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 人 物 情 報 について調べる（日本人編） 
 

特定の日本人の経歴を調べたいときや、その人物について書かれた資料を探したいときに役に立つ、基本的

な資料やデータベースを紹介します。 

※千葉県に関する人物の場合は、調べ方案内「千葉県の「人物」を調べる」をご覧ください。 

 

 

 
 

１．下調べをする 

（１）キーワードの下調べをする 

氏名の読み方が分からない等の場合は、これらの資料で目的の人物のフルネームや読み方を特定します。 

 

（２）どの事典を使えばよいかを調べる 

どの事典を使えばよいか、分からない場合は、これらの資料が役に立ちます。 

書 名 出版情報 請求記号 

姓名よみかた辞典 日外アソシエーツ 2014 
中28103/89 

東28103/12 

「姓の部」と「名の部」の 2 冊に分かれており、明治以降の日本人名を中心に、難読・誤読のおそれのある姓名、幾

通りもの読みのある姓名を選び、その読み方とともに実例として実在の人物の人名を示しています。姓や名の頭字の漢

字の部首順に配列しています。 

難読・稀少名字大事典 東京堂出版 2007 

中2881/26 

西2881/43 

東2881/46 

日本人の名字のうち、難読又は稀少と思われるものの中から、独特の由来を持つもの、特定の地域に集中しているも

の、著名人のいるものなどを中心に、約 14,000 種を収録しています。各名字の頭字の代表的な読み方（「林」なら「リ

ン」ではなく「はやし」）の五十音順に配列しています。 

号・別名辞典 
新訂増補版 日外アソシエーツ 

2003 

中28103/G54 

西28103/30 

東28103/31 

号、別名、諱などから人名を探すことができ、「近代・現代」と「古代・中世・近世」の2 冊に分かれています。号・

芸名・筆名・通称などの別名を見出し名として、頭字の漢字の字音の五十音順に配列しています。ひらがな、カタカナ、

アルファベットで始まる見出し名は、末尾にそれぞれ五十音順・アルファベット順に配列しています。 

書 名 出版情報 請求記号 

人物レファレンス事典 新訂増補 日外アソシエーツ 1999- 

中28103/7 

西28103/15 

東28103/27 

人名事典を中心とする事典類に掲載されている日本人名を対象に略歴・典拠事典名を掲載しています。「古代・中世・

近世編」、「明治・大正・昭和（戦前）編」「昭和（戦後）・平成編」「美術篇」「文芸篇」「郷土人物篇」「音楽篇」「科学技

術篇」「架空・伝承篇」（西部未所蔵）に分かれています。 

１．下調べをする   ３．特定の人物について書かれた文献を探す  ５．インターネットで調べる 

２．人名辞典を使う  ４．データベースで調べる                                       

 

 

 



調 べ 方 案 内                                                    千葉県立東部図書館 

（パスファインダー）  2018年 3月 30日改訂 

2/6 

 

図書館の書架で探すには、参考図書の書架を中心に探します。関連する主な請求記号は 280（伝記）で、

その中でも 281（日本）、288（系譜）などの資料が参考になります。科学や文学などの特定の分野の人名

辞典は、各分野を表す請求記号の書架もあわせて確認してください。 

また、千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」で検索項目「件名」に「人名辞典」

と入力し、「書名」や「全項目」に調べたいテーマのキーワード（「○○県」、「軍人」、「デザイナー」など）

を入力して検索すると、関連する資料を検索できます。検索結果が少ない場合は、「件名」を「辞典」に変

更してください。 

 

（１）全般的な人名辞典で調べる 

 

 

日本人物レファレンス事典 新訂増補 日外アソシエーツ 2013- 

中28103/7 

西28103/42 

東28103/143 

分野別の事典総索引として「思想・哲学・歴史篇」「芸能篇」「政治・外交篇（近現代）」「軍事篇（近現代）」「皇族・

貴族篇」「女性篇」「武将篇」「江戸時代の武士篇」「商人・実業家・経営者篇」「名工・職人・技師・工匠篇」に分かれて

います。中央図書館・西部図書館は、一部の巻を所蔵しています。 

２．人名辞典を使う 

書 名 出版情報 請求記号 

講談社日本人名大辞典 講談社 2001 

中28103/50 

西28103/23 

東28103/108 

古代から現代まで65,000人の事績を収録しています。ユニークな事績を残した人々、文学・芸能作品に登場する人物

も取り上げています。 

新潮日本人名辞典 新潮社 1991 

中28103/SH61 

西2810/111 

東28103/92 

古代から現代までの日本人や、架空の人物など約18,000 人を収録しています。生没年、出身地、略歴、主著等を掲載。

巻末には索引のほか、「天皇一覧」「将軍一覧」「主要系図」「年号・西暦対照表・歴代内閣一覧」などの付録を収録。 

大日本人名辞書 大日本人名辞書刊行会 1937 
中28103/D24 

西2810/18 

古代から大正までの著名な日本人約35,000人を収録し、各項目の末尾には参考文献を明示しています。全5巻で、第

5巻には人名索引のほか、歴史や芸術などの幅広い分野の220種の系譜、刀剣鍛冶叢伝、鋳物師叢伝を収録しています。 

日本人物情報大系 皓星社 1999 中28108/2 

近代に出版された人物誌や人名録などの資料を集めた復刻版です。「女性叢伝編」「女性録編」「満州編」「憲政編」「企

業家編」「学芸編」「書画編」「朝鮮編」「諸芸・諸職編」「宗教編」の分野に分けて全100巻で100万人近い人物を収録し

ています。「女性編」「満洲編」「憲政編」「企業家編」については、被伝記者索引を収録した別巻があります。また、皓

星社のホームページでは、日本人物情報大系人物検索フォーム（http://www.libro-koseisha.co.jp/f_j_all.htm）を公

開しています。（一部検索できない分野あり） 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
http://www.libro-koseisha.co.jp/f_j_all.htm
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（２）特定の時代の人物について調べる 

 

 

 

書 名 出版情報 請求記号 

日本古代中世人名辞典 吉川弘文館 2006 
中28103/73 

東28103/122 

神武天皇から1589年にいたるまでの古代・中世の著名な人物3,372人を網羅した人名辞典です。本文理解を助ける肖

像・花押・印章や詳細な索引等も収録しています。 

戦国人名辞典 吉川弘文館 2006 
中28103/68 

東28103/119 

戦国時代の大名・家臣をはじめ、女性・僧侶・商人・絵師・医師・大工など、東国で活躍した人物を中心に約 4,200

人を収録しています。各項目の末尾には、叙述に利用した史料や参考文献を明示しています。 

日本近世人名辞典 吉川弘文館 2005 

中28103/67 

西28103/37 

東28103/118 

徳川家康の江戸入府から幕末維新期までに活躍した幕臣・商人・学者などの広範な分野の人物を3657人収録していま

す。生年月日、出生地、父母、履歴、死没年月日などの解説のほか、法名や墓所などを掲載している項目もあります。 

寛政重修諸家譜 新訂 続群書類従完成会 1980- 

中2882/H96 

西2882/5 

東2882/1 

江戸幕府が編纂した系譜集で、寛政 10（1798）年までの大名や旗本以上の幕臣などの系図を掲載し、系図中の個々人

には略伝が注記されています。全22巻、索引全4巻、別巻（葬地・寺社名索引）、家紋を掲載した補巻あり。 

江戸幕臣人名事典 改訂新版 新人物往来社 1997 

中280103/26 

西2810/26 

東28103/64 

『寛政重修諸家譜』(上述)以降の幕臣約8,000人の氏名、年齢、紋家禄、本国生国、屋敷地、養祖父・養父・実祖父・

実父の役職等、本人の自筆による経歴を翻刻・編集したものです。 

明治過去帳 物故人名辞典 東京美術 1983 
中28103/O91 

東28103/21 

明治時代の郵便報知新聞やその他の各新聞、官報、共同墓地や海軍・陸軍墓地等の各地の墓石の記載をもとに、明治

時代の物故者、約21,000人の事跡を収録しています。 

大正過去帳 物故人名辞典 東京美術 1973 中28103/Ta24 

新聞記事をもとに、大正時代の物故者、約4,000人の事跡を収録しています。姓名の五十音順の索引が付いています。

複数の読み方があり得る姓の場合は、電話帳で確かめつつ、複数箇所に記載しています（例：小川、オガワ、コガワ）。 

昭和人物事典 戦前期 日外アソシエーツ 2017 東28103/153 

昭和戦前期に活躍した人物を掲載した人物事典です。政治・経済・軍事・文学・学術・宗教・社会運動・芸術・芸能・

スポーツなど多岐にわたって、功績の定まった物故者7,913人のプロフィールを記載しています。 
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（３）現代の人物について調べる ※「４．データベースで調べる」で紹介するデータベースも、併せてご利用ください。 

 

（４）特定の分野の人物について調べる 

書 名 出版情報 請求記号 

日本紳士録 交旬出版局編集 ぎょうせい1889- 

中28103/2 

西28103/7 

東28103/85 

刊行当時の日本の実業界、政界、官界、教育界、芸術界、その他各分野で活躍する代表的な人物を収録。職業、生年

月日、経歴等を掲載しています。1889 年から刊行されているが1974 年以前は県立図書館でも未所蔵年度が多く、第80 

版（2007 年）で休刊。古い年代は、国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧でき、インターネット公開されている

ものもあります（一部は図書館送信限定公開）。類書に『人事興信録』（中央所蔵・2009年休刊）があります。 

現代日本人名録 2002 新訂 日外アソシエーツ 2002 

中28103/36/02 

西28103/6/02 

東28103/35/02 

日本で活躍中の人物及び日本に関わりのある在日外国人、約12 万人を収録しています。職業、生年月日、経歴、連絡

先等を掲載。 

20世紀日本人名事典 日外アソシエーツ 2004 東28103/113 

政治・経済・文学・芸能・スポーツなど、20世紀にさまざまな分野で業績を残した日本人約30,000人を収録していま

す。生年月日・出身地・学歴・経歴などのプロフィールを掲載しています。「あ～せ」と「そ～わ」の2分冊です。 

書 名 出版情報 請求記号 

日本仏教人名辞典 法蔵館 1992 

中1803/N71 

西1803/33 

東18033/7 

僧侶をはじめ、日本仏教と関わりの深い政治・思想・文学・美術の各分野の人物など、古代から平成 3 年までの物故

者約7,100 人を収録しています。別称、生地、師匠、史・資料などを掲載しています。 

近代日本社会運動史人物大事典 日外アソシエーツ 1997 

中30902/8 

西3090/158 

東30902/18 

1868年～1945年までの日本における社会運動に関わった人物約 15,000名を掲載しています。人名を見出しに配列し

ており、参考文献も示されています。全5巻で5巻には人名索引を収録しています。 

事典日本の科学者 

科学技術を築いた 5000人 
日外アソシエーツ 2014 

中4033/17 

西4033/43 

東4033/26 

江戸時代以降の日本の自然科学の研究者、医師、技術者、科学教育などに携わった人物 4,753 人を掲載しています。

巻末には生年順人名一覧、専門分野索引、学士院会員・文化功労者一覧を収録。 

日本の映画人 

日本映画の創造者たち 
日外アソシエーツ 2007 

中77821/90 

東77821/351 

監督・脚本・照明・美術・音楽など日本映画に功績を残した1,472人を収録しています。俳優は非掲載なので、『日本

映画人名事典』（キネマ旬報社 1995-）男優篇・女優篇や『日本映画人名辞典』（科学書院 2005）俳優篇などを参照。 
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※人名辞典でなくても、各分野の辞典類では人名を見出しに立てている辞典もあります。 

 例）『国史大辞典』（吉川弘文館 1979-1997）…日本の歴史についての総合的な辞典で、主要な人物の項目

では肖像も掲載。第15 巻中巻は人名索引となっており、項目名になっていない人名も引くことができます。 

図書館の書架で探すには、請求記号は 2891（日本人の個人伝記）の書架を中心に探します。 

千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」では、検索項目「件名」の欄に人物名を

入力することで、関連書籍を検索することができます。また、検索項目「件名」に「書誌」と入力し、「全

項目」に「目録」「伝記」「人物文献」「人物研究」等と入力して検索すると、特定の人物についての伝記資

料や研究資料などを調査するために役立つ、以下のような資料が検索できます。 

作家・小説家人名事典 日外アソシエーツ 2002 

中9103/2 

西91026/28 

東91033/2 

明治以降から現代までのミステリー、劇作家、児童文学など幅広い分野の作家約 6,000 人を収録しています。生年月

日、出生地などのほか、本名、受賞名、代表的な作品名なども掲載しています。 

３．特定の人物について書かれた文献を探す 

書 名 出版情報 請求記号 

人物文献目録 日本人編 日外アソシエーツ 1981- 

中28031/3 

西2803/8 

東28031/2 

人名を見出しに、伝記、日記、人物論、作品論、年譜、著作リスト等、国内で刊行された図書等の情報を収録してい

ます。1980～1986 年は『年刊人物文献目録』として刊行されています。 

伝記・評伝全情報 日本・東洋編 日外アソシエーツ 1991- 

中28031/4 

西2803/24 

東28031/1 

人名を見出しに伝記、評伝、回想録、日記等、国内で刊行された伝記資料の情報を収録しています。「2000-2004」版

には既刊分1945-2004 の人名総索引がついています。西部図書館では一部の巻を所蔵しています。 

人物研究・伝記評伝図書目録 

日本人・東洋人篇 
図書館流通センター 1994 

中2803/J51 

西2803/30 

東28031/8 

明治から1993年に出版された日本人・東洋人の伝記・自伝・日記・写真集・伝記小説など人物研究に資する図書の情

報を、人名を見出しに配列しています。1994年から2000年6月末までに出版された資料を対象とした、続編あり。 

日本人物文献索引 日外アソシエーツ 1994- 

中 28103/71（政治・経済・社会

80/90は 3031/N71、文学 80/90と

は 9103/N71、文学 1991－2005 は

91031/22） 

西2810/133 

東28103/10 

国内で発表された図書、雑誌類に掲載された伝記・日記等の文献情報を、人名を見出しにして配列しています。分野

別に分かれており、1980年から1990年に国内で発表された資料を収録した「政治・経済・社会 80／90」「文学80／90」、

それ以降に発表された文献情報を収録した「思想・哲学1980-2010」「政治・経済・社会1991－2005」「文学1991－2005」

があります。西部図書館では、一部の巻を所蔵しています。 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
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県立図書館で利用できるデータベースで、人物情報を調べることができます。詳細は県立図書館ホーム

ページ「オンラインデータベース一覧」をご確認ください。 

  

 

●国立国会図書館 日本人名情報索引（人文分野）データベース（http://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/） 

 国立国会図書館所蔵の和図書・和雑誌の中から、日本人の人名情報を収録する人名辞典、県史・市町村

史などの人物編、系図や分限帳などを選び、これらの資料を書誌や収録内容のキーワードから検索できる

データベースです。 

 

●国立国会図書館 近現代日本政治関係人物文献目録（http://rnavi.ndl.go.jp/seiji/index.php） 

明治期以降の政治の分野で活躍した日本人に関する自伝、回想録、日誌などの文献について、人物名か

ら検索ができます。また、国立国会図書館デジタルコレクションで本文の画像を見ることができる資料も

あります。 

 

●千葉県立図書館 菜の花ライブラリー（http://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/index.html） 

千葉県にゆかりのある人物を検索するときに役立ちます。「十二郡誌人名索引」「東総地域人名索引」「長

生郡市人名索引」を横断的に検索することができます。 

 

（インターネット最終アクセス：2018年3月30日） 

※所蔵館について 中：中央図書館（千葉市） 西：西部図書館（松戸市） 東：東部図書館（旭市） 

４．データベースで調べる 

データベース名 提供元 利用可能館 

Japan Knowledge (ジャパンナレッジ) ネットアドバンス 中央・西部・東部 

日本大百科全書、日本史年表、日本人名大辞典などを収録した総合的なデータベースです。幅広い時代のあらゆる分

野で活躍した人々を網羅的に調べることができます。 

聞蔵Ⅱ 朝日新聞社 中央・西部・東部 

「人物データベース」では、各界の有識者を中心に経済人、政治家、研究者、文化人、スポーツ選手ら、約35,000人

の情報を収録しています。氏名や肩書、経歴・業績、分野コードなどから検索できます。 

ヨミダス歴史館 読売新聞社 中央 

「現代人名録」では、現代（一部故人を含む）の人物データ約26,000人の情報を収録しています。当該人物の詳細デ

ータ画面では、その人物の関連記事とリンクしているので、多面的に人物像をつかむことができます。 

日経テレコン２１ 日本経済新聞社 中央・西部 

「人事検索」では、上場・未上場企業の役員や、各団体、都道府県などの幹部職員、国会議員等の情報を検索するこ

とができます。 

５．インターネットで調べる 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/search/database.html
http://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/
http://rnavi.ndl.go.jp/seiji/index.php
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/index.html

