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津田  出　つだ  いずる
天保3（1832）年～明治38（1905）年6月2日
　津田  出《つだ  いづる》　江戸時代末期～明治期の和
歌山藩士，貴族院議員。 維新後和歌山藩大参事となり藩
政改革。 元老院議官。 
¶華請，政治（　天保3（1832）年3月），幕末（　天保3
（1832）年3月），風土，明治，明大１

津田  一朗＊　つだ  いちろう
大正15（1926）年7月10日～平成13（2001）年4月17日
昭和・平成期の政治家。 
¶政治

津田  梅子　つだ  うめこ
元治1（1864）年12月3日～昭和4（1929）年8月16日
明治・大正期の女子教育者。 女子高等師範学校教授。 八
歳で渡米。 津田塾大学創始。 
¶教人，近史１，近史２，広７，思想，女史，全幕，日史，幕
　末（　慶応1（1865）年1月　　昭和4（1929）年7月20日），
　風土，平日，ポプ人，明治，明大２，履歴２

津田  永佐久  つだ  えいさく
嘉永2（1849）年～明治43（1910）年
明治期の村長。 
¶明大１（　嘉永2（1849）年3月13日　　明治43（1910）年
　9月19日）

津田  鍛雄　つだ  かじお
明治4年（1871）5月1日～大正10年（1921）11月30日
明治・大正期の実業家，鉱山家。 渡朝し金鉱の採掘権を得、
韓国金鉱会社社長となる。 
¶明大１

津田  要　つだ  かなめ
弘化4（1847）年～明治37（1904）年4月12日
江戸時代後期～明治期の柏原藩執政。 
¶幕末

津田  監太郎＊　つだ  かんたろう
生没年不詳
和歌山県士族。 楠木正成末裔を称する。 
¶華請

津田  恭介　つだ  きょうすけ
明治40（1907）年2月10日～平成11（1999）年6月17日
昭和期の薬学者。 九州大学教授；東京応用微生物研究所
長。 ふぐ毒テトロドキシン構造を決定。 
¶科学，近医，ポプ人

津田  金平　つだ  きんぺい
？～明治8（1875）年10月21日
江戸時代末期；明治時代の儒者
¶幕末

津田  健治＊　つだ  けんじ★

明治24（1891）年～？
台南市助役、台南州台南市立台南図書館館長。 
¶外図

津田  賢次＊　つだ  けんじ
明治37（1904）年9月18日～平成9（1997）年5月31日
昭和・平成期の建設事業家。 
¶人満

津田  源兵衛＊　つだ  げんべえ★

明治19（1886）年9月～？
明治期の萬壽堂主
¶帝書

津田  興二＊　つだ  こうじ
嘉永6（1853）年～？
江戸時代後期～明治期の実業家。 
¶明大１（　嘉永5年（1852））

津田  孝四郎＊　つだ  こうしろう★

台湾総督府図書館雇
¶外図

津田  駒次郎　つだ  こまじろう
明治11年（1878年）4月4日～昭和20年（1945年）8月6日
明治～昭和期の実業家
¶創業

津田  栄＊　つだ  さかえ
明治28（1895）年12月29日～昭和36（1961）年
大正～昭和期の科学教育家。 清泉女子大学教授，化学教
育研究所所長。 
¶科学

津田  定右衛門＊　つだ  さだえもん
？～明治24（1891）年4月20日
明治期の代言人
¶代言

津田  三蔵　つだ  さんぞう
安政1（1854）年～明治24（1891）年
明治期の巡査。 大津事件犯人。 来日中のロシア皇太子に
斬りつけ逮捕される。 
¶日露，ポプ人，明治，明大１（　安政1（1854）年12月29日
　　明治24（1891）年9月30日）

津田  静枝　つだ  しずえ
明治16（1883）年4月1日～昭和39（1964）年8月13日
昭和期の海軍軍人，駐満海軍部司令館。 興亜院華中連絡
部長官。 
¶日中（　1883年4月11日　　1964年9月13日）
明治8（1875）年10月23日～昭和21（1946）年2月17日

城戸  勘三郎　きど  かんざぶろう
大正2（1913）年～平成14（2002）年
昭和期の能楽師。 大蔵流狂言方
¶新能

木戸  久平＊　きど  きゅうへい★

明治28（1895）年3月～？
満鉄社長室文書課員
¶人満

城戸  謙次＊　きど  けんじ
大正12（1923）年～平成9（1997）年
昭和・平成期の官僚。 専門は厚生行政
¶近医

城戸  賢助＊　きど  けんすけ★
明治25（1892）年8月～？
満州炭砿（株）経理部用度課長
¶人満

木戸  幸一　きど  こういち
明治22（1889）年7月18日～昭和52（1977）年4月6日
昭和期の政治家。 侯爵木戸孝允の孫。 天皇側近の重臣。
著書に極東軍事裁判資料となった「木戸幸一日記」。 
¶近史１，広７，昭人，政治，日史，日中，ポプ人，山小，履
　歴２

城戸  小四郎＊　きど  こしろう★
明治6（1873）年6月～？
鳳凰公司主
¶人満

木戸  俊次＊　きど  しゅんじ
弘化4（1847）年8月14日～明治33（1900）年1月31日
明治期の代言人
¶代言

城戸  俊三　きど  しゅんぞう
明治22（1889）年7月4日～昭和61（1986）年10月3日
昭和期の馬術家。 愛馬精神で世界的に有名。 日本馬術連
盟技術顧問、常務理事。 
¶昭人

城戸  四郎　きど  しろう
明治27（1894）年8月11日～昭和52（1977）年4月18日
明治～昭和期の実業家；映画製作者。 蒲田撮影所所長；松
竹社長・会長。 大船調といわれる庶民的な映画を製作。 
¶昭人

木戸  新太郎　きど  しんたろう
大正5年（1916）年5月17日～昭和50（1975）年8月19日
昭和期のコメディアン，俳優。 
¶新芸

木戸  孝正　きど  たかまさ
安政4年（1857）年7月26日～大正6（1917）年8月10日
　来原  彦太郎《くるはら  ひこたろう》　明治・大正期の
宮中顧問官。 貴族院議員。 鉱山学研修のため、アメリカ
に渡る。 
¶華畫，近史２，明治，明大１

木戸  孝允　きど  たかよし
天保4（1833）年6月26日～明治10（1877）年5月26日
江戸時代末期～昭和期の長州藩士，地方長官会議議長。 
薩長連合の密約を西郷隆盛と結ぶ。 廃藩置県、憲法制定
を提唱。 
¶英墓，近史１，広７，西郷，詩作，政治，全幕（桂  小五郎
　かつら  こごろう），徳将（桂  小五郎　かつら  こごろ
　う），日史（木戸  孝允（桂  小五郎）（きど  たかよし（か
　つら  こごろう））），日中，幕末，平日，ポプ人，明治，明
　大１，山小，履歴２

木戸  孝允夫人　きど  たかよしふじん
⇒木戸  松子（きど  まつこ）

城戸  武男＊　きど  たけお
明治32（1899）年4月29日～昭和55（1980）年
大正・昭和期の建築家。 １級建築士。 
¶美建

木戸  忠太郎＊　きど  ちゅうたろう
明治5（1872）年4月14日～昭和34（1959）年
満鉄地質調査所初代所長
¶人満，日中

木戸  哲二＊　きど  てつじ
明治41（1908）年～昭和63（1988）年
大正・昭和期の医師。 専門は発生学。 
¶近医

城戸  徳蔵　きど  とくぞう
弘化3（1846）年5月5日～明治33（1900）年3月8日
明治期の陶業家。 南京焼を製出し、改良と拡張に努め、公
共に尽力。 
¶美工

木戸  豊吉　きど  とよきち
文久2（1862）年～昭和2（1927）年
明治・大正期の政治家。 衆議院議員。 京都府議会議員、同
議長を歴任。 専ら京都府政に尽力。 
¶38  政治（　文久2（1862）年8月　　昭和2（1927）年3月
15日），82  明大1（　文久2（1862）年8月　　昭和2（1927）
年3月15日）

城戸  豊吉　きど  とよきち
明治24（1891）年11月30日～昭和40（1965）年7月14日
明治～昭和期の実業家
¶昭人

城戸  久＊　きど  ひさし
明治41（1908）年6月16日～昭和54（1979）年10月30日
昭和期の建築学特に城郭建築の研究者。 
¶科学

城戸  百太郎＊　きど  ひゃくたろう★
明治15（1882）年5月～？
明治～昭和期の大連機械製作所奉天支店長
¶人満

城戸  品郎　きど  ひんろう
明治35（1902）年～昭和10（1935）年

前版収録事典と重複しない2010年以降
に刊行された人物事典・歴史事典などを
索引対象にした続編（追補版）です。

9年ぶりの追補新版「第Ⅲ期」登場！

最新研究を反映した分野別の専門辞典類も対象に加え、 

前版に未収録の
　　　新データで構成

明治維新から太平洋戦争終戦までの
近代日本史上で活躍した4万人につい
て、どの事典にどの人物がどんな見
出しで掲載されているかを一覧できる
総索引です。

生没年・プロフィール
生没年、別名・別読み、肩書・職業、身分・
肩書・職業、経歴など人物同定に必要な
データを記載

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、
生没年の異説もわかる

参照見出し

人名見出し

迅速な人物調査のために ─　 日本近代史上の4万人を収録した、人物事典の総索引

新訂増補人物レファレンス事典 明治・大正・昭和（戦前）編 Ⅱ （2000-2009）
A5・2分冊　セット定価（本体88,000円＋税）　ISBN978-4-8169-2293-0　2010.12刊

● 明治維新から戦前までの日本史上に登場する4.9万人を収録。
● 2000～ 2009年に刊行された66種70冊の事典を対象としています。

収録対象事典例：  岩波現代短歌辞典（岩波書店）　 大相撲人物大事典（ベースボール・マガジン社） 　現代陶工辞典（北辰堂 ）　真宗人名事典（法藏館）
近現代日本女性人名事典（ドメス出版）　土木人物事典（アテネ書房）　日本アナキズム運動人名事典（ぱる出版）　日本近現代人物履歴事典（東京大学
出版会）　日本考古学者人物事典（学生社）　日本写真家事典（淡交社）　日本心理学者事典（クレス出版）　日本数学者人名事典（現代数学社）　角川日本
史辞典（角川書店）　岩波日本史辞典（岩波書店）　現代俳句大事典（三省堂）　講談社日本人名大辞典（講談社）　神道史大辞典（吉川弘文館）　…etc.

「 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

新訂増補人物レファレンス事典 明治・大正・昭和（戦前）編
A5・2分冊　セット定価（本体88,000円＋税）　ISBN978-4-8169-1609-0　2000.7刊

● 近代（明治初～昭和20年）の日本史上に登場する4.7万人を収録。
● 72種194冊の事典を対象としています。

第Ⅰ期

前版収録事典との重複なし！  「第Ⅲ期」収録対象事典例   人物事典、歴史事典など 85種101冊
英雄の最期と墓所の事典 柏書房
戦前期外地活動図書館職員人名辞書 武久出版
日本画家人名事典 日本図書センター
上方落語家名鑑  第２版 出版文化社
日本近現代医学人名事典 1868-2011 医学書院
近現代日本人物史料情報辞典１~４ 吉川弘文館
近代日本土木人物事典 鹿島出版会
広辞苑  第 7版 岩波書店
人間国宝事典  工芸技術編  増補改訂版 芸艸堂
西郷隆盛事典 勉誠出版
少女小説事典 東京堂出版
昭和人物事典  戦前期 日外アソシエーツ
新カトリック大事典 研究社
人名事典「満州」に渡った一万人  本文、索引編
 皓星社

精神医学史人名辞典 = WHO's WHO in the 
History of Psychiatry 論創社
戦時末期敗戦直後新聞人名事典  第1巻  第2巻
 金沢文圃閣
全国版  幕末維新人物事典 学研パブリッシング
代言人事典 ユニウス
男爵家総覧 昭和会館
日本地理学人物事典  近代編１・2  現代編１・2
 原書房
鉄道史人物事典 鉄道史学会
日本刀工刀銘大鑑 淡交社
特別支援教育史・人物事典 日本図書センター
図書館人物事典 日外アソシエーツ
夏目漱石周辺人物事典 笠間書院
日本エスペラント運動人名事典 ひつじ書房

世界に誇れる日本の芸術家 555 PHP 研究所
日本思想史辞典 ぺりかん社
日本史用語集  改訂版  A・B共用 山川出版社
日本YMCA人物事典：われらまたこぞりて起たん
 日本YMCA同盟
近代日中関係史人名辞典 東京堂出版
幕末維新大人名事典  上・下 新人物往来社
美術家人名事典  建築・彫刻篇  工芸篇
 日外アソシエーツ
人物でよむ物理法則の事典 朝倉書店
平凡社日本史事典 平凡社
ポプラディアプラス人物事典 ポプラ社
明治時代史大辞典  全４巻 吉川弘文館
日本近現代人物履歴事典  第 2版
 東京大学出版会  など

内容見本

「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。




