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● 表示価格は税抜きです。

No.2020-299

2020年11月

同時1アクセス(本体)：¥297,000 同時3アクセス(本体)：¥534,600 

＜商品コード：1031477116＞

大日本博士録(全5巻)

博士号を取得している人物を対象とした

人名録で、5分冊2,171人の博士を収録。

学歴や経歴だけではなく、学位の請求論

文や取得日、参考論文、著書など、戦前の

学者に関する基礎的資料。また、歌人斎

藤茂吉が医学博士として医学分野での功

績が記載されているなど、従来の人物研究

書とは違った側面を知ることもできる。

底本は刊行元「発展社」、大正10年（1921）

刊行の書籍。

発 展社

近代日本人名録 e-BOOK復刻叢書

[大正10年刊 復刻]

明治・大正を網羅する研究者総覧

（分売不可）



● 表示価格は税抜きです。 2020年11月

同時1アクセス(本体)：¥275,000 同時3アクセス(本体)：¥495,000 

＜商品コード：1031477113＞

日本現今人名辞典

戦前期を代表する人名録。あらゆるジャン

ルの人物を含む約1.7万人を収録。人名の

読みはもちろん、主な人物の写真の他、

文人には書跡も掲載した、A5版、1,560

ページにも及ぶ大部な人名録。

底本は刊行元「日本現今人名辞典発行

所」、明治36年（1903）刊行の第3版。

日本現今人名辞典発行所

[明治36年刊 復刻] 

近代日本人名録 e-BOOK復刻叢書

明治・大正を網羅する研究者総覧
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● 表示価格は税抜きです。 2020年11月

同時1アクセス(本体)：¥275,000 同時3アクセス(本体)：¥495,000 

＜商品コード：1031477114＞

帝国大学出身名鑑

帝国大学の出身者に限定した人名録。

当時の帝国大学は学生の数も少ないこと

から、まさに全国の精鋭のみを選りすぐっ

た人達で、その卒業生は様々な分野で活

躍し、日本の近代化に大きな足跡を残した。

A5版で約1,980ページという大部な書籍で、

収録人数は1万人に及ぶ。形式は現代の

紳士録の原型といえ、家族も含めて収録

されている。

底本は刊行元「校友調査会」、昭和7年

（1932）刊行の書籍。

校友調査会

[昭和7年刊 復刻]

近代日本人名録 e-BOOK復刻叢書

明治・大正を網羅する研究者総覧
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● 表示価格は税抜きです。 2020年11月

同時1アクセス(本体)：¥132,000 同時3アクセス(本体)：¥237,600 

＜商品コード：1031477115＞

大正天皇の銀婚を記念して、刊行元「大日

本人物史編纂社」、大正14年（1925）に刊

行された人名録。当時の重要人物1,633人

と企業60社のみに限定し、写真を多数

掲載。単なる経歴ではなく、その人となりを

知れるように書かれた読み物的要素も含む

紳士録となっている。

大日本人物史編纂社

〔大正天皇〕銀婚記念大日本人物史
[大正14年刊 復刻] 

近代日本人名録 e-BOOK復刻叢書

明治・大正を網羅する研究者総覧
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● 表示価格は税抜きです。 2020年11月

平成期30年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた記録事典。
平成元年から30年までに発生した災害12,345件を収録し、災害別・都道府県別に引くことができる。

同時1アクセス（本体）：￥209,000
同時3アクセス（本体）：￥376,200
商品コード：1032442094

全６冊セット特価
（分売可）

書名 発行年 冊子版ISBN
同時3アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

平成元年～平成10年 1999 9784816915413 ¥49,500 ¥89,100 1032442095

平成11年～平成15年 2004 9784816918452 ¥41,800 ¥75,240 1032442096

平成16年～平成20年 2009 9784816921674 ¥42,900 ¥77,220 1032442097

平成21年～平成25年 2014 9784816924620 ¥42,900 ¥77,220 1032442098

平成26年～平成30年 2019 9784816927669 ¥45,100 ¥81,180 1032442099

総索引 2019 9784816927805 ¥29,700 ¥53,460 1032442100

書名 発行年 冊子版ISBN
同時3アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

① 昭和2年～昭和20年 1995 9784816913365 ¥31,900 ¥57,420 1032442087

② 昭和21年～昭和35年 1992 9784816911385 ¥28,600 ¥51,480 1032442088

③ 昭和36年～昭和45年 1993 9784816911927 ¥45,100 ¥81,180 1032442089

④ 昭和46年～昭和55年 1995 9784816912832 ¥48,400 ¥87,120 1032442090

⑤ 昭和56年～昭和63年 1995 9784816913129 ¥48,400 ¥87,120 1032442091

総索引 1995 9784816913372 ¥26,400 ¥47,520 1032442092

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた記録事典。
昭和2年から63年までに発生した災害12,091件を収録し、災害別・都道府県別に引くことができる。

同時1アクセス（本体）：￥187,000
同時3アクセス（本体）：￥336,600
商品コード：1032442086

全６冊セット特価
（分売可）

※②のみタイトルは『昭和災害史年表事典』
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● 表示価格は税抜きです。 2020年11月

同時1アクセス（本体）：￥198,000
同時3アクセス（本体）：￥356,400
商品コード：1030910466

全８冊セット特価
（分売可）

●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
同時3アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

事故・災害 2011 9784816923364 ¥29,040 ¥52,272 1032437154

「食」と農業 2011 9784816923371 ¥29,040 ¥52,272 1032437155

環境・エネルギー問題 2012 9784816923852 ¥29,040 ¥52,272 1032437156

医療・介護・福祉 2013 9784816924002 ¥31,350 ¥56,430 1032437157

児童・青少年 2014 9784816924934 ¥29,040 ¥52,272 1032437158

女性・婦人問題 2014 9784816925030 ¥29,040 ¥52,272 1032437159

高齢化社会 2015 9784816925566 ¥29,040 ¥52,272 1032437160

外交・国際交流・観光 2015 9784816925726 ¥29,040 ¥52,272 1032437161
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● 表示価格は税抜きです。 2020年11月

価格 同時1アクセス（本体）：￥46,200

同時3アクセス（本体）：￥83,160

商品コード：1032442121

日本の安全保障に関するトピックを
年月日順に掲載した記録事典。「分
野別索引」「事項名索引」付き。

価格 同時1アクセス（本体）：￥47,300

同時3アクセス（本体）：￥85,140

商品コード：1032442124

日本の議会政治に関するトピックを
年月日順に掲載した記録事典。「分
野別索引」「事項名索引」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

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：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。

価格 同時1アクセス（本体）：￥49,500

同時3アクセス（本体）：￥89,100

商品コード：1031889399

2015～2019年に国内で刊行された国際統計集・白書に収載された統計表やグラフを国名から探すこと
ができる索引。
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● 表示価格は税抜きです。 2020年11月

価格 同時1アクセス（本体）：￥46,200

同時3アクセス（本体）：￥83,160

商品コード：1032442105

科学技術に関するトピックを年月日順に掲載した記
録事典。「国名索引」「事項名索引」付き。

価格 同時1アクセス（本体）：￥46,200

同時3アクセス（本体）：￥83,160

商品コード：1032442114

資源・エネルギーに関するトピックを年月日順に掲載
した記録事典。「分野別索引」「事項名索引」付き。

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

●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
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● 表示価格は税抜きです。 2020年11月

価格 同時1アクセス（本体）：￥47,300

同時3アクセス（本体）：￥85,140

商品コード：1032442122

日本の医療に関するトピックを年月日順に掲載した
記録事典。「分野別索引」「事項名索引」付き。

価格 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

価格 同時1アクセス（本体）：￥66,000

同時3アクセス（本体）：￥118,800

商品コード：1032442104

2012年から2019年の8年間に刊行された医療問題に関する図書の目録。医療保険・介護保険から再生

医療まで幅広い図書1.2万冊をテーマ別に分類。「事項名索引」付き。

【バックナンバー】

医療問題の本全情報 1996-2003
同時1アクセス（本体）：￥35,200／同時3アクセス（本体）：￥63,360／商品コード：1032442103

医療問題の本全情報 45/96
同時1アクセス（本体）：￥31,900／同時3アクセス（本体）：￥57,420／商品コード：1032442102

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。
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● 表示価格は税抜きです。 2020年11月

価格 同時1アクセス（本体）：￥715,000

同時3アクセス（本体）：￥1,287,000

商品コード：1025375375

価格 同時1アクセス（本体）：￥583,000

同時3アクセス（本体）：￥1,049,400

商品コード：1032442084

価格 同時1アクセス（本体）：￥24,420

同時3アクセス（本体）：￥43,956

商品コード：1027666264

価格 同時1アクセス（本体）：￥198,000

同時3アクセス（本体）：￥356,400

商品コード：1030910466

価格 同時1アクセス（本体）：￥187,000

同時3アクセス（本体）：￥336,600

商品コード：1032442086

価格 同時1アクセス（本体）：￥209,000

同時3アクセス（本体）：￥376,200

商品コード：1032442094

〈タイトル詳細〉
現代外国人名録
新訂現代外国人名録 96
現代外国人名録 2000
現代外国人名録 2004
現代外国人名録 2008
現代外国人名録 2012
現代外国人名録 2016

〈タイトル詳細〉
現代日本人名録 物故者編 1901-1999
現代物故者事典 2000～2002
現代物故者事典 2003～2005
現代物故者事典 2006～2008
現代物故者事典 2009～2011
現代物故者事典 2012～2014
現代物故者事典 2015～2017

〈タイトル詳細〉
企業不祥事事典

―ケーススタディ150
企業不祥事事典Ⅱ

―ケーススタディ2007-2017

〈タイトル詳細〉
統計図表レファレンス事典 事故・災害
統計図表レファレンス事典 「食」と農業
統計図表レファレンス事典 環境・エネルギー問題
統計図表レファレンス事典 医療・介護・福祉
統計図表レファレンス事典 児童・青少年
統計図表レファレンス事典 女性・婦人問題
統計図表レファレンス事典 高齢化社会
統計図表レファレンス事典 外交・国際交流・観光

〈タイトル詳細〉
昭和災害史事典 ①昭和2年～昭和20年
昭和災害史年表事典 ②昭和21年～昭和35年
昭和災害史事典 ③昭和36年～昭和45年
昭和災害史事典 ④昭和46年～昭和55年
昭和災害史事典 ⑤昭和56年～昭和63年
昭和災害史事典 総索引

〈タイトル詳細〉
平成災害史事典 平成元年～平成10年
平成災害史事典 平成11年～平成15年
平成災害史事典 平成16年～平成20年
平成災害史事典 平成21年～平成25年
平成災害史事典 平成26年～平成30年
平成災害史事典 総索引

定番シリーズはセット購入がお得です！（単品での購入が可能なものもあります）

10



● 表示価格は税抜きです。 2020年11月

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

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

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

海を渡ってきた漢籍 ―江戸の書誌学入門―
（図書館サポートフォーラムシリーズ）

高橋 智 2016 9784816926105 ¥10,560 ¥19,008 1031477111

日本出版文化史事典 ―トピックス1868-2010― - 2010 9784816922923 ¥47,300 ¥85,140 1032442130

日本ジャーナリズム・報道史事典 ―トピックス1861-2011―
日外アソシエーツ
編集部

2012 9784816923814 ¥47,300 ¥85,140 1032442119

国際紛争・内戦史事典 ―トピックス1901-2009―
日外アソシエーツ
編集部

2010 9784816922558 ¥47,300 ¥85,140 1032442113

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

「日本研究」図書目録 1985-2004 ―世界の中の日本― 日外アソシエーツ 2005 9784816919220 ¥46,200 ¥83,160 1024896476

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

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

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

外国人別名辞典 日外アソシエーツ 2004 9784816918780 ¥24,640 ¥44,352 1024896497

現代外国人名録 2020
日外アソシエーツ
株式会社

2020 9784816928109 ¥132,000 ¥237,600 1031477110

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

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

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

人物レファレンス事典 郷土人物編 日外アソシエ－ツ 2008 9784816921223 ¥313,500 ¥564,300 1032442115

人物レファレンス事典 郷土人物編 第2期 (2008-2017)
日外アソシエーツ
株式会社

2018 9784816927300 ¥151,800 ¥273,240 1032442116

郷土博物館事典
日外アソシエーツ
編集部

2012 9784816923883 ¥46,200 ¥83,160 1032442112

日本の祭神事典 ―社寺に祀られた郷土ゆかりの人びと―
日外アソシエーツ
株式会社

2014 9784816924491 ¥45,540 ¥81,972 1032442120

郷土ゆかりの人々 ―地方史誌にとりあげられた人物文献目録― 飯澤 文夫 2016 9784816925795 ¥61,050 ¥109,890 1032442110

郷土ゆかりの人物総覧 ―データブック・出身県別3万人― 日外アソシエーツ 2011 9784816922954 ¥46,860 ¥84,348 1032442111

郷土・地域をしらべるレファレンスブック
日外アソシエーツ
株式会社

2018 9784816927393 ¥44,550 ¥80,190 1032442107

地名でたどる郷土の歴史 ―地方史誌にとりあげられた地名文献目録― 飯澤 文夫 2017 9784816926907 ¥61,050 ¥109,890 1032442117

郷土に伝わる民俗と信仰 ―地方史誌にとりあげられた民俗文献目録― 飯澤 文夫 2018 9784816927294 ¥61,050 ¥109,890 1032442109

郷土・地域文化の賞事典
日外アソシエーツ
株式会社

2017 9784816926686 ¥49,500 ¥89,100 1032442108

日本人物レファレンス事典 思想・哲学・歴史篇 日外アソシエーツ 2013 9784816924132 ¥31,240 ¥56,232 1028302983

日本人物レファレンス事典 政治・外交篇(近現代) 日外アソシエーツ 2014 9784816925047 ¥59,400 ¥106,920 1028302984

日本人物レファレンス事典 軍事篇(近現代) 日外アソシエーツ 2015 9784816925320 ¥33,000 ¥59,400 1028302985

日本人物レファレンス事典 宗教篇（僧侶・神職・宗教家）
日外アソシエーツ
株式会社

2019 9784816927973 ¥59,400 ¥106,920 1031329060

日本史人名よみかた辞典
日外アソシエーツ
株式会社

1999 9784816915277 ¥44,000 ¥79,200 1031553436

日本史人名よみかた辞典 2 日外アソシエーツ 2020 9784816928147 ¥44,000 ¥79,200 1031553437

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

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

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

号・別名辞典 古代・中世・近世 新訂増補 日外アソシエーツ 2003 9784816917776 ¥12,100 ¥21,780 1024896495

号・別名辞典 近代・現代 新訂増補 日外アソシエーツ 2003 9784816917783 ¥12,100 ¥21,780 1024896496

文献目録日本論・日本人論 1996-2006 日外アソシエーツ 2007 9784816920509 ¥40,700 ¥73,260 1024896477

文献目録日本論・日本人論の50年 ―1945-1995― 日外アソシエーツ 1996 9784816914041 ¥34,210 ¥61,578 1024896478
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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

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

日本国際交流史事典 ―トピックス1853-2008―
日外アソシエーツ
編集部

2009 9784816921551 ¥47,300 ¥85,140 1032442128

法務・法律ビジネス英和大辞典 菊地 義明 2017 9784816926778 ¥55,000 ¥99,000 1027010700

中国職官辞典 ―秦から南宋まで― 吉田 誠夫 2020 9784816928413 ¥69,960 ¥125,928 1032442118

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

日本女性史事典 ―トピックス1868-2015―
日外アソシエーツ
編集部

2016 9784816925986 ¥46,200 ¥83,160 1032442131

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

日本教育史事典 ―トピックス1868-2010―
日外アソシエーツ
編集部

2011 9784816923166 ¥47,300 ¥85,140 1032442125

科学技術45万語英和対訳大辞典 日外アソシエーツ 2001 9784816916823 ¥49,280 ¥88,704 1024896463

事典日本の科学者 ―科学技術を築いた5000人― 日外アソシエーツ 2014 9784816924859 ¥37,400 ¥67,320 1027010698

海洋・海事史事典 ―トピックス古代-2014―
日外アソシエーツ
編集部

2015 9784816925191 ¥46,200 ¥83,160 1032442106

企業広報誌の世界 ―広報誌から企業コミュニケーションを読み解く― 三島 万里 2018 9784816927317 ¥15,950 ¥28,710 1031477112

日本交通史事典 ―トピックス1868-2009―
日外アソシエーツ
編集部

2010 9784816922381 ¥46,200 ¥83,160 1032442127

写真レファレンス事典 街並み・風景篇1 東京(明治～昭和20年代) 日外アソシエーツ 2020 9784816928253 ¥99,000 ¥178,200 1032019481

写真レファレンス事典 街並み・風景篇2 東京(昭和30年代～平成) 日外アソシエーツ 2020 9784816928260 ¥99,000 ¥178,200 1032019482

日本音楽史事典 ―トピックス1868-2014―
日外アソシエーツ
編集部

2014 9784816925085 ¥46,200 ¥83,160 1032442123

日本芸能事典 ―５０年の記録―
日外アソシエーツ
編集部

2008 9784816920912 ¥47,300 ¥85,140 1032442126

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

スポーツ史事典 ―トピックス2006-2016― 日本/世界
日外アソシエーツ
株式会社

2017 9784816926402 ¥45,100 ¥81,180 1032442101

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

日本児童文学文献目録 1945-1999 遠藤 純 2019 9784816927942 ¥44,000 ¥79,200 1031329058

日本児童文学文献目録 2000-2019 遠藤 純 2019 9784816927959 ¥44,000 ¥79,200 1031329059

日本児童文学史事典 ―トピックス1945-2015―
日外アソシエーツ
編集部

2016 9784816925993 ¥46,200 ¥83,160 1032442129

現代日本文学 2015-2019 （日本文学研究文献要覧） 勝又 浩 2020 9784816928376 ¥87,560 ¥157,608 1032442132

■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
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