
         

日外アソシエーツ人名事典の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

日外アソシエーツ 

人名事典 

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機
能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選16タイトル 

同時アクセス1： 

¥1,285,240円(本体) 
※1点からご購入可 

No.KD0030 

2019年1月 



書名 Product　ID 出版社名 底本刊⾏
年⽉ フォーマット

同時
アクセス1
本体価

同時
アクセス2
本体価

同時
アクセス3
本体価

著者 ISBN

現代外国人名録 2016 KP00018334 日外アソシエーツ 201601 PDF ¥158,400 　- ¥237,600

日外アソシエーツ【編】 9784816925832

現代外国人名録 2012 KP00018333 日外アソシエーツ 201201 PDF ¥158,400 　- ¥237,600

日外アソシエーツ【編】 9784816923524

現代外国人名録 2008 KP00018332 日外アソシエーツ 200801 PDF ¥158,400 　- ¥237,600

日外アソシエーツ【編】 9784816920844

現代外国人名録 2004 KP00018331 日外アソシエーツ 200401 PDF ¥95,040 ￥- ¥142,560

日外アソシエーツ【編】 9784816918186

現代外国人名録 2000 KP00018330 日外アソシエーツ 200004 PDF ¥148,500 - ¥222,750

日外アソシエーツ【編】 9784816915987

新訂現代外国人名録 96 KP00018329 日外アソシエーツ 199604 PDF ¥144,100 - ¥216,150

日外アソシエーツ【編】 9784816913648

現代外国人名録 KP00018328 日外アソシエーツ 199202 PDF ¥159,500 　- ¥239,250

日外アソシエーツ【編】 9784816911224

２０世紀⻄洋人名事典 KP00005054 日外アソシエーツ 199502 PDF ¥67,100 　- ¥100,650

日外アソシエーツ【編】 9784816912719

6

日本のマスコミを通じて日本人に馴染みの深い外国人で、現在活動中の人物を中心に１万９９２８人を収録した人名録。排
列は⾒出し人名（カタカナ表記）の五⼗⾳順。「現代外国人名録」（１９９２年刊）より物故者および経歴等に変化のない
人物９８００人を削除、新たに１万２５００人が追加された。巻末にアルファベット順の原綴索引がある。―国際化時代に必
備の人名録。

7

本書は、日本の新聞、雑誌、図書などに執筆者として登場したり、記事中に取り上げられたりして日本人に馴染みのある外国人を
収録する人名録である。現在活躍中の人物を中心に、すでに現役を引退した人物や物故者も一部含む。収録人数は世界１８
０ヶ国、１７３１４人。

8

様々な分野で２０世紀に顕著な業績を残した⻄洋人１９４４７人の人名事典。対象地域は漢字⽂化圏以外の世界各国と
し、これらの地域で活躍した日本人・東洋人も収録する。一般に最もよく知られた名前を⾒出しとし、姓・名の五⼗⾳順に排列。
人名原綴、⽣没年⽉日、国籍、職業、出⾝地、経歴などを記載。⼥性には⾒出しの末尾に記号をつけた。アルファベット順の原
綴索引を付す。―激動の時代を語る人名事典。２０世紀にその名を刻む⻄洋人２万人の⽣涯と業績。

NO 書影

内容紹介

1

政治家、経営者、学者、芸術家、スポーツ選⼿など、各国で活躍中の人物1万人を収録、4年ぶりの改訂版。職業、肩書、国
籍、⽣年⽉日、学歴、受賞歴、経歴など、最新情報を盛り込んだ詳細なプロフィールがわかる。アルファベットから引ける「人名索引
（欧⽂）」付き。

2

政治家、経営者、学者、芸術家、スポーツ選⼿など、２１世紀の世界各国・各界で活躍中の人物１０，４５５人を収録。職
業、肩書、国籍、⽣年⽉日、学歴、受賞歴など詳細なプロフィールを収載。２００８年以降の世界の動きに対応した最新データ
を掲載。アルファベットから引ける「人名索引（欧⽂）」付き。

3

政治家、経営者、学者、芸術家、スポーツ選⼿など、２１世紀の世界各国・各界で活躍中の人物１３２６８人を収録。職
業、肩書、国籍、⽣年⽉日、学歴、受賞歴など詳細なプロフィールを収載。２００４年以降の世界の動きに対応した最新データ
を掲載。アルファベットから引ける「原綴索引」付き。

4

政治家、経営者、学者、芸術家、芸能人、スポーツ選⼿など、２１世紀の世界各国・各界で活躍中の外国人１６４１８人を
収録。職業、肩書、国籍、⽣年⽉日、学歴、受賞歴など詳細なプロフィールを収載する。アルファベットから引ける「原綴索引」付
き。

5

政治家、経営者、学者、芸術家、芸能人、スポーツ選⼿など現在活動中の外国人を収録した人名録。収録人数は１６１７７
人。人名の排列は姓の五⼗⾳順で⾏いさらに名で五⼗⾳順に排列。人物のデータは職業、肩書、国籍、⽣年⽉日、学歴、受賞
歴を収載。巻末に人名のアルファベット順による原綴索引を付す。



書名 Product　ID 出版社名 底本刊⾏
年⽉ フォーマット

同時
アクセス1
本体価

同時
アクセス2
本体価

同時
アクセス3
本体価

著者 ISBN

NO 書影

内容紹介

人物レファレンス事典　科学技術篇 KP00010194 日外アソシエーツ 201102 PDF ¥36,300 　- ¥54,450

日外アソシエーツ 9784816923012

伝記ガイダンス　科学者３０００人 KP00010193 日外アソシエーツ 201011 PDF ¥17,600 　- ¥26,400

日外アソシエーツ 9784816922855

同姓異読み人名辞典 KP00010204 日外アソシエーツ 200904 PDF ¥23,100 　- ¥34,650

日外アソシエーツ 9784816921728

ジャパンスタディ
「日本研究」人物事典 KP00010202 日外アソシエーツ 200803 PDF ¥25,300 　- ¥37,950

日外アソシエーツ 9784816920950

同姓異読み人名辞典　⻄洋人編 KP00010200 日外アソシエーツ 200508 PDF ¥22,000 　- ¥33,000

日外アソシエーツ 9784816919374

海を越えた日本人名事典
新訂増補 KP00010179

日外アソシエーツ 200507 PDF ¥22,000 　- ¥33,000

富田仁【編】 9784816919336

外国人別名辞典 KP00010203 日外アソシエーツ 200411 PDF ¥22,000 　- ¥33,000

日外アソシエーツ 9784816918780

同名異人事典　新訂増補 KP00005064 日外アソシエーツ 200210 PDF ¥27,500 　- ¥41,250

日外アソシエーツ【編】 9784816917387

15

古今東⻄の外国人５７５６人の別名８１４０件を収録。歴史上の人物から現在活躍中の人物まで、人物毎に本名・別名を
一覧できます。君主・政治家・芸術家・⽂学者など、複数の名前を持つ人物の同定を容易にします。通常の人名辞典では⾒出し
に⽴つことの少ない字・号・諡・通称などから検索できる「別名索引」付き。

16

間違いやすい、同姓同名の人物を同定・確認するためのツール。明治から現在までの様々な分野にわたる知名人、⽂化人、執筆
者などを対象とし、同姓同名表記で読みが同じ人異なる人、併せて２６６５３種７３８０１人を収録。人物同定に必要な、
⽣没年⽉日、職業、著書などを付記。

12

日本を研究・紹介した各国の学者・作家・外交官など１７００人を収録。歴史・地理・政治・経済・社会・⽂化・⽂学・芸術の
各分野を網羅。人物の詳細なプロフィールに加え、日本研究の著作一覧を掲載。巻末に「国別索引」「分野別索引」付き。

13

同じ綴りでも読み⽅（カナ表記）はさまざま。５万人の実例でわかる人名辞典。何通りも読み⽅がある姓１万種のカナ表記を人
名ごとに調べられる。

14
安⼟桃⼭時代から明治２０年代までに日本から⻄洋に渡り、交流のさきがけとなった日本人の事典。使節団、留学⽣、商人、
技術者、旅芸人、漂流者など２,１０２人を収録。渡航の動機や渡航中の⾏動、帰国後の活動などに重点を置いた略歴および
渡航先・年・目的を掲載。人物についての参考⽂献も多数掲載。

9

世界各地で活躍した科学技術分野（科学、数学、物理学、化学、天⽂学、⽣物学、医学、⼯学など）の人物が、どの事典に
どんな⾒出しで掲載されているかがわかる。人物事典・百科事典のほか、時代別の歴史事典や、県別百科事典など３４３種を
採⽤。時代的にも地域的にも幅広い多数の人物を網羅的に調査できる。簡略な人名事典としても使⽤できるほか、事典索引と
してより深く調べるための⼿掛りが得られる。

10

数学、物理学、化学、天⽂学、宇宙科学、地球科学、博物学、⽣物学、医学、技術・⼯学における功績者３０００人の伝記
資料７０００冊を収録。１９４５年（昭和２０年）から２００９年（平成２１年）に刊⾏された伝記を人物ごとに総
覧。

11

あの人の姓、なんて読みますか？４６６４種の姓の１０５１６通りの読みを２７１７６人の人物例で⽰す。１９８８年刊
「同姓異読み人名辞典」を全⾯改訂。



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


