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 人 物 情 報 について調べる（外国人編） 
 

特定の外国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。 

※日本人について調べる場合は、「人物情報について調べる（日本人編）」を、千葉県に関する人物について

調べる場合は、「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、別名がある等の場合は、これらの資料で特定します。 

 

（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 

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 2013 

中2881/22 

西2881/40 

東2881/35/12 

外国人名のアルファベット表記約13万件を見出しに、対応するカナ表記を延べ約19万件収録した人名表記字典です。

非英語圏の人名も掲載。姓からも名からも引けます。カタカナ表記約15万件を見出しに、対応するアルファベット表記

を延べ約19万件収録した『新・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 2014）もあります。 

外国人別名辞典 日外アソシエーツ 2004 

中28033/25 

西28033/14 

東28033/22 

古代から現代まで、様々な地域・分野で活躍した外国人 5,756人と別名 8,140件を収録しています。最も一般的に通

用している名前を見出しに立て、別名と併せて生没年・国籍・身分・職業などを記載しています。巻末に別名索引あり。 

韓国・朝鮮人名仮名表記字典 
人名仮名表記字典編集委員会編 

ブレーンセンター 1984 

西2821/1 

東2821/3 

人名によく使われる文字を抽出し、日本の音読みの五十音順に配列しています。それぞれの文字について漢字・ハン

グル・発音記号・カナ表記を確認できます。 

書 名 出版情報 請求記号 

外国人物レファレンス事典 古代－19世紀  

外国人物レファレンス事典 20世紀 
日外アソシエーツ 1999- 

中28033/9 

西28033/4 

東28033/13、28033/19 

代表的な人物事典、百科事典、歴史事典に掲載されている外国人の略歴・典拠事典名が掲載されています。『古代－19

世紀』には52,063人、『20世紀』には65,397人を収録。1999～2009年に刊行された事典および1990年以降に刊行され

前版に含まれていない事典を収録対象とした『古代-19世紀Ⅱ』『20世紀Ⅱ』もあります。 

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 

２．人名辞典を使う              ４．データベースで調べる                                       
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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。（※西部図書館では参考図書を別置せず、

一般図書と同じ書架に排架しています。）関連する主な請求記号は 280（伝記）で、地域ごとでは 282（ア

ジア）、283（ヨーロッパ）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（「ローマ」などの地名や、「政治」などの分野等）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」に入力するキーワードを「辞典」に変更してください。 

（１）全般的な人名辞典・人名録で調べる 

西洋人物レファレンス事典 日外アソシエーツ 1983- 

中2803/SE19、28303/2 

西 2830/2（主題別の巻は 

各分野の請求記号） 

東 28303/3 

 『古代・中世編』『近世編』『現代編』など時代別にまとめた巻があるほかに、『映画・演劇・芸能・舞踏篇』『音楽篇』

『経済・産業篇』『思想・哲学・歴史篇』『女性篇』『政治・外交・軍事篇』『美術篇』『文芸篇』の主題別の巻があります。 

東洋人物レファレンス事典 日外アソシエーツ 1984- 

中282/TO85、28203/3 

西2820/1、9033/21(文芸篇) 

東28203/1 

各分野の人名辞典をまとめた『東洋人物レファレンス事典』のほか、『政治・外交・軍事篇』『美術・音楽・芸能篇』『文

芸篇』の主題別の巻があります。モンゴル・インド・中近東の人物は『西洋人物レファレンス事典』を参照。 

２．人名辞典を使う 

書 名 出版情報 請求記号 

岩波世界人名大辞典 岩波書店 2013 
中28033/33 

東28033/30 

世界中のすべての地域とすべての時代を収録対象に、政治、科学技術、芸術、スポーツなどさまざまな分野で活躍し

た約38,000人を収録しています。 

Who’s who in the world Marquis Who’s Who 1973- 

中28033/8 

西28033/5 

東28033/14 

200 以上の地域の各界著名人を収録した現代人名録です。県立図書館では 2nd ed.（1974）-22th ed.（2005）までの

ほとんどを中央図書館で所蔵しています。以降は県立未所蔵。本文英語。 

現代外国人名録 日外アソシエーツ 1992- 

中2803/11、28033/11 

西28033/8 

東28033/6 

国内で広く知られている外国人10,004人の略歴を掲載しています。4年ごとに改訂。1992〜2012年刊行の「現代外国

人名録」に掲載された人物を収録した『現代世界人名総覧』（日外アソシエーツ 2015）もあります。 

世界年鑑 共同通信社 1995- 

中059/SE22 

西0590/3 

東059/3 

巻末に収録されている「世界人名録」には、各分野を代表する世界のキーパーソンの略歴と、前年の主な海外物故者

を掲載しています。 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
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（２）西洋の人物について調べる 

 

（３）中国・韓国の人物について調べる 

 

 

書 名 出版情報 請求記号 

岩波西洋人名辞典 岩波書店 1981 
中2803/I95 

西2830/1 

欧米に限定せず、中近東、アフリカ、インド等の各地を含め、日本と関わりの深い西洋人約25,000人を収録していま

す。原綴、生没年、解説、著作等を掲載。 

20世紀西洋人名事典 日外アソシエーツ 1995 

中283/N73 

西2830/8 

東28303/1 

政治・経済・軍事・科学技術から宗教・文学・芸術・芸能・スポーツまであらゆる分野で20世紀に顕著な業績を残し

た西洋人19,447人を収録しています。対象地域は、ヨーロッパ・南北アメリカをはじめ、オセアニア・旧ソ連・モンゴ

ル・アフリカ・中近東・インド・東南アジアを含む、漢字文化圏以外の世界各国。 

書 名 出版情報 請求記号 

中国人名辞書 東出版 1996 東2822/3 

『支那人名辞書』（吉川弘文館 1910）の復刻版で、古代から1903年までの人物約24,000人を収録しています。人名

は日本式音読みの五十音順に配列され、巻末には、人名の一文字目の漢字の画数から検索できる索引もあります。 

また、『支那人名辞書』は国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開されているので、web上で閲覧

することもできます。（http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779713） 

中国人名事典 古代から現代まで 日外アソシエーツ 1993 

中282/C62 

西2822/19 

東28220/1 

 中国大陸、台湾、香港、マカオの人 9々,405人を収録した事典です。政治家や文人だけでなく、科学者、軍人、スポー

ツ、芸能関係者などあらゆる分野の人々を収録対象としています。人名は日本式音読みの五十音順に配列されています。 

朝鮮人名辞書 朝鮮総督府編 第一書房 1977 

中282/C54 

西2821/2 

東2821/1 

『朝鮮人名辞書』（朝鮮総督府編 1937）の復刻版で、古代から1937年までの人物約13,000人を収録しています。人

名は漢字で表記され、一文字目の漢字の画数順に配列されています。 

また、『朝鮮人名辞書』は国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開されているので、web上で閲覧

することもできます。（http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1114702） 

現代韓国人名録 日外アソシエーツ 1993 

中282/G34 

西2821/4 

東2821/4 

政治家、学者、実業家、スポーツ・文化・芸能関係者など幅広い分野から 3,658 人を収録しています。在日、在米の

人物も収録。人名は漢字で表記されていますが、読みは韓国語音でカタカナ表記されています。人名は読みの五十音順

に配列されています。 
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図書館の書架で探すには、請求記号は 289.2（東洋人の個人伝記）および 289.3（西洋人の個人伝記）

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。カタカナで入力すると検索のゆれが生じる可能性

があるので、人物名はできるだけ原綴りで検索します。 

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。 

  

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。 

※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） 

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 外国人編 日外アソシエーツ 1982- 

中28031/3 

西2803/8 

東28031/2 

人名を見出しに、伝記、日記、回想、人物論、年譜、著作リスト等、国内で刊行された図書・雑誌の情報を収録して

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 

伝記・評伝全情報 西洋編 
日外アソシエーツ 1991- 

中2803/D58、28031/4、28031/5 

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。 

人物研究・伝記評伝図書目録 日本人・東洋人篇 

人物研究・伝記評伝図書目録 西洋人篇 
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。 

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 

whoplus 日外アソシエーツ 中央・西部・東部 

歴史上の人物から現在活躍中の人物まで、外国人8万人を含む32万人を収録した人物情報データベースです。略歴だけ

でなく、該当人物について書かれた図書・雑誌・新聞の情報、その人物が書いた資料の情報を見ることもできます。 

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）の国内外の人物データ約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。 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/search/database.html

