
傘寿期（1938～1934）・米寿期（1933～1929）人名録 

傘寿 １９３８昭和１３年  米寿 １９３１昭和６年  赤字は去世者 

１９２８年（昭和３）年 

大堀敦子（1・1 ピアニスト） 池田大作（1・2 宗教家）岡井隆（1・5 歌人） 網野

善彦（1・22 常民文化） 馬場あき子（1・28 歌人） 暉峻淑子（2・5 生活経済） 増

田義郎（2・17 文化人類学） 上田哲（2・26 政治家・ジャーナリスト） 長沢和俊（２・

28 東西交渉史） 兼高かおる（2・28 旅行作家） 小島功（3・3 漫画家） 田辺聖子

(3・27 作家) 菊竹清訓（4・1 建築家） 古在由秀（4・1 天文学） 久里洋二（4・9 

アニメーション） 諸井虔（4・23 企業経営） 津村節子（6・5 作家） ドクター中松

(6・26 実業家) 蝋山道雄（8・11 国際政治） 唯是康彦（8・13 食糧経済） 三浦文

夫（社会保障・社会福祉） 五十嵐喜芳（9・8 声楽家） 古橋広之進（9・16 JOC会長） 

鈴木義司（9・26 漫画家） 羽仁進（10・10 評論家） 杉葉子（10・28 女優） 熊沢

喜久雄（11・14 植物栄養学） 宮尾盤（11・27 地方財政） 土井たか子（11・30 政

治家） 土本典昭（12・11 記録映画） 佐藤慶（12・21 俳優） 多木浩二（12・27 美

術評論）  

 

１９２９年（昭和４）年 

加藤郁乎（1・3 俳人） 三遊亭圓歌（1・10 落語家） 神山繁（1・16 俳優） 三木

多聞（2・6 美術評論) 田沼武能（2・18 写真家） 西川杏太郎（3・9 日本美術史） 

大塚正徳（3・10 薬理学） 三遊亭金馬（3・19 落語家） 犬塚弘（3・23 俳優） 津

本陽（3・23 小説家） 小沢昭一（4・6 俳優） 永井一正（4・20 デザイナー） 加

賀乙彦（4・22 小説家） 鈴木道彦（4・26 フランス文学） 平岡篤頼（5・2 フラン

ス文学） 仲谷昇（5・4 俳優） 大林太良（5・10 民族学） 板東三津五郎（5・14 歌

舞伎俳優） 奥平康弘（5・19 憲法学） 高橋治（5・23 小説家） 島田陽子（6・7 詩

人） 日野啓三（6・14 小説家） 都筑道夫（7・6 推理作家） 栗田勇（7・18 フラ

ンス文学） 笹原正三（7・28 レスリング協会） 磯村尚徳（8・9 ジャーナリスト） 早

坂暁（8・11 小説家） 松下圭一（8・19 政治学） サトウサンペイ（9・11 漫画家)  新

井直之(9・21 ジャーナリズム論）  中江利忠（10・4 ジャーナリスト） 志賀信夫（10・

23 放送評論） 高松英郎（10・24 俳優） 納谷悟朗（11・17 演出家） 奈良岡朋子

（12・1 俳優） 

 

１９３０（昭和５）年 

内田満（1・4 政治学） 菅野昭正（1・7 フランス文学） 我妻堯（1・9 母子保健） 

三宅久之（1・10 政治評論） 田中一光（1・13 デザイン） 新珠三千代（1・15 俳優） 

東松照明（1・16 写真家）   不破哲三（1・26 政治家） 大賀典雄（1・29 企業経営） 



小此木啓吾（1・31 精神医学） 粕谷一希（2・4 編集者） 荒瀬豊（2・15 マスコミ

史） 飯島耕一（2・25 フランス文学） 日高敏隆（2・26 昆虫学） 芝田進午（3・26 

社会学） 松山幸雄（4・1 ジャーナリスト） 竹村健一（4・7 評論家） 松永伍一（4・

22 評論家） 秋山駿（4・23 文芸評論） 加藤秀俊（4・26 社会学） 坂根厳夫（4・

27 科学評論） 高橋英夫（4・30 ドイツ文学） 半藤一利（5・21 作家） 熊井啓（6・

1 映画監督） 和田勉（6・3 演出家） 阿部進（6・11 教育評論）   平山郁夫（6・

15 画家） 妹尾河童（6・23 舞台美術） 深作欣二（7・3 映画監督） 秋谷栄之助（7・

15 宗教家） 高島忠夫（7・27 俳優） 芦田淳（8・21 服飾デザイン） 竹内宏（9・

13 経済評論） 有馬朗人（9・13 原子核物理） 石川喬司（9・17 評論家） 東野芳

明（9・28 美術評論）  佐藤忠男（10・6 映画評論） 野坂昭如（10・10 作家） 渡

部昇一（10・15 評論家）  水尾比呂志（11・7 造形学） 黒木和雄（11・10 映画監

督） 大庭みな子（11・11 作家） 佐々淳行（12・11 安全保障） 諸井誠（12・17 作

曲家） 小田島雄志（12・18 演劇） 

 

１９３１（昭和６）年      

行天豊雄（1・2 国際金融） 海部俊樹（1・2 政治家） 明石康（1・19 元国連事務次

長） 小松左京（1・28 作家） 牛尾治朗（2・12 企業経営）大岡信（2・16詩人・評論） 

高倉健（2・16 俳優） 朝吹登水子（2・27 作家） 白石かずこ（2・27 詩人） 常盤

新平（3・1 翻訳家） 篠田正浩（3・9 映画監督） 福原義春（3・14 企業メセナ） 三

浦哲郎（3・16  作家） 犬養智子（4・18 評論家） 猪谷千春（5・20 スキー） 野村

万作（6・22 狂言師） 磯崎新（7・23 建築家） 山口昌男（8・20 文化人類学） 鹿

野政直（8・20 歴史学） 岡野俊一郎（8・28 サッカー） 山田洋次（9・13 映画監督） 

曾野綾子（9・17 作家） 宇津井健（10・24 俳優） 正村公宏（11・15 経済学） 香

川京子（12・5 女優） 山本富士子（12・11 女優） 谷川俊太郎（12・15 詩人） 坂

田藤十郎（12・31 俳優） 

 

１９３２（昭和７）年 

二上達也（1・2 将棋棋士） 本多勝一（1・28 ジャーナリスト） 稲盛和夫（1・30 実

業家） 高階秀爾（2・5 美術評論） 広岡達朗（2・9 プロ野球） 白土三平（2・15 漫

画家） 世良譲（3・10 ピアニスト） 大沢啓二（3・14 プロ野球） 平岩弓枝（3・15 

作家） 早乙女勝元（3・26 作家） 大島渚（3・31 映画監督） 富田勲（4・22 音楽

家） 桂由美（4・24 ファッション） 高井有一（4・27 作家） 樋口恵子（5・4 評

論家） 黒井千次（5・28 作家） 小田実（6・2 07･7･30 評論家） 藤井裕久（6・24 

政治家） 宇井純（6・25 化学工学） 内橋克人（7・2 評論家） 遠藤実（7・6  作曲

家） 青島幸男（7・17 06・12・20 作家） 堂本暁子（7・31 千葉県知事） 岸恵子

（8・11 俳優） 小林亜星（8・11 作詞・作曲） 岩城宏之（9・6 指揮者） 杉浦康



平（9・8 デザイン） 石原慎太郎（9・30 都知事・作家） 五木寛之（9・30 作家） 

三浦雄一郎（10・12 プロスキーヤー） 森田実（10・23 政治評論） 渡辺美佐子（10・

23 俳優） 田中那衞（11・23 俳優） 仲代達矢（12・13 俳優） 

 

１９３３（昭和８）年     

森村誠一（1・2 作家） 三遊亭円楽（1・3 09・10・29 落語家） 市川昭介（1・4 作

曲家） 岡田茉莉子（1・11 俳優） 藤本義一（1・26 作家） 渡辺貞夫（2・1 音楽

家） 一柳慧（2・4 作曲家） 白籏史朗（2・23 写真家） 青井忠雄（3・3 企業経営） 

浅利慶太（3・16  演出家） 香西泰（3・22 日本経済論） 篠弘（3・23 歌人） 永

六輔（4・10 放送タレント）  天野祐吉（4・27 コラムニスト） 扇千景（5・10 女優・

政治家） 池坊専永（7・21 華道家元） 黒柳徹子（8・9 俳優） 菅原文太（8・16 俳

優） 渡辺淳一（10・24 作家） 池内淳子（11・4 俳優） 平幹二朗（11・21  俳優） 

中沢桂（11・23 声楽家） 柿沢弘治（11・26 政治家） 辻村ジュサブロー（12・15 人

形作家） 

 

１９３４（昭和９）年   

児玉清（1・1 俳優） 山口定（1・2 政治学） 芦田甚之助（1・13 労働運動） 宇野

亜喜良（3・13 イラスト） 大橋巨泉（3・22 タレント） 山崎正和（3・26  劇作家） 

坂口力（4・1 政治家） 橘家圓蔵（4・3 落語家） 黒川紀章（4・8 建築家） 堀田

力（4・12 弁護士） 田原総一朗（4・15 評論家） 大内順子（5・4 服飾評論） 広

中和歌子（5・11 政治家） 堤義明（5・29  企業経営） 田中克彦（6・3 言語学） 山

田太一（6・6  脚本家） 米倉斉加年（7・10 俳優） 降旗康男（8・19 映画監督） 酒

井田柿右衛門（8・26  陶芸家） 長部日出雄（9・3 作家） 小中陽太郎（9・9 作家） 

樋口陽一（9・10 憲法学） 筒井康隆（9・24 作家） 灰谷健次郎（10・31 児童文学） 

東陽一（11・14 映画監督） 井上ひさし（11・17 作家） 日比野弘（11・20 ラグビー） 

 

１９３５（昭和１０）年  

倉本聡（1・1 脚本家） 片岡我當（1・7 歌舞伎俳優)   柴田翔（1・19 ドイツ文学） 

白川義員（1・28 写真家） 大江健三郎（1・31 作家） 玉井義臣（2・6 交通問題） 

李恢成（2・26 作家） 松岡享子（3・12 児童文学） 矢野誠一（3・18 芸能評論） 畑

正憲（4・17 作家） 石丸晶子（4・26 女性史） 仰木彬（4・29 プロ野球） 美輪明

宏（5・15 歌手） 筑紫哲也（6・23 ジャーナリスト） 野村克也（6・29 プロ野球） 

堺屋太一（7・13 経済評論家） 富岡多恵子（7・28 作家） 吉行和子（8・9 俳優） 

羽田孜（8・24 政治家） 小沢征爾（9・1 指揮者） 宝井馬琴（9・13 講談家） 赤

塚不二夫（9・14 漫画家） 岡田真澄（9・22 俳優） 蜷川幸雄（10・15 演出家） 村

田栄一（12・23 教育評論） 



          

１９３６（昭和１１）年   

中村桂子（1・1 生命科学） 立川談志（1・2 落語家） 花輪莞爾（1・6 フランス文

学） 天野郁夫（1・7 高等教育） 操上和美（1・19 写真家） 湯川れい子（1・22 音

楽評論） 野際陽子（1・24 俳優） 猪俣猛（2・6 ドラム奏者） 長嶋茂雄（2・20 プ

ロ野球） 加茂雄三（3・6 ラテンアメリカ史） 西田篤弘（3・15 地球物理） 若松孝

二（4・1 映画監督） 一色一成（4・13 写真家） 田中努（4・17 環境政策） 栗原

彬（4・18 政治社会學） 伊藤誠（4・20 経済学） 中嶋嶺雄（5・11 アジア地域研究）  

柳田邦男（6・9 評論家） 司修（6・25 画家・作家） 横尾忠則（6・27 画家） 森

洋子（7・21 西洋美術） 林郁（8・18 作家） 宮下充正（9・2 スポーツ科学） 村

上陽一郎（9・9 科学史） 三谷太一郎（9・29 政治外交史） 北島三郎（10・4 歌手） 

桑原史成（10・7 報道写真） 江原真二郎（10・12 俳優） 越智道雄（11・3 比較文

化） さいとうたかを（11・3 劇画家） 舘野泉（11・10 ピアニスト） 清水邦夫（11・

17 劇作家） 山口崇（11・17 俳優） 里見浩太朗（11・18 俳優） 山崎努（12・2 俳

優） 森内俊雄（12・12 作家） 加瀬英明（12・22 評論家）   

      

１９３７（昭和１２）年  

山本學（1・1 俳優） 小篠弘子（1・15 服飾デザイナー） 成田絵智子（1・25 声楽）  

阿久悠（2・7 作詞家） 小平桂一（2・20 天文学） 山藤章二（2・20 イラスト） 江

戸京子（2・27 ピアニスト） 和田恵美子（3・18 衣装デザイン） 雪村いづみ（3・20 

歌手） 赤瀬川原平（3・27 画家・作家） 栗林忠男（3・29 国際法） 岩崎淑（4・3 

ピアニスト） 別役実（4・6 劇作家） 石弘光（4・9 財政学） 加山雄三（4・11 俳

優） 佐木隆三（4・14 作家） 大倉舜二（5・2 写真家） 漆原宏樹（5・8 バレエ） 

山口洋子（5・10 作家） 伊東四郎（6・15 俳優） 浅井慎平（7・1 写真家） 桐島

洋子（7・6 作家） 寺谷弘壬（7・17 国際関係） 緒形拳（7・20 俳優） 沢本徳美

（7・25 写真史） 守髄武雄（7・28 企業経営） 栗原達男（8・2 報道写真） 時津

風勝男（8・18 大相撲） 見田宗介（8・24 社会学） 白鳥令（8・26 政治学） 尾島

俊雄（9・2 都市環境） 片倉素子（10・17 比較文化） 林家木久扇（10・19 落語家）  

西江雅之（10・23 文化人類学） 立木義浩（10・25 写真家） 東海林さだお（10・30 

漫画家） 花井幸子（11・12 デザイン） 古井由吉（11・19 作家） 出井伸之（11・

22 企業経営） 平尾昌晃（12・24 作曲家）  

     

１９３８（昭和１３）年   

大林宣彦（1・9 映画監督） 渡辺武信（1・10 建築設計） 野沢那智（1・13 演出家） 

和田春樹（1・13 ロシア史） 細川護煕（1・14 政治家） 松本零士（1・25 漫画家） 

加藤諦三（1・26 心理学） 永井多恵子（1・30 放送文化） 加藤剛（2・4 俳優） 木



村太郎（2・12 ジャーナリスト） 清水哲男（2・15 詩評論） 境川尚（2・18 佐田の

山） 梅宮辰夫（3・11 俳優） 庭野日鑛（3・20 宗教家） 三澤千代治（3・29 住宅

建築） 島倉千代子（3・30 歌手） 近藤明仁（4･1 プロ野球） 内藤正敏（4・18 写

真家） 三宅一生（4・22 服飾デザイン） 鎌田慧（6・12 ジャーナリスト） 吉田ル

イ子（7・10 ジャーナリスト） 西尾勝（9・18 都市行政） 鷲尾悦也（9・20 労組連

合） 佐々木幸綱（10・8 歌人） 石井幹子（10・15 照明デザイン） 小林旭（11・3 

俳優歌手） 三留理男（12・1 報道写真）  

 

 

 

 


