
№ 「前田利家」（著者） 「前田利長」（著者） 書　名（編著者） 発行社 発行年

1 利家様／大納言様 利長様／肥前守様／肥前様
亜相公御夜話（村井長明）　〔異題本：利家公御夜
話〕

（復刻版：石川県図書館協会）
1644以前
（1972復刻）

2 大納言様 利長公／肥前様／利長様
象賢紀略（村井長明）　〔異題本：利長公御代々お
ぼえ書〕

（復刻版：石川県図書館協会）
1644以前
（1972復刻）

3 故相国公 瑞龍院殿／瑞龍公 御夜話抄（今枝直方） （復刻版：石川県図書館協会）
1672

（1972復刻）

4 高祖 前田氏世譜（木下貞幹／加賀藩儒者） 1682

5 利長様／高岡様 拾纂名言記（毛利詮益編） 1682

6 【藩祖】（原本未確認） 利長公
金城隆盛私記（土屋義休）
〔『金城深秘録』（後藤彦三郎編、1826年）所収〕

（復刻版：石川県図書館協会）
1705

（1937復刻）

7 大納言利家／利家公／羽柴筑前守利家公 利長公／前田肥前守利長公／肥前守殿 三壺記（山田四郎右衛門） （復刻版：石川県図書館協会）
1704-11

（1972復刻）

8 高徳院様／大納言様 瑞龍院様 懐恵夜話（由比勝生） （復刻版：石川県図書館協会）
1719

（1972復刻）

9 大納言殿／大納言様／利家公
故肥前守殿／故肥前守様／肥前守／瑞龍院様／
利長様／高岡様／利長公

微妙公御直言（藤田安勝）　〔同異本も含める〕 （復刻版：石川県図書館協会）
1720

（1972復刻）

10 国祖 二世 国譜捷径（富田景周）
〔当館蔵「前田家歴代系譜」〕

1804

11 国祖／高徳公 世子／瑞龍公 越登賀三州志（富田景周） （復刻版：石川県図書館協会）
1819年迄成立

（1933復刻）

12 利家様／高徳院／利家公 利長様／利長公／瑞龍院様 金城深秘録（後藤彦三郎編） （復刻版：石川県図書館協会）
1826

（1937復刻）

13 高徳公 瑞龍公 瑞龍公御年表（有沢貞庸） 1837年以前

14 【藩主／藩祖】 【藩主】 越中宝鑑（渡辺市太郎 等編） 名古屋光彰館 1898

15 【藩祖／高徳公】 瑞龍公 加賀藩史稿（永山近彰著） 尊経閣（前田直行） 1899

16 【藩祖】／第一代 第二代／二世 加賀松雲公（侯爵前田家編修　近藤磐雄） 羽野知顕 1909

17 【加賀藩祖】／初代／高徳公 二代／瑞龍公 瑞龍公世家（永山近彰編）
高木亥三郎（侯爵前田利為家
扶）

1914

18 【初代加賀藩主】 【第二代加賀藩主】 加賀藩史料　編外備考（(財)前田育徳会著） 前田勝雄 1933

19 【加賀藩主前田家の祖】（花見朔巳） 記述なし（花見朔巳） 日本人名大事典　5（復刻版第3刷） 平凡社
1938

（1984復刻）

20
【第一世加賀藩主／藩祖】／前田氏の祖／初祖
／国祖

【第二世加賀藩主】／二世 石川県史　第二編（日置 謙） 石川県
1939再版

（1974年復刻）

21 【加賀藩祖】／初代 【第二代加賀藩主／加賀藩主第二代】 加能郷土事彙（日置 謙） 金沢文化協会 1943

22 【藩祖】
記述なし（「第三世加賀藩主前田利常公」）
（「加賀藩三代の藩主前田利常公」17代利建）

前田利常略伝（副田松園編） (財)前田育徳会 1958

23 【藩祖／初代藩主】 【二代目の藩主】 百萬石大名（蔵並省自） 桃源社（東京都） 1968

24 記述なし（和嶋俊二） 項目なし 石川県大百科事典 北國出版社 1975

25 記述なし（和嶋俊二） 【加賀藩主2代】（高瀬 保） 富山県大百科事典 富山新聞社 1976

26 安土桃山時代の武将（三鬼清一郎）
安土桃山・江戸時代前期の大名／【第二代金沢藩
主】（高澤裕一）

国史大辞典　13 吉川弘文館 1992

27 【加賀藩祖】 【加賀二代藩主】 富山県姓氏家系大事典 角川書店 1992

28 【加賀藩初代藩主】（和嶋俊二） 【加賀藩2代藩主】（奥村 哲） 石川県大百科事典 北國新聞社 1993

29
安土桃山時代の武将／【加賀藩始祖】（岩澤愿
彦）

安土桃山―江戸初期の大名／【加賀藩二代藩主】
（岩澤愿彦）

日本史大事典　6 平凡社 1994

30 安土桃山時代の武将（河村昭一）
江戸時代の外様大名／【加賀(金沢)藩第2代藩主】
（和泉清司）

朝日日本歴史人物事典 朝日新聞社 1994

31
安土桃山時代の武将／【加賀藩初代藩主】（若林
喜三郎）

安土桃山時代・江戸初期の武将／【加賀藩第2代
藩主】（若林喜三郎）

日本大百科全書(ニッポニカ) 小学館 1994

32 安土桃山時代の武将／【加賀藩主前田氏の祖】 大辞泉（デジタル大辞泉） 小学館 1995年初版

33 【加賀藩主前田家の祖】 【2代加賀藩主】 角川　新版　日本史辞典 角川書店 1996

34 安土桃山時代の武将／【加賀藩始祖】 安土桃山～江戸初期の大名／【加賀藩2代藩主】 世界大百科事典（第2版） 平凡社 1998

35 【加賀藩初代藩主】 【加賀藩二代藩主】 石川県姓氏歴史人物大辞典 角川書店 1998

36 安土桃山時代の武将
桃山・江戸前期の武将、大名／【加賀藩の2代藩
主】

岩波　日本史辞典 岩波書店 1999

37 【加賀百万石の藩祖】（花ヶ前盛明） 【加賀二代藩主】（池田公一） 前田利家のすべて（花ヶ前盛明編） 新人物往来社 1999

38
戦国-織豊時代の武将／【加賀金沢藩主前田家
の祖】

織豊-江戸時代前期の大名／【加賀金沢藩主前田
家2代】

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 講談社 2001

39 【加賀藩の始祖／加賀藩祖】 記述なし（利常を3代藩主とする） 利家・利長・利常（見瀬和雄） 北國新聞社 2002

40 【加賀藩初代藩主】 【二代目の加賀藩主】 こども金沢市史 金沢市 2002

41
安土桃山時代の武将／【加賀（金沢）藩主前田家
の祖】

百科事典マイペディア 日立ソリューションズ・ビジネス 2010

42 【加賀藩初代の藩祖】 【加賀藩の礎築いた2代藩主】 愛蔵版　ふるさと人物伝 北國新聞社 2010

43 安土桃山時代の武将／【加賀藩前田家の祖】
安土桃山～江戸時代初期の大名／【第2代加賀藩
主】

ブリタニカ国際大百科事典　小項目事典 ブリタニカ・ジャパン 2014

44 記述なし 【加賀藩二代藩主】（見瀬和雄）
新修　七尾市史15　通史編Ⅱ　近世（髙澤裕一編
集総括）

七尾市 2014

45 安土・桃山時代の武将／【金沢藩主前田家の祖】 安土桃山・江戸前期の大名／【加賀金沢藩主】 美術人名辞典（ネット） 思文閣

【表1】各種事典、著書類にみる前田利家、前田利長の記述事項（網かけは旧加賀藩領出版物）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（141112 仁ヶ竹）


