
美術作品レファレンス事典
人物・肖像篇 Ⅲ 個人美術全集
B5・1,000頁　定価（本体38,000円＋税）　ISBN978-4-8169-2655-6　2017.5刊

歴史上実在した人物や、神話・宗教や物語に登場する架空の人物の肖像画・人物画が、
どの美術全集に掲載されているか、モデルとなった人名から探せる図版索引。個人美
術全集・作品集973種1,118冊から作品図版2.5万点のデータを収録。作者名、技法、
制作年、所蔵先等も記載。「作者名索引」付き。

美術鑑賞とは違う視点から
美術全集を活用するためのツール

美術作品レファレンス事典
日本の風景篇
B5・930頁　定価（本体37,000円＋税）　ISBN978-4-8169-2683-9　2017.10刊

日本の自然や風景、名所・旧跡を主題として描かれた絵画・版画作品を探すための図
版索引。日本美術全集・個人美術全集・作品集684種1,534冊に掲載されている風景・
名所の図版作品2.8万点のデータを収録。各風景・名所には所在地・特徴などを簡潔に
記載。「作者名索引」付き。
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外国人物レファレンス事典 古代-19世紀 Ⅲ （2010-2018）

TEL.03-3763-5241（代） FAX.03-3764-0845
〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-16　http://www.nichigai.co.jp/

お問い合わせは… 日外アソシエーツ 営業局

 1-2 欧文名 セット定価（本体60,000円＋税） ISBN978-4-8169-2751-5 セット

 3 漢字名 定価（本体25,000円＋税） ISBN978-4-8169-2752-2 冊

 4 索　引 定価（本体35,000円＋税） ISBN978-4-8169-2753-9 冊

日外アソシエーツ

最新の事典に対応した
追補新版「第Ⅲ期」を刊行！

世界史における人物調査の基本ツール

外国人物レファレンス事典
古代-19世紀 Ⅲ （2010-2018）

A5・2分冊　　セット定価（本体60,000円＋税）
ISBN978-4-8169-2751-5 2019年1月刊行 1-2 欧文名
A5・500頁　　定価（本体25,000円＋税）
ISBN978-4-8169-2752-2 2018年12月刊行 3 漢字名
A5・780頁　　定価（本体35,000円＋税）
ISBN978-4-8169-2753-9 2019年2月刊行 4 索　引



2010年以降に刊行された人名事典・
百科事典などからのべ6.3万人を収録。

異表記や別名の多い歴史上（古代から19世紀
まで）の外国人が、どの事典にどの表記で
掲載されているかを一覧できる総索引です。

9年ぶりの追補新版「第Ⅲ期」登場！

前版に未収録の
　　新データで構成

安禄山〈8 世紀〉
中国，ソグド系突厥の雑胡で唐の節度使，
安史の乱の中心人物。
⇒岩世人（安禄山　あんろくさん　703[ 嗣聖
　　20]-757.1.29[ 至徳 2.1.5]）
　中史（安禄山　アンルーシャン　703 頃-
　　757）
　広辞７（安禄山　あんろくざん　703-757）
　世人新（安禄山　あんろくざん　705-757）
　世人装（安禄山　あんろくざん　705-757）
　世史語（安禄山　あんろくざん　705-757）
　中人小（安禄山　あんろくさん　705-757）
　ポプ人（安禄山　あんろくざん　705-757）

永楽帝〈14・15 世紀〉
中国，明の第 3 代皇帝（在位 1402～24）。
名は朱棣。廟号を太宗，のち成祖。洪武
帝の第 4 子。北京を都とし，前後 7 回に
わたり遠く西アジア，東アフリカ諸国ま
で朝貢させ，明の国威を示した。
⇒岩世人（朱棣　しゅてい　1360.5.2[ 至正
　　20.4.17]-1424.8.12[ 永楽 22.7.18]）
　広辞７（永楽帝　えいらくてい 1360-1424）
　世人新（永楽帝（成祖）　えいらくてい（せい
　　そ）　1360-1424）
　世人装（永楽帝（成祖）　えいらくてい（せい
　　そ）　1360-1424）
　世史語（永楽帝　えいらくてい 1360-1424）
　世史語（燕王　えんおう　1360-1424）
　世帝（成祖　永楽帝　せいそ　えいらくてい
　　1360-1424）
　中人小（永乐帝　えいらくてい 1360-1424）
　ポプ人（永楽帝　えいらくてい 1360-1424）
　学叢歴（成祖　せいそ）

王仁〈4・5 世紀〉
古代の百済からの渡来人。
⇒岩世人（王仁　ワンイン）
　韓朝新（王仁　わに）
　ポプ人（王仁　わに）
　学叢歴（王仁）

黄佐卿〈19・20 世紀〉
清末の民族資本家。上海における最初の
機械制製糸工場設立者。
⇒岩世人（黄佐卿　こうさけい　1839（道光
　　19）-1902（光緒 28））
　近中（黄佐卿　こうさけい　生年不詳-1902）

蒲松齢〈17・18 世紀〉
中国，清初の小説家，劇作家。山東省の人。
字，留仙，剣臣。号，柳泉居士。著に『聊
斎志異』。
⇒岩世人（蒲松齢　ほしょうれい　1640[ 崇禎
　　13]-1715[ 康熙 54]）
　中史（蒲松齢　プー・ソンリン　1640-1715）
　広辞７（蒲松齢　ほしょうれい　1640-1715）
　世人新（蒲松齢　ほしょうれい　1640-1715）
　世人装（蒲松齢　ほしょうれい　1640-1715）
　中人小（蒲松龄　ほしょうれい　1640-1715）

金祖淳〈18・19 世紀〉
朝鮮後期の文臣。
⇒岩世人（金祖淳　キムジョスン　1765.10.7
　　（英祖 41.8.23）-1832.5.2（純祖 32.4.3））
　韓朝新（金祖淳　キムジョスン  1765-1832）

虞美人〈前 3 世紀〉
中国，秦・漢交代期の楚王項羽の愛妃。虞姫，
楚姫とも称す。虞は姓とも名ともいう。
⇒岩世人（虞姫　ぐき　?-前 202（高祖 5））
　姫全（虞美人　?-前 202）
　中人小（虞美人　ぐびじん　?-前 202）
　ポプ人（虞美人　?-前 202?）

景徳王〈8 世紀〉
朝鮮，新羅の第 35 代王（在位 742～765）。
統一新羅の最盛期をなし，唐へ盛んに使
者を出し中国文化導入に努力。
⇒岩世人（景徳王　キョンドクワン）
　世帝（景徳王　けいとくおう　?-765）

阮福映〈18・19 世紀〉
ヴェトナム，阮朝の初代皇帝 ( 在位 1802
～20)。世祖，年号により嘉隆帝。
⇒学叢歴（阮福映　?-1820 年）
　岩世人（Nguyễn Phúc Ánh　グエン・フオッ
　　ク・アイン　1762-1820）
　広辞７（ザーロン　嘉隆　1762-1820）
　世人新（阮福暎（阮福映；嘉隆帝）　グエン =
　　フック = アイン　げんふくえい（かりゅう
　　てい）　1762-1820）
　世人装（阮福暎（阮福映；嘉隆帝）グエン =
　　フック = アイン　げんふくえい（かりゅう
　　てい）　1762-1820）
　世史語（阮福暎　げんふくえい　1762-1820）
　世帝（嘉隆帝　かりゅうてい　1762-1820）

利瑪竇〈16・17 世紀〉
イタリアのイエズス会士。カトリック布
教の最初の中国伝道者。著書『坤輿万国
全図』など。
⇒岩世人（リッチ　1552.10.6-1610.5.11）
　広辞７（マテオ・リッチ　1552-1610）
　新カト（リッチ　1552.10.6-1610.5.11）
　学叢思（マテオリッチ　1552-1610）
　世人新（リッチ（マテオ = リッチ　中国名：
　　利瑪竇 | りまとう）　1552-1610）
　世人装（リッチ（マテオ = リッチ　中国名：
　　利瑪竇 | りまとう）　1552-1610）
　世史語（マテオ = リッチ　1552-1610）
　ポプ人（マテオ・リッチ　1552-1610）
　学叢歴（マテオ・リッヂ　1553-1610）

Brontë,  Anne  〈19 世紀〉
イギリスの女流小説家。ブロンテ三姉妹
の末妹。
⇒岩世人（ブロンテ　1820.1.17-1849.5.28）
　広辞７（ブロンテ　1820-1849）
　ポプ人（ブロンテ姉妹　1820-1849）

Claudius  Caecus,  Appius  〈前 4・3 世紀〉
古代ローマの政治家。アッピア街道の建
設者。前 307 年コンスル。
⇒岩世人（アッピウス・クラディウス　
　　前340-前273）

Dalén,  Nils  Gustaf  〈19・20 世紀〉
スウェーデンの技術者。1906 年アセチレ
ンガスの自動調節を行う燈台燈を発明。
⇒岩世人（ダレーン　1869.11.30-1937.12.9）
　学叢思（ダレン，ニルス・グスタフ  1869-?）
　ノ物化（ニルス・グスタフ・ダレーン　
　　1869-1937）

Hedin,  Sven  Anders  von  〈19・20 世紀〉
スウェーデンの地理学者，探検家。1893
～97 年アジア大陸を横断，古代都市楼蘭
の遺跡を発見。
⇒岩世人（ヘディン　1865.2.19-1952.11.26）
　広辞７（ヘディン　1865-1952）
　世人新（ヘディン　1865-1952）
　世人装（ヘディン　1865-1952）
　世史語（ヘディン　1865-1952）
　ポプ人（ヘディン，スベン　1865-1952）

Heine,  Heinrich  Eduard 〈19 世紀〉
ドイツの数学者。
⇒岩世人（ハイネ　1821.3.15-81.10.21）
　世数（ハイネ，ハインリッヒ・エデュアルト
　　1821-1881）

Herschel,  Sir  Frederick  William 〈18・　
19 世紀〉

ドイツ生れのイギリスの天文学者。惑星
の自転，恒星間の距離などを研究。
⇒バロ（ハーシェル，ウィリアム　1738.11.15- 
　　1822.8.25）
　岩世人（ハーシェル　1738.11.15-1822.8.25）
　科史（ハーシェル　1738-1822）
　ネーム（ハーシェル　1738-1822）
　広辞 7（ハーシェル　1738-1822）
　学叢思（ハーシェル，ウィリアム  1738-1822）
　ポプ人（ハーシェル，ウィリアム  1738-1822）
　ユ人（ハーシェル，サー・F・ウィリアム　
　　1738-1822）
　ユ著人（Hershel，Frederick　William，Sir 
　　1738-1822)

Kościuszko,  Tadeusz  Andrzej  
    Bonawentura  〈18・19 世紀〉

ポーランドの軍人，政治家。1974 年国民
防衛最高指揮官に就任し，ワルシャワ防
衛戦を指揮したが敗北。
⇒岩世人（コシチューシコ 1746.2.4- 　　　　
　　1817.10.15）
　ネーム（コシューシコ　1746-1817）
　広辞７（コシチューシコ　1746-1817）
　世人新（コシチューシコ（コシューシコ）　
　　1746-1817）
　世人装（コシチューシコ（コシューシコ）　
　　1746-1817）
　世史語（コシューシコ（コシチューシコ）　
　　1746-1817）
　ポプ人（コシチューシコ，タデウシュ　
　　1746-1817）

Krupskaia,  Nadezhda  Konstantinovna
    〈19・20 世紀〉

ソ連の教育家，教育学者。レーニン夫人。
⇒岩世人（クルプスカヤ　1869.2.14/26-　　　
　　1939.2.27）
　ネーム（クループスカヤ　1869-1939）
　広辞７（クループスカヤ　1869-1939）
　学叢思（クルプスカヤ，ナデジュダ・コンス
　　タンチノウナ　1869-?）
　世人新（クルプスカヤ　1869-1939）
　世人装（クルプスカヤ　1869-1939）

Kyros Ⅱ 〈前 6 世紀〉
古代アケメネス朝ペルシアの王（在位前
559～530）。有史以来最大の帝国を築い
た。
⇒岩世人（キュロス 2 世（大王） 前 599 頃-30）
　ネーム（キュロス 2 世）
　広辞 7（キュロス　?-前 530）
　新カト（キュロス　?-前 530）
　世人新（キュロス 2 世（大王）　前 600 頃-
　　前 530）
　世人装（キュロス 2 世（大王）　前 600 頃-
　　前 530）
　世史語（キュロス 2 世（在位）前 559-前 530）
　世帝（キュロス 2 世　B.C.600?-B.C.530?）
　ポプ人（キュロス 2 世　?-前 529）
　ギロ地（キュロス 2 世　前 585 頃-529 頃）

Mechthild  von  Magdeburg 〈13 世紀〉
ドイツのシトー会修道女 , 神秘家。
⇒岩世人（メヒティルト（マクデブルクの）　
　　1207 頃-82 頃 )
　新カト（メヒティルト〔マクデブルクの〕　
　　1207 頃-1282 頃 )

Stern,  Louis  William 〈19 世紀〉

迅速な人物調査のために ─　 世界史上の6.3万人を収録した、人物事典の総索引

外国人物レファレンス事典 古代‐19世紀 Ⅱ （1999-2009）
「 第 Ⅰ 期 」・「 第 Ⅱ 期 」と 併 せ て ご 利 用 下 さ い。 網 羅 性 が よ り 高 ま り ま す 。

第Ⅱ期
「第Ⅲ期」収録対象事典例   人名事典、百科事典など 56種 65冊

アジアにおけるアメリカの歴史事典 雄松堂書店
アフリカを知る事典  新版 平凡社
岩波世界人名大辞典 岩波書店
お姫さま大全：100人の物語 講談社
オペラ事典 東京堂出版
音楽用語・作曲家：エッセンシャル・ディクショナリー
 ヤマハミュージックメディア
カリカチュアで読む19世紀末フランス人物事典
 白水社
韓国近現代文学事典 明石書店
科学史人物事典 中央公論新社
近代中国人名辞典  修訂版 霞山会
現代アメリカ人物カルチャー事典  英文用例付
 丸善
広辞苑  第７版 岩波書店

新カトリック大事典  第４巻 研究社
学術辞典叢書  第５巻（思想家人名辞典）
 学術出版会
実用・音楽人名事典  クラシック／洋楽編 
 ドレミ楽譜出版社
人物でよむ物理法則の事典 朝倉書店
図解哲学人物&用語事典 日本文芸社
図説聖人事典 八坂書房
スパイ大事典 論創社
聖書人名事典 バベルプレス
世界史のための人名辞典  新版 山川出版社
世界史のための人名辞典  新装版 山川出版社
世界数学者事典 日本評論社
世界の建築家図鑑
　（ヴィジュアル歴史人物シリーズ） 原書房

中国人名小辞典：盤古から章子怡まで
 ブックショップマイタウン
20世紀思想家事典 誠信書房
ノーベル賞受賞者人物事典  物理学賞・化学賞
  東京書籍
ポプラディアプラス人物事典 ポプラ社
メジャー・リーグ人名事典  改訂新版 言視舎
メルロ=ポンティ哲学者事典 白水社
ユダヤ人名事典 東京堂出版
ユダヤ著名人名鑑  紀元一世紀から現代まで
 Elulu Publishers
ルネサンス人物列伝 悠書館
学術辞典叢書  第10巻（歴史辞典） 学術出版会
 
 など

「人物レファレンス事典」とは・・・
■ 探している人物が、どの事典にどのような見出しで掲載されて
いるかを効率よく調べることができる“人物総索引”です。

■ 人名見出しには、人物同定に必要な簡略プロフィール（活躍時期
と身分・肩書・職業）を補記し、簡便な人物事典としても便利です。



● 古代から19世紀の外国人3.5万人を収録。
● 1999 ～ 2009年に刊行された65種82冊の事典を対象としています。

 1-2 欧文名 A5・2分冊 セット定価（本体57,000円＋税） ISBN978-4-8169-2219-0 2009年12月刊
 3 漢字名 A5・490頁 定価（本体21,500円＋税） ISBN978-4-8169-2220-6 2010年1月刊
 4 索　引 A5・790頁 定価（本体28,500円＋税） ISBN978-4-8169-2221-3 2010年1月刊

外国人物レファレンス事典 古代‐19世紀第Ⅰ期

● 古代から19世紀の外国人5.2万人を収録。
● 国内の代表的な人名事典・歴史事典・百科事典など64種217冊の事典を対象としています。

 1-4 欧文名 A5・4分冊 セット定価（本体98,000円＋税） ISBN978-4-8169-1522-2 1999年1月刊
 5 漢字名 A5・510頁 定価（本体28,000円＋税） ISBN978-4-8169-1523-9 1999年2月刊
 6-7 索　引 A5・2分冊 セット定価（本体42,000円＋税） ISBN978-4-8169-1524-6 1999年3月刊

◀ 1-2 欧文名  内容見本

◀   3 漢字名    内容見本

略　歴
国名、職業、経歴などを簡潔に
示しているので、人物同定に加
え、人物の簡略なプロフィールも
わかる

掲載されている事典一覧
事典によって見出しは様々である
こと、生没年の記載が異なるこ
ともわかる

人名見出し
「1-2 欧文名」は原綴から引ける
アルファベット順、「3 漢字名」は
漢字の画数順に排列

「4 索引」は1～3に収録され
ている人名を読みの五十音順
に引ける


