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好評の各種人名事典

ジャーナリスト人名事典　明治～戦前編
山田健太編
A5・440頁　定価（本体13,500円＋税）
ISBN978-4-8169-2498-9　2014.9刊

ジャーナリスト人名事典　戦後～現代編
「ジャーナリスト人名事典」編集委員会編
A5・440頁　定価（本体13,500円＋税）
ISBN978-4-8169-2499-6　2014.12刊
日本のジャーナリズムに足跡を残した人物を収録した人名事典。明治
初期のジャーナリズム黎明期から現代まで、言論人、新聞・雑誌・テレ
ビ記者などの経歴を掲載。

事典 日本の科学者―科学技術を築いた5000人
板倉聖宣監修
A5・1,020頁　定価（本体17,000円＋税）
ISBN978-4-8169-2485-9　2014.6刊
江戸時代初期から平成にかけて活躍した物故科学者を収録した人名
事典。自然科学の全分野のみならず、医師や技術者、科学史家、科学
啓蒙に尽くした人 な々どを幅広く収録。

現代世界人名総覧
B5・1,080頁　定価（本体21,000円＋税）
ISBN978-4-8169-2520-7　2015.1刊
20世紀末から現在まで、世界で活躍してきた外国人6万人を収録。人
名カナ表記、漢字表記、英字表記、本名・旧名・別名（筆名・芸名・通
称等）、職業・肩書・専門分野、国籍、生没年月日を記載。

あらゆる分野の専門家を集結！
日本唯一の本格的“Writer’s WHO’S WHO”第5期

現代日本執筆者大事典
第5期

紀田順一郎・井上如・勝又浩・末吉哲郎 編
A5・3分冊　セット定価（本体90,000円＋税）　2015年7月刊行

■21世紀を代表する執筆者を収録した人物事典です。各分野で執筆
活動を行う5,000人を収録しました。
■本人への直接調査による最新のプロフィール・著作一覧を掲載。

日外アソシエーツ



21世紀の日本を代表する執筆者5,000人を収録

“文献が語る人物事典”として好評の「現代日本執筆者大事典」シリーズの
第 5 期刊行。図書館、企業資料室、官公庁、マスコミで幅広く利用されて
いる事典です。

あらゆる分野の専門家を集結！
◆日本で唯一の本格的“Writer’s WHO’S WHO”、12年ぶりに第5
期刊行。2003～2015年までの国内文献470万件を調査、文献計量
的手法により5,000人を選定しました。学術・文芸、政治・経済、趣
味・娯楽など様 な々分野で活躍する執筆者を一覧できます。

本人への直接調査による最新・正確な情報
◆経歴と文献は、本人への問い合わせによる最新情報を掲載してい
ます。

人物プロフィールと執筆文献（図書・雑誌）を掲載
◆肩書、専門分野、経歴などの人物紹介と、図書・雑誌に発表された
代表的な著作の一覧を掲載。経歴と文献の両方から、人物の執筆
活動を具体的に把握することができます。

略歴
職業・肩書、専門・活動分
野、生年月日、学歴、受賞
業績、所属学会・団体、
連絡先　…等を掲載

主要著作
図書、雑誌に発表された
主要著作を一覧できます

◆内容見本◆

青木 健 宗教学者
青木 正美 古書店主
阿刀田 高 作家
安保 徹 免疫学者
荒井 献 神学者
五百旗頭 真 政治学者
池上 彰 ジャーナリスト
石原 壮一郎 コラムニスト
伊集院 静 小説家
井辻 朱美 翻訳家
伊藤 誠 経済学者
稲盛 和夫 京セラ名誉会長
猪口 孝 政治学者
上野 千鶴子 社会学者
上野 泰也 エコノミスト
歌田 明弘 ノンフィクション作家
内田 春菊 漫画家
内田 樹 思想家
奥本 大三郎 仏文学者
小和田 哲男 中世史学者

片方 善治 評論家
片山 由美子 俳人
加藤 尚武 哲学者
加藤 嘉一 コラムニスト
門倉 貴史 証券アナリスト
金子 兜太 俳人
金原 瑞人 児童文学研究家
鎌田 慧 ルポライター
鎌田 實 医師
柄谷 行人 評論家
川渕 孝一 医療経済学者
北村 薫 作家
橘川 武郎 経営学者
熊野 英生 エコノミスト
呉 智英 評論家
玄侑 宗久 小説家
小池 龍之介 僧侶
小林 信彦 小説家
小松 和彦 民俗学者
小宮山 宏 三菱総合研究所理事長

子安 宣邦 思想史家
榊原 英資 経済評論家
さだ まさし 歌手
佐高 信 評論家
佐々 淳行 評論家
佐藤 忠男 映画評論家
椎名 誠 作家
塩田 潮 評論家
篠 弘 評論家・歌人
柴田 元幸 英文学者
島薗 進 宗教社会学者
清水 達也 再生医療学者
清水 義範 作家
生源寺 眞一 農業経済学者
鈴木 裕子 女性史研究家
瀬名 秀明 小説家
芹沢 俊介 評論家
高久 史麿 血液科学者
高田 明和 血液科学者
高橋 克彦 作家

高橋 順一 哲学者
高橋 順子 詩人・エッセイスト
高橋 進 政治学者
高橋 三千綱 作家
高村 薫 作家
竹内 一郎 作家
橘木 俊詔 経済学者
田中 勝 環境学者
田中 勝 皮膚科学者
田中 優子 近世文化学者
田沼 武能 写真家
田原 総一朗 評論家
玉岡 かおる 小説家
田村 正勝 経済学者
月尾 嘉男 システム工学者
鶴見 俊輔 社会学者
出口 汪 教育プロデューサー
外山 滋比古 国語学者
中西 進 文芸評論家
長野 まゆみ 作家

仲正 昌樹 社会学者
中村 桂子 生命科学者
長山 靖生 文芸評論家
南雲 吉則 医師
野田 正彰 評論家
橋本 治 作家
秦 郁彦 現代史学者
林 望 作家
葉養 正明 教育学者
日暮 雅通 翻訳家
平井 工 発明学会会長
平岩 弓枝 小説家
平田 オリザ 劇作家
ひろ さちや 宗教評論家
広瀬 隆 ノンフィクション作家
福原 義春 資生堂名誉会長
藤本 哲也 法学者
星 浩 ジャーナリスト
堀田 力 弁護士
堀 紘一 経営コンサルタント

御厨 貴 政治学者
水木 しげる 漫画家
水野 肇 医事評論家
三田 誠広 作家
宮城谷 昌光 小説家
村上 春樹 小説家
室井 滋 女優
森村 誠一 小説家
柳田 邦男 作家
山崎 元 経済評論家
山本 茂 ノンフィクション作家
山本 修一郎 ソフトウエア工学者
屋山 太郎 政治評論家
葉 祥明 画家
吉村 作治 エジプト考古学者
李 恢成 小説家
鷲田 小彌太 評論家
渡部 潤一 惑星科学者
渡辺 保 演劇評論家
渡邉 美樹 ワタミ創業者
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