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１．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「新聞リスト」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、電子資料）に一覧になっています。 

（２）県内の市町村図書館など 

 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」（http://iss.ndl.go.jp/）で、国立国会図書館や

全国の図書館などの所蔵が調べられます。形態別や出版地などでの検索もできます。 

＊「新聞」を選択して検索します。 

 

２．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 収録期間 所蔵館：請求記号・場所 

朝日新聞戦後見出しデータベース 1945(昭 20)～1999(平 11)年 

*西：1945(昭 20)～1995(平 7)年

（CD-ASAX50ｙｒｓ） 

中：新聞雑誌室 

西：ｶｳﾝﾀｰ〔DLS〕 

東：X071/2 ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ 
朝日新聞の戦後 55 年分の見出しを検索できます。記事本文は収録されていません。 

ＣＤ－ＨＩＡＳＫ 

朝日新聞記事データベース 

中：1993(平 5)～2004(平 16)年 

西：1993(平 5)～2001(平 13)年 

東：1985(昭 60)～2005(平 17)年

中：新聞雑誌室 

西：ｶｳﾝﾀｰ〔DLS〕 

東：ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ〔DLS〕 
朝日新聞 1 年分の記事が収録され、全文検索ができます。記事本文はテキストのみで、画像は収録されていません。 

ＣＤ－毎日新聞 西：1993(平 5)～2003(平 15)年 

東：1996(平 8)～2010(平 22)年+

西：ｶｳﾝﾀｰ〔DLS〕 

東：ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ〔DLS〕 
毎日新聞 1 年分の記事が収録され、全文検索ができます。記事本文はテキストのみで、画像は収録されていません。 

明治の読売新聞 1874(明 7)～1912(明 45)年 中：CD-ROM 閲覧用ﾊﾟｿｺﾝ 

東：X071/6 ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ 

大正の読売新聞 1912(大元)～1926(大 15)年 中：CD-ROM 閲覧用ﾊﾟｿｺﾝ 

東：X071/7 ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ 

昭和の読売新聞・戦前Ⅰ，Ⅱ 1926(昭 1)～1945(昭 20)年 東：X071/9 ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ 

昭和の読売新聞・戦後Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ 1946(昭 21)～1980(昭 55)年 東：X071/9 ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ 

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。 

日本経済新聞ＣＤ－ＲＯＭ版 

日経全文記事データベース 

東：1990(平 2)～2010(平 22)年+ 東：ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ〔DLS〕 

日本経済新聞 1 年分の記事が収録され、全文検索ができます。記事本文はテキストのみで、画像は収録されていません。 

全国版の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://www.library.pref.chiba.lg.jp/04booklist/newspaper/index.html
http://ref-ap.library.pref.chiba.lg.jp/tiku/tiku_search.php
http://iss.ndl.go.jp/


３．データベース 

県立図書館で利用できる、全国紙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 1945(昭 20)年～ 西：ｶｳﾝﾀｰ  

朝日新聞の記事が検索できます。1984 年までは見出しやキーワード検索、1985 年からは全文検索です。 

毎日 News パック 1987(昭 62)年～ 東：ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ 

毎日新聞の全文検索ができます。 

ヨミダス歴史館 1874(明 7)年創刊号～ 中：ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ閲覧用ﾊﾟｿｺﾝ 

読売新聞、The Daily Yomiuri の全文検索ができます。 

日経テレコン２１（日経限定版） 1981(昭 56)年 10 月～ 

見出し・一部記事抄録 

1975(昭 50)年 4 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・日経産業新聞・日経流通新聞（ＭＪ）・日経金融新聞の全文検索（一部記事は見出し・抄録のみ）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、職員が代行検索します（データベース：Ｇサーチ）。 

 

４．縮刷版 

縮刷版とは現物の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。 

書  名 所蔵館：所蔵期間 

朝日新聞縮刷版 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 年(大 10)年 12 月，1931(昭 6)年 1 月～1955 

(昭 30)年 12 月,1986(昭 61)年 1 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～ 

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) 

日本経済新聞縮刷版 中：1956(昭 31)年 9 月～ 

東：1998(平 10)年 1 月～ 

 

５．冊子 

（１）新聞集成  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。 

書  名（出版者） 収録期間 所蔵館：請求記号・場所 

新聞集成明治編年史 1～15 巻 （財政

経済学会） 

1862(文久 2)～1912(明 45)年 中：216/SH46 新聞雑誌室 

西：2106/41 書庫 

新聞集成大正編年史 大正元～14 年度

版 （明治大正昭和新聞研究会） 

1912(大元)～1926(大 15)年 中：2169/SH46 書庫 

新聞集成昭和編年史 昭和 2～32 年版+ 

（新聞資料出版） 

1927(昭 2)～1957(昭 32)年+ 中：217/SH46，2107/2 書庫 

中央・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。継続刊行中。 

http://nikkei.goo.ne.jp/nkg/pnews_detail_top.jsp


新聞集録大正史 1～15 巻 （大正出版） 1912(大元)～1926(大 15)年 中：2169/SH46 新聞雑誌室 

西：2106/45 一般開架 
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 1～27 巻 

（本邦書籍，ＳＢＢ出版会） 

1926(昭元)～1952(昭 27)年 中：217/SH46 新聞雑誌室 

西：2107/26 一般開架 

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 1～8 巻，総索引 

（毎日コミュニケーションズ） 

1868(慶応 4)～1912(明 45)年 中：216/ME25 一般開架 

西：2106/42 一般開架 

東：2106/26 参考開架 

大正ニュース事典 1～7 巻，総索引 

（毎日コミュニケーションズ） 

1912(大元)～1926(大 15)年 中：2169/TA24 一般開架 

西：2106/60 一般開架 

東：21069/4 参考開架 

昭和ニュース事典 1～8 巻，総索引 

（毎日コミュニケーションズ） 

1926(昭元)～1952(昭 27)年 中：217/SH97 一般開架 

西：2107/125 一般開架 

東：2107/25 参考開架 
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 1～50 巻 

（大空社） 

1947(昭 22)～1993(平 5)年 3

月 

中：2176/D83 書庫 

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。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（出版者） 収録期間 所蔵：請求記号・場所 

朝日新聞記事総覧・大正前期編 

（日本図書センター） 

1912(大元)～1919(大 8)年 6

月 

中：071/A82/1 新聞雑誌室 

西：0710/5/1 一般開架 

東：07103/2/2 参考開架 

朝日新聞記事総覧・大正編 1～3 

（日本図書センター） 

1919(大 8)年 7 月～1926(大

15)年 

中：071/A82 新聞雑誌室 

西：0710/5 一般開架 

東：07103/2 参考開架 

朝日新聞記事総覧・昭和編 

（日本図書センター） 

1926(昭元)～1989(昭 64)年 中：071/A82 新聞雑誌室 

西：0710/5 一般開架 

東：07103/2 参考開架 

朝日新聞記事総覧・平成編 1-42～45，

別巻 （日本図書センター） 

1989(平元)～2007(平 19)年 西：0710/5/3 一般開架 

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） 

1872(明 5)～1989(昭 64)年 中：071/38 新聞雑誌室 

西：07103/4 一般開架 

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 1～8 巻  

（毎日新聞社） 

1973(昭 48)～1980(昭 55)年 中：071/MA31 新聞雑誌室 

西：0710/7 一般開架 
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 年版～1994 年 （読売新聞社） 

1980(昭 55)～1994(平 6)年 中：071/Y81 新聞雑誌室 

西：0710/1(昭 57～) 一般開

架 
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。 

 



千葉県立図書館所蔵・全国版の新聞記事検索手段一覧
     □図書
     ◎ＣＤ－ＲＯＭ
     ！インターネット

＊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 昭和戦後 平成

全国紙全般 検索手段

□新聞集成明治編年史
　　　　　　　　　【中・西】
□明治ニュース事典
              【中・西・東】

□新聞集成大正編年史
　　　　　　　　　　　　【中】
□新聞集録大正史
　　　　　　　【中・西】
□大正ニュース事典
 　　　　　【中・西・東】

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)

縮刷版
  明21.7-大10.12 【東】 　          　大11.2-【中】 昭17-【西】 昭6-30,昭61-【東】

検索手段

大正元.7-
□朝日新聞記事総覧

　

 
            -平19【西】

　

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
明5.2-【中(平11まで)･西･東(平17まで)】

縮刷版
昭26-【中】 平9-【東】

検索手段

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
明7.11-【中(平1まで)･西】

縮刷版
昭33.9-【中】 昭43.8-【東】 昭46-平6【西】

検索手段

明治7.11-
◎明治の読売新聞

　
◎大正の読売新聞

昭61.9-
(！Gサーチ)

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
昭和44 -平13【中】 平13-【東】

検索手段
平4.9-
(！Gサーチ)

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
昭和44 -平13【中】 平13-【西】

検索手段
平9.4-
(！Gサーチ)

(ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ)
昭30-31【中】                               昭62-【西】

縮刷版
昭31.9-【中】 平10-【東】

検索手段

　 　

日本経済新聞

産経新聞

朝日新聞

毎日新聞
（東京日日）

読売新聞

東京新聞

□新聞集成昭和編年史　昭元-29+【中】
□新聞集成昭和史の証言　昭元-27【中・西】
□昭和ニュース事典　昭元-27 【中・西・東】
　

明5－昭64
□毎日新聞マイクロフィルム版索引【中・西】

　
　
　

   - 昭55

　　　　　　　 昭55－平6

  明17.5-昭47.12【中】  明21.7-【西】

！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-

◎昭和の読売新聞【東】

-昭64【中・東】

□読売ニュース総覧【中・西】

平2-
◎日経ＣＤ【東】

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

平5-15【西】平8-【東】
◎ＣＤ－毎日新聞

                        昭62-
！毎日Ｎewsパック【東】　（! Ｇサーチ）

昭48-昭55
□毎日ニュース事典【中・西】

！聞蔵Ⅱ【西】　昭20-　　　　(！Gサーチ　昭59.8-)

昭20-平11
◎戦後見出しDB【中・東】

【中・東】 【中・東】

　□ドキュメント戦後の日本　昭22-平5.3【中】

最近1年
！日経goo

明治7.11-
！ヨミダス歴史館【中】

 


