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日本で唯一、定番の外国人名録
●政治家、経営者、学者、芸術家、スポーツ選手など、現
在活躍中の外国人1万人を総覧できる人名録。4年ごとに
刊行している外国人調査のための基本ツール、最新版です。
●前版「現代外国人名録2008」
（2008.1刊）以降、日本で知ら
れるようになった人物、引退等の動向や業績の変化にも

2012年1月刊行
●収録人例●

アウン・サン・スー・チー（ミャンマー/民主化運動指導者）
エレン・サーリーフ （リベリア大統領/ノーベル平和賞）
マリーヌ・ルペン
（フランス国民戦線党首）
インラック・シナワット
（タイ首相）
ジグメ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク

（第５代ブータン国王）

キャサリン妃
（ウィリアム英国王子夫人）
金 正恩
（北朝鮮/金正日・朝鮮労働党総書記の後継者）
クリスティーヌ・ラガルド
（フランス/IMF専務理事）

マーク・ザッカーバーグ

（米/フェースブック創業者・CEO）

対応した最新データを収録しました。

ジュリアン・アサンジ

（オーストラリア/ウィキリークス創設者）

欧米のほかアジア、中近東、アフリカ、中南米など各国

安 哲秀
（韓国/アンラボ創業者）
コリン・アングル
（米/アイロボットCEO）
マイケル・ウッドフォード
（英/元オリンパス社長）
マイケル・サンデル
（米/ハーバード大学教授）
マリオ・バルガス・リョサ （ペルー/作家/ノーベル文学賞）
劉 暁波
（中国/作家/ノーベル平和賞）
ビリー・ビーン
（米/大リーグ・アスレチックスGM）
アルベルト・ザッケローニ

の人物を五十音順に引くことができます。

ウサイン・ボルト

確実な典拠に基づいた、正確な最新情報
●各人物には職業、肩書、国籍、生年月日、学歴、受賞歴
など、確実な典拠に基づいた詳細なプロフィールを記載。

（イタリア/サッカー日本代表監督）

（ジャマイカ/陸上短距離選手/北京五輪金メダリスト）

●英字表記からも引ける「人名索引（欧文）」付き。

リオネル・メッシ
レディー・ガガ
スーザン・ボイル
チャン・グンソク

（アルゼンチン/サッカー選手）
（米/歌手）
（英/歌手）
（韓国/俳優・歌手）

…etc.
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ザッカーバーグ,マーク Zuckerberg,Mark E.
実業家,プログラマー フェースブック創業者・CEO
国 米国 生 1984年5月14日 出 ニューヨーク州

サーリーフ,エレン Sirleaf,Ellen
政治家 リベリア大統領 国 リベリア 生 1938年
10月29日 出 モンロビア 旧姓（名）＝Johnson 別名
＝ジョンソン・サーリーフ,エレン
〈Johnson-Sirleaf,Ellen〉

ハーバード大学中退 歴 ハーバード大学在学中、
同じ授業を履修している他の学生のリストが見られるものや、
学 コロラド大学；ハーバード大学大学院行政学専攻修
画像のランキングサイトなど、学内で学生が情報を共有す
士課程修了 勲 自由勲章（2007年） 賞 ノーベル平
るためのサイ
トをいくつか開設。
しかし、大学の管理部に著
和賞（2011年） 歴 17歳で結婚、夫とは離婚、死別した
作権法違反やネット上のプライバシー侵害だと判断されて
が、4人の子どもを持つ。米国のハーバード大学で学び、帰
処罰を受け、
それが原因で大学を中退。2004年2月19歳
国後、1979年リベリア財務相に就任。 85年上院選に出
で友人・家族間のネットワークツールとしてソーシャル・ネット
馬したが、
ドウ軍事政権を批判したため禁固10年の判決を
ワーキング・サービス
（SNS）のフェースブックを立ち上げる。
受け、合計9ケ月間の投獄後、国外に亡命。亡命中に世
当初はハーバード大学だけで使われていたフェースブック
界銀行にエコノミストとして勤務、 92〜97年国連開発計
は評判を呼び、他の大学でも使われるようになって急速に
画（UNDP）
アフリカ局長を務める。 97年帰国し大統領選
広まった。2006年には一般にも開放されてユーザー数が
に立候補するが、武装勢力を率いるチャールズ・テイラーに
急増、2010年には世界100ケ国以上でSNSのトップシェア
敗れ、2度目の亡命。内戦終結後の2003年に帰国し、暫
を誇り、5億人のユーザーを抱える世界最大のSNSとなった。
定政府の 統治改革委員会 委員長に就任。2005年12
2010年米誌「タイム」が選ぶ、
その年最も活躍した人物の
月大統領選の決選投票で元サッカー選手のジョージ・ウエ
称号 今年の人（パーソン・オブ・ザ・イヤー） に26歳の若
アを破り、2006年1月アフリカ初の女性大統領に就任。
さで選ばれる。
この年は米国長者番付で35位につけ、
フェー
2007年11月ブッシュ米国大統領より自由勲章を授与される。
スブック誕生を描いた映画「ソーシャル・ネットワーク」
（デー
2011年10月民主化が遅れる地域で女性の地位向上に尽
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ヒンキス
ビッド・フィンチャー監督）
も
公開されるなど、
力したとして、同じくリベリアの平和運動家リーマ・ボウイー、
Hingis,Martina
世界中から注目を集めた。ビーン,ビリー Beane,Billy
イエメンの反政府活動家タワヒンギス,マルチナ
ックル・カルマンとともにノ
ーベ
元・大リーグ選手 アスレチックスGM
国 米国 生
テニス選手 4人の子ど
国 スイス
〔2011.3〕
ル平和賞を受賞。
同年11月大統領再選。
もを 生 1980年9月30日 出 チェ
1 9 6 2 年 3月2 9日 出 フロリダ州オーラン
本 名の異名を
＝
コスロバキア・コルチェ 歴 名前のマルチナはナブラチロ
持つ母。 ド
鉄の女
とる。
Beane,William Lamar 歴 父は海軍軍人で、
中流家
ワ
（米国）
にちなんだ
サッキ,アリーゴ Sacchi,Arrigo
〔朝日2005.11.13朝
（ジョンソン・サー
リーフ）
；読売 もの。チェコ女子テニス界の元王者の
庭に生まれる。国
高校時代か
アメ
リカン
フ
ッ
母の影響で2歳からテニス
サッカー指導者,サッカー・イタリア代表監督
イタリアら運動神経抜群で、
2005.11.13朝
（エレ
ン
・
サーリーフ）
；IWW2012（Johnson- を始める。8歳でスイスに移住。
ト
ボールでク
ォー歴
ターバッ
クを務め、バス
ケット；
ボールで
も得点
生 1946年4月1日 出 イタリ
アフ
シナーノ
地元の
Sirleaf）
世界2011
；読売2007〕1993年4大大会史上最年少の12歳で全仏オープン・ジュニ
王に輝いた。
特に野球の才能を見込まれ、1980年ドラフト1
アに優勝、天才少女といわれた。 94年全仏オープン、全英
クラブでノンプロのDFとして活躍。
1978年スーパーコルソ
学

変化する世界情勢に
対応した最新情報

巡目全体23番目で指名を受け、
メッツに入団。同期にダリル・
（監督養成学校）
でコーチ資格を取得。
セナやフィオレン
ストロベリ
ーがいた。
抜群の身体能力から将来を嘱望され、
ティーナのジュニアチーム監督など
を務めた後、
85年3部
84年9月メジャーデビューするもレギュラーに定着できず、
リーグのパルマ監督に就任、1年目に2部に昇格させる。
86年ツインズ、88年タイガース、89年アスレチックスと移籍。
86年名門ACミランを下し、87年同監督に引き抜かれる。
90年相手チームの視察を行う
88年イタリア・リーグを制し、89年、
90年には欧州チャンピ アドバンススカウト転身を志願
して現役を引退。
この間、
オンズカップを獲得した。 91年辞任。
同年10月イ
タリア代 87年ツインズ、89年アスレチック
スがワールドシリーズを制し、
ベンチ要員ながら優勝を経験し
ている。大リーグでの通算成績は、実働5年、148試合出場、
打率.219、3本塁打。 93年アスレチックスのGMであったサ

ボルト,ウサイン Bolt,Usain

ホルト,ジェームズ Holt,James Clarke

陸上選手（短距離） 国 ジャマイカ 生 1986年8月21
日 出 ジャマイカトレロニー郊外シャーウッド 年間最優
秀選手（3回）,北京五輪 賞 北京五輪金メダリスト 陸
上男子100メートル・200メートル世界記録保持者 歴 ジャ
マイカの農村出身。少年時代はサッカーやクリケットに打ち
込み、13歳ごろ陸上に転向。当初は200メートルを専門とし、
2002年史上最年少の15歳で世界ジュニア選手権優勝。
2004年には17歳で19秒93のジュニア世界記録を達成。10
代で20秒台突破は世界初だった。2007年8月世界選手権
大阪大会200メートルではタイソン・ゲイ
（米国）に次いで銀
メダルを獲得し、世界最速を争う100メートルに本格参戦。

好評既刊

外国人物レファレンス事典

オープン
（ウィンブルドン）のジュニアを制し、10月14歳と14日
でプロに転向、
ツアー参戦8ケ月でランク19位まで上昇した。
95年全米オープンで4回戦進出、
ランキングは16位に。 96
年全豪オープンでは大会最年少でベスト8入りを果たす。6
月のイタリアオープンでは準決勝でシュテフィ
・グラフ
（ドイツ）
を破り準優勝。7月ウィンブルドン・ダブルスを15歳282日の同
大会史上最年少で優勝。9月全米オープンでベスト4に進出。
10月ポルシェ・グランプリでツアーのシングルシングルス初優
勝。 97年1月全豪オーシングルス史上最年少初優勝。プン

歴史学者 中世史 ケンブリッジ大学教授 国 英国
生 1922年4月26日 出 ウェス
トヨークシャー州ブラッドフォー
ド 学 オックスフォード大学クィーンズ・カレッジ
（近代史）
資 博士号
（オックスフォード大学）
（ 1952年） 歴 1942
〜45年軍務に就く。 49〜62年ノッティンガム大学講師、62
〜66年同大学中世史教授、66〜67年レディング大学歴史
学教授、78〜88年ケンブリッジ大学中世史教授、81〜88
年ケンブリッジ大学フィッツウィリアム・カレッジ学長を経て、
職業・肩書、国籍、生年月日、出
88年から同大学フェロー。 80〜84年王立歴史学協会会長、
生地、学歴、受賞歴、経歴など
87〜89年英国アカデミー副会長を歴任。著書に「The
詳細なプロフ
ィールがわかる
Northerners：a Study
in the Reign
of King
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