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古今東西27,658人の命日を調べられる
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─データブック忌日暦
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紀元前の英雄から、
最近亡くなった芸能人まで

●国王・政治家、軍人、学者、作家、芸術家など、
　紀元前から 21 世紀まで、世界と日本の
　著名人 27,658 人の命日を収録した事典。

1日ごとに、人物を一覧できる

● 1 年 367 日（閏年の 2 月 29 日と旧暦の 2 月
30 日を含む）ごとに、亡くなった人物を一
覧できます。各人物には、人名・よみ、没年・
享年、生年、職業・肩書などの簡略なプロ
フィールを記載しました。

●「人名索引」付き。

28,653人の誕生日を収録

367日誕生日大事典
―データブック・同じ日生まれの有名人
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内容
見本

5月  9日

ネポス , ユリウス　480 没。生年不詳。西
ローマ皇帝（在位 474 ～ 480）。

藤原有相　ふじわらのありすけ　959 没（52 歳）。
908 生。平安時代中期の公卿。参議。

源保光　みなもとのやすみつ　995 没（72 歳）。
924 生。平安時代中期の公卿。中納言。

三条天皇　さんじょうてんのう　1017 没（42 歳）。
976 生。第 67 代の天皇。在位 1011 ～ 1016。

慶信　きょうしん　1095 没（55 歳）。1041 生。
平安時代の三論宗の僧。東大寺 71 世。

マグヌス 6 世　1280 没（42 歳）。ノルウェー
王（改法王 在位 1263 ～ 80）。

北条仲時　ほうじょうなかとき　1333 没（28
歳）。1306 生。鎌倉時代後期の六波
羅探題。

道阿弥　どうあみ　1413 没。生年不詳。室
町時代の能役者。近江猿楽比叡座。

モラーレス , ルイス・デ　1586 没（76? 歳）。
1510 生。スペインの宗教画家。代表
作「ピエタ」。

メンディエタ , ヘロニモ・デ　1604 没（79
歳）。1525 生。スペインのフランシ
スコ会士。

見性院　けんしょういん　1622 没（80 歳）。
1543 生。江戸時代前期の女性。穴山
梅雪の妻。

ドービニェ , アグリッパ　1630 没 (78 歳）。
1552 生。フランスの , 小説家。代表
作「悲愴曲」。

ヴォス , コルネリス・デ　1651 没 (66 歳 )。
1585 生。フランドルの画家。主作品

「ヴィナスの誕生」。
ラ・モット・ル・ヴァイエ , フランソワ・

ド　1672 没 (83 歳 )。1588 生。フラ
ンスの哲学者。ルイ 14 世教育係。

フリードリヒ・ヴィルヘルム　1688 没
(68 歳 )。1620 生。ブランデンブルク
選帝侯。

ブクステフーデ , ディデリック　1707 没
(70? 歳 )。1637 生。デンマークの作
曲家。

前田綱紀　まえだつなのり　1724 没 (82 歳 )。
1643 生。江戸時代の大名。加賀藩主。

バージー・ラーオ 1 世　1740 没 (40 歳 )。
1700 生。インド , マラータ王国の第
2 代宰相。

○記念日○�アイスクリームの日
� 黒板の日
○出来事○�上野公園が開園（1876年）

松平近輝　まつだいらちかてる　1757 没（28
歳）。1730 生。江戸時代の大名。出雲
広瀬藩主。

ホプキンソン , フランシス　1791 没（53
歳）。1737 生。アメリカの著述家 , 音
楽家 , 政治家。アメリカ国旗の図案家。

シラー , フリードリヒ　1805 没（45 歳）。
1759 生。ドイツの劇作家 , 詩人。

小牧米山　こまきべいざん　1864 没（76 歳）。
1789 生。江戸時代後期の土佐藩士。

シャンポリオン　1867 没（88 歳）。1778 生。
フランスの古代学 , 古文書学者。

進藤常吉　しんどうつねきち　1868 没（22 歳）。
1847 生。江戸時代末期の上野館林藩
士。

プラーティ , ジョヴァンニ　1884 没（70
歳）。1814 生。イタリアの詩人。代表
作に恋愛詩「エドメネガルダ」。

渡辺重春　わたなべしげはる　1890 没（60 歳）。
1831 生。江戸・明治時代の国学者。

沢太郎左衛門　さわたろうざえもん　1898 没
（65 歳）。1834 生。江戸・明治時代の

幕臣 , 海軍軍人。兵学校教務副総理。
カニッツァーロ,スタニスラオ　1910 没（83

歳）。1826 生。イタリアの化学者。「カ
ニッツァーロ反応」を発見。

コシュブク , ジョルジュ　1918 没（51 歳）。
1866 生。ルーマニアの詩人。

ヴィンセント , ジョン・ヘイル　1920 没
(88 歳 )。1832 生。アメリカのメソジ
スト牧師 , 教育家。日曜学校教師の
教育機関を設立。

岩野泡鳴　いわのほうめい　1920 没 (48 歳 )。
1873 生。明治・大正時代の小説家 ,
評論家。雑誌「日本主義」主幹。

高間筆子　たかまふでこ　1922 没 (23 歳 )。
1900 生。大正時代の洋画家。代表作「隅
田川の夜」。

青山安吉　あおやまやすきち　1926 没 (62 歳 )。
1865 生。明治・大正時代の活字製造家。

李昇薫　りしょうくん　1930 没 (66 歳 )。
14864 生。1864 生。朝鮮の独立運動家 ,
教育者。


