各界の著名人に寄せられた
追悼文を調べるために…

初めての累積総索引

1991-2005
紀田順一郎 監修

─収録物故者例─

B5・960頁 定価33,600円
（本体32,000円） ISBN4-8169-1968-6 2006年4月刊行

新聞・雑誌に掲載された追悼記事を徹底調査!!
・1991年から2005年に亡くなった各界の著名人5,698人に対して執筆され
た、追悼文22,319件を収録した文献目録です。誰によって、どの新聞・雑
誌の何号に追悼文が書かれたかを物故者ごとに一覧することができます。
・「惜別」
（朝日新聞）、
「追悼抄」
（読売新聞）、
「追想録」
（日本経済新聞）、
「蓋棺
録」
（文藝春秋）、
「墓碑銘」
（週刊新潮）などの記事も収録。雑誌・紀要類の
追悼特集 も一覧できます。

人物研究の基礎資料としても…
・本文は各物故者ごとに「追悼記事」
「報道記事」
「雑誌特集」の3つのカテゴ
リーに分けて記事を収録。追悼文の執筆者を概観することで、人物交流
を知ることもできます。
・追悼文の執筆者から検索できる
「執筆者名索引」
付き。
監修者： 紀田

順一郎

きだ・じゅんいちろう

評論家、作家。1935年、横浜市に生まれる。慶應義塾大学経済学部卒業。書物
論、情報論、近代史などを専門として評論活動を行うほか、創作も手がける。

安倍晋太郎［政治家］........................... 1991年没（67歳）
田中角栄［政治家］................................ 1993年没（75歳）
加藤シヅエ［女性運動家，政治家］..... 2001年没（104歳）
高坂正堯［国際政治学者］.................... 1996年没（62歳）
本田宗一郎［本田技研工業創業者］...... 1991年没（84歳）
斎藤英四郎［実業家］........................... 2002年没（90歳）
高原須美子［経済評論家］................... 2001年没（68歳）
福井謙一［化学者］................................ 1998年没（79歳）
東山魁夷［日本画家］............................ 1999年没（90歳）
小倉遊亀［日本画家］............................ 2000年没（105歳）
中川一政［洋画家，随筆家，詩人］........ 1991年没（97歳）
石ノ森章太郎［漫画家］...................... 1998年没（60歳）
秋山庄太郎［写真家］........................... 2003年没（82歳）
武満徹［作曲家］.................................... 1996年没（65歳）
団伊玖磨［作曲家，指揮者，随筆家］..... 2001年没（77歳）
武原はん［日本舞踊家，俳人］.............. 1998年没（95歳）
如月小春［劇作家，演出家］.................. 2000年没（44歳）
杉村春子［女優］.................................... 1997年没（91歳）
芦屋雁之助［喜劇俳優］....................... 2004年没（72歳）
古今亭志ん朝（2代目）
［落語家］........ 2001年没（63歳）
江藤淳［文芸評論家］............................ 1999年没（66歳）
小田切秀雄［文芸評論家］................... 2000年没（83歳）
中上健次［作家］.................................... 1992年没（46歳）
宇野千代［作家］.................................... 1996年没（98歳）
山本夏彦［コラムニスト，作家］.......... 2002年没（87歳）
司馬遼太郎［小説家］........................... 1996年没（72歳）
藤沢周平［小説家］................................ 1997年没（69歳）
三浦綾子［小説家］................................ 1999年没（77歳）
生島治郎［小説家］................................ 2003年没（70歳）
山口誓子［俳人］.................................... 1994年没（92歳）
……etc.

2006.04
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

●お問い合わせは･･･

日外アソシエーツ

■貴店名

営業本部

TEL.03-3763-5241
（代） FAX.03-3764-0845

追悼記事索引1991-2005
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冊

『追悼記事索引1991-2005』
内容見本

あはこ

安波根 昌鴻

あはごん・しょうこう

反戦運動家，ヌチドゥタカラの家主宰
生 1901年 没 2002年3月21日
（101歳）
出 沖縄県上本部村
（現・国頭郡本部町）
【追悼記事】
《目取真 俊》
◇ 二つの平和
（海鳴りの島から
〔20〕
）「週刊金曜日」10
（14）
2002.4.12 p48〜49
【報道記事】
《朝日新聞》
◇ 沖縄の反戦地主、闘争の象徴、阿波根昌鴻さん死去
［2002.3.22朝 p39］
《沖縄タイムス》
◇ 阿波根昌鴻さん死去―反戦、土地闘争の象徴
［2002.3.22
朝 p1］
《東京新聞》
◇ 反戦地主の指導的存在沖縄から平和訴え続け―阿波根昌
鴻さん死去
［2002.3.22朝 p27］
《西日本新聞》
◇ 沖縄の反戦平和運動リード、阿波根昌鴻さん死去
［2002.3.22朝 p1,27］

阿部 秋生

あべ・あきお

東京大学名誉教授，実践女子大学名誉教授
生 1910年10月24日 没 1999年5月24日
（88歳）
出 秋田県秋田市 専 国文学
【追悼記事】
《秋山 虔》
◇ 哀悼 阿部秋生先生 「むらさき」36号 1999.12 p57〜
59
《小山 弘志》
◇ 阿部先生を偲ぶ
（阿部秋生博士追悼）「国語と国文学」76
（10） 1999.10 p54〜56
《鈴木 日出男》
◇ 阿部先生を悼む
（阿部秋生博士追悼）「国語と国文学」
76
（10） 1999.10 p60〜62
《山中 裕》
◇ 学史 阿部秋生氏の残されたもの 「古代文化」53（3）
2001.3 p163〜166
【雑誌特集一覧】
『国語と国文学』
76
（10） 1999.10 「阿部秋生博士追悼」
（p54
〜70）

安部 公房

あべ・こうぼう

小説家，劇作家
生 1924年3月7日
出 東京・滝野川

没 1993年1月22日
（68歳）

【追悼記事】
《秋山 駿》
◇ 大いなる文学の実験者・安部公房氏を悼む―多頭の怪物
「現代社会」
を透視、新たな生のリズム刻む 「読売新聞」
1993.1.23夕 p10
《いいだ もも》
◇ 追悼・安部公房――デラシネの毒（戦後文学の発見〈特
集〉
）「新日本文学」
48（4） 1993.4 p82〜87
《ヴィンケルヘーフェロヴァー，ヴラスタ》
◇ 若き安部公房さんの回想 「波」27
（3） 1993.3
《浦田 憲治》
◇ エロチシズムもにおわせた―安部公房の知られざる人格
（ウエーブ）「日本経済新聞」 1993.1.31朝 p17
《大江 健三郎，辻井 喬》
◇〈対談〉
真暗な宇宙を飛ぶ1冊の書物
（安部公房追悼特集）
「新潮」90
（4） 1993.4 p62〜77
《キーン，ドナルド》
◇ 作品で世界と「会話」―安部公房氏を悼む「朝日新聞」
1993.1.23夕 p13
◇ 本物の天才安部公房 「中央公論」
108
（5） 1993.4 p298
〜304
《倉橋 健，辻井 喬，井川 比佐志》
◇ 追悼・安部公房 「悲劇喜劇」46
（5） 1993.5 p32〜37
《グリブニン，ヴラディミール・S》
◇ 安部公房の世界
（江口 満
〔訳〕
）「潮」
409号 1993.4 p62
〜63
《小林 恭二》
◇ 安部公房氏追悼 「海燕」12
（3） 1993.3
《小山 鉄郎》
◇ 安部公房の試み（文學界コラム――文学者追跡）「文學
界」47（3） 1993.3 p110〜113
《佐々木 基一》
◇ 永遠の青年・安部公房―稀有な作家の死 「毎日新聞」
1993.1.25夕 p6
《清水 邦夫》
◇ 安部さんの死,そしてその劇的世界
（追悼 安部公房）「群
像」48（3） 1993.3 p309〜311
《清水 徹》
◇ 安部公房氏への感謝 「中日新聞」
1993.1.23夕 p11
《千葉 宣一》
◇「無名詩集」
の世界―安部公房文学の出発点 「北海道新
聞」1993.2.5夕 p13

追悼文執筆者名
発表媒体、巻号または日付

追悼記事、報道記事、雑誌特集の3つのカテゴリーに分類

