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１．検索手段 

 検索手段は、調べたい年によって、冊子、CD-ROM、データベースと異なります。調べたい年の検索手

段がない場合は、マイクロフィルムなどで新聞を通覧して探すことになりますので、効率よく探すにはある程

度年月日を特定しておく必要があります。 

＜年代別検索手段＞ 

1961(昭 36)～1973(昭 48) 

千葉県関係新聞記事索引
〔冊子〕 

1974(昭 49)～ 

1977(昭 52).12 

千葉版の話題〔冊子〕 

 1987(昭 62).7～現在 

千葉県関係新聞雑誌記事索引検索 
〔千葉県立図書館ＨＰ、1991(平 3)までは冊子もあり〕 

  
1977(昭 52).4～+ 

千葉日報縮刷版・CD-ROM 

     
データベース（全国紙千葉版） 

朝日 1988(昭 63).6～現在 など 

  

２．主な記事索引 

記事の見出しで探すことができる記事索引には次のものがあります。 

書名・データベース名〔形態〕 収録期間 所蔵館：請求記号 

千葉県関係新聞記事索引 

〔冊子〕 

1961(昭 36)年～1973(昭 48)年 中：新聞雑誌室，C027/C42T/7 千

葉県資料室雑誌 

西：C0270/3 
千葉日報、朝日・毎日・読売新聞などの千葉版から、主要新聞記事の見出しを主題別に編集したものです。千葉県立中央図書

館作成。 

千葉版の話題〔冊子〕 1974(昭 49)年～1977(昭 52)年 中：新聞雑誌室 

千葉県内の政治・経済・社会に関する主な記事の見出しを月ごとにまとめたものです。千葉県議会図書室作成。 

千葉県関係新聞・雑誌記事索引

〔Ｗｅｂ〕 

1987(昭 62)年 7 月～ Web 千葉県立図書館 HP 内 

菜の花ライブラリー 
※検索対象を選択して検索 

千葉日報の見出し、件名からの検索ができます。また、朝日・毎日・読売（主に東葛飾地域版）の 1987(昭 62)年 7 月から

1996(平 8)年 3 月までの検索ができます。1991(平 3)までは冊子もあります。千葉県立西部図書館作成。 

 

 

県紙や全国紙の千葉版で、千葉県に関する 

   新聞記事を探す手がかりをご案内します。 

 

 

 

 

 ＊収録期間の+は継続刊行中資料です。 

http://e-library.gprime.jp/lib_pref_chiba/wiki.view_file.form?file=%2F%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%83%BB%E9%9B%91%E8%AA%8C%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%B4%A2%E5%BC%95


３．「千葉日報」の縮刷版 

 
書  名 出版情報 所蔵館：所蔵期間 

千葉日報縮刷版 

1977(昭 52)年 4 月～2004(平 16)年 3 月 

（＊1976(昭 51)年 7 月は試作版があります） 

千葉日報社 中：新聞雑誌室 昭 51.7，昭 52.4～平 16.3 

西：昭 52.4～昭 57.9,平 3.1～平 16.3 (欠号：

平 4.1) 

東：昭 57.1～平 16.3 (欠号：昭 61.3,昭 62.8,

平 4.1,平 6.3) 
現物の新聞をそのまま縮小して冊子にしたもので、項目別の索引で記事を探すことができます。また、各月の巻頭には

「県内重要日誌」があります。 

千葉日報縮刷版 CD-ROM 版 

 2004(平 16)年 4 月～ 

千葉日報社 中：CD-ROM 閲覧用ﾊﾟｿｺﾝ 平 16.4～ 

西：平 16.4～ 

東：平 16.5～ 
各月ごとに、記事全文・見出し検索、日付・面数からの検索ができます。 

千葉日報社のホームページ 

「ちばとぴ ちばの耳より情報満載 千葉日報ウェブ（http://www.chibanippo.co.jp/）でも、 

2006年以降の主要記事を検索できます。 

 

４．データベース 

県立図書館で利用できる、全国紙千葉版の記事の全文検索や日付検索ができるデータベースです。 

データベース名 収録期間 利用可能館：場所 

聞蔵Ⅱ 1988(昭 63)年 6 月～ 西：ｶｳﾝﾀｰ 

朝日新聞（千葉版）の全文検索ができます。2009 年 10 月以降は千葉市以外の版も含め県内 5 地域版が検索できます。 

毎日 News パック 1994(平 6)年～ 東：ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ 

毎日新聞（千葉版）の全文検索ができます。 ※千葉市を含む地域に配付したもののみ採録。 

ヨミダス歴史館 1998(平 10)年 10 月～ 中：ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ閲覧用ﾊﾟｿｺﾝ 

読売新聞（千葉版）の全文検索ができます。 ※千葉市を含む地域に配付したもののみ採録。 

日経テレコン２１（日経限定版） 1987(昭 62)年 9 月～ 

 

中：ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ閲覧用ﾊﾟｿｺﾝ 

西：ｶｳﾝﾀｰ 

日本経済新聞（地方経済面・千葉）の全文検索ができます。 

最近１年分は「日経 goo」(http://nikkei.goo.ne.jp/nkg/pnews_detail_top.jsp)でも検索できます（表示は見出しのみ）。 

＊この他の新聞は、職員にご相談ください。 

 

５．各市町村別の新聞記事索引 

市町立図書館が作成している各市町に関する新聞記事索引です。 

書名・データベース名〔形態〕 収録期間 所蔵館：請求記号 

市川市関係新聞記事索引

〔冊子・Ｗｅｂ〕 
（市川市中央図書館） 

1993(平 5)年～2010(平 22)年+ 

Web は 

1993(平 5)年～2008(平 20)年 

中：C027/I14/1 千葉県資料室雑誌 

西：C027/4 

Web 市川市立図書館 HP 
（http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/db/1011.html） 

浦安市に関する新聞記事

索引   〔冊子〕 
(浦安市立図書館) 

1983(昭 58)年～1995(平 7)年 
累積版 1983-1987,1988-1992 

中：C027/U84/1 千葉県資料室雑誌， 

西：C027/5， 

累積版 C027/4/87，C027/14/92 

大網白里町に関する新聞

記事索引  〔冊子〕 
（大網白里町図書室） 

1990(平 2)年～1992(平 4)年 中：C027/O11/1 千葉県資料室雑誌 

柏市関係新聞記事索引 

〔冊子〕 
（柏市立図書館） 

1989(平 1)年～2002(平 14)年 中：C027/ka77/1 千葉県資料室雑誌 

西：C025/2 

http://nikkei.goo.ne.jp/nkg/pnews_detail_top.jsp
http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/db/1011.html


 

６．千葉県立図書館の所蔵新聞 

 千葉県立図書館では、全国紙の千葉版や地方新聞をマイクロフィルムなどで所蔵していますので、年月

日がわかれば、直接探すことができます。 

＜主な所蔵新聞＞ 

 紙  名 所蔵館：所蔵期間 

全国紙 

千葉版 

朝日新聞（千葉版） 中：大 13.8～（欠号あり），西：昭 62.1～，東：昭 64.1～ 

毎日新聞（千葉版） 中：大 4.6～（欠号あり），西：昭 2.1～，東：昭 64.1～ 

読売新聞（千葉版） 中：大 13.9～（欠号あり），西：昭 62.1～，東：昭 64.1～ 

千葉 

地方紙 

 

県紙 

千葉毎日新聞：千葉毎日新聞社 中：明 36.10-昭 15.10（欠号あり） 

千葉新報：千葉新報社 中：昭 15.11-昭 20.4（欠号あり） 

千葉新聞：千葉新聞社 中：昭 21.1-昭 31.11（欠号あり） 

千葉日報：千葉日報社 中・西・東：昭 32.1～ 

大衆日報：大衆日報社 中：昭 59.8～平 12.3，東：平 10.5.29～ 

房日新聞：房州日日新聞社 中：昭 59.4～（欠号あり） 

○詳しい所蔵状況はホームページの千葉県立図書館所蔵新聞をご覧ください。 

○千葉県立中央図書館「千葉県資料室」所蔵の新聞（原紙）については、直接、千葉県立中央図書館「千

葉県資料室」までお問合わせください。    

白井市関係新聞記事見出

し一覧 〔冊子〕， 

白井市関係新聞記事索引

〔Ｗｅｂ〕 
（白井市立図書館） 

2003(平 15)年～2012(平 24)年+ 

 

年版 2005(平 17)年～2012(平 24)年+ 

累積版 

2003(平 15)年～2010(平 22)年+ 

中：C025/4 千葉県資料室図書 

西：025/4 

Web 白井市立図書館 ＨＰ 

（http://www.center.shiroi.chiba.jp/ 

library/news/index.html） 

東金市に関する新聞記事

索引 〔冊子〕 
(東金市立東金図書館) 

1985(昭 60)年～2010(平 22)年+ 中：C027/To21/1/2 千葉県資料室雑誌 

東：C025/2（96-99,01-06+） 

成田市関係新聞記事目録

〔冊子・付ＣＤ－ＲＯＭ版〕 

 

成田市関係新聞記事 

データベース 〔Ｗｅｂ〕 
（成田市立図書館） 

1954(昭 29)年～2003(平 15)年+ 

 

 

1954(昭 29)年～2007(平 19)年+ 

中：C025/3/03 千葉県資料室図書 

*2004 年からは『成田市史研究』31 号

（2007.3）以降に掲載 

Web 成田市立図書館 ＨＰ 

（http://www.library.narita.chiba.jp/opw/ 

LOC/LOCNARITAOPWPORTAL.CSP） 
※情報ポータルで新聞記事にチェックを入れて検索 

野田市立図書館新聞記事

索引 〔Ｗｅｂ〕 
（野田市立図書館） 

1953(昭 28)年～2012(平 24)年+ Web 野田市立図書館 ＨＰ 

（http://www.library-noda.jp/homepage/ 

digilib/catalog/index.html） 

八千代市に関する新聞記

事索引 〔冊子〕 
（八千代市立図書館） 

2000(平 12)年～2009(平 21)年+ 中：C027/ﾔ千葉県資料室雑誌 

横芝光町新聞記事見出し

〔Ｗｅｂ〕 
（横芝光町立図書館） 

2006(平 18)年～ブログに掲載 

（カテゴリー：横芝光ニュース） 

Web 横芝光町立図書館 HP 内 

マロニエの花咲く横芝光町立図書館 blog 

横芝光ニュース 
（ http://blog.goo.ne.jp/hikari_library/c/8d9cde

5204b43e8dbc923da20deb17d0） 

四街道市に関する新聞記

事索引 〔冊子〕 
（四街道市立図書館） 

1986(昭 61)年 中：C027/Y94/86 千葉県資料室雑誌 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/search/newspaper/index.html
http://www.center.shiroi.chiba.jp/library/news/index.html
http://www.library.narita.chiba.jp/opw/LOC/LOCNARITAOPWPORTAL.CSP
http://www.library-noda.jp/homepage/digilib/catalog/index.html
http://blog.goo.ne.jp/hikari_library/c/8d9cde5204b43e8dbc923da20deb17d0


千葉県立図書館所蔵・千葉県に関する新聞記事検索手段一覧
     □冊子
     ◎ＣＤ－ＲＯＭ
     ！データベース

＊資料によっては欠号があります。所蔵館や詳しい所蔵状況については、ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

明治 大正 昭和戦前 平成

全般 検索手段

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)

縮刷版

CD-ROM
2004(平16).4-【中･西･東】

検索手段

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
1924(大13).8 -【中】 1987(昭62)-【西】 1989(昭64)-【東】

検索手段

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
1915(大4).6-【中】 1927(昭2)-【西】 1989(昭64)-【東】

検索手段

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
1924(大13).7 -【中】 1987(昭62)-【西】 1989(昭64)-【東】

検索手段

産経新聞
（千葉版）

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
　　　　　　　1953(昭28)-【中】 1989(昭64)-【東】

東京新聞
（千葉版）

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
1942(昭17).10 　　　　　　-1961(昭36).12【中】 　　1968(昭43).9-【中】

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
　　　1970(昭45)-【中】

検索手段

その他主な
地方新聞

（この他にも
あります）

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙ
ﾑ)
　　【中】

千葉新聞
明39-43.6

東海新聞
明30-40

房総日日
　大13.5-

千葉毎日
明36.10-

千葉庶民
大8.7-

房総新聞
昭5.9-15.10

　昭11.12

　　　昭15.10
　
     千葉新報
     昭15.4-
昭4.9

読売新聞
（千葉版）

毎日新聞
（千葉版）

　　　　　　　　　 　1987(昭62).7-1996(平8).3【県立ＨＰ】
　　　　　　　　　 　！千葉県関係新聞・雑誌記事索引検索
　
　　　　　　　　　　　　　　　　1988(昭63).6-
　　　　　　　　　　　　　　　　！聞蔵Ⅱ【西】

1976(昭51).7【中】,1977(昭52).4-【中･西】   1982(昭57)-【東】　-2004(平16).3

千葉新聞 昭21.1-31.11

　　　　　　日刊千葉新聞 昭32.6-33.2

20.4

昭和戦後

　　　　　　 　　 　1987(昭62).7-【県立ＨＰ】
　　　　　　 　 　　！千葉県関係新聞・雑誌記事索引検索

　　　　　　　　　□縮刷版目次・◎CD－ROM（各月）
　　　　　　　　　1977(昭52).14-

日本経済
新聞
（地方

経済面）

千葉日報

　　　　　　　　　　　1987(昭62).7-1996(平8).3【県立ＨＰ】
　　　　　　　　　　　！千葉県関係新聞・雑誌記事索引検
索
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994(平6)-
　　　　　　　　　　　                      　！毎日Nwesパック

　　　　　　　　　  　1987(昭62).7-1996(平8).3【県立ＨＰ】
　　　　　　　　      ！千葉県関係新聞・雑誌記事索引検索
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　1998(平10).10-
　　　　　　　　　　　　　                      ！ヨミダス歴史館
【中】

　
　　　　！日経テレコン21【中・西】
　　　　　　1987(昭62）.9-
　

　　　　　　　□千葉県関係新聞記事索引1961（昭36)-1973(昭48）【中・西】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　□千葉県の話題1974（昭和49)-1977(昭52）【中】

                              ！千葉県関係新聞・雑誌記事索引検索 1987(昭62).7-【県立ＨＰ】

朝日新聞
（千葉版）

　　　　           1957(昭32).1-【中･西･東】

 


