大阪学院大学図書館

2022年3月更新

新聞は、政治、経済、社会のあらゆる場面の出来事が記録されており、情報収集には欠かせない資料です。
さまざまなツールを紹介します。

目的にあわせた新聞形態の選択

1．原紙・縮刷版

図書館では、さまざまな保存形態の新聞を所蔵しています。

新聞は、国民生活全般に関するあらゆるニュースを報道する

それぞれの特徴や調べ方を知ることで、必要な情報を効率良く

「一般紙」と、産業、流通など特定分野を取材対象とし、専門的

収集できるようになります。以下の項目では、目的にあわせた

立場からニュースを報道する「専門紙」の二つに大別することが

新聞形態の選択について案内します。

できます。
以下では、当館で原紙又は縮刷版が利用可能なタイトルの一部

新聞の保存形態と特徴

3
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程度で発行されます。所蔵状況の詳細については、別紙の

原紙

新聞社が発行する新聞そのものです。
最新の記事を閲覧できます。

縮刷版

新聞の原紙１か月分が収録されてい
る冊子です。
目次や索引から記事を調べることも
できます。

データ
ベース

各社が発行した新聞の記事全文を検
索・閲覧できます。

新聞社
ホームページ

各新聞社が原紙とは別に速報性の高
い記事を中心に公開しています。

『日本経済新聞』【所蔵年：昭和43(1968)～最新】

マイクロ
フィルム

原紙をフィルムに保存したものです。
閲覧にはマイクロフィル ムリー
ダーを使用します。

『The Japan Times』 【所蔵年：昭和63(1988)～最新】
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を紹介します。なお、縮刷版(最新号)は原紙の発行後、２か月
＜当館新聞所蔵一覧＞をご確認ください。
一般紙
一般紙には、全国で発行される「全国紙」や、県や一部地域
など限られた地域で発行される「地方紙」などがあります。
『朝日新聞』【所蔵年：明治21(1888)～最新】
『毎日新聞』【所蔵年：昭和36(1961)～最新】
『読売新聞』【所蔵年：昭和20(1945)～最新】
『産経新聞』【所蔵年：3か月 ※ 縮刷版なし】

※主要な全国紙は総称して、5大紙と呼ばれています。

政治、経済、文化、社会、スポーツなど、日本に関する
さまざまな情報を伝える英字新聞です。

最新の情報を知りたい
当日の新聞「原紙」を図書館1階に設置しています。
また、各新聞社の「HP」から、トピックを確認することも
できます。

『日経産業新聞』【所蔵年：昭和59(1984)～最新】
企業情報や仕事に役立つ実務情報などを提供する産業・
企業情報専門紙です。

1．原紙・縮刷版
3．新聞社ホームページ

『日経流通新聞（日経MJ)』【所蔵年：昭和57(1982)～最新】

過去の新聞を見たい
各新聞社の「データベース」で、過去の日付などを指定し、
紙面の全文検索と閲覧が行えます。ただし、一部の記事や
写真などは収録されないため、「原紙」や「縮刷版」、
「マイクロフィルム」なども併せて利用することが必要です。
1．原紙・縮刷版

専門紙

2．データベース

流通・マーケティング専門紙です。個人消費の動向や
最新トレンドを紹介するほか、消費財メーカー、小売、
外食、サービス業などのミクロ情報も網羅しています。
『日経ヴェリタス』【保管期間：1年間 ※ 縮刷版なし】
金融・市場関係者と個人投資家に対し、世界の金融・
株式市場の情報を伝える投資金融情報紙です。

4．マイクロフィルム

レポートのテーマなど、キーワードから新聞記事を探したい

『日刊工業新聞』【所蔵年：昭和43(1968)～最新】

各新聞社の「データベース」でキーワード検索を行うことで、

モノづくり、中小企業、技術を柱にビジネス、テクノロジー

関連する記事を効率的に探すことができます。

情報を報道する総合産業専門紙です。
※平成15(2003)以降 の縮刷版は全てCD-ROM形態です。

2．データベース

2．データベース
新聞のデータベースは、キーワードや日付など、さまざまな

●日経テレコン21 [DB]
『日本経済新聞』、『日経産業新聞』、『日経流通新聞
(日経MJ)』、『日経ヴェリタス』の記事が検索できます。

項目から「記事」を検索することができます。

また、国内外の企業データベース、人物プロフィルなど、

以下では、図書館が契約しているオンラインデータベースや、

幅広いビジネス情報を収録しています。

所蔵しているCD-ROM・DVD-ROMを紹介します。
※[DB]…オンラインデータベース

※「日経テレコン21」には、他にも複数の新聞が収録されて
います。検索・出力は有料です。図書館員が代行検索
いたします。図書館２階カウンターでご相談ください。

『朝日新聞』
●朝日新聞クロスサーチ [DB]
【収録年：昭和20(1945)～最新】

『日本経済新聞 : 日経全文記事データベース』 [CD-ROM]
【所蔵年：平成2(1990)～平成21(2009)】

朝日新聞オンライン記事データベース。
新聞のほかにも週刊朝日・AERA・電子版「朝日現代用

『日経産業新聞 日経金融新聞 日経流通新聞 :
日経全文記事データベース』 [CD-ROM]

語・知恵蔵2006」の記事・項目も検索対象です。

【所蔵年：平成10(1998)～平成20(2008)】

『CD-HIASK : 朝日新聞記事データベース』 [CD-ROM]
【所蔵年：昭和60(1985)～平成15(2003)】

『日本経済新聞・日経産業新聞・日経MJ(流通新聞) :
日経全文記事データベース』 [DVD-ROM]

『毎日新聞』
●毎索 [DB] 【収録年：明治5(1872)～最新】
記事検索の他に、週刊エコノミストの雑誌記事検索や、
英文ニュースサイトの記事検索が可能です。

【所蔵年：平成6(1994)～平成9(1997)、平成 21(2009)～平成18(2018)】

海外の新聞を調べる
●ProQuest Central [DB]
世界中の主要新聞1,000紙以上(原文)を、フルテキストで
収録しています。

『CD-毎日新聞』 [CD-ROM]

英語をはじめスペイン語、フランス語、ドイツ語も収録。

【所蔵年：平成3(1991)～平成25(2013)】

『読売新聞』
●ヨミダス歴史館 [DB] 【収録年：明治7(1874)～最新】
記事検索の他に、「現代人名録」では国内外のキーパー
ソンの人物データが調べられます。また、関連記事を
読むことで、多面的に人物像をつかむことができます。
『讀賣新聞』 [CD-ROM][DVD-ROM]
【所蔵年：明治7(1874)～昭和55(1980)】

『読売新聞 : 大阪本社』 [DVD-ROM]
【所蔵年：昭和27(1952)～平成12(2000)】

『産経新聞』
●産経新聞データベース [DB]
【収録年：平成4(1992)～最新】

1992年9月以降の記事テキストデータと、2014年1月

3．新聞社ホームページ (無料webサイト)
各新聞社のホームページでは、さまざまなジャンルの最新
ニュースが掲載されており、それらを無料で閲覧できます。
自宅のPCやスマートフォンでも自由にアクセスできます
ので、速報性のある情報を手軽に入手することが可能です。
●(朝日新聞社)「朝日新聞デジタル」(www.asahi.com/)
●(毎日新聞社)「毎日新聞」(www.mainichi.jp/)
●(読売新聞社)「読売新聞オンライン：ニュース＆お得サイト」
(www.yomiuri.co.jp/)
●(産経新聞社)「産経ニュース」(www.sankei.com/)
●(日本経済新聞社)「日経電子版」(www.nikkei.com/)

4．マイクロフィルム
当館では、以下の新聞のバックナンバー(一部)をマイクロ
フィルムの形態で所蔵しています。図書館2階の専用機器

以降の東京朝刊、大阪夕刊の紙面切り抜きイメージが

を使って閲覧や複写をすることができます。

検索できます。

紙面の拡大・縮小や記事の切り出しなど、さまざまな機能
が利用可能です。

『日本経済新聞』
●日経電子版 Pro [DB]
【収録年：電子版オリジナル記事…平成22(2010)～最新
朝刊・夕刊掲載記事…過去３か月間】

『日本経済新聞』の他に『日経産業新聞』、『日経流通
新聞(日経MJ)』、『日経ヴェリタス』の記事が検索でき

『日刊工業新聞』
【所蔵年：昭和21(1946).1～昭和42(1967).12】

『大阪日報』『大阪毎日新聞』
【所蔵年：明治15(1882).5～大正15(1926).12】

ます。また、「日経会社情報DIGITAL」では、上場企業

『日本経済新聞』

を中心としたビジネスや投資、企業・業界に関する

【所蔵年：昭和46(1971).1～平成8(1996).12】

ニュース、業績・財務データなども検索できます。

＜当館新聞所蔵一覧＞
●配置場所
当日～最大3日分の原紙：1階 新聞コーナー
縮刷版：2階開架 新聞縮刷版コーナー (朝日・毎日・日経・読売・日経産業新聞・ The Japan Times ―最新3カ月分、日経MJ ―最新4カ月分)
その他、過去の原紙・縮刷版（欠号あり）や、CD-ROM、マイクロフィルムについては、2階カウンターでお問い合わせください。

新聞名

朝日

毎日

読売
産経
日本
経済
日経
産業
日経
流通
日刊
工業
Japan Times

縮刷版
明治
CD-ROM
1868～
データベース
縮刷版
CD-ROM
朝日新聞クロスサーチ
縮刷版
CD-ROM
毎索
縮刷版
CD-ROM
ヨミダス歴史館
産経新聞データベース
縮刷版
CD-ROM
日経テレコン21
縮刷版
CD-ROM
日経テレコン21
縮刷版
CD-ROM
日経テレコン21
縮刷版
CD-ROM
縮刷版

当館所蔵分

大正
1912～

昭和
1926～

平成
1989～

令和
2019～
明治21年～最新

昭和60年～平成15年
昭和20年～最新

昭和36年～昭和48年

昭和60年～最新
平成3年～平成25年
明治5年～最新

昭和20年～昭和23年

昭和43年～昭和45年、昭和60年～最新

明治7年～昭和55年
明治7年～最新
平成4年～最新
昭和43年～最新
平成2年～最新

昭和56年～最新
昭和59年～最新
平成6年～最新
昭和56年～最新
昭和57年～最新

平成6年～最新
昭和60年～最新
昭和43年～平成15年
平成15年～最新
昭和63年～最新

