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⚫ 調べたいテーマについての統計図表が、どの資料の、どこに、どんなタイトルで
掲載されているかをキーワードから調べられる索引。

⚫ 1997年以降約20年間にわたり国内で刊行された白書・年鑑・統計集から、それ
ぞれのテーマに関する表やグラフなどの形式の統計図表延べ約4.8万点の情報
を収録。

書名 発行年 冊子版ISBN

事故・災害 2011 9784816923364

「食」と農業 2011 9784816923371

環境・エネルギー問題 2012 9784816923852

医療・介護・福祉 2013 9784816924002

児童・青少年 2014 9784816924934

女性・婦人問題 2014 9784816925030

高齢化社会 2015 9784816925566

外交・国際交流・観光 2015 9784816925726

全８冊セット価格 同時1アクセス（本体）：￥198,000
（分売不可） 同時3アクセス（本体）：￥356,400

商品コード：1030910466
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⚫ 2007年から2018年まで、世界と日本の環境問題にかかわる重要な出来事を年月日順に掲載した

記録事典。『環境史事典―トピックス1927-2006』（2007.6刊）の継続版。

⚫ 地球規模で問題となっている気候変動、温室効果ガス削減、大気汚染、海洋プラスチックごみなど、

環境に及ぼす重要事項2,300件について一望できる。

⚫ 「キーワード索引」「地域別索引」付き。

【既刊】 環境史事典―トピックス1927-2006

同時1アクセス（本体）：￥19,800／同時3アクセス（本体）：￥35,640／商品コード：1024896474

日外アソシエーツ 編 2019年6月刊行 冊子版ISBN：9784816927799

価格 同時1アクセス（本体）：￥32,670

同時3アクセス（本体）：￥58,806

商品コード：1030652897

日外アソシエーツ 編 2019年3月刊行 冊子版ISBN：9784816927683

同時1アクセス（本体）：￥40,700

同時3アクセス（本体）：￥73,260

商品コード：1030499483

日本の医学・医療・福祉分野の人物がどの事典にどんな見出しで掲載されているかがわかる事典索引。医薬の
知識を日本に伝えた渡来人、飢饉の困窮者や孤児を救済した慈善家、藩医・開業医、近現代の医療・福祉関係
者など1.7万人を、433種622冊の人名事典・百科事典・歴史事典・地域別事典等から収録。各事典での人名表記、
読み、生没年を示した。

同時1アクセス（本体）：￥37,400

同時3アクセス（本体）：￥67,320

商品コード：1027010698

同時1アクセス（本体）：￥49,280

同時3アクセス（本体）：￥88,704

商品コード：1024896463

基礎科学、医学、生物学、機械、コンピュー
タ、情報・通信など幅広い分野をカバー、各
分野の専門用語45万語の英語表現がわか
る対訳大辞典。

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。

板倉 聖宣 監修
2014年6月刊行
冊子版ISBN：9784816924859

日外アソシエーツ 編
2001年9月刊行
冊子版ISBN：9784816916823
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同時1アクセス（本体）：￥30,250

同時3アクセス（本体）：￥54,450

商品コード：1027666263

同時1アクセス（本体）：￥55,000

同時3アクセス（本体）：￥99,000

商品コード：1027010700

法律上の専門的英語文献、英文公的文
書、契約書、報道を読み解く上で必要と
される法律用語の理解と適切な和訳を導
くための大型専門辞書。

世界をリードする政治指導者の人名事典。

日外アソシエーツ 編
2018年5月刊行
冊子版ISBN：9784816927188

菊池 義明 編
2017年8月刊行
冊子版ISBN：9784816926778

戦後の国政選挙の候補者と当落結果を都道府県別に一覧
できる資料集。調査しづらい補欠選挙の結果も網羅。全候補
者を引ける「候補者氏名索引」付き。

価格 同時1アクセス（本体）：￥62,700

同時3アクセス（本体）：￥112,860

商品コード：1030910463

価格 同時1アクセス（本体）：￥62,700

同時3アクセス（本体）：￥112,860

商品コード：1030910464

平成30年間に実施された都道府県知事、市区長選挙の結果
を掲載した資料集。全候補者を引ける「候補者氏名索引」、
新旧の自治体名から引ける「自治体名索引」付き。

日外アソシエーツ 編 2017年7月刊行
冊子版ISBN：9784816926747

日外アソシエーツ 編 2019年7月刊行
冊子版ISBN：9784816927843
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好評配信中タイトル

⚫ 20世紀以降の物故者を網羅した人名事
典。1901年（明治34年）から過去117年間
の間に死亡が確認された、あらゆる分野
の日本人を通覧できます（2000年以降の
版には外国人も収録）。全7冊セットで、
14.6万人を収録。

⚫ さかのぼって調査することが難しい物故
者の没年月日、没年齢、死因などの訃
報情報とプロフィールがわかるので、学
内資料のデジタル化・公開にあたる著者
の没年調査などにも役立ちます。

書名 発行年 冊子版ISBN

現代日本人名録 物故者編1901-199 - -

現代物故者事典2000～2002 2003 9784816917691

現代物故者事典2003～2005 2006 9784816919695

現代物故者事典2006～2008 2009 9784816921650

現代物故者事典2009～2011 2012 9784816923579

現代物故者事典2012～2014 2015 9784816925276

現代物故者事典2015～2017 2018 9784816927096

全7冊セット価格 同時1アクセス（本体）：￥715,000
（分売不可） 同時3アクセス（本体）：￥1,287,000

商品コード：1028302986
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好評配信中タイトル

書名 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

現代外国人名録 1992 1992 9784816911224 ¥159,500 ¥287,100 1031067634

現代外国人名録 96 1996 9784816913648 ¥144,100 ¥259,380 1031067635

現代外国人名録 2000 2000 9784816915987 ¥148,500 ¥267,300 1031067636

現代外国人名録 2004 2004 9784816918186 ¥95,040 ¥171,072 1031067637

現代外国人名録 2008 2008 9784816920844 ¥158,400 ¥285,120 1031067638

現代外国人名録 2012 2012 9784816923524 ¥158,400 ¥285,120 1031067639

現代外国人名録 2016 2016 9784816925832 ¥158,400 ¥285,120 1031067640

全7冊セット特価 同時1アクセス（本体）：￥715,000
（分売可） 同時3アクセス（本体）：￥1,287,000

商品コード：1025375375

⚫ 政治・経済・社会・学術・芸能・スポーツなど、幅広い分野で活躍中の外国人を
収録した人名録。

⚫ 1992年の初版以来4年ごとに改訂、刊行時の最新動向・業績などの情報を掲載。
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好評配信中タイトル

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

■三芳屋落語速記本復刻 明治大正落語名人選集 全12冊 岡田 則夫 2018 9784816927348 ¥330,000 ¥594,000 1028302980

■企業不祥事事典（全2冊セット） - - - ¥24,420 ¥43,956 1027666264

鉄道・航空機事故全史
（日外選書Fontana . シリーズ災害・事故史 1）

災害情報センター 2007 9784816920431 ¥15,840 ¥28,512 1024896456

地震・噴火災害全史
（日外選書Fontana . シリーズ災害・事故史 2）

災害情報センター 2008 9784816920899 ¥18,480 ¥33,264 1024896468

台風・気象災害全史
（日外選書Fontana . シリーズ災害・事故史 3）

宮沢 清治 2008 9784816921261 ¥18,480 ¥33,264 1024896469

産業災害全史 = Industrial disasters 
（日外選書Fontana . シリーズ災害・事故史 4）

日外アソシエーツ編集部 2010 9784816922275 ¥21,560 ¥38,808 1024896470

同姓異読み人名辞典 新訂 日外アソシエーツ 2009 9784816921728 ¥28,160 ¥50,688 1024896481

同名異人事典 外国人編 日外アソシエーツ 2005 9784816918858 ¥46,200 ¥83,160 1024896462

同名異人事典 新訂増補 日外アソシエーツ 2002 9784816917387 ¥47,850 ¥86,130 1024896461

同姓異読み人名辞典 西洋人編 日外アソシエーツ 2005 9784816919374 ¥22,000 ¥39,600 1024896482

名前から引く人名辞典 2 新訂増補 日外アソシエーツ 2018 9784816927430 ¥48,400 ¥87,120 1028302982

名前から引く人名辞典 1 新訂増補 日外アソシエーツ 2002 9784816917325 ¥41,800 ¥75,240 1028302981

人物レファレンス事典 科学技術篇 日外アソシエーツ 2011 9784816923012 ¥44,000 ¥79,200 1024896502

事典近代日本の先駆者 富田 仁 1995 9784816913013 ¥18,920 ¥34,056 1024896494

事典外国人の見た日本 富田 仁 1992 9784816911415 ¥18,920 ¥34,056 1024896460

海外交流史事典 富田 仁 1989 9784816908279 ¥22,550 ¥40,590 1024896459

最新文化賞事典 2011-2018 日外アソシエーツ 2019 9784816927645 ¥40,700 ¥73,260 1030499482

映画原作事典 2007-2018
―日本映画・外国映画・アニメ―

スティングレイ 2019 9784816927713 ¥40,700 ¥73,260 1030910462

図書館人物事典 日本図書館文化史研究会 2017 9784816926785 ¥26,400 ¥47,520 1027010701

日本の創業者 ―近現代起業家人名事典― 日外アソシエーツ 2010 9784816922398 ¥31,240 ¥56,232 1027010697

事典日本人の見た外国 富田 仁 2008 9784816920561 ¥18,480 ¥33,264 1024896473

ジャパンスタディ「日本研究」人物事典 日外アソシエーツ 2008 9784816920950 ¥30,250 ¥54,450 1024896475

日本経済史事典 1945-2008 ―トピックス― 日外アソシエーツ 2008 9784816921506 ¥24,310 ¥43,758 1024896500

日本スポーツ事典 1964-2005 ―トピックス― 日外アソシエーツ 2006 9784816919855 ¥21,120 ¥38,016 1024896499

海を越えた日本人名事典 新訂増補 富田 仁 2005 9784816919336 ¥26,400 ¥47,520 1024896493

人文社会37万語英和対訳大辞典
人文社会対訳大辞典編集
委員会

2005 9784816919022 ¥49,280 ¥88,704 1024896471

英米小説原題邦題事典 新訂増補版 日外アソシエーツ 2003 9784816917998 ¥17,600 ¥31,680 1024896472

史料集成江戸時代相撲名鑑 飯田 昭一 2001 9784816916472 ¥154,000 ¥277,200 1025375376

20世紀西洋人名事典 1-2: ア-ノ, ハ-ワ 日外アソシエーツ編集部 1995 9784816912719 ¥71,830 ¥129,294 1024896483
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