
番号氏名 よみがな(姓名) 生月日 出身 没年 ジャンル 伝記１ 伝記２ 著作１ 著作２

1 安里清信 あさと　せいしん 0920 沖縄 1982 社会運動家 海はひとの母である(『谷中村
から水俣・三里塚へ』所収)

2 朝日茂 あさひ　しげる 0718 1964 社会運動家 小説朝日茂

3 麻生三郎 あそう　さぶろう 0323 東京 2000 洋画家 麻生三郎論 絵そして人、時 麻生三郎展

4 足立巻一 あだち　けんいち 0629 東京 1985 小説家 『やちまた』ノート やちまた 虹滅記

5 阿閉吉男 あとじ　よしお 0828 東京 1997 社会学者・名大名誉教授 ジンメルの世界 ジンメルの視点

6 阿部展也 あべ　のぶや 0204 新潟 1971 洋画家 インドの石窟彫刻

7 荒正人 あら　まさひと 0101 福島 1979 文芸評論家 ヴァイキング（中公新書）　 宇宙文明論

8 家永三郎 いえなが　さぶろう 0903 愛知（名古屋） 2002 歴史家
家永三郎 一歴史学者の歩
み

激動七十年の歴史を生きて 検定不合格日本史
なぜ教科書裁判をたたかったの
か

9 猪飼道夫 いかい　みちお 0528 愛知 1972 東大教授（運動生理学） 体育に必要な運動の生理 体育の科学的基礎

10 石田波郷 いしだ はきょう 0318 愛媛 1969 俳人 石田波郷伝 夫帰り来よ 季題別石田波郷全句集 定本石田波郷全句集

11 井尻正二 いじり　しょうじ 0626 北海道 1999 古生物学者 石狩湾 化石（岩波新書 青版） 野尻湖のぞう

12 磯田一郎 いそだ　いちろう 0112 京都 1993 住友銀行会長
磯田一郎の“向こう傷”を恐れる
な!

磯田一郎の「人を動かす」 経営の勉強はこうするんだ!

13 市川翠扇（３代目） いちかわ　すいせん 1216 東京 1978 女優 九代目団十郎と私

14 伊藤律 いとう　りつ 0627 岐阜 1989 社会運動家 生きているユダ 伊藤律回想録 生還者の証言

15 猪野謙二 いの　けんじ 0402 宮城 1997 文芸評論家 明治文学史　上下 明治の作家

16 井上清 いのうえ　きよし 1219 高知 2001 歴史学者
日本の歴史 上中下（岩波新
書）

「尖閣」列島

17 今村成和 いまむら　しげかず 0720 京城 1996 法学者 人権と裁判 独占禁止法入門

18 井本農一 いもと　のういち 0330 千葉 1998 国文学者 芭蕉と俳諧史の研究 芭蕉入門（講談社学術文庫）

19 入江徳郎 いりえ　とくろう 0715 福岡 1989 ジャーナリスト 昭和追想 歩きながら笑う話

20 岩上二郎 いわかみ　にろう 1129 茨城 1989 政治家 公文書館への道 あすの地方自治

21 植田正治 うえだ　しょうじ 0327 鳥取 2000 写真家 植田正治の世界
カコちゃんが語る植田正治の写
真と生活

植田正治（日本の写真家） 砂丘

22 江口きち えぐち　きち 1123 群馬 1938 歌人 武尊の麓

23 江間章子 えま　しょうこ 0313 新潟 2005 詩人 詩の宴わが人生 <夏の思い出>その想いのゆくえ 埋もれ詩の焰(ホム)ら

24 扇谷正造 おうぎや　しょうぞう 0328 宮城 1992 ジャーナリスト 夕陽のペンマン えんぴつ 軍記

25 大江宏 おおえ　ひろし 0614 秋田 1989 建築家 大江宏 建築と気配

26 大木実 おおき　みのる 1210 埼玉 1996 詩人 大木実詩集 柴の折戸

27 太田静子 おおた　しずこ 0818 滋賀 1982 歌人 明るい方へ 斜陽日記

28 岡田誠三 おかだ　せいぞう 0308 大阪 1994 小説家 雪華の乱 定年後以後

29 岡本良雄 おかもと　よしお 0610 大阪 1963 児童文学作家 どうぶつの国のどうぶつえん

30 岡本良一 おかもと　りょういち 0429 大阪 1988 日本史学者 大阪城(岩波新書） 図説 大坂の陣

31 奥野誠亮 おくの　せいすけ 0712 奈良 政治家 派に頼らず、義を忘れず

32 織田作之助 おだ　さくのすけ 1026 大阪 1947 小説家 生き愛し書いた わたしの織田作之助 夫婦善哉 六白金星・可能性の文学

33 尾上松緑（２代目） おのえ　しょうろく 0328 東京 1989 歌舞伎役者 私の履歴書　文化人 13 役者の子は役者 松緑芸話 踊りの心

34 桂ゆき かつら　ゆき 1010 東京 1991 洋画家 余白を生きる 女ひとり原始部落に入る

35 加藤守雄 かとう　もりお 1102 愛知（名古屋） 1989 国文学者 わが師 折口信夫 折口信夫伝

36 加藤嘉 かとう　よし 0112 東京 1988 俳優 わが父の愛と修羅 トランクいっぱいの恋文

37 河井信太郎 かわい　しんたろう 1001 愛知（蒲郡） 1982 検察官 特捜検察物語上 鬼検事の浮世調書 特捜検事ノート

38 神田秀夫 かんだ　ひでお 1220 東京 1993 国文学者 古事記の構造 初期万葉の女王たち

39 金東里 キム・ドンニ 1124 韓国 1995 小説家 [金東里文学アルバム] 現代韓国文学選集２

40 清川正二 きよかわ　まさじ 0211 愛知（豊橋） 1999 水泳選手、実業家 私のスポーツの記録 オリンピックと60年 スポーツと政治

41 金田一春彦 きんだいち　はるひこ 0403 東京 2004 国語学者 わが青春の記 日本語上・下(岩波新書） 日本語は京の秋空

42 桑原甲子雄 くわばら　きねお 1209 東京 2007 写真家 私の写真史 東京昭和十一年 満州昭和十五年

43 郡司正勝 ぐんじ　まさかつ 0707 北海道 1998 歌舞伎研究家 かぶき入門 かぶきの美学

44 小池岩太郎 こいけ　いわたろう 0222 東京 1992 工業デザイナー デザインの話

45 河野南畦 こうの　なんけい 0502 1995 俳人 河野南畦全句集 河野南畦集

46 小林与三次 こばやし　よそじ 0723 富山 1999 官僚、実業家 地方自治運営論 自治運営十二章

47 近藤芳美 こんどう　よしみ 0505 2006 歌人 青春の碑 <短歌と人生>語録 岐路  近藤芳美歌集

48 斎藤栄三郎 さいとう　えいさぶろう 0619 東京 2000 政治家 私の経済履歴書 政治家語録の読み方 円切り上げ後に強くなる本

49 佐伯喜一 さえき　きいち 1010 台湾 1998 経済評論家 日本の安全保障

50 佐川英三 さがわ　えいぞう 0904 奈良 1992 詩人 日本現代詩大系　12

51 佐橋滋 さはし　しげる 0405 岐阜 1993 官僚 異色 官僚 余暇を考える

52 清水慎三 しみず　しんぞう 1001 岡山 1996 社会運動家 戦後革新の半日陰 清水慎三著作集
日本の社会民主主義（岩波新
書）

53 清水達夫 しみず　たつお 1022 東京 1992 編集者 雑誌の王様 「平凡」物語 二人で一人の物語

54 霜多正次 しもた　せいじ 0905 沖縄 2003 小説家 ちゅらかさ 守礼の民 明けもどろ

55 下村正夫 しもむら　まさお 0823 東京 1997 演出家 新劇（岩波新書） 転形期のドラマトゥルギー

56 杉原荘介 すぎはら　そうすけ 1206 東京 1983 考古学者 登呂遺跡 日本先土器時代の研究

57 鈴木永二 すずき　えいじ 0529 愛知 1994 経営者 私の世直し論

58 洲之内徹 すのうち　とおる 0117 愛媛 1987 エッセイスト、小説家 彼もまた神の愛でし子か 洲之内徹の風景 気まぐれ美術館 絵のなかの散歩

59 千宗守（武者小路千家
10代目）

せんの　そうしゅ 0421 兵庫 1999 茶道家 武者小路千家官休庵茶の湯 利休居士の茶道

60 園井恵子 そのい　けいこ 0806 岩手 1945 女優 園井惠子・資料集

61 田岡一雄 たおか　かずお 0328 徳島 1981 ヤクザ 山口組三代目
さようならお父さんの石けん
箱

62 高田三郎 たかた　さぶろう 1218 愛知（名古屋） 2000 作曲家 来し方 典礼聖歌を作曲して くいなは飛ばずに

愛知県図書館企画展示『生誕１００年の人物たち』の人物たち 人物リスト
今年生誕100年を迎える１９１３（大正２）年生まれの人物の伝記・評伝・著作を集めました。人物番号順のラベルを貼って展示しています。お気に入りの人
物をみつけてみては？　一部を除いて貸出できます。また、このリストにない資料も展示しています。
※愛知県出身の生誕100年の作家「新美南吉」と「杉浦明平」は２階ロビーで展示中です。



63 高橋浩一郎 たかはし　こういちろう 0503 東京 1991 気象学者 天気予報の科学 気象歳時記

64 高橋磌一 たかはし　しんいち 0115 東京 1985 歴史学者 歴史教育とわが人生 洋学思想史論 歴史の感覚

65 高橋甫 たかはし　はじめ 0827 岩手 1981 軍人 軍備問題の考へ方 ミサイル戦争と自衛隊

66 高橋政知 たかはし　まさとも 0904 福島 2000 実業家 私の履歴書経済人35

67 高橋義孝 たかはし　よしたか 0327 東京 1995 文学者
高橋義孝文芸理論著作集
上・下

ひと筋の人

68 高安国世 たかやす　くによ 0811 大阪 1984 歌人、ドイツ文学者 光の春 リルケと日本人

69 田島英三 たじま　えいぞう 0428 埼玉 1998 物理学者 ある原子物理学者の生涯 原子核物理概論

70 田中英光 たなか　ひでみつ 0110 東京 1949 作家 田中英光評伝 田中英光愛と死と 師太宰治

71 丹下健三 たんげ　けんぞう 0904 大阪 2005 建築家 一本の鉛筆から 七十二時間、集中しなさい。
丹下健三 時代を映した“多面
体の巨人”

丹下健三2-4

72 団藤重光 だんどう　しげみつ 1108 岡山 2012 法学者 わが心の旅路 反骨のコツ 死刑廃止論 この一筋につながる

73 辻清明 つじ　きよあき 0405 京都 1991 政治学者 陣笠の効用 日本官僚制の研究

74 戸塚文子 とつか　あやこ 0325 東京 1997 紀行文作家 若き日の旅 旅は悠々

75 殿村藍田 とのむら　あいでん 0802 東京 2000 書家 藍田書例 藍田条幅百選

76 富山清翁 とみやま　せいおう 1005 大阪 2008 地唄家元 地歌・筝曲の世界

77 豊田英二 とよだ　えいじ 0912 愛知（名古屋） 2013 実業家 決断 私の履歴書  経済人 22 豊田英二語録

78 中田ダイマル なかた　だいまる 1214 兵庫 1982 漫才師 私の神様

79 永田武 ながた　たけし 0624 愛知（岡崎） 1991 地球科学者 南極観測事始め 地球観測百年

80 中原淳一 なかはら　じゅんいち 0216 香川 1983 挿絵画家 焼跡のひまわり 夫 中原淳一 中原淳一画集 それいゆ表紙集

81 中村清 なかむら　きよし 0601 朝鮮 1985 陸上競技指導者 心で走れ

82 那須良輔 なす　りょうすけ 0415 熊本 1989 漫画家 漫画家生活50年 わが酒中交遊記 絵本歳時記 釣りキチ讃歌

83 奈良本辰也 ならもと　たつや 1211 山口 2001 歴史家 昭和史と共に歩んだ青春 日本文化論 骨董亦楽

84 西谷能雄 にしたに　よしお 0908 新潟 1995 実業家 西谷能雄 本は志にあり 思いは高く…… 本の定価とは

85 野々村一雄 ののむら　かずお 0310 愛知 1998 経済学者 学者商売 ソヴェト旅行記

86 原文兵衛 はら　ぶんべえ 0429 東京 1999 政治家 元警視総監の体験的昭和史

87 富士正晴 ふじ　まさはる 1030 徳島 1987 小説家、詩人 竹林の隠者 富士さんとわたし 富士正晴集 豪姫

88 宝月欣二 ほうげつ　きんじ 0710 長野 1999 植物生態学者 湖沼生物の生態学 海の生態

89 堀米庸三 ほりごめ　ようぞう 0224 山形 1975 歴史家 歴史をみる眼 正統と異端（中公新書）

90 松井久吉 まつい　ひさきち 0322 三重 1992 部落解放運動家 被差別部落に生きる

91 松崎芳伸 まつざき　よしのぶ 0322 福井 1997 官僚、実業家 争議調停の舞台裏 労使関係の診断

92 松沢卓二 まつざわ　たくじ 0717 東京 1997 経営者 私の履歴書  経済人31 私の銀行昭和史

93 宮口精二 みやぐち　せいじ 1115 東京 1985 俳優 役者という存在 俳優館  宮口精二対談 俳優館

94 森繁久弥 もりしげ　ひさや 0504 大阪 2009 俳優 森繁自伝 こぼれ松葉 さらば大遺言書 夜光虫

95 山口良忠 やまぐち　よしただ 0111 佐賀 1947 裁判官 われ判事の職にあり

96 楊朔 よう　さく 0428 中国 1968 作家 中国現代文学選集  13

97 横井英樹 よこい　ひでき 0701 愛知（平和町） 1998 実業家 エンパイア

98 吉田秀和 よしだ　ひでかず 0923 東京 2012 音楽評論家 ベートーヴェンを求めて モーツァルト（講談社学術文庫）

99 吉利和 よしとし　やわら 0927 鹿児島 1992 内科学者 医師の生命観

100 蘭郁二郎 らん　いくじろう 0902 東京 1944 小説家 蘭郁二郎探偵小説選1・2 火星の魔術師

101 渡辺白泉 わたなべ　はくせん 0324 東京 1969 俳人 渡辺白泉全句集 疾走する俳句  白泉句集を読む

102 ウィリアム インジ インジ,ウィリアム 0503 アメリカ 1973 劇作家 むすこはすてきなドライバー
帰れ、いとしのシーバ（『今日
の英米演劇2』所収）

103 アンガス ウィルソン ウィルソン,アンガス 0811 イギリス 1991 小説家 A.ウィルソン アンガス・ウィルソン 悪い仲間 笑いごとじゃない

104 ジェシー オーウェンス オーウェンス,ジェシー 0912 アメリカ 1980 陸上競技選手 記録をうちたてた人々

105 オーダム オーダム 0917 アメリカ 2002 生態学者 生態学 生態学の基礎

106 ロジェ カイヨワ カイヨワ,ロジェ 0303 フランス 1978 文芸評論家 旅路の果てに
遊びと人間（講談社学術文
庫）

人間と聖なるもの

107 アルベール カミュ カミュ,アルベール 1107 フランス 1960 作家
カミュ（ガリマール新評伝シリー
ズ世界の傑物）

アルベール・カミュ上・下 幸福な死 異邦人（世界文学全集39）

108 ロバートキャパ キャパ,ロバート 1022 ハンガリー 1954 写真家 キャパ　その死 血とシャンパン ちょっとピンぼけ ロバート・キャパ写真集

109 リュシヤン ゴルドマン ゴルドマン,リュシヤン 0720 フランス 1970 哲学者 隠れたる神上・下 ルカーチとハイデガー

110 クロード シモン シモン,クロード 1010 フランス 2005 作家 アカシア 農耕詩 フランドルへの道

111 アーウィン ショー ショー,アーウィン 0227 アメリカ 1984 劇作家、小説家 富めるもの貧しきもの上・中・下
はじまりはセントラル・パークか
ら

112 ピエール ダニノス ダニノス,ピエール 0526 フランス 2005 作家 見るもの食うもの愛するもの

113 コンスタンチィノス 　ドクシアデイス ドクシアデイス,コンスタンチィノス 0514 ギリシア 1975 都市計画家 エントピア 新しい都市の未来像

114 リチャード ニクソン ニクソン,リチャード 0109 アメリカ 1994 政治家 ニクソンわが生涯の戦い 戦略家ニクソン 変革の時をつかめ リアル・ピース

115 ローザ パークス パークス,ローザ 0204 アメリカ 2005 公民権運動家 ローザ・パークス 黒人の誇り・人間の誇り
勇気と希望  ローザ・パークスの
ことば

116 ジェラルド フォード フォード,ジェラルド 0714 アメリカ 2006 大統領 フォード回顧録 フォード大統領

117 グスタフ フサーク フサーク,グスタフ 0110 チェコスロバキア 1991 大統領 スロバキア民族蜂起の証言

118 ヴァスコ プラトリーニ プラトリーニ,ヴァスコ 1019 イタリア 1991 小説家 貧しき恋人たち  上・下 現代イタリアの文学  4

119 ウィリー ブラント ブラント,ウィリー 1218 ドイツ 1992 政治家 ナイフの夜は終わった 抵抗(レジスタンス) 平和のための戦い

120 メヘナム ベギン ベギン,メヘナム（・ヴォルフォヴィチ） 0816 イスラエル 1992 政治家
反乱  反英レジスタンスの記録
上・下

121 ジャン マレー マレー,ジャン 1211 フランス 1998 俳優
私のジャン・コクトー  想像を絶
する詩人の肖像

122 アルマン ラヌー ラヌー,アルマン 1024 フランス 1983 小説家 モーパッサンの生涯

123 ヴィヴィアン リー リー,ヴィヴィアン 1105 イギリス 1967 女優 ヴィヴィアン・リー

124 ポール リクール リクール,ポール 0202 フランス 2005 哲学者 生きた隠喩
意志的なものと非意志的なもの
全3冊

125 ルネ レーボヴィッツ レーボヴィッツ,ルネ 0217 ポーランド 1972 作曲家、理論家 現代音楽への道 シェーンベルクとその楽派

「ごんぎつね」で有名な新美南吉と、「小説渡辺崋山」で知られる杉浦明平は、ともに今年生誕百年を迎える愛知県出身であり地元で活躍した作家です。それぞ
れの代表作をはじめ、雑誌に発表された作品や、活躍した当時の地域を知る資料を展示し、一部貸出も行います。ふるさとあいちの作家に親しんで、読書の秋
をどうぞお楽しみください。

企画展示「あいちの作家　生誕百年　新美南吉と杉浦明平」2階ロビーで開催中（～12/11）


