
　新聞記事は速報性に優れ、最新の時事問題や話題の事物についての情報を幅広く入手することができ
ます。新聞記事データベースでは、キーワードで検索し、膨大な記事の中から特定の記事を見つけ出す
ことができます。通常、記事全文の閲覧が可能ですが、記事によっては見出しのみの場合や、写真や図
表が確認できない場合もあります。さらに、データベースの収録対象期間でないこともあります。そ
うした場合、「縮刷版」などで原紙の記事を確認してください。
　また、数種類の新聞記事の中から重要と思われる記事を時代ごとにまとめた「新聞集成」、「ニュース
事典」も新聞記事の検索に活用できます。

8 − 1　新聞記事データベース
【朝日新聞の記事をさがす】
①�　聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞記事データベース） V

明治 12（1879）年以降の朝日新聞の掲載記
事を検索できます。沖縄を除く 46 都道府県の
全地域面の記事も検索できます。「AERA（ア
エラ）」創刊号からの記事や「週刊朝日」のニ
ュース記事も検索対象です。他にも「アサヒグ
ラフ」の 1923 年創刊から 1956 年までをデジタ
ル収録しています。
また、manaba 経由でも利用できます。
manaba からはスマホ版聞蔵Ⅱにもアクセスで
きます。（過去 10 年分の記事を利用可能）
②�　CD − ROM 朝日新聞号外 図〔C071/A82〕
1879（明治 12）年の堂島米相場から 1998 年
サッカーＷ杯まで約 5000 枚の朝日新聞号外を
収録しています。

【読売新聞の記事をさがす】
③�　ヨミダス歴史館（読売新聞記事データベー

ス） V
明治 7（1874）年の創刊から平成元（1989）
年までの読売新聞紙面イメージ、昭和 61（1986）
年からの読売新聞記事テキスト（2008 年 12
月以降紙面イメージあり）を検索できます。ま
た、1989 年以降の読売の英字新聞「The� Japan�
News」を収録しています。
④�　明治・大正・昭和の読売新聞（CD − ROM）

【中央図書館 2 階専用端末】 図〔CZ07/Y15〕
明治・大正・昭和時代の読売新聞の全文記事
データベース。明治 7（1874）年の創刊から昭
和 45（1970）年までの記事を収録しています。

【日本経済新聞の記事をさがす】
⑤�　日経テレコン V

日本経済新聞の明治 9（1876）年 12月の創刊
から昭和 49（1974）年までの紙面イメージと、
1975年以降の日本経済新聞・日経産業新聞・日
経金融新聞・日経MJ（流通新聞）が検索でき
ます。（1981.10 ～全文検索可能）また、2008
年 1 月 20 日創刊準備号以降の日経ヴェリタス
も収録しています。その他、企業情報、人事情
報、統計データなども検索可能です。
⑥�　日経テレコン（フルメニュー版） 図

【レファレンスルーム内の PC で申込制】
上記⑤の他、北海道新聞、河北新報などの地
方紙、日刊工業新聞など専門紙の検索が可能。

【毎日新聞の記事をさがす】
⑦�　毎索 V
明治 5（1872）年の創刊号から毎日新聞記事
を利用できますが、年代によって検索・閲覧で
きるデータが異なります。
明治 5（1872）年から昭和 61（1986）年までは、

『毎日新聞マイクロ版索引』〔M071/Ma31〕に掲
載の重要記事見出しからしか検索できません。
その他、世論調査のデータベースや、「The�
Mainichi」、「週刊エコノミスト」（1989 年以降）
の記事が利用できます。

【産経新聞の記事をさがす】
⑧�　産経新聞データベース V
産経新聞の1992年 9月 7日以降の東京本社発
行の記事、1998 年 12 月 15日以降の大阪本社発
行の記事を収録しています。
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【縮刷版・ダイジェスト】
①�　各新聞の縮刷版
１ヶ月毎にその月の重要日誌と主題分野別記
事索引がついています。
☆日本経済新聞には件名の 50 音順インデック
スがついています。

②�　月刊新聞ダイジェスト
13（1978）─50，51（1─5）（2017）
〔Z07/G40　中央・雑誌コーナー〕

③�　新聞月報
203（1964）─552（1992）〔Z07/S5　中央〕欠

号あり

【新聞記事索引】
明治・大正・昭和期の新聞記事をさがすには、
下記の資料が便利です。特定の新聞の記事索引
であっても、時事問題の掲載日が特定できれば、
他紙の縮刷版の記事をさがす際に役立ちます。
④�　朝日新聞記事総覧〔M070.3/A82　中央〕
大正前期編、大正編、昭和編、昭和戦後編、
平成編からなる朝日新聞の記事索引です。対象は、
大正元年～平成4年までです。
⑤�　読売ニュース総覧−読売新聞の索引と抄録−

1980─1993〔M070.5/Y81　参考〕
その年の１～ 12 月までの読売新聞に掲載さ
れたニュース記事を抄録化したものです。

【外国語の新聞記事をさがす】
⑨�　LexisNexis Academic V

LexisNexis 提供の総合データベース。世界各
国の新聞（The�New�York�Times,�The�Washington�
Post など）の検索、全文閲覧が可能です。
⑩�　ProQuest V  学認

世界各国の新聞を検索できる他、Historical 

Newspapersでは「The�New�York�Times」「The�
Washington� Post」「The� Guardian」「The�
Observer」を創刊号から収録しています。
⑪�　The Times Digital Archive 1785 − 2012 V  学認

創刊（1785 年）から 2012 年までの「The�
Times」全紙面を収録したデータベースです。
2013 年 以 降 は LexisNexis Academic、
ProQuestから利用可能です。

⑫�　Financial Times Historical Archive 1888 ─ 2010

V  学認

イギリスで発行されている日刊経済紙
「Financial�Times」の創刊号（1888年）から2010
年までの全紙面を収録したデータベースです。
2011 年 以 降 は LexisNexis Academic、
ProQuestから利用可能です。

【その他】
⑬�　iJAMP V

時事通信社が提供する行政情報サービスで
す。目的別検索より、1996 年 10 月以降の行政・
一般ニュースを検索し、閲覧できます。
⑭�　沖縄タイムス記事データベース
1997 年以降の沖縄タイムスに掲載された記事
を収録しています。
⑮�　神戸大学附属図書館新聞記事文庫 Free
<http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/>
神戸大学経済経営研究所作成。
商業経済を中心とした新聞切抜資料より、明
治末から昭和 45 年までの記事をキーワードか
ら検索し、一部を閲覧できます。

8 − 2　冊子体の検索ツール
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⑥�　毎日ニュース事典−毎日新聞記事抄録−
1973─1980〔M070.5/Ma31　参考〕
昭和47年から54年の8年間の記事索引です。

⑦�　明治ニュース事典−新聞記事の索引と抄録−
慶応 4年─明治 45 年〔M210.6/Me25　参考〕

⑧�　大正ニュース事典　大正元年─15 年
〔M210.69/Ta24　参考〕

⑨�　昭和ニュース事典　昭和元年─20 年
〔M210.7/Sh97　参考〕

その他に、年代が限られますが、新聞記事索
引として下記のものがあります。

⑩�　ニュース・イヤブック−朝日新聞の索引と抄録−
1973─1975〔M070.3/A82　中央〕

⑪�　新聞雑誌記事カタログ　1981/82
〔M039/Sh59　中央〕

⑫�　戦後国内重要ニュース索引　昭和 20 年 8 月─
昭和 34 年 12 月〔M039/Ko13　参考〕

【新聞集成・集録】
数種類の新聞の記事の中から、重要と思われ
るものを収録したものとして、「新聞集成・集
録」があります。明治・大正・昭和の各時代別
にまとめられたものとして、索引が付いている
下記の 3点が便利です。

⑬�　新聞集成明治編年史　文久 2年─明治 45 年
〔M210.6/Sh59　中央〕

⑭�　新聞集録大正史　大正元年─15 年
〔M210.69/Sh59　中央〕

⑮�　新聞集成昭和史の証言　昭和元年─27 年
〔M210.7/Sh59　中央〕

その他に、新聞集成・集録として下記のもの
もあります。

⑯�　日本初期新聞全集　安政 4年─明治 6年
〔070.21/N77　中央大型〕

⑰�　新聞集成大正編年史　〔M210.69/Sh59　中央〕

⑱�　新聞集成昭和編年史
〔M210.7/Sh59　中央〕継続刊行中

⑲�　新聞記事資料集成〔M071/Ko13　中央〕
明治 44 年から昭和 19 年までの記事を、企
業・経営編、貿易編、労働編、社会編に分編し
て収録しています。
⑳�　新聞記録集成明治・大正・昭和大事件史
〔M210.6/I72　中央〕

㉑�　幕末明治新聞全集　文久─明治５年
〔M070.21/Ki39　中央〕

㉒�　新聞にみる明治百年（読売年鑑1968年版別巻）
〔M210.6/Sh59　中央〕

㉓�　朝日新聞重要紙面の七十五年
明治 12 年─昭和 29 年〔M210.6/A82　中央〕

㉔�　朝日新聞社会面で見る世相 75 年　1879─1954
〔M210.6/A82　中央〕

㉕�　朝日新聞 100 年の重要紙面　1879─1979
〔M071/A82　中央〕

㉖�　朝日新聞の重要紙面でみる　1973─1989
〔M071/A82　中央〕

㉗�　朝日新聞の重要紙面　1990─1998
〔M071/A82　中央〕

㉘�　朝日新聞に見る日本の歩み　1912─1972
〔210.6/A82　中央大型〕

【アメリカの新聞記事をさがす】
㉙�　New York times index

1938─1945,�1990─2001
〔M071.3/N53　参考・中央〕

㉚�　Washington post index

1989─2003〔M071.3/W31　中央〕
㉛�　The Official Washington post index

1979─1988〔M071.3/W31　中央〕

【社説をさがす】
㉜�　新聞論潮
217（1987）─283（1992）〔Z07/S25　中央〕
全国紙・地方紙の社説を掲載しています。

㉝�　新聞社説索引集−朝日・読売・毎日・産経・
日経─　1980─1989〔M027.5/To46　参考・中央〕
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