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「新聞記事」の探し方～調べ方案内～
袖ケ浦市立図書館での、新聞記事の調べ方をご案内します。

１． 新聞の媒体とその特徴について

原紙

普段目にする「新聞紙」のことです。

縮刷版

新聞原紙を縮小して冊子化したものです。記事を検索するための目次や索引が収録されています。（一部除く）

マイクロフィルム

新聞原紙を縮小撮影してフィルム化したものです。専用の機械（マイクロリーダー）で閲覧します。

目次や索引などはないため，時期を特定できていない場合は，ある程度時期を絞り込んで，通覧する必要があります。

オンラインデータベース

新聞社では新聞記事を蓄積したデータベースを有料・会員制で公開しています。

多彩な検索機能（全文，キーワード，ジャンル，日付等）が備わっているので，効率的に目的の記事を検索することができます。
（※検索機能の種類は，新聞社により異なります。）

ＷＥＢサイト

各新聞社のホームページ上から，無料で記事の検索ができます。ただし，新聞原紙とは記事内容が異なる場

合があります。速報性は高いですが、記事の公開期間は 1 ヶ月～1 年程度と短期間である場合が殆どです。

本・雑誌

特定のテーマに添って新聞記事をまとめたものや，新聞記事を調べるのに役立つ本や雑誌が数多く出版されていま

す。記事を検索するための目次や索引が収録されています。（一部除く）

2． 最近の新聞記事（平成～）を調べる
①原紙で調べる
袖ケ浦市立図書館で収集している新聞は下記のとおりです。原紙の保存期間は 1 年です。（千葉日報のみ 2 年）
タイトル
朝日新聞
毎日新聞
読売新聞
産経新聞
日本経済新聞
東京新聞
千葉日報
新千葉新聞
日刊工業新聞
日経産業新聞
中小企業ニュース
農業共済新聞
スポーツニッポン
日刊スポーツ
ジャパンニュース（デイリー読売タイトル変更）
ジャパンタイムス

中央図書館
○（朝刊・夕刊）
○（朝刊・夕刊）
○（朝刊・夕刊）
○
○（朝刊・夕刊）
○（統合版）
○
○
○
○
○
○
○

長浦おかのうえ図書館
○（朝刊・夕刊）
○（朝刊・夕刊）
○（朝刊・夕刊）
○
○（朝刊のみ）
○（統合版）
○
○

平川図書館
○（朝刊のみ）

○

○

○
○
○

○（朝刊のみ）
○

○

②新聞縮刷版で調べる
袖ケ浦市立図書館で所蔵している新聞縮刷版のリストです。新聞の縮刷版は館内閲覧のみとなります。
タイトル

所蔵年
昭和 2（1927）年 1 月から昭和 32（1957）年 12 月（復刻版）、昭和 59（1984）年 4
朝日新聞 縮刷版
月から 現在も継続して収集
毎日新聞 縮刷版
昭和 59（1984）年 4 月から 現在も継続して収集
読売新聞 縮刷版
昭和 59（1984）年 4 月から 現在も継続して収集
昭和 61（1986）年 10 月から平成 14（2002）年 3 月、平成 17（2005）年 4 月から
日本経済新聞 縮刷版
平成 18）2006 年 3 月
昭和 55（1980）年 1 月から平成 16（2004）年 3 月 マイクロフィルム版は、中央
千葉日報 縮刷版
図書館で現在も継続して収集しています
昭和 21（1946）年 1 月から昭和 28（1953）年 12 月、昭和 32（1957）年 1 月から
新千葉新聞 合本
昭和 36（1961）年 12 月、昭和 38（1963）年 1 月から現在も継続して収集
昭和 58（1983）年 4 月から昭和 60）1985 年 3 月、昭和 63（1988）年 1 月から平
房総時事新聞 合本
成 24（2012）年 8 月（2012 年 8 月で休刊）

保管場所
中央図書館
長浦おかのうえ図書館
中央図書館
長浦おかのうえ図書館
長浦おかのうえ図書館
長浦おかのうえ図書館
長浦おかのうえ図書館

③オンラインデータベース・ＷＥＢサイトで調べる
袖ケ浦市立図書館が契約している外部のデータベースです。こちらは館内のインターネット用パソコンで閲覧できます。
複写も可能ですのでお申込みください。データの外部記録装置へのコピーはできません。
また契約 ID 数が限られているため、市内の他館で閲覧されている場合は、使用をお待ちいただく場合があります。
データベース名
日経テレコン 21
（日本経済新聞）

聞蔵Ⅱテキスト（朝日新聞）

サービス内容
閲覧場所
過去 30 年分の日経 4 紙「日本経済新聞」、「日経産業新聞」、「日経
MJ」(流通新聞）、「日経金融」の記事検索に加え、企業検索、人事検索
市内にある全ての図書館図書室
ができる、ビジネスのための情報データベースです。
朝日新聞、週刊朝日、AERA（アエラ）の記事検索ができるデータベース
です。朝日新聞は、昭和 60（1985）年以降の全地域面を収録（沖縄を除 中央図書館
く)しており、全国各地の出来事が検索可能です。※テキストデータのみ

無料で新聞記事検索が利用できるＷＥＢサイトです。館内のインターネット用パソコンで利用した場合は、著作権上、プリントアウトは
できませんのでご注意ください。
ホームページ名（新聞名）

ホームページアドレス

収録期間

朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/

過去１年程度

毎日新聞

https://mainichi.jp/

過去１ヶ月程度

YOMIURI ONLINE（読売新聞）

https://www.yomiuri.co.jp/?from=ylogo_l

過去１年程度

日本経済新聞

https://www.nikkei.com/

過去１週間程度

産経ニュース（産経新聞）

https://www.sankei.com/

過去 6 ヶ月程度

https://www.47news.jp/

提供元の新聞によって掲載期間が異なります
（概ね過去１年程度）
※共同通信社と全国４７都道府県５２の地方新聞社の記事
をキーワードで検索可 。「千葉日報」も参加しています。

４７ＮＥＷＳ（よんななニュース）

④袖ケ浦市の記事を探す
平成２６年（2014）より、袖ケ浦市立中央図書館では「袖ケ浦市に関する新聞記事一覧」を作成しています。１か月分を翌月ホームペ
ージに掲載するほか、毎年５月に年度ごとにまとめたファイルを作成しています。年度ごとにまとめたものは、冊子体にして中央図書
館・長浦おかのうえ図書館の郷土資料コーナーに保管しています。（Ｋ027 S チ 貸出可）
袖ケ浦市立図書館ホームページ ＞ 郷土・行政資料

http://lib.sodegaura.ed.jp/shiryou/index.html

３． 昔の新聞記事（明治～昭和）を調べる
①マイクロフィルムで調べる
袖ケ浦市立図書館では、千葉県内で発行された地方新聞、全国紙の千葉版（地方面）を、マイクロフィルムで収集しています。すべて
中央図書館で所蔵しています。マイクロフィルムは、レファレンスコーナーに設置してあるマイクロフィルムリーダーで、どなたでも閲
覧することができます。紙面の印刷（複写）もできます。（1 枚 10 円） なお、発行年代の古い新聞につきましては、マイクロフィルム化
した時点での原紙の保存状態が悪く、紙面が不鮮明なものもあります。
タイトル

毎日新聞 地方版（千葉版）

所蔵年
明治 15（1882）年 11 月、明治 21（1888）年 4 月から明治 24（1890）年 8 月、明治 25（1891）年 1 月か
ら明治 28（1894）年 6 月、明治 31（1897）年 4 月から明治 36（1903）年 9 月、明治 37（1904）年 1 月
から明治 40（1907）年 10 月
明治 36（1903）年 11 から明治 37（1904）年 3 月、1904 年 5 月から 1904 年 11 月、明治 38（1905）年
1 月から 1905 年 12 月、明治 40（1907）年 3 月から明治 45（1912）年 3 月、大正 13（1924）年 5 月か
ら 12 月、大正 14（1925）年 5 月から昭和 15（1940）年 12 月
昭和 2（1927）年 1 月から 現在も継続して収集

読売新聞 地方版（千葉版）

昭和 8（1933）年 5 月から昭和 19（1944）年 2 月、昭和 21（1946）年 1 月から 現在も継続して収集

東海新聞（東海新報）

千葉毎日新聞

朝日新聞 地方版（千葉版）
日刊房総新聞

昭和 15（1940）年 1 月から 1940 年 2 月
（注）千葉毎日新聞の昭和 10（1935）年 7 月から昭和 10（1935）年 12 月と、同一フィルムに所収
昭和 21（1946）年 1 月から 現在も継続して収集
昭和 21（1952）年 1 月から昭和 21（1952）年 12 月、昭和 59（1984）年 10 月から昭和 60（1985）年 3
月、昭和 61（1986）年 1 月から平成 24（2012）年 8 月（平成 24（2012）年 8 月で休刊。）
昭和 28（1953）年 1 月から 現在も継続して収集
昭和 28（1953）年 2 月から昭和 34（1959）年 12 月

千葉日報

昭和 32（1957）年 1 月から 現在も継続して収集（昭和 33（1958）年 1 月から 1958 年 3 月破損）

朝日新聞 東京本社版（全国
版）

昭和 56（1981）年 9 月から昭和 59（1984）年 3 月

房総新聞
新千葉新聞
房総時事新聞

②新聞縮刷版で調べる
昭和２年（1927）１月から昭和３２年（1957）１２月までの朝日新聞縮刷版（復刻版）を所蔵しています。中央図書館レファレンスカウン
ターでお尋ねください。

②本で調べる
タイトル

編集・出版

請求記号・
保管場所

明治ニュース事典
１～８ ＋総索引

明治ニュース事典編纂委
員会・毎日コミュニケーショ Ｒ210.6 メ 1～9
ンズ出版部／編集製作
中央参考
毎日コミュニケーションズ

大正ニュース事典
１～７ ＋総索引

毎日コミュニケーションズ
出版部／編
毎日コミュニケーションズ

Ｒ210.6 タ 1～8
中央参考

新聞集録大正史
１～１５

大正出版

210.6 シ 1～15
長浦おかのうえ
図書館収蔵庫

昭和ニュース事典
１～８ ＋総索引

昭和ニュース事典編纂委
員会・毎日コミュニケーショ Ｒ210.7 シ 1～9
ンズ／編
中央参考
毎日コミュニケーションズ

内容
明治期に発行された新聞の主要な記事（ほぼ原文）を、，テ
ーマ順に収録しています。各巻に五十音順，分類別，年次
別索引を、索引巻には事項別，見出し，年次別，分類別，
写真・記事・挿絵・広告，資料編索引を収録しています。
大正期に発行された新聞の主要な記事（ほぼ原文）を、テ
ーマ順に収録しています。各巻に五十音順，分類別，年次
別索引を、索引巻には事項別，見出し，年次別，分類別，
写真・記事・挿絵・広告，資料編索引を収録しています。
大正期に発行された全国の新聞の、史料的価値の高い記
事を抜粋し、年月日順に編年体で整理されています。各巻
に分類目次を、，索引巻には分類，人名索引を収録してい
ます。
収録期間：昭和元（1926）年～昭和 20（1945）年
昭和期に発行された新聞の主要な記事（ほぼ原文）を、テ
ーマ順に収録しています。各巻に五十音順，分類別，年次
別索引を、索引巻には事項別，見出し，年次別，分類別，
写真・記事・挿絵・広告，資料編索引を収録しています。

毎日ニュース事典
１～８
毎日新聞記事抄録
読売ニュース総覧
昭和５９年～平成６年
ニュース記事の索引と
抄録

毎日新聞社調査部／編
毎日新聞社,

Ｒ071 マ 1～8
中央３階書庫

収録期間：昭和 47（1972）年～昭和 54（1980）年
毎日新聞の記事の抄録と索引を収録しています。

読売新聞社

読売新聞の記事の抄録を収録しています。
Ｒ071 ヨ 84～94
各巻に、一般，企業名，連載，人名索引を収録しています。
中央３階書庫
※昭和 60（1985）年、62（1987）年、平成 3（1991）年欠号

4． 新聞記事を調べるのに役立つサイト
リンク集など、インターネットで見られる新聞記事を調べるのに役立つ無料サイトです。
サイト名
袖ケ浦市立図書館ホームページ
＞新聞縮刷版・マイクロフィルム
千葉県立図書館
新聞・雑誌総合目録検索
千葉県立図書館
菜の花ライブラリー
国立国会図書館 リサーチナビ
新聞をさがす

新聞記事文庫

お役立ちリンク集
＞日本の新聞社 リンク集

URL

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxpzopac/WOpacMnuTopInitAction.do

内容
袖ケ浦市立図書館で所蔵している新聞縮刷
版、マイクロフィルムの年代順の一覧を掲載し
ています。
千葉県内の図書館の新聞、雑誌の所蔵状況・
保存期間を調べることができます。

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/

千葉県関係新聞・雑誌記事索引があります。

https://rnavi.ndl.go.jp/shinbun/

新聞のさがし方について役立つ、さまざまなサ
イトを紹介しています

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/

神戸大学経済経営研究所によって作成された
明治末から昭和 45（1970）年までの新聞切抜資
料で、「新聞切抜文庫」とも呼ばれています。六
十年以上にわたって営々と積み上げられた切
抜帳は約 3200 冊、記事数にすれば約 50 万件
という膨大な量になっています。

https://www.hokurikunews.com/newspaper

全国各地で定期的に発行されている全国紙、ブ
ロック紙、地方紙、経済紙、スポーツ紙、機関
紙、商業紙、業界紙、地方新聞、スポーツ新
聞、業界新聞のリンク集です。

http://lib.sodegaura.ed.jp/research/index.html

新聞社の有料・会員制データベースを紹介します。袖ケ浦市立図書館では契約していませんが、千葉県立図書館など、契約してい
る図書館に検索を依頼することができます。レファレンスカウンターでお尋ねください。
（複写を郵送してもらう場合、送料は利用者負担となります）

聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞）
https://database.asahi.com/index.shtml

朝日新聞の記事データベースで、明治 12（1879）年～昭和 59（1984）年までは紙面イ
メージ、昭和 60（1985）年以降はテキストデータを収録しており、平成 17（200）5 年 11
月以降は切り抜きイメージも併せて収録しています。千葉版（昭和 61（1986）.6 月～）
を含む地方版及び東京本社以外の記事も収録しています。『週刊朝日』（平成 12
（2000）.4 月～）のニュース記事と雑誌『ＡＥＲＡ』（昭和 63（1988）.5 月～）も検索でき
ます。

毎日新聞社が提供するデータベースで、明治 5（1872）年の創刊号から平成 11
（1999）年は紙面イメージ、昭和 62（1987）年から現在まではテキストで記事を閲覧す
毎索（毎日新聞）
ることができます。毎日新聞東京本社発行の朝夕刊をはじめ、大阪本社、西部本社、
https://mainichi.jp/contents/edu/maisaku/login.html
中部本社、北海道支社の記事、各都道府県の地方面の記事を収録（千葉版は平成
6（1994）年 1 月から）。『週刊エコノミスト』(平成元（1989）年 10 月～)、『The Mainichi』
平成 20（(2008)年 6 月～)も掲載しています。
ヨミダス歴史館（読売新聞）
https://database.yomiuri.co.jp/about/rekishikan/

読売新聞の記事データベースで、明治 7（1874）年創刊号～平成元
1989）年までの紙面イメージ、昭和 61（1986）年以降はテキストを収録しています。最
近の記事は、切り抜きイメージも併せて収録しています。千葉版（昭和 8（1933）.5 月
～）を含む地方版および東京本社以外の記事も収録。「The Japan News」は平成元
（1989）年から本文テキストを収録。

