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縮刷版
ＣＤ（ＤＶＤ）－ＲＯＭ
データベース
冊子

全国版の新聞記事を探す手がかりをご案内
します。
※千葉県関係の新聞については、「千葉県の
新聞記事を探す」をご覧ください。

１．新聞記事を探す前に
新聞は、原紙・縮刷版・復刻版・マイクロフィルムなど、様々な形態で保管されています。
新聞記事を探すとき、分かっている情報によって調べる方法が異なります。
○掲載された新聞名や年月日が分かっている→新聞の所蔵館を探す（２へ）→３・４・５・６へ
○記事名（キーワード）のみ分かっている→５へ
・新聞の連載記事
・今までの国民体育大会の記事

など

２．新聞の所蔵館を探す
（１）千葉県立図書館
千葉県立図書館ホームページ「千葉県立図書館所蔵新聞」で調べられます。形態別（原紙・縮刷版・復刻
版・マイクロフィルム）で一覧になっています。
（２）県内の市町村立図書館など
千葉県立図書館ホームページ「新聞・雑誌総合目録検索」で調べられます。
（３）全国の図書館など
国立国会図書館ホームページ「国立国会図書館サーチ」で、国立国会図書館や全国の図書館などの所蔵
を調べられます。「国立国会図書館サーチ詳細検索」では、出版地などでの検索もできます。
※資料種別「新聞」を選択して検索します。

３．縮刷版
縮刷版とは、新聞をそのまま縮小して冊子にしたもので、目次や索引を使って関連するテーマの新聞記事を
探すことができます。
縮刷版の収録範囲以前のものは、データベースやマイクロフィルムで探すことができます。
書

名

朝日新聞縮刷版

所蔵情報（館：期間）
中：1922(大 11)年 2 月～（欠号：大 12.7、大 13.8、大 14.1、4～10、昭 3.5～9、12、昭 4.9、
昭 7.4～12.6、昭 37.8～9）
西：1942(昭 17)年 1 月～
東：1888(明 21)年 7 月～1921 (大 10)年 12 月、1931(昭 6)年 1 月～1955(昭 30)年 12 月、
1986(昭 61)年 1 月～2015（平 27）年 3 月

毎日新聞縮刷版

中：1951(昭 26)年 1 月～(欠号：昭 31.6、昭 37.1～2)
東：1997(平 9)年 1 月～2019(平 31)年 1 月

読売新聞縮刷版

中：1958(昭 33)年 9 月～
西：1971(昭 46)年 1 月～1994(平 6)年 12 月
東：1968(昭 43)年 8 月～(欠号：昭 47.11、昭 54.2、昭 57.4、平 6.7～8、平 9.7、平 9.9～10)

日本経済新聞

中：1956(昭 31)年 9 月～

縮刷版

東：1998(平 10)年 1 月～
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４．ＣＤ（ＤＶＤ）－ＲＯＭ
県立図書館で所蔵している新聞記事検索ができるＣＤ（ＤＶＤ）－ＲＯＭです。
ＣＤ（ＤＶＤ）－ＲＯＭ名
明治の読売新聞

収録期間
1874(明 7)年 11 月～1912(明 45)年 7 月

大正の読売新聞

1912(大元)年 7 月～1926(大 15)年 12 月

昭和の読売新聞戦前Ⅰ、Ⅱ
昭和の読売新聞戦後Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

1926(昭元)年～1945(昭 20)年
1946(昭 21)年～1980(昭 55)年

利用可能館：申込場所
中：新聞雑誌カウンター
東：カウンター
中：新聞雑誌カウンター
東：カウンター
東：カウンター
東：カウンター

読売新聞の記事を、キーワード・日付等によって検索できます。紙面イメージが見られます。

※朝日新聞（CD-HIASK）・毎日新聞・日本経済新聞の CD-ROM もあります。

５．データベース
県立図書館では、以下のデータベースを使って全国紙の記事のキーワード検索や日付検索ができます。
データベース名
聞蔵Ⅱビジュアル

収録期間
1879(明 12)年創刊号～

利用可能館：申込場所
中：新聞雑誌カウンター
西：カウンター
東：カウンター

朝日新聞の記事を検索できます。1985 年以降は全文検索方式で、テキスト本文を表示して読むことができます。

毎索

1872(明 5)年創刊号～

中：新聞雑誌カウンター
西：カウンター
東：カウンター

毎日新聞の記事を検索できます。1999 年までは、紙面イメージの日付検索もできます。

ヨミダス歴史館

1874(明 7)年創刊号～

中：新聞雑誌カウンター

読売新聞の記事を検索できます。2008 年 12 月以降の記事は、切り抜き紙面が付きます。

産経新聞データベース

1992(平 4)年 9 月 7 日～東京本社発行分
1998(平 10)年 12 月 15 日～大阪本社発行分

中：新聞雑誌カウンター
西：カウンター
東：カウンター

産経新聞の記事を検索できます。2014 年 1 月以降の東京朝刊、大阪夕刊は切り抜きイメージも検索可能です。
直近 90 日分の紙面を、産経電子版として閲覧できます。

中日新聞・東京新聞記事デー
タベース

中日新聞：1987(昭 62)年～
東京新聞：1997(平 9)年～

中：新聞雑誌カウンター

中日新聞・東京新聞の記事を検索できます。2010 年 4 月 1 日以降の記事は、切り抜きイメージも収録されています。

日経テレコン２１（日経限定版）

日本経済新聞：
見出しと一部記事抄録のみ：1975(昭 50)年 4 月～
全文：1981(昭 56)年 10 月～

中：新聞雑誌カウンター
西：カウンター

日経産業や日経 MJ などの日経新聞社発行紙や、業界の専門紙なども収録されています。(収録範囲は各紙で異なります。)
企業検索や人事検索もできます。

ELDB アカデミック(ELNET)

1988(昭 63)年～

中：新聞雑誌カウンター
西：カウンター
東：カウンター

全国紙・地方紙・専門紙を含む約 100 紙を、横断的に検索できます。

※掲載時期の詳細は、各データベースのホームページをご覧ください。

６．冊子
いろいろな新聞から主要な記事を集め、編集したものです。
（１）新聞集成
書 名
出版情報
所蔵情報（館：期間：請求記号）
新聞集成明治編年史
財政経済学会
中：1862(文久 2)年～1912(明 45)年：216/SH46
1～15 巻
西：1862(文久 2)年～1912(明 45)年：2106/41
新聞集成大正編年史
明治大正昭和新聞研 中：1912(大元)年～1926(大 15)年 12 月：2169/SH46
大正元～15 年度版
究会
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新聞集成昭和編年史
昭和 2～40 年版
※継続刊行中

新聞資料出版

中：1927(昭 2)年～1965(昭 40)年版 3：217/SH46、2107/2
東：1965(昭 40)年版 4～：2107/353

全国紙・地方紙多数から重要度の高い記事を採録しています。「明治編年史」の 15 巻は、事項等から検索できる大索引
です。「大正・昭和編年史」には総索引がなく、各巻の目次で検索します。出版社名は最新号のものです。

新聞集録大正史

大正出版

1～15 巻

中：1912(大元)年～1926(大 15)年：2169/SH46
西：1912(大元)年～1926(大 15)年：2106/45

大正期に発行された 272 種の新聞から、史料的価値の高い新聞記事を抜粋し、年月日順に編年体で整理したものです。第
15 巻は項目別の大索引になっており、15 年分の出来事が調べられます。各巻末にはその年の新聞広告も多数収録されて
います。

新聞集成昭和史の証言

本邦書籍、ＳＢＢ出版

1～27 巻

会

中：1926(昭元)年～1952(昭 27)年：217/SH46
西：1926(昭元)年～1952(昭 27)年：2107/26

昭和の日々の動きを、全国 300 余の新聞から抜粋し、編年形式に編纂したものです。各巻ごとに細目分類目次があり、20
巻は昭和元年～20 年のキーワード 50 音順索引になっています。21 巻は戦後編で各巻ごとに月日別目次、項目別目次、巻
末資料があります。

明治ニュース事典

毎日コミュニケーショ

1～8 巻、総索引

ンズ

大正ニュース事典

毎日コミュニケーショ

1～7 巻、総索引

ンズ

昭和ニュース事典

毎日コミュニケーショ

1～8 巻、総索引

ンズ

中：1868(慶応 4)年～1912(明 45)年：216/ME25
西：1868(慶応 4)年～1912(明 45)年：2106/42
東：1868(慶応 4)年～1912(明 45)年：2106/26
中：1912(大元)年～1926(大 15)年：2169/TA24
西：1912(大元)年～1926(大 15)年：2106/60
東：1912(大元)年～1926(大 15)年：21069/4
中：1926(昭元)年～1945(昭 20)年：217/SH97
西：1926(昭元)年～1945(昭 20)年：2107/125
東：1926(昭元)年～1945(昭 20)年：2107/25

毎日新聞の前身「東京日日新聞」を中心に、全国各地の地方新聞、「外務省日誌」、「文部省日誌」等の日誌類や官報類ま
で幅広く収録しています。総索引は、各巻ごとのニュースを事項、年次等から検索できます。

ドキュメント戦後の日本

大空社

1～50 巻、総目次

中：1947(昭 22)年～1985(昭 60)年：2176/D83/1-15、
21076/ 1/16-50

国立国会図書館が行っていた新聞切抜資料を復刻したものです。社会・政治・経済・文化・科学と自然編があります。

（２）各紙記事索引
書 名
朝日新聞記事総覧

出版情報
日本図書センター

大正前期編
朝日新聞記事総覧

日本図書センター

大正編 1～3
朝日新聞記事総覧

日本図書センター

昭和編 1～41
朝日新聞記事総覧

日本図書センター

所蔵情報（館：期間：請求記号）
中：1912(大元)年 7 月～1919(大 8)年 6 月：071/A82/1
西：1912(大元)年 7 月～1919(大 8)年 6 月：0710/5/1
東：1912(大元)年 7 月～1919(大 8)年 6 月：07103/2/2
中：1919(大 8)年 7 月～1926(大 15)年 12 月：071/A82
西：1919(大 8)年 7 月～1926(大 15)年 12 月：0710/5
東：1919(大 8)年 7 月～1926(大 15)年 12 月：07103/2
中：1926(昭 2)年 1 月～1989(昭 64)年 1 月：071/A82
西：1926(昭 2)年 1 月～1989(昭 64)年 1 月：0710/5
東：1926(昭 2)年 1 月～1989(昭 64)年 1 月：07103/2
西：1989(平元)年～1992(平 4)年：0710/5/3

平成編 1-42～1-45、別巻
朝日新聞縮刷版の各月巻頭の記事索引をまとめたものです。人名索引があります（大正前期編以外は別冊になっていま
す）。

毎日新聞マイクロ版索引

毎日新聞社

中：1872(明 5)年 2 月～1989(昭 64)年 1 月：071/38
西：1872(明 5)年 2 月～1989(昭 64)年 1 月：07103/4

毎日新聞に掲載された重要記事が年次別に検索できます。該当記事の年月日・掲載ページ・段数等が記載されています。

毎日ニュース事典
第 1～8 巻

毎日新聞社

中：1972(昭 47)年 1 月～1979(昭 54)年 12 月：071/MA31
西：1972(昭 47)年 1 月～1979(昭 54)年 12 月：0710/7

毎日新聞の記事を索引化したものです。

読売ニュース総覧
昭和 55 年～1994 年

読売新聞社

中：1980(昭 55)～1994(平 6)年：071/Y81
西：1982(昭 57)～1994(平 6)年：0710/1

読売新聞の記事の抄録です。企業名索引、連載索引、人名索引もあります。
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□図書
◎ＣＤ－ＲＯＭ
！インターネット

千葉県立図書館所蔵・全国版の新聞記事検索手段一覧
※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

全国紙全般

大正

昭和戦前

昭和戦後

平成・令和

□新聞集成明治編年史 □新聞集成大正編年史
□新聞集成昭和編年史 昭2-40+【中】
【中・西】
【中】
□新聞集成昭和史の証言 昭元-27【中・西】
□明治ニュース事典
□新聞集録大正史
□昭和ニュース事典 昭元-20 【中・西・東】
検索手段
【中・西・東】
【中・西】
□ドキュメント戦後の日本 昭22-昭60【中】
□大正ニュース事典
昭63【中・西・東】
！ELDBアカデミック【中･西･東】
(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)

縮刷版

明17.5-昭47.12【中】 明21.7-【西】
明21.7-大10.12 【東】

大11.2-【中】

昭17-【西】

昭6-30,昭61-平27.3【東】

大元.7□朝日新聞記事総覧

朝日新聞

-昭64【中・東】 -平4【西】

昭20-平11 ◎戦後見出しDB 【中･東】

検索手段
平5-16【中】平5-13【西】昭60-平17【東】
◎CD-HIASK

明12！聞蔵Ⅱ【中･西･東】

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)

明5.2-【中(-平11.12)･西･東(-平17)】
昭26.1-【中】

縮刷版

平9-平31.1【東】

明5－昭64
□毎日新聞マイクロ版索引【中・西】

毎日新聞
（東京日日）

昭47-昭54
□毎日ニュース事典【中・西】

検索手段

平5-15【西】平8-23【東】
◎ＣＤ－毎日新聞

明5 ！毎索【中･西･東】
(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)

明7.11-【中(-平1.12)･西】
昭33.9-【中】

縮刷版
明7.11◎明治の読売新聞
【中・東】

読売新聞

◎大正の読売新聞
【中・東】

◎昭和の読売新聞
【東】

昭43.8-【東】

昭46-平6【西】

- 昭55

検索手段

昭55－平6
□読売ニュース総覧【中・西】

明7.11！ヨミダス歴史館【中】

昭44.1-平13.12【中】

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)

産経新聞

平13-【西】

平4.9！産経新聞記事データベース【中･西･東】

検索手段

昭44.1-平13.12【中】

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)

東京新聞

平13-22.12【東】

平9！中日新聞東京新聞記事データベース【中】

検索手段

昭30.1-31.12【中】

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)

昭31.9-【中】

縮刷版

昭62-【西】
平10-【東】

！日経テレコン21【中・西】
見出し・一部記事の抄録のみ昭50.4全文収録昭56.10-

日本経済新聞
検索手段

平2-25
◎日経ＣＤ【東】
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