
遠藤 純 監修
A5・750頁　 定価（本体19,000円＋税）　ISBN978-4-8169-2794-2　 2019.9刊

戦後から1999年までに発表された、日本・海外の児童文学に関する図書、雑誌論文、書誌、書
評20,332点を網羅的に採録、体系化して収録した初の文献目録。収録文献は「児童文学一般」「日
本児童文学」「海外児童文学」「童謡・唱歌・詩」「民話・昔話・神話・伝承」「絵本」「マンガ・アニメーショ
ン・映画」「児童文化・子ども文化」「ポップ・サブカルチャー・メディア」「子どもと読書」「作家・
作品論（日本）」「作家・作品論（海外）」に大別し、図書、雑誌、書誌、書評に分けて刊行年月順に排列。
巻頭に研究案内「児童文学の研究をはじめるにあたって」、巻末に「事項名索引」「著者名索引」「収
録誌名一覧」付き。

多様化する児童文学の流れを
俯瞰できる初の専門書誌

日本児童文学文献目録1945-1999

遠藤 純 監修
A5・840頁　 定価（本体19,000円＋税）　ISBN978-4-8169-2795-9　 2019.10刊

2000年から2019年4月（平成）までに発表された、日本・海外の児童文学に関する図書、雑誌論文、
書誌、書評19,584点を網羅的に採録、体系化して収録した初の文献目録。収録文献は「児童文学
一般」「日本児童文学」「海外児童文学」「童謡・唱歌・詩」「民話・昔話・神話・伝承」「絵本」「マンガ・
アニメーション・映画」「児童文化・子ども文化」「ポップ・サブカルチャー・メディア」「ライ
トノベル」「子どもと読書」「作家・作品論（日本）」「作家・作品論（海外）」に大別し、図書、雑誌、書誌、
書評に分けて刊行年月順に排列。巻頭に研究案内「児童文学の研究をはじめるにあたって」、巻末
に「事項名索引」「著者名索引」「収録誌名一覧」付き。

日本児童文学文献目録2000-2019

多様化する児童文学の流れを
俯瞰できる初の専門書誌
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外国人物レファレンス事典 20世紀 Ⅲ （2011-2019）

TEL.03-3763-5241（代） FAX.03-3764-0845
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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76,000円＋税） ISBN978-4-8169-2803-1 セット

 3 漢字名 定価（本体26,000円＋税） ISBN978-4-8169-2804-8 冊

 4 索　引 定価（本体37,000円＋税） ISBN978-4-8169-2805-5 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！

人物調査を効率よく進めるための基本ツール

外国人物レファレンス事典
20世紀 Ⅲ （2011-2019）

A5・2分冊　　セット定価（本体76,000円＋税）
ISBN978-4-8169-2803-1　2019年12月刊行 1-2 欧文名
A5・430頁　　定価（本体26,000円＋税）
ISBN978-4-8169-2804-8　2019年11月刊行 3 漢字名
A5・940頁　　定価（本体37,000円＋税）
ISBN978-4-8169-2805-5　2020年1月刊行 4 索　引



2011年以降に刊行された人名事典・
百科事典などからのべ5.5万人を収録。

異表記や別名の多い外国人（20世紀に活躍）
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。

7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

40%は新規収録人物

迅速な人物調査のために ─　 20世紀に活躍した5.5万人の人名総索引

外国人物レファレンス事典 20世紀 第Ⅱ期 （2002-2010）
「 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 151冊

アジア・太平洋戦争辞典 吉川弘文館
アニメーションの事典 朝倉書店
イスラーム世界事典 明石書店
異名・ニックネーム辞典 三省堂
岩波  生物学辞典 岩波書店
江戸時代  来日外国人人名辞典 東京堂出版
旺文社  生物事典  五訂版 旺文社
化学史事典 化学同人
科学史人物事典 中央公論新社
教育思想事典  増補改訂版 勁草書房
現代アジア事典 文眞堂
現代アーティスト事典 美術出版社
現代音楽キーワード事典 春秋社
現代外国人名録 2016 日外アソシエーツ
国際政治経済辞典  改訂版 東京書籍
501 映画スター 講談社
縮刷版  現代精神医学事典 弘文堂

シュルレアリスム辞典 創元社
書道辞典  増補版 二玄社
新訂  標準音楽辞典  第 2版 音楽之友社
新・佛教辞典  第三版 誠信書房
数学小辞典  第 2版増補 共立出版
精神医学歴史事典 みすず書房
精神分析事典 岩崎学術出版社
西洋文学事典 筑摩書房
世界子ども学大事典 原書房
世界帝王事典 新紀元社
戦後  アメリカ大統領事典 大空社
戦略思想家事典 芙蓉書房出版
タイ事典 めこん
台湾史小事典  第 3版 中国書店
中国書道文化辞典 柳原出版
中国文化史大事典 大修館書店
中日辞典  第 3版 小学館

朝鮮韓国近現代史事典  第 4版 日本評論社
哲学中辞典 知泉書館
天文学大事典 地人書館
日本エスペラント運動人名事典 ひつじ書房
ニュージーランド百科事典 春風社
博物館学事典 雄山閣
フランス  食の事典  普及版 白水社
フランス文学小事典 朝日出版社
ベーシック経営学辞典 中央経済社
ヘミングウェイ大事典 勉誠出版
魅惑のハイCテノール大辞典 文芸社
もう一度読む山川世界史用語事典 山川出版社
薬学史事典 薬事日報社
有斐閣  経済辞典  第 5版 有斐閣
ヨーロッパの皇帝・国王 200人 新人物往来社
ラテンアメリカを知る事典  新版 平凡社
 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。



● 20世紀に活躍した外国人5.7万人を収録。
● 2002～ 2010年に刊行された83種118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74,000円＋税） ISBN978-4-8169-2346-3 2011年12月刊
 3 漢字名 A5・310頁 定価（本体23,500円＋税） ISBN978-4-8169-2347-0 2012年1月刊
 4 索　引 A5・950頁 定価（本体37,000円＋税） ISBN978-4-8169-2348-7 2012年1月刊

外国人物レファレンス事典 20世紀第Ⅰ期

● 20世紀に活躍した外国人6.5万人を収録。
● 国内の代表的な人名事典・歴史事典・百科事典など64種223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） ISBN978-4-8169-1720-2 2002年6月刊
 5 漢字名 A5・580頁 定価（本体30,000円＋税） ISBN978-4-8169-1721-9 2002年6月刊
 6-7 索　引 A5・2分冊 セット定価（本体42,000円＋税） ISBN978-4-8169-1722-6 2002年7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


