他 に 『 〜 in the world 』『 〜 in
（上田正昭［ほか］監修 講談社 ２００１年）
Russia and the CIS Republic』なども。
＊日本に縁のある外国人のほか、神話の神々・伝説
や小説の登場人物なども。CD−ROM 版あり。
『コンサイス日本人名事典』［Ｒ‐２８１０‐サ］

4． 外国人名を調べる

（三省堂編修所編 上田正昭［ほか］監修 三省堂 ２００１年） 『岩波西洋人名辞典』 ［Ｒ‐２８０３‐イ］
［Ｒ‐２８１０‐オ］
（岩波書店 １９８１年）
（尾崎秀樹［ほか］編集 新潮社 １９９１年）
＊欧米に限らず中近東・アフリカ・インドなどから
『国書人名辞典第１巻〜第５巻』
［Ｒ‐２８０３‐1〜５］
古今の人物を収録。巻末に原綴索引・漢字索引付。
（市古貞次［ほか］編 岩波書店 １９９３年〜１９９９年）

『新潮日本人名辞典』

『岩波＝ケンブリッジ世界人名辞典』
＊『国書総目録』に収録されている編著者のうち、 ［Ｒ‐２８０３‐ク］ （デイヴィド・クリスタル編集
伝記が判明している人物を収録。
金子雄司［ほか］日本語版編集 １９９７年）
『大日本人名辭書 第１巻〜第５巻』
＊英版より日本人を除き、中国人を増補したもの。
［Ｒ‐２８０３‐１〜５］ （講談社 １９７４年）
『世界人名辞典 西洋編・東洋編』
［Ｒ‐２８０３‐カ］
＊古代〜大正期を収録。各項末に出典を明記。
（阿部利夫［ほか］編 東京堂出版 １９９３年・１９９４年）
『Ｗｈｏ ｗａｓ ｗｈｏ ｖｏｌ．１〜８』
『コンサイス外国人名事典』 ［Ｒ‐２８０３‐コ］
［Ｒ‐２８０３‐1〜８］（Ａ＆Ｃ Ｂｌａｃｋ １９８８年〜） （三省堂

＊『Ｗｈｏ’ｓ ｗｈｏ』物故者編。ｖｏｌ．８には
Index 付き。
『〜in America』はｖｏｌ．12 まで。
☆

ほかにも、各時代ごとの人名辞典、系図・武家・公家など
の辞典、氏族の辞典などもあります。

１９９９年）

＊古代〜現代までの外国人＋神話・小説の主人公ま
で。ラテン文字・キリル文字・漢字索引あり。
☆ 『現代韓国人名録』［Ｒ‐２８２１‐ケ］『中国史人名辞典』
［Ｒ‐２８２２‐ト］等、各国別のものもあり。

5． 活躍した分野が分かったら…
特定の分野の人名事典・名簿など

6． 何に載っているのか？

『日本仏教人名辞典』［Ｒ‐１８０３‐イ］
『現代評論家人名事典』
［Ｒ‐２８１０‐ニ］
『現代政治家人名事典』
［Ｒ‐３１０３‐ニ］
『職員録 上・下』［Ｒ‐２８１０‐シ］
『全国大学職員録』［Ｒ‐３７７１‐セ］
『ノーベル賞受賞者業績事典』［Ｒ‐３７７７‐ノ］
『世界科学者事典』［Ｒ‐４０２８‐１〜７］
『医籍総覧』
［Ｒ‐４９８１‐イ］
『建築家カタログ』［ＲＢ‐５２０２‐ケ］
『Ｄｉａｍｏｎｄ会社職員録』［Ｒ‐６７０３‐タ］
『美術家索引』［Ｒ‐７０３１‐エ］
『日本タレント名鑑』［Ｒ‐７７０３‐ニ］
『最新海外作家事典』［Ｒ‐９０３５‐サ］

（日外アソシエーツ

人物書誌索引

『人物レファレンス事典』

［Ｒ‐２８１０‐ニ］
１９９６年〜２００３年）

＊古代・中世・近世編、など３つの時代区分別。簡
単な説明と共に、記載のある辞書・事典名を掲載。
収録された事典類は限られているのでご注意を。
『人物文献目録』 ［Ｒ‐２８０３‐モ］
（森睦彦編

日外アソシエーツ

１９８１年〜２００４年）

＊１９８０年版より刊行。日本人編、外国人編あり。
国内刊行の図書・雑誌から、伝記・日記・人物論
・年譜・書誌などを人名ごとに掲載。
『人物書誌索引』 ［Ｒ‐２８０３‐フ］
（深井人詩編

日外アソシエーツ

１９７９年〜２００３年）

＊１９６６年〜２０００年分が刊行されている。
参考文献・年譜・略歴・著作目録などの索引。

☆これらはごく一例です。各分野の書棚をご確認ください。

このほかにも様々な事典があります。また、各分野の辞書や百科辞典でも人物情報を探すことができます。

