
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ・雨森芳洲      ・★★間部詮房     ・貝原益軒      ・大槻玄沢 

               ・★藤原惺窩    ・宮崎安貞        ・稲生若水      ・宇田川玄随 

【江戸時代以前】    ・林羅山(道春)    ・大蔵永常        ・吉田光由      ・稲村三伯 

・大内義隆        ・狩野探幽      ・★★河村瑞賢     ・関孝和        ・平賀源内 

・大友義鎮(宗麟)    ・久隅守景      ・後藤庄三郎       ・渋川春海      ・★★荷田春満 

・顕如           ・俵屋宗達      ・三井高利        ・戸田茂睡      ・賀茂真淵 

・小西隆佐        ・本阿弥光悦     ・淀屋辰五郎      ・契沖         ・本居宣長 

・島井宗室        ・李参平        ・紀伊国屋文左衛門  ・北村季吟      ・★塙保己一 

・神屋宗湛        ・酒井田柿右衛門  ・奈良屋茂左衛門   ・長久保赤水     ・山県大弐 

・李如松         ・松永貞徳       ・西山宗因        ・土佐光起      ・石田梅岩 

・李舜臣         ・★神屋寿禎      ・井原西鶴       ・住吉如慶・具慶   ・★手島堵庵 

・海北友松        ・角倉了以       ・松尾芭蕉       ・尾形光琳       ・中沢道二 

・長谷川等伯      ・茶屋四郎次郎    ・近松門左衛門    ・★菱川師宣      ・高山彦九郎 

・今井宗久        ・末吉孫左衛門    ・辰松八郎兵衛    ・野々村仁清     ・蒲生君平 

・津田宗及        ・今井宗薫       ・竹本義太夫      ・尾形乾山      ・頼山陽 

・小堀遠州        ・末次平蔵       ・芳沢あやめ       ・宮崎友禅      ・安藤昌益 

・出雲阿国        ・保科正之       ・林鵞峰(春斎)     ・徳川吉宗      ・三浦梅園 

・高三隆達        ・酒井忠清       ・室鳩巣         ・★田中丘隅     ・★中井甃庵 

・本因坊算砂       ・由井正雪      ・谷時中          ・神尾春央      ・中井竹山 

・大橋宗桂        ・戸次庄左衛門    ・野中兼山        ・青木昆陽      ・富永仲基 

             ・池田光政       ・★山崎闇斎       ・★大岡忠相    ・★山片蟠桃 

【江戸時代】      ・徳川光圀       ・吉川惟足        ・佐倉惣五郎    ・蔦屋重三郎 

・金地院崇伝       ・朱舜水        ・浅見絅斎        ・磔茂左衛門    ・山東京伝 

  ・前田綱紀       ・谷秦山         ・寺西封元      ・与謝蕪村 

・徳川和子        ・堀田正俊       ・中江藤樹        ・田沼意次     ・柄井川柳 

・★沢庵宗彭      ・★柳沢吉保      ・★熊沢蕃山       ・田沼意知     ・竹田出雲 

・高山右近        ・木下順庵       ・山鹿素行        ・西川如見     ・近松半二 

・天草四郎時貞     ・林信篤(鳳岡)     ・伊藤仁斎        ・野呂元丈     ・喜多川歌麿 

・板倉重昌        ・浅野長矩       ・伊藤東涯        ・山脇東洋     ・東洲斎写楽 

・松平信綱        ・吉良義央       ・★★荻生徂徠     ・前野良沢     ・円山応挙 

・★隠元隆琦      ・★★荻原重秀    ・★太宰春台                   ・池大雅 

・支倉常長        ・徳川家宣       ・服部南郭                    ・司馬江漢 
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・亜欧堂田善     ・佐藤信淵     ・菅江真澄 

・武陽隠士       ・藤田東湖     ・阿部正弘 

・柴野栗山       ・会沢安      ・伊達宗城 

・尾藤二洲       ・★平田篤胤   ・堀田正睦 

・岡田寒泉       ・伴信友      ・★井伊直弼 

・古賀精里       ・★伊能忠敬   ・新見正興 

・遠山景晋       ・高橋至時     ・勝海舟 

・林子平        ・高橋景保     ・木村喜毅 

・細川重賢(銀台)   ・志筑忠雄     ・小栗忠順 

・上杉治憲(鷹山)   ・宇田川榕菴   ・一橋慶喜 

・細井平洲       ・佐久間象山   ・松平春嶽 

・佐竹義和       ・横井小楠     ・徳川斉昭 

・松平治郷       ・広瀬淡窓     ・徳川家茂 

・大黒屋光太夫    ・緒方洪庵     ・吉田松陰 

・桂川甫周       ・式亭三馬     ・橋本左内 

・津太夫        ・十返舎一九    ・梅田雲浜 

・高田屋嘉兵衛    ・為永春水     ・頼三樹三郎 

・松平康英       ・上田秋成     ・安藤信正 

・鍋島斉直       ・曲亭馬琴     ・島津久光 

・生田万        ・柳亭種彦      ・大原重徳 

・★渡辺崋山     ・香川景樹     ・★松平容保 

・高野長英       ・良寛        ・久坂玄瑞 

・水野忠邦       ・橘曙覧      ・西郷隆盛 

・大原幽学       ・大田南畝     ・大久保利通 

・調所広郷       ・石川雅望     ・木戸孝允 

・島津重豪       ・鈴木牧之     ・高杉晋作 

・島津斉彬       ・★葛飾北斎   ・大村益次郎 

・村田清風       ・呉春        ・中岡慎太郎 

・毛利敬親       ・田能村竹田   ・小松帯刀 

・鍋島直正       ・谷文晁      ・★岩倉具視 

・江川太郎左衛門  ・酒井抱一     ・★相楽総三 

・高島秋帆       ・江馬細香    ・★榎本武揚 

・海保青陵       ・鶴屋南北      

・本多利明       ・河竹黙阿弥 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・由利公正        ・岸田俊子     ・★陸奥宗光    ・片山潜       ・★河口慧海 

・副島種臣        ・景山英子     ・小村寿太郎    ・★田中正造    ・金井延 

・川路利良        ・楠瀬喜多     ・★閔妃       ・安部磯雄      ・北里柴三郎 

・★前島密        ・福地源一郎   ・金玉均        ・幸徳秋水     ・志賀潔 

・岩崎弥太郎       ・松方正義    ・朴泳孝        ・木下尚江     ・長与専斎 

・福沢諭吉        ・三島通庸     ・★李鴻章      ・★堺利彦     ・高峰譲吉 

・中村正直(敬宇)    ・河野広中     ・児玉源太郎     ・★徳富蘇峰   ・秦佐八郎 

・矢野玄道        ・大井憲太郎   ・八田與一       ・山路愛山     ・木村栄 

・福羽美静        ・★星亨      ・★大隈重信     ・竹越与三郎    ・田中館愛橘 

・本木昌造        ・大山巌      ・★西園寺公望   ・★三宅雪嶺    ・桜井錠二 

・森有礼          ・山田顕義    ・三浦梧楼      ・杉浦重剛      ・菊池大麓 

・西周           ・谷干城      ・大町桂月      ・志賀重昂      ・藤沢利喜太郎 

・加藤弘之        ・★井上毅     ・大塚楠緒子    ・★陸羯南      ・小金井良精 

・西村茂樹        ・★伊東巳代治  ・戸水寛人      ・高山樗牛     ・石川千代松 

・津田真道        ・金子堅太郎   ・★乃木希典     ・井上哲次郎    ・下瀬雅允 

・山口尚芳        ・穂積八束     ・東郷平八郎     ・島地黙雷     ・白瀬矗 

・尚泰           ・梅謙次郎     ・安重根        ・井上円了     ・★黒岩涙香 

・奈良原繁        ・穂積陳重     ・★袁世凱      ・清沢満之     ・宮武外骨 

・★謝花昇        ・黒田清隆     ・★★臥雲辰致   ・★内村鑑三    ・仮名垣魯文 

・山之口獏        ・山県有朋     ・豊田佐吉      ・海老名弾正   ・矢野竜溪 

・西郷従道        ・★樺山資紀   ・田中久重      ・小崎弘道     ・東海散士 

・江藤新平        ・品川弥二郎   ・古河市兵衛     ・山室軍平     ・末広鉄腸 

・前原一誠        ・寺島宗則     ・浅野総一郎    ・矢島楫子     ・★★坪内逍遥 

・板垣退助        ・★★井上馨    ・細井和喜蔵    ・★元田永孚    ・二葉亭四迷 

・後藤象二郎      ・頭山満       ・山本茂実     ・ ★新島襄     ・尾崎紅葉 

・片岡健吉        ・来島恒喜     ・横山源之助    ・成瀬仁蔵      ・山田美妙 

・五代友厚        ・青木周蔵     ・松原岩五郎    ・田口卯吉      ・巖谷小波 

・★植木枝盛      ・★児島惟謙    ・山本作兵衛    ・重野安繹      ・★幸田露伴 

・中江兆民        ・津田三蔵     ・高野房太郎    ・久米邦武      ・★北村透谷 
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・★森鴎外     ・高村光雲     ・伊藤野枝      ・柳田国男       ・小山内薫 

・泉鏡花       ・★荻原守衛   ・摂政宮裕仁親王 ・折口信夫       ・土方与志 

・島崎藤村     ・新海竹太郎    ・難波大助     ・南方熊楠       ・沢田正二郎 

・土井晩翠     ・★辰野金吾    ・★清浦奎吾    ・★伊波普猷     ・★山田耕筰 

・上田敏       ・片山東熊     ・床次竹二郎    ・高木貞治       ・近衛秀麿 

・与謝野晶子    ・佐野常民     ・杉本京太      ・八木秀次       ・三浦環 

・与謝野鉄幹    ・★美濃部達吉  ・沢柳政太郎    ・宇田新太郎      ・梅原龍三郎 

・北原白秋      ・上杉慎吉    ・羽仁もと子     ・本多光太郎       ・安井曽太郎 

・★樋口一葉    ・上原勇作     ・西村伊作     ・野口英世        ・★岸田劉生 

・正岡子規     ・尾崎行雄      ・★山本鼎     ・仁科芳雄        ・竹久夢二 

・高浜虚子     ・山本権兵衛    ・滝田樗陰     ・★武者小路実篤    ・杉浦非水 

・伊藤左千夫    ・★寺内正毅   ・山本実彦      ・志賀直哉        ・横山大観 

・長塚節       ・★★段祺瑞   ・鈴木三重吉    ・有島武郎        ・下村観山 

・★徳冨蘆花    ・西原亀三     ・阪東妻三郎    ・倉田百三        ・柳宗悦 

・国木田独歩    ・石井菊次郎   ・小林一三      ・永井荷風        ・浅川巧 

・田山花袋     ・松方幸次郎    ・榎本健一     ・谷崎潤一郎       ・★若槻礼次郎 

・徳田秋声     ・内田信也      ・古川緑波     ・芥川龍之介       ・片岡直温 

・正宗白鳥     ・吉野作造     ・★河上肇      ・菊池寛          ・金子直吉 

・★石川啄木    ・原敬        ・★石橋湛山    ・横光利一        ・山本宣治 

・★夏目漱石    ・高橋是清     ・野呂栄太郎    ・川端康成        ・★蔣介石 

・★川上音二郎  ・加藤友三郎    ・服部之総     ・中里介山        ・★張作霖 

・島村抱月     ・牧野伸顕     ・山田盛太郎    ・古川英治         ・河本大作 

・市川左団次  ・★★新渡戸稲造  ・羽仁五郎     ・江戸川乱歩        ・一木喜徳郎 

・伊沢修二     ・柳寛順       ・猪俣津南雄    ・大佛次郞        ・張学良 

・滝廉太郎     ・鈴木文治      ・櫛田民蔵     ・小林多喜二       ・浜口雄幸 

・岡倉天心     ・賀川豊彦      ・福田徳三     ・徳永直          ・井上準之助 

・★狩野芳崖    ・森戸辰男     ・佐々木惣一    ・葉山嘉樹        ・宮沢賢治 

・橋本雅邦     ・山川均       ・長谷川如是閑  ・中野重治         ・佐郷屋留雄 

・菱田春草     ・市川房枝     ・西田幾多郎    ・宮本百合子        ・内田康哉 

・高橋由一     ・山川菊栄     ・和辻哲郎      ・萩原朔太郎        ・★財部彪 

・浅井忠       ・鹿子木孟郎   ・津田左右吉    ・室生犀星          ・加藤寛治 

・黒田清輝     ・平沢計七     ・白鳥庫吉      ・河東碧梧桐        ・★石原莞爾 

・青木繫       ・甘粕正彦     ・内藤虎次郎    ・松井須磨子        ・板垣征四郎 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中村震太郎   ・大内兵衛 

・南次郎      ・中野重治 

・★犬養毅     ・島木健作 

・溥儀        ・亀井勝一郎 

・大川周明     ・保田与重郎 

・橋本欣五郎    ・火野葦平 

・井上日召     ・石川達三 

・★団琢磨     ・★平沼騏一郎 

・斎藤実       ・阿部信行 

・松岡洋右     ・米内光政 

・鮎川義介     ・斎藤隆夫 

・野口遵      ・野村吉三郎 

・赤松克麿     ・来栖三郎 

・佐野学      ・木戸幸一 

・鍋山貞親     ・東条英機 

・鈴木茂三郎   ・山本五十六 

・加藤勘十     ・小磯国昭 

・★★滝川幸辰  ・鈴木貫太郎 

・★岡田啓介   ・梅津美治郎 

・菊池武夫     ・重光葵 

・真崎甚三郎       

・西田税 

・荒木貞夫 

・永田鉄山 

・★広田弘毅 

・宇垣一成 

・林銑十郎 

・結城豊太郎 

・近衛文麿 

・後藤隆之助 

・尾崎秀実 

・★汪兆銘 

・矢内原忠雄 

・河合栄治郎 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             ・石原慎太郎    ・三木武夫 

             ・井伏鱒二      ・★福田赳夫 

・★東久邇宮稔彦  ・並木路子      ・大平正芳 

・★幣原喜重郎   ・手塚治虫       ・鈴木善幸 

・寺崎英成       ・黒澤明       ・土光敏夫 

・吉田茂        ・溝口健二      ・中曽根康弘 

・★松本烝治     ・円谷英二      ・竹下登 

・高野岩三郎     ・周恩来        ・宇野宗佑 

・鈴木安蔵      ・久保山愛吉     ・海部俊樹 

・有沢広巳      ・鳩山一郎       ・宮沢喜一 

・伊井弥四郎    ・岸信介         ・★細川護熙 

・片山哲        ・池田勇人      ・羽田孜 

・★芦田均       ・廖承志       ・村山富市 

・毛沢東        ・高碕達之助     ・橋本龍太郎 

・李承晩        ・佐藤栄作       ・★小渕恵三 

・金日成        ・朴正熙        ・森喜朗 

・下山定則       ・屋良朝苗      ・小泉純一郎 

・南原繁        ・小田実        ・安倍晋三 

・丸山真男       ・太田薫        ・福田康夫 

・大塚久雄       ・中内功        ・麻生太郎 

・川島武宜       ・松本清張      ・鳩山由紀夫 

・宮本常一       ・司馬遼太郎     ・菅直人 

・上原 専禄      ・三島由紀夫     ・野田佳彦 

・湯川秀樹      ・大江健三郎      ・鄧小平 

・太宰治        ・朝永振一郎 

・坂口安吾      ・江崎玲於奈 

・大岡昇平       ・家永三郎 

・野間宏        ・美濃部亮吉 
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             ・曇徴         ・玄昉         ・菅野真道     ・藤原隆家 

             ・橘大郎女      ・藤原広嗣      ・藤原緒嗣     ・★紀貫之 

・相沢忠洋      ・蘇我蝦夷      ・孝謙天皇      ・文室綿麻呂    ・空也 

・卑弥呼        ・蘇我入鹿      ・橘奈良麻呂    ・★嵯峨天皇    ・源信 

・壱与         ・山背大兄王     ・藤原仲麻呂    ・淳和天皇     ＝恵心僧都 

・獲加多支鹵大王  ・中臣鎌足      ＝恵美押勝     ・巨勢野足     ・★慶滋保胤 

・弓月君        ・阿倍内麻呂     ・道鏡        ・惟宗直本     ・三善為康 

・阿知使主       ・阿倍比羅夫    ・和気清麻呂    ・清原夏野     ・定朝 

・王仁          ・鬼室福信     ・藤原百川      ・景戒         ・巨勢金岡 

・司馬達等       ・天智天皇      ・山上憶良     ・小野篁       ・★藤原佐理、行成 

・鞍作鳥         ＝中大兄皇子   ・稗田阿礼     ・菅原道真      ・★藤原元命 

・大伴金村       ・持統天皇      ・太安万侶     ・最澄        ・平将門 

・筑紫国造磐井    ・刑部親王      ・舎人親王      ＝伝教大師    ・平貞盛 

・近江毛野       ・★犬上御田鍬   ・石上宅嗣      ・役小角      ・藤原秀郷 

・物部麁鹿火     ・粟田真人       ・山部赤人    ・藤原冬嗣      ・大江匡房 

・欽明天皇       ・阿倍仲麻呂     ・大伴家持    ・藤原良房     ・藤原清衡、基衡、秀衡 

・物部尾輿       ＝朝衡        ・行基        ・橘逸勢       ・崇徳上皇    

・崇峻天皇        ・井真成       ・鑑真        ・伴善男      ・俊寛 

・厩戸王         ・藤原清河      ・菩提僊那     ・藤原基経     ・鳥羽僧正覚猷 

・裴世清         ＝河清        ・和気広虫     ・★藤原頼通    ・以仁王 

・高向玄理        ・藤原不比等    ・桓武天皇     ・文室宮田麻呂  ・千葉常胤 

・旻            ・藤原武智麻呂、  ・伊治呰麻呂   ・張宝高       ・九条兼実 

・南淵請安       ・房前、宇合、麻呂 ・★阿弖流為   ・山春永       ・藤原泰衡 

・恵慈           ・橘諸兄       ・紀古佐美     ・奝然        ・和田義盛 

・秦河勝         ・吉備真備      ・坂上田村麻呂  ・成尋        ・大江広元 
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・三善康信       ・虎関師錬     ・朱元璋        ・善阿弥           

・★梶原景時      ・仙覚        ・祖阿         ・雪舟 

・★比企能員      ・卜部兼方     ・肥富         ・後藤祐乗 

・三浦義澄       ・金沢実時     ・瑞溪周鳳      ・村田珠光 

・畠山重忠       ・重源        ・李成桂        ・武野紹鴎 

・平賀朝雅       ・陳和卿      ・無涯亮倪      ・立阿弥 

・公暁          ・竹崎季長     ・宋希璟       ・池坊専慶 

・北条泰時       ・藤原隆信     ・尚巴志       ・東常縁 

・北条時房       ・粟田口吉光    ・蠣崎氏       ・四辻善成 

・三浦泰村        ・岡崎正宗    ・上杉禅秀      ・一条兼良 

・宗尊親王        ・長船長光    ・足利義教      ・吉田兼俱 

・安達泰盛        ・加藤景正    ・上杉憲実      ・二条良基 

・平頼綱         ・後醍醐天皇   ・結城氏朝      ・宗祇 

・法然           ＝尊治      ・赤松満祐      ・宗鑑 

＝源空          ・長崎高資    ・畠山満家      ・桂庵玄樹 

・親鸞          ・護良親王     ・足利義視      ・南村梅軒 

・一遍           ・楠木正成    ・足利義尚      ・万里集九 

＝智真          ・名和長年    ・斯波義敏      ・玄恵 

・日蓮           ・足利尊氏    ・斯波義廉      ・饅頭屋宗二 

・★蘭渓道隆       ・赤松則村    ・畠山義就     ・阿佐井野宗瑞 

・無学祖元        ・新田義貞    ・蓮如         ・一休宗純 

・貞慶＝解脱       ・菊池武時    ・富樫政親、泰高 ・三好長慶 

・明恵＝高弁       ・中原章賢    ・佐々木導誉    ・松永久秀 

・俊芿＝我禅       ・北畠親房    ・可翁        ・足利成氏 

・叡尊＝思円       ・足利直義    ・明兆        ・北条早雲、氏康 

・忍性＝良観       ・高師直      ・如拙       ・上杉謙信 

・度会家行        ・細川頼之    ・夢窓疎石     ・武田信玄 

・阿仏尼          ・懐良親王   ・春屋妙葩      ・毛利元就 

・鴨長明          ・今川了俊    ・絶海中津     ・陶晴賢 

・兼好法師         ・土岐康行   ・義堂周信      ・龍造寺氏 

・信濃前司行長      ・山名氏清   ・観阿弥、世阿弥  ・長宗我部氏 

・慈円            ・大内義弘                ・斎藤道三 


