新聞を読む・新聞記事を調べる
2014 年 7 月作成

1. 新聞にも種類があります
「新聞」と一口に言っても、様々な新聞があります。例えば、全国紙である朝日新聞からは大まかな概要
を、専門紙である日経新聞からは経済やビジネス分野について知ることができます。複数の新聞の記事を
見比べることも大切です。
新聞の特徴を知り、自分の調べたいテーマに沿って、記事を探してみてください。

例
ニュースの概要を知りたい

全国紙

経済・ビジネス分野の記事を読みたい

日本経済新聞、日刊工業新聞など専門紙

医薬業界の記事を読みたい

薬事日報※
※YAKUNET データベースで電子版を閲覧可能

海外の記事を読みたい

Japan Times など

古い記事をさがしたい

過去の新聞※、明治ニュース事典など
※昭和の読売新聞／日経テレコン（日経発行紙）／聞蔵Ⅱ（朝日新聞）デー
タベースで検索可能

埼玉の時事をつかみたい

埼玉新聞

2. 図書館で閲覧できる新聞
１階ブラウジングコーナーに最新の原紙があります。原紙は、最新のニュースを読むには最適です。
また調べたいテーマが決まっている場合には、データベースが便利です。

図書館では現在、主なものとして、下記の新聞を購読しています。
全国紙・地方紙

朝日新聞、埼玉新聞、産経新聞、毎日新聞、読売新聞

専門紙

科学新聞、週刊 ST、全私学新聞、
日刊工業新聞、日経 MJ、日経産業新聞、日本経済新聞、薬事日報（電子版）

海外紙

人民日報、東亜日報、International New York Times、Japan Times、
Le Monde、T・L・S

それぞれ、以下の場所に配架されています。
当日～今週分

1 階ブラウジングコーナー

先週～今月分

1 階資料室（社史・史料類、年鑑・白書コーナー）

先月～当該年分

1 階 AV 室

上記以前分

積層書庫 M4 階

※日本経済新聞、朝日新聞の縮刷版
1/5

データベースを使うと、PC 上で記事を検索・閲覧できます。
いずれも「図書館ホームページ ＞ データベース集 ＞ 新聞記事をさがす」からリンクしています。

朝日新聞
データベース名

聞蔵Ⅱビジュアル

アクセス URL

http://libopac.josai.ac.jp/search/infolinks/kikuzou2login.html

内容



朝日新聞の記事全文データベース。全地域面を収録（沖縄を除く）。明治 12
（1879）
年の創刊号から今日までの 130 年を超える紙面から記事・広告約 1,200
万件が検索できます。週刊朝日、AERA、知恵蔵、アサヒグラフなども収載。



「朝日新聞」記事は 1985 年から、
「朝日新聞縮刷版」は 1879 年から 1989 年
まで（紙面イメージ）
、「AERA」は 1988 年 5 月創刊号から、「週刊朝日」ニュ
ース面は 2000 年 4 月から、アサヒグラフは 1923 年から 1956 年まで検索可能
です。



電子版「朝日新聞デジタル」だけに掲載された記事も閲覧可能です。見出し
冒頭の《朝日新聞デジタル》が目印です。なお《朝日新聞デジタル》の記事
は、対象誌名のチェックを"何も付けない"場合のみ検索されます。

利用上の注意

学内のネットワークに接続されているパソコンならどこからでも利用できます。
同時アクセス数は 1 ですので、複数の人がアクセスすることはできません。利用
が終わりましたら、画面右上の「ログアウト」をクリックして終了してください。

日本経済新聞社 発行紙
データベース名

日経テレコン

アクセス URL

http://libopac.josai.ac.jp/search/infolinks/teleconlogin.html

内容



日経各紙（日経、日経産業、日経 MJ、日経金融）の記事、企業情報、プレス
リリース（報道機関向け発表資料、直近 1 週間）など収録。



記事は 1975 年以降を収録。80 年代前半までは、見出しと一部記事の抄録のみ。
それ以降は全文収録し、80 年代後半～90 年代前半からは、PDF イメージも見
られます（一部無いものもあり）。



同義語、シソーラスでの検索も可能（詳細条件で選択）。同義語では、例えば
「二酸化炭素」で検索すると、「CO2、炭酸ガス」も検索対象となります。シ
ソーラスでは、例えば「雇用」で検索すると、下位語の「求人倍率、高齢者
雇用」なども対象となります。



企業情報は日経会社プロフィルデータベースを利用可能。約 18,000 社（上場、
非上場）の基礎情報、沿革、事業内容、格付け、業績・財務情報、ステーク
ホルダー、経営・設備情報を収録。

利用上の注意

学内のネットワークに接続されているパソコンならどこからでも利用できます。
同時アクセス数は 3 ですので、複数の人がアクセスすることはできません。利用
が終わりましたら、画面右上の「ログアウト」をクリックして終了してください。
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読売新聞

※戦前昭和の記事

データベース名

読売新聞（昭和の読売新聞）

アクセス方法

館内 PC にて利用できます。カウンターへ利用申請してください。

内容



戦前昭和（1926 年 12 月～1945 年）の読売新聞記事が収録されています。キ
ーワード、歴史年表からの記事検索や、広告も検索・閲覧できます。広告は
「キーワード and 広告」で探せます。



世界大百科事典（平凡社）も同時に利用可能です。



「昭和の読売新聞．戦前Ⅰ（1926：大正 15 年 12 月 1 日～1936：昭和 11 年 12
月 31 日）
・Ⅱ（1937：昭和 12 年 1 月 1 日～1945：昭和 20 年 12 月 31 日）」
「世
界大百科事典．第 2 版」の DVD-ROM12 枚分を専用 PC にインストールしていま
す。収録 DVD-ROM の貸出はできません。

利用上の注意

館内専用 PC での利用となります（同時利用 1 人まで）。利用希望者は図書館カウ
ンターに申請して下さい。

薬事日報
データベース名

YAKUNET

アクセス URL

http://yakunet.yakuji.co.jp/

内容



「薬事日報」は月・水・金発行の医薬新聞で、医薬品をはじめとした医療関
連のニュースを中心に、医薬品メーカー、卸・小売、関連団体、病院、医療
施設の動向を幅広く収録しています。毎号で話題のテーマを取り上げ、多角
的に紹介・解説もしています。YAKUNET では、
「薬事日報」の記事全文、写真、
図表をインターネット上で閲覧できます。



年間 5,000 件以上の記事が追加されます。最新記事は、発行日の午前零時よ
り閲覧可能。過去の記事は 1997 年 10 月 3 日から収録。



記事ごとに薬事キーワードが付与され、分類検索ができます。全文記事検索
もあり。医薬関連のプレスリリース情報なども見られます。

利用上の注意

学内のネットワークに接続されているパソコンならどこからでも利用できます。
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3. 新聞を読むのに役立つ図書
新聞の読み方や、活用方法の参考に使えます。2000 年以降発行の図書を、ピックアップしてみました。
配架場所 ： シラバスコーナー（3 階）
書名

請求記号

池上彰の新聞活用術 / 池上彰著

070.4//I33//平岡

日本経済新聞の読み方 / 日本経済新聞出版社編

330//N77//平岡

配架場所 ： 開架図書（3 階）
書名

請求記号

本と新聞の情報革命 : 文字メディアの限界と未来

023//A38

検証日本の組織ジャーナリズム / 川崎泰資, 柴田鉄治著

070.21//Ka97

新聞統合 : 戦時期におけるメディアと国家 / 里見脩著

070.21//Sa86

池上彰の新聞活用術 / 池上彰著

070.4//I33

新聞の未来を展望する : 電子ペーパーは救世主となれるか / 水越伸 [ほか執筆]

070.4//Mi95

読売 vs 朝日 : 21 世紀・社説対決 / 読売新聞論説委員会編著

070.4//Y81

日本の現場 : 地方紙で読む / 高田昌幸, 清水真編

304//Ta28//2012

日経新聞の読み方 : 短時間で裏読みまで / 石井勝利著

330.4//I75

日経新聞の裏を読め / 木下晃伸著

330.4//Ki46

論点のすべてがわかる / 日本経済新聞社編

330.4//N73//1

すぐに活かせる「日経」の読み方 / 日本経済新聞社編

330.4//N77

日本経済新聞のまるごと活用法 / 日本経済新聞社編

330.4//N77

日本経済新聞の読み方 / 日本経済新聞出版社編

330//N77

日経新聞の数字がわかる本 : 「景気指標」から経済が見える / 小宮一慶著

331.19//Ko65

新聞は大震災を正しく伝えたか : 学生たちの紙面分析 / 花田達朗, 教育学部花田
ゼミ編著

369.31//Sh69//18

新聞で学力を伸ばす : 切り取る、書く、話す / 齋藤孝著

375.1//Sa25

新聞ジャーナリズム 2 度目の敗北 / 上丸洋一著

539.091//G34

新聞広告で企業戦略を読む / 日本経済新聞社広告局編

674.6//N77

ニュースの事典もあります。
下記 3 点は、過去の重要な記事の抜粋を掲載しており、記事の概要を知りたいとき便利です。
配架場所 ： 3 階参考図書
書名

所蔵巻号

請求記号

明治ニュース事典

第 1（慶応 4（1868）年）～第 8（明治 45（1912）年）巻

210.6//Me25

大正ニュース事典

第 1（大正 1（1912）年）～第 7（大正 15（1926）年）巻

210.69//Ta24

昭和ニュース事典

第 1（昭和 1（1926）年）～第 8（昭和 20（1945）年）巻

210.7//Sh97
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4. 全国紙・地方紙・専門紙の所蔵機関、便利なツール
図書館にある新聞やオンラインデータベース以外でも記事を検索することができます。


埼玉県立図書館
https://www.lib.pref.saitama.jp/ ＞ 埼玉資料 ＞ 埼玉関係の新聞




埼玉新聞、全国紙の埼玉版新聞、埼玉関連新聞を所蔵しています。

日本病院患者図書館協会 WEB 患者図書館
http://mba-web.co.jp/opac/jhpla_opac1.php


健康法、病気の解説や治療法などについての一般向けの「医学書・医学雑誌・新聞記事」を検
索できます。



国立女性教育会館女性教育情報センター
女性情報ポータル Winet http://winet.nwec.jp/ ＞ 雑誌記事・新聞記事を探す




男女共同参画及び女性・家庭・家族に関する記事を検索できます。

日本新聞博物館 新聞ライブラリー
http://newspark.jp/library/


日本新聞協会加盟社が発行する日刊新聞を原紙やマイクロフィルム、CD-ROM などで収集・保
管し、無料で一般公開する、横浜にある専門図書館です。



日本専門新聞協会
http://www.senmonshinbun.or.jp/




加盟社一覧より専門分野ごとで専門新聞紙の検索ができます。

47NEWS
http://www.47news.jp/




47 都道府県 52 新聞社のニュースと共同通信の内外ニュースを束ねた総合サイトです。

国立国会図書館
リサーチナビ ＞ http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/cat7/


新聞に関する、様々な調べ方を知ることができます。

作成：城西大学水田記念図書館
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