マークの付いているものは、本学図書館ホームページのデータベースメニューまたはリンク集か
らサイトに入ることができます。地下 1 階 AV・情報メディアルーム のパソコンもご利用ください。

朝日新聞（日刊） [ 4 階 新着雑誌コーナー ]
最新 1 ヶ月分が、新聞架に保管してあります。ご自由にご覧ください。
朝日新聞記事データベース「聞蔵 II ビジュアル」
〈記事検索と本文〉
1879 年から当日の朝刊までの朝日新聞記事データベースがインターネットを通して利用できます。
朝日新聞 1985～・週刊朝日・AERA
1985 年からの本紙、沖縄を除く 46 都道府県の地域面、週刊朝日(2000 年 4 月以降ニュース面のみ)、
AERA（創刊号から）を収録。2005 年 11 月以降は切り抜きイメージの表示もできます。
朝日新聞縮刷版 1879～1999
創刊から 1999 年までの本紙と号外・付録を収録。紙面イメージが PDF ファイルで表示されます。
他に 知恵蔵(最新版) 人物データベース 歴史写真アーカイブ アサヒグラフ(1923～1956)
International Herald Tribune / The Asahi Shimbun (2001.4～2011.2) (英字新聞)
AJW（Asia & Japan Watch）(2011.3～) (英文ニュース)も利用できます。
KOTAKA-net に接続されているパソコンからご利用ください。

朝日新聞縮刷版 [ P071 千代田/4 階 新着雑誌コーナー，第 1，３閉架 ]
1927 年(昭和 2 年)１月～最新刊まで（欠号：1951 年 10 月･11 月、1952 年 2 月、1968 年 8 月）
。
1927 年(昭和 2 年)１月～1969 年(昭和 44 年)まで 4 階雑誌カウンターでご請求ください。
1970 年(昭和 45 年)１月～最新刊まで 4 階新着雑誌コーナーにあります。ご自由にご覧ください。
朝日新聞〈復刻版〉
「大正編」
（日本図書センター 刊）[ P071 千代田/第１閉架 ]
1912 年(大正元年)7 月～1926 年(大正 15 年)まで。
朝日新聞〈復刻版〉
「明治編」
（日本図書センター 刊）[ P071 千代田/第１閉架 ]
1888 年(明治 21 年)7 月～1912 年(明治 45 年)6 月まで。

朝日新聞（前身）
めざまし新聞 復刻版（不二出版 刊）
（原本の出版者：見光社）
1887 年(明治 20 年)4 月～1888 年(明治 21 年)7 月。[ P071 千代田/第１閉架 ]
燈新聞 復刻版（不二出版 刊）
（原本の出版者：見光社）
1886 年(明治 19 年)1 月～1887 年(明治 20 年)2 月。[ P071 千代田/第１閉架 ]
自由燈 復刻版（不二出版 刊）
（原本の出版者：見光新聞社）
1884 年(明治 17 年)5 月～1886 年(明治 19 年)1 月。[ P071 千代田/第１閉架 ]

日 刊 新 聞
4 階新着雑誌コーナーの新聞架には下記の新聞が置いてあり、自由に閲覧できます。(2 ヶ月分保存)
朝日新聞
毎日新聞
日本経済新聞
産経新聞
読売新聞
The Japan Times

学内専用データベースで探す
学内の KOTAKA-net に接続されているパソコンからご利用ください。
★ 同時に利用できる人数に制限がありますので、ご利用後は他の利用者のために速やかにログアウト
してください。
聞蔵 II ビジュアル（朝日新聞） 同時アクセス数 2
前 述

毎索（毎日新聞）
同時アクセス数 1
1872 年 3 月 29 日の創刊から当日までの記事が利用できます。
毎日新聞記事検索 1987 年からの本紙、沖縄を除く 46 都道府県の地方版の記事本文および創刊号から
1986 年までの主要記事見出しキーワードを収録。
毎日新聞紙面検索 創刊号から 1999 年までの紙面イメージを収録。
電子縮刷版 1989 年から 1999 年までの紙面イメージを FLASH 形式で閲覧できます。
週刊エコノミスト記事検索 1989 年 10 月から現在までの記事を収録。
以上のデータベースを 簡易検索 で一括検索して本文表示ができます。
他に 今日の新聞
ニュース速報
毎日ヨロンサーチ(1945.10～)
The Mainichi(2008.6～)
(英字新聞)なども利用できます。
ヨミダス歴史館（読売新聞）
同時アクセス数 1
1874 年の創刊から前日までの記事が利用できます。
明治・大正・昭和 1874 年 11 月 2 日から 1989 年 12 月 31 日までの本紙を収録。紙面は PDF ファ
イルで表示されます。
平成 1986 年 9 月 1 日から前日までの本紙と沖縄を除く 46 都道府県の地域版を収録。2008 年 12
月以降は切り抜きイメージの表示もできます。
他に The Japan News(1989.9～) (英字新聞)と 現代人名録 も利用できます。
日経テレコン 21（日経各紙） 同時アクセス数の制限なし
1975 年以降の日経各誌(日本経済新聞、日経産業新聞、日経 MJ(流通新聞)、日経金融新聞(※)) 、日経
地方経済面、日経プラスワン、日経マガジン(※)の記事検索・本文表示のほか、企業情報等も検索でき
ます。
※「日経金融新聞」は 2008 年 1 月 31 日で休刊、
「日経マガジン」は 2012 年 3 月 18 日号まで収録。
※「日本経済新聞（明治から戦後まで）
」
「産経新聞」
、地方紙、専門紙については、利用者の方に代
わって職員が検索(代行検索)します。図書館 1 階カウンターでお申し込みください。
代行検索で利用できる新聞の情報など、詳しくは日経テレコンのホームページ
http://t21help.nikkei.co.jp/contact/post.html でも確認できます。
Press Reader
同時アクセス数の制限なし
世界の新聞・雑誌を収録するデータベース。当日分から最大 90 日前までの新聞の全文・画像を
見ることができます。(収録期間は新聞により異なります) 記事の見出し・本文からキーワード検
索が可能で、日付・言語・国名を指定して記事を探すことができます。

インターネットで探す
新聞社のニュースサイトには速報ニュースが掲載されます。新聞掲載記事とは異なりますので、各社
の記事データベースとあわせてご利用ください。新聞社のニュースサイトは無料で利用できます。
朝日新聞 DIGITAL (朝日新聞) http://www.asahi.com/
毎日新聞 (毎日新聞) http://mainichi.jp/
YOMIURI ONLINE (読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/
日本経済新聞 (日本経済新聞) http://www.nikkei.com/
産経ニュース (産経新聞) http://www.sankei.com/

本学図書館では、朝日新聞のほかにも下記の縮刷版や複製があります。

縮 刷 版
読売新聞 1970 年 7 月～最新刊 [ P071 千代田/第１，３閉架 ]
毎日新聞 1954 年 1 月～1 最新刊 (欠号：1963 年、1964 年 10 月) [ P071 千代田/第１，３閉架]
日本経済新聞 1953 年 4 月～1975 年 6 月 [ P071 多摩 ]
1989 年 6 月～最新刊 [ P071 多摩 ]

冊子体複 製
横浜毎日新聞 復刻版（不二出版 刊）
（原本の出版者：横浜活版社）
1870 年(明治 3 年)12 月～1872 年(明治 5 年)6 月、1876 年(明治 9 年)9 月～1879(明治 12 年)11 月
[ P071 千代田/第１閉架 ]
官許横浜毎日新聞 復刻版（不二出版 刊）
（原本の出版者：横浜活版社）
1872 年(明治 5 年)6 月～1876 年(明治 9 年)9 月。[ P071 千代田/第１閉架 ]
東京横浜毎日新聞 復刻版（不二出版 刊）
（原本の出版者：毎日新聞社）
1879 年(明治 12 年)11 月～1886 年(明治 19 年)4 月。[ P071 千代田/第１閉架 ]
毎日新聞 復刻版（不二出版 刊）
（原本の出版者：毎日新聞社）
1886 年(明治 19 年)5 月～1906 年(明治 39 年)6 月。[ P071 千代田/第１閉架 ]
郵便報知新聞 復刻版（柏書房 刊）
（原本の出版者：太田金右衛門→報知社）
1872 年(明治 5 年)6 月～1894 年(明治 27 年)12 月。[ P071 保存書庫 ]
時事新報 復刻版（龍渓書舎 刊）
（原本の出版者：時事新報社）
1882 年(明治 15 年)3 月～1908 年(明治 41 年)12 月。[ P071 千代田/第１閉架 ]
都新聞 復刻版（柏書房 刊）
（原本の出版者：都新聞社）
1889 年(明治 21 年)11 月 16 日～1938 年(昭和 13 年)8 月。[ P071 多摩 ]
万朝報 復刻版（日本図書センター 刊）
（原本の出版者：朝報社）
1892 年(明治 25 年)11 月～1920 年(大正 9 年)12 月。[ P071 千代田/第１閉架 ]
Japan Weekly Mail 復刻版（Edition Synapse 刊）
（原本の出版者：Japan Mail Office）
1870 年(明治 3 年)1 月～1917 年(大正 6 年)10 月。[ P071 千代田/第１閉架 ]

マイクロフィルム
千代田校図書館 1 階カウンターでお申し込みください。
読売新聞 1874 年(明治 7 年)11 月 2 日～1970 年(昭和 45 年)6 月。[ 千代田/第１閉架 ]
時事新報 1882 年(明治 15 年)～1936 年(昭和 11 年)。[ 千代田/第１閉架 ]

明治ニュース事典（全 9 巻）
（毎日コミュニケーションズ）[ 210.6 / Me258 千代田/２階 参考書架 ]
1868 年(慶応 4 年)～1912 年(明治 45 年)7 月までの新聞約 240 紙から主要記事を収集し、選択された
記事は全文を掲載。常用漢字、現代かなづかいで再編集してある。年代毎にテーマ別五十音順配列。
第 9 巻:総索引。
大正ニュース事典（全 8 巻）(毎日コミュニケーションズ）[ 210.69 / Ta243 千代田/２階 参考書架 ]
1912 年(大正元年)7 月～1926 年(大正 15 年)までの新聞約 80 紙から主要記事を選択。
「明治ニュース事典」とほぼ同様の形式で編集。第 8 巻:総索引。

昭和ニュース事典（全 9 巻）(毎日コミュニケーションズ）[ 210.7 / Sh9711 千代田/ ２階 参考書架 ]
1926 年(昭和元年)～1945 年(昭和 20 年)までの主要な新聞記事を収録。第 9 巻:総索引。
新聞集成明治編年史（全 15 巻）
（明治大正昭和新聞研究会）[ 210.6 / Me252 文系図書室 ]
1862 年(文久 2 年)～1912 年(明治 45 年)までの 200 紙以上の新聞から重要な記事をあらゆる分野から
採録。第 15 巻:全巻索引。
新聞集成大正編年史 （明治大正昭和新聞研究会）[ 210.69 / Ta24 千代田/第１閉架 ]
1912 年(大正元年)～1926 年(大正 15 年)までの新聞記事から重要な記事をあらゆる分野から採録。
新聞集成昭和編年史 （明治大正昭和新聞研究会）[ 210.7 / Sh972 千代田/第１閉架 ]
昭和期の主要な新聞記事をあらゆる分野から採録。特に社会面を重視。
1927 年(昭和 2 年)～1964 年(昭和 39 年)まで刊行。以後継続刊行中。
新聞集録大正史（全 15 巻）
（大正出版 刊）[ 210.69 / Sh59 千代田/第１閉架 ]
大正年間に発行された全国の新聞から、史料的価値の高い記事を抜粋し、年月日の順に編年体で整理
したもの。第 15 巻:大索引。
新聞集成昭和史の証言（全 20 巻）
（本邦書籍 刊）[ 210.7 / Sh974 千代田/第１閉架 ]
昭和元年～昭和 20 年の出来事を全国 300 余りの新聞から抜粋し、編年形式に編纂。第 20 巻:全索引。
雑誌新聞総かたろぐ （メディア・リサーチ・センター 刊）[ 027.5 / Z12 参考書架 ]
国内で発行される定期刊行物の内容・特色を調査収録した年鑑。雑誌・専門誌等約 16,000 件以上、
新聞・通信類 3,000 件以上、総計 20,000 件以上を収録。

本学図書館で所蔵していない新聞の所蔵機関を調べるときは、下記のサイトが便利です。
CiNii Books （国立情報学研究所）
全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌の情報を検索できるデータベースです。新聞の所蔵機関も
検索できます。

国立国会図書館サーチ（国立国会図書館）
キーワードを入力し、
【新聞】ボタンを選択して検索してください。国立国会図書館および全国約 1,300
機関の新聞の所蔵が検索できます。

区市町村立図書館新聞雑誌総合目録（東京都立中央図書館、東京都立多摩図書館）
東京都内の区市町村立図書館で所蔵している新聞雑誌の総合目録です。
“東京都立図書館”トップページ http://www.library.metro.tokyo.jp/ 「都内図書館情報」にメニューが
あります。

リサーチ・ナビ／新聞をさがす（国立国会図書館）
新聞記事の調べ方のツールや、所蔵機関の探し方、新聞や新聞社のリストなど、新聞に関する情報が
紹介されています。
編集・発行 千代田校図書館
http://www.lib.otsuma.ac.jp/
2018.4

