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新聞関係資料活用案内
新聞は調査・研究等に欠かせない資料です。新聞は速報性の高いメディアであり、最新の政治・経済・教育・文化等各分野のニュースを知るこ
とができます。また、過去の新聞記事を利用することで、当時の歴史的状況、時代背景などを調査することができます。以下、新聞記事を活用す
るにあたって参考になる資料等を紹介します。
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A.イントロダクション（日本の新聞/世界の新聞 共通）
A1．新聞の特徴や探し方を紹介した資料
 中島玲子, 安形輝, 宮田洋輔著 『スキルアップ!情報検索 : 基本と実践』 （2017 年）
阪大所蔵 （総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 007.58/NAK 書誌 ID=2004439622）
“情報検索 実践編 新聞記事を探す” p.98-106

 毛利和弘著 『文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携 : 情報リテラシー読本 第 8 版』 (2019 年)
阪大蔵書 （総合図-A 棟 2 階 アカデミック・スキル・コーナー 015.2/MOR 書誌 ID= 2004487537）
”新聞記事の探し方” p.113-128

 池田祥子著 『文科系学生のための文献調査ガイド』 (1995 年)
阪大蔵書 （総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 015.2/IKE 書誌 ID=2003158748）
”本以外の資料の探し方――新聞の場合” p.50-64

A2．新聞記事をレポート・論文等に引用する方法
日本語の論文・レポートの場合、全分野に共通する書き方はありませんが、一般的には、執筆者の名前がわかれば著者名を書き、続いて
記事タイトル、新聞紙名、出版年月日、頁づけ等を書くことが多いようです。Web 版を利用した場合はその旨も記述しておいた方がよいでし
ょう。詳しくは下記資料をご参照ください。

 小笠原喜康著 『大学生のためのレポート・論文術 最新版』 (2018 年)
阪大所蔵 （総合図-A 棟 2 階 アカデミック・スキル・コーナー 816.5/OGA 書誌 ID= 2004464311）
”注釈・引用文献・参考文献の文末一括表記法” p.46-62

 藤田節子著 『レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方』 (2009 年)
阪大所蔵 （総合図-A 棟 2 階 アカデミック・スキル・コーナー 816.5/FUJ 書誌 ID=2004109426）
”参照文献の具体的な書き方 新聞記事” p.75-77

 櫻井雅夫著 『レポート・論文の書き方上級 改訂版』 (2003 年)
阪大所蔵 （総合図-A 棟 2 階 アカデミック・スキル・コーナー 816.5/SAK 書誌 ID=2003990317）
”引用文献の標記方法 引用方式１－括弧方式 括弧方式の引用例 新聞記事の場合” p.76
”引用文献の標記方法 引用方式１－括弧方式 巻末引用文献リスト作成の約束ごと 新聞記事の場合” p.91-92
”引用文献の標記方法 引用方式２－脚注、巻末注/後注/尾注 雑誌記事、新聞記事などの場合” p.128-129
”記述サンプル集 新聞記事”

p.181

A3．新聞の所蔵調査方法
他大学等の図書館を利用される場合は、事前の問い合わせや紹介状が必要なことがあります。参考調査カウンターでご相談ください。

 大阪大学 OPAC
https://opac.library.osaka-u.ac.jp/
まずは、大阪大学 OPAC で検索してみましょう。新聞名で検索すると膨大な量の情報がヒットすることがあります。詳細検索モードにして
「書名に左の語を含む」「書名（完全形）」に設定して検索すると絞ることができます。とくに、復刻版の場合は、「図書」として表示されるこ
ともあるので、「雑誌」だけに絞らずに探してみましょう。
また、現在購読中の新聞は大阪大学 OPAC でヒットしないものもあります。本冊子の最後に「新聞資料利用の手引き」をつけていますの
で、そちらを確認してください。

 CiNii Books
https://ci.nii.ac.jp/books/
全国の大学など研究機関を中心に、所蔵資料を検索できます。原紙・マイクロフィルム・縮刷版など、大阪大学で持っていない資料の所
蔵がある可能性があります。
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 旧「全国新聞総合目録」凍結データ（2021 年 3 月 31 日時点）
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-700037.php#3
全国の大学図書館・公共図書館などの新聞所蔵情報のデータベースとして提供されていた「全国新聞総合目録」（2021 年 3 月 31 日で更
新停止）のデータのうち、マイクロ資料、復刻版等について、タイトル、所蔵館名、所蔵期間等を記録したものです。

 明探（明治新聞雑誌文庫所蔵検索システム）
http://www.meitan.j.u-tokyo.ac.jp/
東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター明治新聞雑誌文庫が所蔵するすべての新聞、錦絵ほか資料類、コ
レクションを検索できます。
※明治新聞雑誌文庫 （東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター）
http://www.meiji.j.u-tokyo.ac.jp/
明治期の日本で刊行された新聞雑誌最大のコレクションを有し、創建から続く明治初期から戦前期にかけての新聞・雑誌資料を中心と
した資料収集、調査、整理を進め、広く公開、利用に供している組織です。

B.日本の新聞
B1．新聞資料のさまざま
今日、日本の新聞資料はさまざまな媒体で利用されています。新聞資料を探すにあたって、それぞれの媒体の特徴を把握しておくと探し
やすいです。新聞資料は大型かつ大量に刊行され、また保存にも適さない紙質のため、保存媒体として縮刷版やマイクロフィルムが広く使
用されてきました。主な 4 つの媒体と、それぞれのメリット・デメリットを簡単にまとめたものは以下です。
媒体

説明

メリット

デメリット

原紙

新聞をそのまま、もしくは、製本して

データベースに紙面画像の無い年代

索引が無いので掲載個所の情報が分か

利用に供しているもの。

や面を確認できる。縮刷版で刊行が無

らないと記事を探しづらい。

い各地域版・地域面の確認ができる。
マイクロ

新聞を縮小撮影したもの。専用の機

データベースに紙面画像の無い年代

索引が無いので掲載個所の情報が分か

フィルム

械で閲覧する。製品として販売され

や面を確認できる。縮刷版で刊行が無

らないと記事を探しづらい。

ているもののほか、図書館等所蔵機

い各地域版・地域面の確認ができる。

関で自製しているものもある。
縮刷版

新聞を縮小印刷して、冊子の形で月

データベースに紙面画像の無い年代

東京本社発行の最終版をもとに作成さ

単位に刊行しているもの。全国紙は

や面を確認できる。

れているので、各地域版・地域面の記事

東京最終版をもとに作成している。

索引が付与されているものもあり、原

の収録は無い。

紙やマイクロフィルムより記事を探しや
すい。
データ

新聞紙面画像や記事内容テキストを

検索性にすぐれている。

面種や権利関係によって、収録の無い

ベース

収録し、日付やキーワード等で検索

原紙・マイクロフィルム・縮刷版のよう

記事がある。

が可能にしたもの。

な所蔵の欠号が基本的に無く、バック

（データベースによって、また同じデータ

具体的には、B2・B4 を参照。

ナンバー～最新号まで幅広く利用でき

ベース内でも年代によって、紙面画像の

る。

収録状況や検索に違いがあるので、特
性を把握して使用する必要はある。）

この他、復刻版として過去の新聞が刊行されることもあります。
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B2．新聞を検索・閲覧できるデータベース
B2-1．大阪大学契約データベース
大阪大学で利用できる日本の新聞のデータベースは以下の 5 つです。
データベース名称

収録紙

収録年代概要

朝日新聞クロスサーチ

朝日新聞

創刊号(1879 年)～現在

ヨミダス歴史館

読売新聞

創刊号(1874 年)～現在

The Japan News
日経テレコン 21

日経各紙

1975 年 1 月～現在
※ただし、1981 年 9 月までは見出しと一部記事の抄録のみ

毎日新聞マイ索

毎日新聞

創刊号(1872 年)2 月(※太陽暦では 3 月)～現在

The Japan Times

Japan Times、ジャパ

The Japan Times：1865 年 9 月(慶応元年 7 月)～1866 年 6 月(慶応 2 年 5 月)

Archives

ンアドバタイザー

および 1897(明治 30)年 3 月 22 日～1926(大正 15)年 7 月 31 日
ジャパンアドバタイザー：1913 年～1940 年※一部欠号あり
※The Japan Times の一部の年代は、データベース ProQuest Central にも収
録されています。

データベースの利用は 大阪大学附属図書館Ｗeb サイト＞クイックサーチ＞データベース から
「The Japan Times Archives」以外は、キャンパス外からのアクセスも可能です。
大阪大学附属図書館Ｗeb サイト＞キャンパス外から電子リソースを使う から
★日本語新聞 4 紙の新聞記事データベースの検索機能の限界
いずれのデータベースも、1980 年代半ばまでの記事は、全文検索（記事本文に使われている語での検索）ができず、主要な記事の見出
し語に使われている語での検索もしくは紙面画像閲覧しかできません。そのため、キーワード検索だけではヒットしない検索漏れが生じる
可能性があります。この年代は、新聞以外の資料で年月日の見当をつけて、前後の日付の紙面を丁寧に見る作業も重要です。
各データベースの収録範囲や検索方法については、B4 で詳細を紹介しています。

B2-2．無料データベース
B2-2-1．新聞社別
各社の Web サイトでは最近の記事の検索および閲覧が可能。過去の記事は検索できず、記事の内容は紙面と異なる場合があります。
ここでは便利なリンク集を紹介します。

 メディアリンク(日本新聞協会)
https://www.pressnet.or.jp/link/
日本新聞協会に加盟する日本全国の新聞・通信社のホームページへのリンク集。

 新聞社リンク集
http://www.hir-net.com/link/np/
HIR-NET による日本全国の新聞社（全国紙, 地方紙, 専門紙, 業界紙, スポーツ紙など）のリンク集。

 協会リンク集(日本専門新聞協会)
http://www.senmonshinbun.or.jp/category/links
各専門新聞のリンク集。

B2-2-2．主題別

データベース名称
新聞記事文庫
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/

収録紙
各種
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収録年代

注

明治末から

経営・経済を主体とする新聞切抜

昭和 45 年

資料（神戸大学附属図書館作成）

全国紙のほか、地方紙や専門
ことばに関する新聞記事見出しデータベース

紙（1949 年～1989 年 4 月）

1949

年 ～

https://bibdb.ninjal.ac.jp/sinbun/

朝日新聞・毎日新聞・読売新聞

2009 年 3 月

（1989 年～）

ことばに関する新聞記事を集めた
「切抜集」の電子化
（国立国語研究所作成）
東京大学総合研究博物館画像アーカイヴス
日本の新聞広告 3000

明治 24 年～
各種

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/

昭和 20 年

（ 東 京 大 学 総 合 研 究 博 物 館作
成）

DBijutus/Shinbun/recordlist.php
明治期出版広告データベース

東京日日新聞、東京絵入新聞

明治元年～

http://base1.nijl.ac.jp/~meiji_pa/

など

明治 23 年

明治前期の新聞・雑誌等に掲載さ
れた本など出版物の広告
（国文学研究資料館作成）

B2-3．大阪大学未契約データベース
データベース名称

収録紙

収録年代

注

1988 年～

大阪府立中央図書館で利用可

1984 年～

個人で契約可能（有料）

地方紙などを含む
ELNET（イーエルネット）

取扱紙誌 新聞一覧
https://www.elnet.co.jp/el/media/

G-Search

地方紙、スポーツ紙などを含む

ここに挙げたものの他にも、地方新聞や専門新聞等のデータベースが存在します。

B3．複数紙から採録した資料（データベース以外）
B3-1．集成・抄録
数種類の新聞の記事の中から重要な記事を選択、集録した資料です。ある出来事について当時どのような報道がされたかなどを調べるのに
役立ちます。
年号

資料名

書誌 ID

所蔵情報

備考

明治

『明治ニュース事典』

2002015818

総合図-書庫

索引あり

『新聞集成明治編年

2003479426

210.6/MEI/
史』*1

総合図-書庫

文久 2 年から明治 15 年までに発行された新聞 271 紙の索

210.6/SHI/

引。
全 15 巻で最終巻は明治大索引となっている。

『「号外」明治史 :

2003216186

1868-1912』
大正

総合図-書庫 2 階(大型)

明治期の号外を収録。

070.21/HAJ/

『大正ニュース事典』

2002084638

『新聞集録大正史』

2003332293

総合図-書庫

テーマ別五十音順 全文掲載（一部略）

210.69/TAI/

五十音順、分類別索引あり

総合図-書庫

大正年間に発行された新聞の中から、史料的価値の高い記

210.69/SHI/

事を抜粋し年月日順に排列したもの。
最終巻 15 巻の大索引には、事項索引と人名索引がある。

『新聞集成大正編年

2003279623

史』*1
『「号外」大正史』

総合図-書庫

索引なし

210.69/SHI/
2003229188

総合図-書庫 2 階(大型)

大正期（1912-1926）の号外を収録。

070.21/HAJ
昭和

『昭和ニュース事典』

2002497957

『新聞集成昭和史の

2002039909

証言』

総合図-書庫

テーマ別五十音順 全文掲載（一部略） 五十音順、分類別

210.7/SHO/

索引あり

総合図-書庫

第 20 巻が第 1～19 巻(昭和元年-20 年)の索引となっている

210.7/SHI/
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『新聞集成昭和編年

2002053631

史』*1
『占領期新興新聞集

2003183898

1926-1935』
『「号外」昭和史 :

『日本初期新聞全集』

他

*2

DVD-ROM 資料。「近畿編」と「九州・沖縄編」を所蔵。

タベース端末

総合図書館 C 棟 2F データベース検索専用端末で利用可能。

総合図-書庫 2 階(大型)

昭和期（1926-1935）の号外を収録。

総合図-書庫 2 階(大型)

昭和期（1936-1945）の号外を収録。

070.21/HAJ/
2003122245

1945-1995』
その

総合図-C 棟 2 階 デー

070.21/HAJ/
2003229176

1936-1945』
『「号外」戦後史 :

索引なし

210.7/SHI/
2004219355

成』
『「号外」昭和史 :

総合図-書庫

総合図-書庫 2 階(大型)

昭和期（1945-1995）の号外を収録。

070.21/GOG/
2002051776

総合図-書庫

1857(安政 4)年～1873(明治 6)年にかけて日本で発行された

070.21/NIP/

新聞計 232 タイトルの複製版を編年体で集成。別巻として収
録新聞とその収録範囲を引ける索引や、年表・解題がある。

『外国新聞に見る日
本 : 国際ニュース事

2002389785

総合図-書庫

外国新聞（約 30 紙）に出た日本に関する主要記事収録掲載

210.6/GAI/

したもの。

典』
*1 国立国会図書館リサーチナビの目次データベース（https://rnavi.ndl.go.jp/advanced_search/?keyword=&database=mokuji）で
目次を検索することができます。「▼追加条件を表示する」の分類の中で「新聞編年史」にチェックをいれると、新聞編年史シリーズのみ検
索できて便利です。
*2 国立国会図書館リサーチナビの目次データベース（https://rnavi.ndl.go.jp/advanced_search/?keyword=&database=mokuji）に
て、新聞名で検索することで、日付ごとの収録号を検索できます。「▼追加条件を表示する」の分類の中で「新聞全集」にチェックをいれて
検索してください。

B3-2．切抜き誌
ある分野に絞って、重要な記事を選択、集録した資料です。ある分野について、その当時重要と考えられていたトピックや報道のされ方
などを調べるのに役立ちます。雑誌として継続して出版されることが多いですが、ある時期に絞って図書として出版されることもありま
す。

 『月刊女性』 『月刊女性情報:切り抜き情報誌』 『女性情報:切り抜き情報誌』 （人図、国際資など 書誌 ID=3001081764、3001085807、
3002110154）
昭和 61 年(1986 年)～現在まで、全国主要 17 紙に掲載された女性に関する記事を選択して掲載。

 『切抜き速報. 教育版』 （人図 書誌 ID=3001042890）
多くの全国新聞・ブロック新聞・地方新聞から、教育に関する記事を選択して掲載。

B4．各新聞の情報
大阪大学で所蔵している過去の新聞のアーカイブのうち主なものを紹介します。
縮刷版について：縮刷版は東京の最終版をもとに作成されます。よって、大阪版や各地方版で掲載されていた記事が載っていない場合も
あります。新聞を引用する際には、縮刷版を元に引用すると、他の人が同じ記事にアクセスしやすくなります。
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B4-1．朝日新聞系
B4-1-1．紙名変遷と社史等
年

自由燈

燈新聞

めさまし新聞

東京朝日新聞

1879(明 12)

（大阪）朝日新聞

朝日新聞

創刊（「朝日新聞」）↓

1884(明 17)

創刊↓

1886(明 19)

燈新聞に改名→

1887(明 20)

↓
創刊↓
めさまし 新聞

↓
創刊↓

↓

に改名→
1888(明 21)

東京朝日新聞

創刊↓

に吸収→

↓（明治 22 年より「大
阪朝日新聞」）

1940(昭 15)

朝日新聞に改名→

朝日新聞に改名→

現在

創刊↓
↓

 朝日新聞百年史編修委員会編 『朝日新聞社史 明治編 / 大正・昭和戦前編 / 昭和戦後編』（総合図-書庫 070.67/ASA 書誌
ID=2002495557）

 大阪本社販売百年史編集委員会編 『朝日新聞販売百年史 : 大阪編』 （総合図-書庫 335.48/ASA 書誌 ID=2003342612）
 松尾章一編 『自由燈の研究 : 帝国議会開設前夜の民権派新聞』 （総合図-書庫 070.21/JIY 書誌 ID=2002624174）

B4-1-2．データベース「朝日新聞クロスサーチ」の収録内容
大阪大学では、朝日新聞の記事データベース「朝日新聞クロスサーチ」を利用できます。
データベースの利用は

大阪大学附属図書館Ｗeb サイト＞クイックサーチ＞データベース から。

朝日新聞の記事を、1879 年の創刊（『大阪朝日新聞』名義）～現在まで、読むことができます。
詳細な収録範囲と、キーワード検索可否等は以下の表をご参照ください。

○表について
「記事」タブ：左カラムの「記事」タブから検索できる範囲。
「縮刷版」タブ：左カラムの「縮刷版 ～1999」タブから検索できる範囲。
「東京」は『東京朝日新聞』時代、「大阪」は『大阪朝日新聞』時代をそれぞれ含みます。
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・「記事」タブの紙面画像は概ね 2005.11～からの収録なので、2000～2005.11 の間は紙面画像が基本的にはありません。
・「記事」タブは面種（ニュース面、文化面等）によって採録開始時期が違います。また東京本社版以外の各本社・支社版（大阪本社、名古
屋本社、西部本社、北海道支社）は、東京本社版に無い記事のみの収録となります。なお、ラジオ・テレビ番組表、広告、商況（株価）面、
天気・気温の収録はありません。
・地域面について、「記事」のタブでは全国の地域面の検索が可能ですが、地域によって収録開始年代が違います。「縮刷版」タブでの「全
国の地域面」（概ね 1935 年～1999 年を収録）および「戦前の外地版」（概ね 1935 年～1945 年を収録）はオプション契約のため大阪大学で
は利用できません（「全国の地域面」は京都府立図書館や国立国会図書館関西館等で利用可能 / 「戦前の外地版」は国立国会図書館
関西館等で利用可能）。
※収録内容の詳細は以下のページをご覧ください。「朝日新聞クロスサーチ」画面右上の「? 使い方」アイコンからもご確認いただけます。
「朝日新聞クロスサーチの使い方」 https://xsearch.asahi.com/help/jpn/help.html

B4-1-3．資料と所蔵情報
 『自由燈 復刻版』 （総合図-書庫 070/JIY/ 書誌 ID=2003690537）
『自由燈』（明 17.5 創刊-明 19.1 = 1884-1886）、『燈新聞』（明 19.1-明 20.2=1886-1887）、『めさまし新聞』（明 20.4-明 21.7=1887-1888）の
復刻版。

 『東京朝日新聞 復刻版 [縮刷版]』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版 書誌 ID=3001088577）
総合図書館所蔵：明 21.7.10-大 11.6 (1888-1922) 【欠号あり】 [総合図以外に他の年代の所蔵あり]

 『東京朝日新聞 縮刷版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版 書誌 ID=3002106441）
総合図書館所蔵：大 8.7-大 12.9 (1919-1923) 【欠号あり】

 『東亰朝日新聞 縮刷版 復刻版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版 書誌 ID=3001082260）
総合図書館所蔵：昭 20 のみ (1945) [総合図以外に他の年代の所蔵あり]
※昭 15.9 より朝日新聞東京本社発行の『朝日新聞』東京版です。

 『朝日新聞 [東京] 縮刷版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版 書誌 ID=3001036105）
総合図書館所蔵：昭 17-現在 (1942-)

【欠号あり】

 『大阪朝日新聞 縮刷版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版 書誌 ID=3001031593）
総合図書館所蔵：昭 3.1-昭 16.12 (1928-1941)

【欠号あり】

[総合図以外に他の年代の所蔵あり]

※昭 15.9 より朝日新聞大阪本社発行の『朝日新聞』大阪版です。

 朝日新聞社編 『朝日新聞に見る日本の歩み』 （総合図-書庫 210.69/ASA/ 書誌 ID=1003011681）
大正元年～昭和 47 年(1912-1972)までの朝日新聞の代表的な一面記事を集めたもの。
『朝日新聞人名総索引』 （総合図-A 棟 2F 参考図書 071.031/ASA 書誌 ID=2004464212）
大正元年～平成 4 年(1912-1992)までの東京朝日新聞および朝日新聞東京本社版の人名索引。縮刷版の記事索引から作成。

B4-2．毎日新聞系
B4-2-1．紙名変遷と社史等

年

大阪日報

日本立憲政党新聞

大阪毎日新聞

1872(明 5)

東京日日新聞

毎日新聞

創刊↓

1876(明 9)

創刊↓

↓

1882(明 15)

日本立憲政党新聞に吸収→

創刊↓

↓

1885(明 18)

復刊↓

大阪日報に戻る←

↓

1888(明 21)

大阪毎日新聞に改名→

1943(昭 18)

現在

創刊↓

↓

東京日日新聞と合併

大阪毎日新聞と合併

毎日新聞に改名→

毎日新聞に改名→

創刊↓

↓
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 毎日新聞社編 『「毎日」の 3 世紀 : 新聞が見つめた激流 130 年』 （総合図-書庫 070.67/MAI/1-3 書誌 ID=2003441632、データベー
ス「毎索」の「毎日新聞社史」機能から利用することもできます）

 毎日新聞百年史刊行委員会編 『毎日新聞百年史 : 1872-1972』 （総合図-書庫 070.67/MAI 書誌 ID=2003323539）
 社史編纂委員会編 『毎日新聞七十年』 （総合図-書庫 335.48/MAI 書誌 ID=2003549283）
 『東日七十年史』 （総合図-書庫 335.48/TOK 書誌 ID=2003260740）
B4-2-2．データベース「毎索」の収録内容
大阪大学では、毎日新聞の記事データベース「毎索」を利用できます。
データベースの利用は

大阪大学附属図書館Ｗeb サイト＞クイックサーチ＞データベース から。

毎日新聞の記事を、1872 年の創刊（『東京日日新聞』名義）～現在まで、読むことができます。
詳細な収録範囲と、キーワード検索可否等は以下の表をご参照ください。

○表について
「紙面検索」：「毎日新聞紙面検索」機能から利用できる範囲。
「記事検索」：「毎日新聞記事検索」機能から利用できる範囲。
「東京」は『東京日日新聞』時代、「大阪」は『大阪日報』『日本立憲政党新聞』『大阪毎日新聞』時代をそれぞれ含みます。

1880
東京

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

紙面検索

1872創刊～1999：紙面画像のみ、検索不可

記事検索

1872創刊～1986：紙面画像あり、主要記事見出しでの検索のみ

1970

1980

1990

2000

2010

2020

1987～
記事全文検索
※紙面画像は1999年まで。

大阪

紙面検索

1876創刊～1942：紙面画像のみ、検索不可

記事検索

1990.10～記事全文検索
※紙面画像無し

中部・西部・
北海道

記事検索

1994/1995～
記事全文検索
※紙面画像無し

・「記事検索」機能の紙面画像は、「紙面検索」機能の画像収録範囲以外には画像はありません。
・「記事検索」機能では、大阪・中部・西部・北海道の各本社・支社版に加えて、各地方版（原則として県庁所在地版）も収録があります。地
域によって収録開始年代が違います。
・「記事検索」機能では、次のようなものは収録対象外です。 外部執筆者の寄稿原稿のうち許諾がとれていないもの（連載小説など） / ラ
ジオ、テレビ面の番組表、証券面、相撲の番付表などの表組みのもの / 地図、挿絵、４コマ漫画などテキスト化できないもの。
※収録内容の詳細は以下のページをご覧ください。「毎索」画面右上の「ヘルプ」からもご確認いただけます。
「毎索ヘルプ」 https://dbs.g-search.or.jp/aps/hypertext/WMAI/help.html

B4-2-3．資料と所蔵情報
 『東京日日新聞 復刻版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版大型 書誌 ID=3002103751）
総合図書館所蔵：明 5.2 創刊-明 10.12 （1872-1877）

 『毎日新聞 縮刷版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版 書誌 ID=3001037319）
総合図書館所蔵：昭 26.1-現在 (1951-)
※東京本社版の縮刷です。縮刷版の発行は新聞の発行翌月です。

 大阪版のマイクロフィルム

いずれも総合図 A 棟 3F マイクロ にあり。利用は参考調査カウンターで申請してください。

『大阪日報』 （書誌 ID=3002122097）

総合図書館所蔵：明 9.2 創刊-明 15.1 (1876-1882)

『日本立憲政党新聞』 （書誌 ID=3002122096）

総合図書館所蔵：明 15.2-明 18.8 (1882-1885)

『大阪日報』 （書誌 ID=3002122098）

総合図書館所蔵：明 18.9-明 21.6 (1885-1888)
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『大阪毎日新聞』 （書誌 ID= 3002110359）

総合図書館所蔵：明 21.11-昭 17.12 (1888-1942)

『毎日新聞.大阪』 （書誌 ID= 3002122099）

総合図書館所蔵：昭 18.1-昭 44.12 (1943-1969)

 『戦時版新聞 : 原紙「毎日新聞戦時版』 （総合図-書庫 2 階(大型) 071/SEN/ 書誌 ID=2003139485）
総合図書館所蔵：昭 19.3-昭 20.3 （1944-1945） この時期に、本紙とは別に発行されていた「戦時版」の復刻です。

B4-3．読売新聞系
B4-3-1．紙名変遷と社史等

年

郵便報知新聞

1872（明治 5）

創刊↓

1874（明治 7）

↓

1894（明治 27）

報知新聞に改名→

1942（昭和 17）

報知新聞

読売報知

読売新聞

創刊↓
創刊↓

↓

読売新聞と合併

創刊↓

読売報知に改名→
1946（昭和 21）

報知新聞と合併
読売報知に改名←

読売新聞に改名→

現在

復刊↓
↓

 読売新聞大阪本社編 『読売新聞大阪五十年史』 （総合図-書庫 070.67/YOM 書誌 ID=2003518069）
 読売新聞社編集 『読売新聞百二十年史』 （総合図-書庫 071/YOM 書誌 ID=2003094587）
※大阪大学には所蔵がありませんが、『読売新聞 140 年史』（2015 年）も刊行されています。

B4-3-2．データベース「ヨミダス歴史館」の収録内容
大阪大学では、読売新聞の記事データベース「ヨミダス歴史館」を利用できます。
データベースの利用は

大阪大学附属図書館Ｗeb サイト＞クイックサーチ＞データベース から。

読売新聞の記事を、1874 年の創刊～現在まで読むことができます。
詳細な収録範囲と、キーワード検索可否等は以下の表をご参照ください。

○表について
「明治・大正・昭和」と「平成・令和」は、ヨミダス歴史館上のタブをそれぞれ示しています。
表の「東京」で示しているのは『読売新聞』と『読売報知』のみです。『郵便報知新聞』と『報知新聞』は含まないのでご注意ください。

・明治・大正・昭和の紙面について一部欠号していて紙面画像がないものがあります。また、次の期間は休刊等のため発行自体無しです。
1874 年 11 月から 1875 年 4 月までの休刊日（発行が１日おきだった、創刊からの半年間） / 1923 年 9 月 2 日～11 日まで（関東大震災の
ため） / 1946 年 7 月 13 日～16 日まで（第 2 次読売争議のため）。
・「平成・令和」タブの紙面画像は基本的に 2004.4～からの収録となります。つまり、1990～2004.3 の間は紙面画像がありません。
・「平成・令和」タブは同じ本社版・支社版でも面種（ニュース面、生活面等）によって採録開始時期が違います。また、ラジオ・テレビ面、商
況面は採録対象外です。（場況は収録）
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・地域面について、「平成・令和」のタブでは全国の地域面の検索が可能ですが、地域によって収録開始年代が違います。「昭和の地域版」
タブでの地域面検索（概ね 1933 年～2001 年を収録）はオプション契約のため、大阪大学では利用できません（京都府立図書館等で利用可
能です）。
※収録内容の詳細は以下のページをご覧ください。「ヨミダス歴史館」画面右上の「ヘルプ」アイコンからもご確認いただけます。
「ヨミダス歴史館 ヘルプ」https://database.yomiuri.co.jp/rekishikan/help/front/rekishikan/jp000101.html

B4-3-3．資料と所蔵情報
大阪大学の所蔵は以下のとおり全体をカバーできていませんが、『報知新聞』『読売報知』も含めて、他大学等で原紙・マイクロフィルムを所蔵し
ている機関はあります。

 『郵便報知新聞 復刻版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版大型 書誌 ID=3001087846）
総合図書館所蔵：明 5.6 創刊-明 27.12 （1872-1894） ※『報知新聞』の 6631 號 (明 27.12.26)-6635 號 (明 27.12.30)を含む。

 『讀賣新聞 縮刷版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版 書誌 ID=3002102976）
総合図書館所蔵：平 12-現在 (2000-)
※東京本社版の縮刷です。縮刷版の発行は新聞の発行翌月です。

 『讀賣新聞 大阪版 （原紙）』 （総合図-書庫 1 階 新聞 書誌 ID=3001036043） 昭 34.2-平 11 (1959-1999) 【欠号あり】
 紅野敏郎編 『読売新聞文芸欄細目 上・下』 （総合図-書庫 2 階 書誌・索引 910.31/KON/ 書誌 ID= 2004467122）
明治 34 年 4 月～大正 15 年末までの『読売新聞』の文芸関係作品・記事を採録したものです。人名索引もあります。

B4-4．産経新聞系
B4-4-1．紙名変遷等
年

時事新報

日本工業新聞

1882(明 15)

創刊↓

1933(昭 8)

↓

創刊↓

1936(昭 11)

廃刊

↓

産業経済新聞

産経時事

産経新聞

（東京日日新聞に合併）
1942(昭 17)

愛知県以西の産業経済専

創刊↓

門紙を統合
産業経済新聞に改名→
1946(昭 21)

復刊

↓

（毎日新聞東京版から分離）↓
1955(昭 30)

産業経済新聞と合併

時事新報と合併

産経時事に改名→

産経時事に改名→

創刊↓

（大阪版は昭和 33 年まで
「産経新聞」）
1958(昭 33)

産経新聞に

創刊↓

改名→

B4-4-2．資料と所蔵情報
阪大にはマイクロフィルム等、過去の産経新聞の所蔵はありません。原紙の短期保存（最新 6 ヶ月分）のみです。

 池内輝雄編著 『時事新報目録 文芸篇大正期』 （総合図-書庫 2 階 書誌・索引 071/IKE 書誌 ID= 2003635648）
『時事新報』の紙面から、文学、美術、音楽、演劇などの文化・芸術に関する記事を採録しています。執筆者索引に加えて、各記事の題
名および内容細目中の事項・人名でも索引されています。採録範囲は、明治 45 年～昭和元年（1912 年～1926 年）。
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1992 年 9 月～のバックナンバーを検索・閲覧可能な「産経新聞データベース」は大阪大学では契約していません。大阪市立図書館等で利
用可能です。

B4-5．日本経済新聞系
B4-5-1．紙名変遷と社史等

年

中外物価新報

中外商業新報

1876（明 9）

創刊↓

1889（明 22）

中外商業新報に改名→

日本産業経済

日本経済新聞

創刊↓

1942（昭 17）

日本産業経済に改名→

創刊↓

1946（昭 21）

日本経済新聞に改名→

現在

創刊↓
↓

 日本経済新聞社 140 年史編集委員会編 『日本経済新聞社 140 年史』 （総合図-書庫 070.67/NIH 書誌 ID=2004412051）

B4-5-2．データベース「日経テレコン 21」の収録内容
大阪大学では、読売新聞の記事データベース「日経テレコン 21」を利用できます。
利用は 大阪大学附属図書館Ｗeb サイト＞クイックサーチ＞データベース から。
日本経済新聞の記事を、1975 年～検索することができます。
詳細な収録範囲と、キーワード検索可否等は以下の表をご参照ください。
○表について
「記事検索」は、日経テレコン上の左側のメインコンテンツ内にある機能です。
東京本社最終版の記事は「日本経済新聞朝刊 / 日本経済新聞夕刊」のカテゴリーに、その他各本社支社の記事や各都道府県の地域面
は「日経地方経済面」のカテゴリーにそれぞれ含まれます。

1975
東京

記事検索
（日本経済新聞朝刊
/夕刊）

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

1975.1～1981.9：記事見出し＋一部記事の抄録のみ（画像・全文とも無し）

1981.10～：記事全文検索
1988.6～：紙面画像あり

各本支社
記事
+地域版

記事検索
（日経地方経済面）

1976.1～1982.10：記事見出し＋一部記事の抄録のみ（画像・全文とも無し）

1982.11～：記事全文検索
1993.1～：紙面画像あり

・「記事見出し+一部記事の抄録のみ」の範囲については、紙面画像も無いため本文全文を読むことはできません。
・1876 年 12 月の創刊号～1974 年の日本経済新聞（『中外物価新報』『中外商業新報』『日本産業経済』時代を含む）の紙面画像を読むこと
のできる「日本経済新聞（明治から戦後まで）」はオプション契約のため、大阪大学では利用できません。

『日経産業新聞』、『日経ＭＪ （旧 日経流通新聞）』、『日経金融新聞』（休刊中）の日経各紙も検索・閲覧できます。こちらも上記の「データ
ベース・コンテンツ詳細」より収録範囲を確認できます。
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B4-5-3．資料と所蔵情報
 『中外物価新報 復刻版』 （総合図-書庫 2 階(大型) 676.7/CHU/ 書誌 ID=2003505153）
総合図書館所蔵：明 9 創刊-明 22.1 (1876-1889)

 『中外商業新報 マイクロ版』 （総合図-A 棟 3 階 マイクロ資料 書誌 ID=3002101602） 利用は参考調査カウンターで申請してください。
総合図書館所蔵：明 22.5-昭 17 （1889-1942）

 『日本産業経済 マイクロ版』 （総合図-A 棟 3 階 マイクロ資料 書誌 ID=3002004340） 利用は参考調査カウンターで申請してください。
総合図書館所蔵：昭 17-昭 19 （1942-1944） [総合図以外に他の年代の所蔵あり]

 『日本經濟新聞 縮刷版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版 書誌 ID=3001034126）
総合図書館所蔵：昭 30-現在 （1955-現在）

【欠号あり】 [総合図以外に他の年代の所蔵あり]

※東京本社版の縮刷です。縮刷版の発行は新聞の発行翌月です。

B4-6．東京新聞系
B4-6-1．紙名変遷と社史等

年

今日新聞

1884（明 17）

創刊↓

1888（明 21）

みやこ新聞に改名→

みやこ（都）新聞

国民新聞

東京新聞

「みやこ新聞」創刊↓
（明治 22 年より「都新聞」）

1890（明 23）

↓

創刊↓

1942（昭 17）

国民新聞と合併

都新聞と合併

東京新聞に改名→

東京新聞に改名→

現在

創刊↓

↓

 有山輝雄著 『徳富蘇峰と国民新聞』 （総合図-書庫 070.21/ARI 書誌 ID=2003021946）
B4-6-2．資料と所蔵情報
 『みやこ新聞 復刻版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版大型 書誌 ID=3002104792）
総合図書館所蔵：明 21.11 創刊-明 22.1 (1888-1889)

 『都新聞 復刻版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版大型 書誌 ID=3002101421）
総合図書館所蔵：明 22.2-大 3.6 (1889-1914)

 『國民新聞 復刻縮刷版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版大型 書誌 ID=3001087845）
総合図書館所蔵：明 23.2 創刊-明 28.12 （1890-1895）

 柏書房編集部編集 『都新聞明治期記事・人物索引』 （総合図-書庫 071.031/KAS 書誌 ID=2003404403）
1997 年 4 月～のバックナンバーを検索・閲覧可能な「中日新聞・東京新聞データベース」は大阪大学では契約していません。国立国会図書
館関西館等で利用可能です。

B4-7．横浜毎日新聞系
B4-7-1．紙名変遷と社史等
年

横浜毎日新聞

1871（明 3）

創刊↓

1879（明 12）

東京横浜毎日新聞に改名→

1886（明 19）

東京横浜毎日新聞

毎日新聞

東京毎日新聞

創刊↓
毎日新聞に改名→

1906（明 39）

創刊↓
東京毎日新聞に改名→

1940（昭 15）

創刊↓
廃刊
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B4-7-2．資料と所蔵情報
 『官許横濱毎日新聞 復刻版』 (総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版 書誌 ID=3002106832)
総合図書館所蔵：明 7.1－明 8.12 （1874-1875）

 『日本初期新聞全集』（総合図-書庫 070.21/NIP/ 書誌 ID=2002051776）
1857(安政 4)年～1873(明治 6)年にかけて日本で発行された新聞を編年体で集成したもので、『横濱毎日新聞』の収録もある。
『日本初期新聞全集』の収録号：明 3.12 創刊－明 6.12 （1871-1873） 【欠号あり】

B4-8．その他の新聞
B4-8-1．朝野新聞
『公文通誌』を改題して発行された東京の日刊紙。1874 年（明 7）創刊。明治時代にジャーナリストとして活躍した成島柳北（なるしまりゅうほ
く）が主宰した。末広鉄腸の論説等で人気を集める。政界や社会の風刺が特徴。明治 26 年に廃刊。
所蔵情報等

『朝野新聞 縮刷版』 （総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版 書誌 ID=3002104264） 明 7-明 26 （1874-1893）

B4-8-2．自由新聞
明治時代に刊行された自由党機関紙。板垣退助が社長に就任した。明治 15 年(1882 年)6 月に創刊し、自由党解党後の明治 18 年（1885
年）3 月に廃刊となった。(その後も改題・再刊等あり)
社史等

松岡僖一著 『「自由新聞」を読む : 自由党にとっての自由民権運動』 （総合図-書庫 210.63/MAT）

所蔵情報等

『自由新聞 復刻版』 （総合図-書庫 2 階(大型) 071/FUK/* 書誌 ID=2003323474） 明 15-明 17 （1882-1884）

B4-8-3．日本
1889 年（明 22）に陸羯南が創刊した日刊紙。国民主義的な姿勢で有名。正岡子規等が記事を寄せた。1914 年（大正 3）廃刊。
所蔵情報等

『日本 マイクロフィルム版』 （総合図-A 棟 3 階 マイクロ資料 書誌 ID=3002109539） 明 22-明 39(1889-1906)

利用は参

考調査カウンターで申請してください。

B4-8-4．萬朝報
明治・大正・昭和初期の有力な新聞の一つ。黒岩涙香が 1892 年（明治 25 年）に創刊した。大衆を対象としたスキャンダラスな記事で有名。
一時期、東京第一の発行部数を獲得した。1940 年（昭和 15 年)廃刊。
社史等

高橋康夫著 『物語・萬朝報 : 黒岩涙香と明治のメディア人たち』 （総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 070.21/TAK 書誌 ID=

2002352075）
所蔵情報等

『萬朝報 復刻版』

（総合図-A 棟 5F 新聞縮刷版大型 書誌 ID=3002101555） 明 25－大 9 (1892-1920)

B4-8-5．平民新聞系
平民新聞（週刊）：幸徳秋水と堺利彦が発行した週刊紙。発行元は平民社。日本における最初の社会主義運動の中央機関紙的役割を果
たした。日本で初めて『共産党宣言』を訳載した。明 36-38 発行。
平民新聞（日刊）：再建された平民社が再び発行。明 40.1-4 月発行。
※「平民新聞」と題する出版物は他にもあり。大杉栄・荒畑寒村編集の月刊紙『平民新聞』（A 棟５F 雑誌（和 大型））等。
社史等

荒畑寒村著 『平民社時代 : 日本社会主義運動の揺籃』 （総合図-書庫 309.021/ARA 書誌 ID=2002110259）

所蔵情報等

労働運動史研究会編

『週刊平民新聞』 復刻版

（総合図-書庫 309.021/SHU/1、309.021/SHU/2 書誌

ID=2003636201）
労働運動史研究会編

『日刊平民新聞』 復刻版

（総合図-書庫 2 階(大型) 309.021/MEI/4 書誌 ID=2003415980）
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B4-8-6．三田新聞
慶應義塾大学で大正 6 年（1917 年）に創刊された、日本における最初の学生新聞。
所蔵情報等

『三田新聞 縮刷版』

（総合図-A 棟 5F 新聞 書誌 ID=3001082255） 大 6-昭 46 (1917-1971)

B5．新聞に関するデータ（発行部数等）
B5-1．現代


『雑誌新聞総かたろぐ』 （総合図-書庫 2 階 書誌・索引 R027.5/ZAS 書誌 ID= 3001038172）
国内で発行された新聞等資料について、発行部数等を掲載しています。縮刷版の刊行状況も調べることができます。

B5-2．戦前の発行部数
 調べ方案内 出版統計（戦前） （国立国会図書館）
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100049.php
戦前の発行部数を収録した統計資料について詳しく解説されています。

 小林昌樹編・解説 『雑誌新聞発行部数事典 : 昭和戦前期 : 附. 発禁本部数総覧 増補改訂普及版』 (2020 年)
阪大所蔵 上巻（総合図-書庫 2 階 023.1/KOB/1 書誌 ID=2004508388） 下巻（書誌・索引 023.1/KOB/2 書誌 ID=2004508390）
1927（昭和 2）年、1930（昭和 5）年前後～1942（昭和 17）年までに日本「内地」で刊行された雑誌・新聞・単行本などについて、1 号・1 巻あ
たりの発行部数を調べることができます。下巻の解説「戦前における発行部数調査の歴史【増補改訂普及版】」も参考になります。



井川充雄監修 『戦前期「外地」雑誌・新聞総覧 : 朝鮮・満洲・台湾の言論界』 (2016-2017 年)
阪大所蔵 （総合図-書庫 2 階 書誌・索引 051/SEN/4～9 書誌 ID=2004512201）
戦前期の「外地」における雑誌・新聞の概要や発行状況についての資料を復刻集成したものです。さまざまな資料からの復刻のため、
統一的なデータが記載されている訳ではないですが、一部の雑誌・新聞については、発行部数について記載があります。9 巻末尾に、
シリーズ全体の総目次と雑誌・新聞名タイトル索引があります。

B6．日本の新聞史の概説書
 春原昭彦著 『日本新聞通史 : 1861 年-2000 年 4 訂版』 (2003 年)
阪大所蔵 （総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 070.21/HAR 書誌 ID=2003568719）
【目次】新聞の誕生;政党新聞時代;パーソナル・ジャーナリズム;近代新聞の成立期;近代新聞の成熟期;軍閥の台頭と新聞の抵抗;新聞統
制時代;第二時大戦後の新聞の復興;新聞の発展期-戦前からの脱皮;新聞の転換期;新聞の役割の変化と課題;通信社の発達
明治大正主要新聞変遷図あり。

 土屋礼子著 『大衆紙の源流 : 明治期小新聞の研究』 (2002 年)
阪大所蔵 （総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 070.21/TSU 書誌 ID=2003516497）
【目次】第 1 章 小新聞とは何か;第 2 章 小新聞と識字階層;第 3 章 小新聞の文体と言語空間;第 4 章錦絵新聞から絵入り小新聞へ;第 5
章初期小新聞にみる投書とコミュニケーション;第 6 章 明治初期の言論統制と小新聞の筆禍;第 7 章『いろは新聞』にみる明治十年代半
ばの小新聞;第 8 章政党系小新聞にみる明治十年代後半における小新聞の変貌;第 9 章大阪における小新聞の展開;第 10 章小新聞の
新たな試み-初期の『都新聞』と『やまと新聞』;終章 小新聞の終焉と大衆紙の始まり

 明治・大正・昭和初期新聞紙面変遷情報（国立国会図書館 調べ方案内）
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-1093.php
明治・大正・戦前期に発行された主な新聞について、改題・吸収・合併・分割・復刊などによる新聞紙名の変遷情報が紹介されています。

 明治・大正時代の主な新聞とその参考文献（関東地域）（国立国会図書館 調べ方案内）
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-700041.php

 明治・大正時代の主な新聞とその参考文献（関東以外の東日本）（国立国会図書館 調べ方案内）
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-700042.php

 明治・大正時代の主な新聞とその参考文献（西日本）（国立国会図書館 調べ方案内）
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-700043.php
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C.世界の新聞
C1．新聞の探し方を紹介した資料・Web サイト
 伊藤民雄 インターネットで文献探索 2019 年版 第 4 章 新聞・雑誌を探す
http://biblioguide.net/inet2019/category/part2/chap4

 Guide to Newspapers and Newspaper Indexes (Harvard Library Research Guides)
https://guides.library.harvard.edu/news

 U.S. News Archives on the Web
http://www.ibiblio.org/slanews/internet/archives.html
全米各地の新聞のアーカイブサイトへのリンクを州単位で掲載しています。

C2．新聞を検索・閲覧できるデータベース
C2-1．大阪大学契約・購入データベース
データベース名称

収録紙

収録年代

注

New York Times collection

The New York Times（米）

1851～

リモートアクセス可

Financial Times Historical

Financial Times（英）

1888～2016

リモートアクセス可

The Times（英）

1785～2019

The Washington Post（米）、Le Monde（仏）

新聞による

Archives, 1888-2016
The Times Digital Archives,
1785-2019
ProQuest Central

など世界各国の新聞、雑誌を収録
Press Reader

世界 100 か国、約 3,000 以上の各種新聞。

OPAC で紙名検索可能
リモートアクセス可

最新 90 日

リモートアクセス可

例 ） The Washington Post （ 米 ） 、 The
Guardian（英）など。
通常入手困難な国の新聞も収録。
人民日報

人民日報（中国）の中国国内版

1946～

リモートアクセス可

中国近代報刊庫 大報編

申報の 1872 年から 1949 年までに発行さ

1872～1949

リモートアクセス可

申報

れたもののうち現在アクセス可能な大部

1832～1953

リモートアクセス可

分の号を収録。
Chinese Newspapers

中国で刊行された歴史的な英字新聞・雑

Collection

誌 12 タイトルを収録。

データベースの利用は 大阪大学附属図書館Ｗeb サイト＞クイックサーチ＞データベース から
リモートアクセス可のデータベースは、キャンパス外からのアクセスも可能です。
大阪大学附属図書館Ｗeb サイト＞キャンパス外から電子リソースを使う から

C2-2．フリーデータベースなど
 Chronicling America: Historic American Newspapers
https://chroniclingamerica.loc.gov/
アメリカ議会図書館（Library of Congress）が運営する新聞のアーカイブサイトです。1690 年以降のアメリカで発行された新聞の刊行情報
等を検索できるほか、多くの新聞についてデジタル化した紙面（収録範囲は 1789 年-1963 年）を見ることもできます。

 NewsLibrary
https://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives
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アメリカの地方紙の新聞記事を検索できます。全文表示は有料です。

 NewspaperARCHIVE.com
https://newspaperarchive.com/
アメリカの各州および世界 20 か国以上の新聞を検索できます。全文表示は有料です。

 The British Newspaper Archive
https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
英国図書館（The British Library）が提供する、18 世紀以降に英国・アイルランドで発行された数百タイトルの新聞を検索できます。全文
表示は有料です。今後もデータは追加される予定です。
Europeana Newspapers
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/18-newspapers
EU 各国の新聞バックナンバーを無料で見ることができます。収録範囲は 1618 年～1980 年代。

 Gallica
https://gallica.bnf.fr/
フランス国立図書館による電子図書館。フランスの新聞のバックナンバーを無料で見ることができます。

 Zeitungsportal NRW
https://zeitpunkt.nrw/
ドイツの Nordrhein-Westfalens 地域の新聞を中心としたデジタルアーカイブです。収録期間は 1801～1945 年。

 ANNO - AustriaN Newspapers Online
http://anno.onb.ac.at/
オーストリア国立図書館。1500 年代からのオーストリアの新聞のバックナンバーを無料で見ることができます。日付を指定して、同日付
の新聞を比較できる”Jahresübersicht der Zeitungen (1568-1947)”の機能も便利です。

 Trove: Digitised newspapers and more
https://trove.nla.gov.au/newspaper/
オーストラリア国立図書館。1800 年代以降のオーストラリアの新聞のバックナンバーを無料で見ることができます。

 Papers Past
https://paperspast.natlib.govt.nz/
ニュージーランド国立図書館。1839 年-1950 年のニュージーランドの新聞のバックナンバーを無料で見ることができます。

 CNKI 中国重要新聞データベース(CCND)
https://chn.oversea.cnki.net/kns?dbcode=CCND
中国のおもな新聞約 600 紙に 2000 年以降掲載された記事のうち重要なものを収録。記事本文は阪大では未契約のため閲覧できません。

 邦字新聞デジタル・コレクション ジャパニーズ・ディアスポラ・イニシアチブ
https://hojishinbun.hoover.org/?l=ja
Hoover Institution Library & Archives。アメリカ大陸、アジアにおける海外在住の日本人や日系人が発行した海外日系新聞を集めたデー
タベースです。

 海外邦字新聞データベース
https://rakusai.nichibun.ac.jp/hoji/
国際日本文化研究センター。海外邦字新聞のなかからサンパウロ、サンフランシスコ、ブエノスアイレスにて発行された 9 紙を集めて収録
したものです。
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◆ 附属図書館で現在購読している日刊紙
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○
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○
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○
○
○
○

○
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○
○
○
○

所 蔵 館

総合図書館（６ヶ月保存）
生命科学図書館（３ヶ月保存）
理工学図書館（２年間保存）
外国学図書館（1年間保存)

日
経
産
業
新
聞

日
刊
工
業
新
聞

人
民
日
報
国
内
版

人
民
日
報
海
外
版

朝
鮮
日
報

○
○
○
○

Le Monde

日
本
経
済
新
聞

New York Times
late edition

産
経
新
聞

Известия

読
売
新
聞

Frankfurter Allgemeine

毎
日
新
聞

The Times

朝
日
新
聞

The Japan News

名

The Japan Times /
New York Times
International edition

紙

○

○

○ ○ ○
○

総合図書館の購読中日刊紙のバックナンバー：
前月以前分は書庫棟1階へ移して保管しています。移動のタイミングについてはメインカウンターでお尋ねください。

◆ 総合図書館にある主な新聞のバックナンバー等(上の表以前の発行分)早見表
1885

朝日
新聞

読売
新聞
毎日
新聞

復刻版：1884-1888
東京 復刻版：1888-1912,19-23
縮刷版：1942-現在
大阪 復刻版：1928-1941
朝日新聞 クロスサーチ：1879-現在
東京 縮刷版：2000-現在
大阪 原紙：1952-62,69,71-99
ヨミダス歴史館：1874-現在
復刻版：1872-1877
東京
縮刷版：1951-現在
大阪 マイクロ：1876-1969
毎日新聞 毎索：1872-現在
復刻版：1876-1889

2005 摘要
書庫 070/JIY/
<======> ⇔
A棟5階
<======================>A棟5階
<===>
A棟5階
<===========================================>
データベース
<====A棟5階
<==> <========>
書庫1階
============================================>
データベース
=>
A棟5階
<====================>
A棟5階
<============================>
A棟3階:マイクロ
============================================>
データベース
書庫2階大型
<==>

Japan Times Archives：
1865-1866,1897-1926

1925

1945

1965

1985

676.7/CHU/

日本経済新聞 マイクロ：1889-1944
縮刷版：1955-現在
日経テレコン21：1981-現在
The Japan
Times

1905

<==>

<===============>

=>

<========>

A棟3階:マイクロ
<==================A棟5階
<========>
データベース
データベース

ProQuest Central：1995-2000
⇔
データベース
マイクロ：1851-1979
================================>
A棟3階:マイクロ
⇔
<========> 書庫１階
New York 原紙：1953-59,69-2010.3
Times
New York Times collection：
============================================>
データベース
1851-現在
原紙：1950-2010.6
<=================> 書庫１階
Le Monde
ProQuest Central：2001-現在
<====データベース
人民日報 原紙：1964-1995
<========>
書庫１階
国内版
電子版：1946-現在
データベース
<==================>
１．欠号がありますので、所蔵巻号の詳細はOPAC等で確認してください。
２．マイクロ資料の利用には、参考調査カウンターで手続きが必要です。（利用可能時間：平日9時～17時）
３．データベースの朝日新聞クロスサーチ、ヨミダス歴史館、毎索、日経テレコン21は大阪大学内で利用可能です。
キャンパス外からのリモートアクセスも可能です。いずれも、同時アクセス数（同時に利用できる人数）に限りがあります。
４．「東京版」と「大阪版」とでは、同じ名前の新聞であっても内容の異なることがあります。
５．総合図書館では、他にも多様な新聞を所蔵しています。OPAC等で検索してください。
６．週刊の『Japan Times Alpha』は総合図書館・理工学図書館で、『週刊読書人』は総合図書館で、『科学新聞』『薬事日報』
は理工学図書館で購読中です。また、週刊・月刊の『南方周末』『文藝報』『中国経済新聞』『Правда』
を外国学図書館で購読中です。
７．この他の外国学図書館所蔵の新聞については、外国学図書館Webサイト>総合案内>所蔵資料に掲載しています。

