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新聞記事を検索できるデータベース（日本語新聞 / 外国語新聞）

の紹介や、神戸大学で所蔵している新聞の検索方法、他大学・

他機関所蔵の新聞の探し方など

新聞記事と新聞所蔵情報の探し方

https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/
https://lib.kobe-u.ac.jp/userguides/contact/#literacy


1. 新聞の形態

新聞・新聞記事は以下のような媒体で保存・提供されています。

・原紙(紙媒体)
いわゆる新聞紙です。（本学の所蔵の多くは3ヶ月～半年の保存です）

・データベース(電子媒体)
新聞社提供の専用データベースがあり、手軽に記事検索できます。全文検
索が可能な場合や、地域面の収録がある場合があります。
テキストデータのみで写真等はない記事もあります。

・縮刷版 / 復刻版
原紙を縮小印刷して冊子としたもの。紙面イメージそのままを確認できま
す。索引が付与されていれば、見出しの検索ができます。

・マイクロ資料
原紙を撮影し、フィルム資料にしたもの。紙面イメージそのままを確認で
きます。原紙より縮小されていますが、専用の機械で閲覧し時に拡大可能。

・その他切抜など（web / 冊子）
テーマに沿って紙面の切り抜きを集めており、特定テーマをまとめて確認
する際に便利です。



あるテーマに関する記事を
探したい

2. 新聞記事の探し方

電子媒体や紙媒体などで新聞記事を入手

読みたい新聞記事が決まっていない 読みたい新聞記事が決まっている

新聞名、掲載年月日
がわかっている

新聞名、掲載年月日
がわからない

OPACなどで検索

• 新聞記事データベースで検索

• 縮刷版や新聞集成などの冊子体資料で調べる

• ディスカバリ―で検索

本文提供あり 本文提供なし

該当データ
ベースで掲載
日から検索



最近の記事を探す
1か月以内など比較的最近の記事であれば、データベースのほ
かに、各新聞社のWebサイトから記事検索を行うことができる
場合があります。
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/newspapers/theme_honbun_700033.html
(国立国会図書館リサーチ・ナビ「全国紙・地方紙の新聞社サイト集」)

http://www.onlinenewspapers.com/
(世界各国のオンライン新聞のリンク集)

過去の記事を探す
各新聞社のデータベースで検索できるほか、地方紙の場合には、
各地の図書館で見出し検索が提供されている場合があります。
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/newspapers/theme_honbun_700003.html
(国立国会図書館リサーチ・ナビ「全国紙等の記事索引・検索サービス」)

https://rnavi.ndl.go.jp/jp/newspapers/post_1079.html
(国立国会図書館リサーチ・ナビ「地方紙の記事索引・検索サービス」)

●神戸又新日報: 神戸市文書館ウェブサイトにて目録公開。検索可能。

https://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/document/yushin/yushin.html

3. 新聞記事を探す：Webで検索

https://rnavi.ndl.go.jp/jp/newspapers/theme_honbun_700033.html
http://www.onlinenewspapers.com/
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/newspapers/theme_honbun_700003.html
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/newspapers/post_1079.html
https://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/document/yushin/yushin.html


4. 新聞記事を探す：データベース（日本語）

契約中の新聞記事データベース

【すべて学内ネットワーク環境からのみアクセス可】※同時アクセス数制限あり

ヨミダス歴史館 (読売新聞社) 朝日新聞クロスサーチ(朝日新聞社)

1874(明治7)年の創刊号からの記事を
検索・閲覧可能。

1989(昭和64)年からの英字新聞『The 
Japan News』 (2013年3月まで『The
Daily Yomiuri』)の記事テキストも収
録。社説や連載一覧などもまとめられ
ている。

1879(明治12)年の創刊号からの記事・
広告を検索・閲覧可能。雑誌『AERA』
『週刊朝日』の記事も収録されている。
人物データベースや歴史写真アーカイ
ブ、現代用語事典「知恵蔵」も検索可
能。

毎索 (毎日新聞社) 日経テレコン(日経新聞社)

毎日新聞に掲載の記事が、東京日日新
聞時代の創刊号(1872年)から収録。
『週刊エコノミスト』の記事検索や世
論調査のデータベース「ヨロンサー
チ」も利用可能。

『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』など日経各紙の全文記事検索・閲
覧のほか、企業情報・人事情報を検
索・閲覧可能。データやランキングも
まとめられている。



5. 新聞記事を探す：データベース（外国語）

契約中の新聞記事検索可能なデータベース
新聞記事検索の機能がメインではありませんが、その分幅広い情報と併せて新
聞記事も検索できるデータベースです。
紙面イメージではなくテキストでの提供が主です。創刊号からではなく、比較
的新しい年代のものが収録されている場合が多いです。

Academic OneFile（学内ネットワーク環境からのみアクセス可）

The Times (1985.7~), The New York Times (1985.1~), The Guardian
(1990.1~), The Financial Times (1999.1~), The Washington Post 
(2014.1~) など約27紙を収録。

General OneFile（学内ネットワーク環境からのみアクセス可）

Academic OneFileより一般向け。
The Christian Science Monitor (1996.12~), Kuwait Times (2005.12~), 
Daily Mirror (2014.11~), The Times of India (2005.6~) など約129紙を
収録。

Lexis Advance （要事前登録）

世界各国の主要新聞の記事やその他のニュースを提供。
英字新聞だけではない幅広いニュースを検索することができる。



6. 新聞記事データベースへのアクセス

図書館ウェブサイトからデータベースへアクセス
「データベース一覧」を開き、サイドバーの内容別リストで「新聞記事」を選択
すると、新聞記事を検索できるデータベースが表示されます。
希望のデータベース名を選択し、詳細画面のデータベース名からログイン。
操作ガイドなどがあれば詳細画面下部「User’s Guides」にリンクがあります。



7. 新聞記事を探す：新聞記事文庫

●マイクロフィルム
約650巻 明治末から昭和45(1970)
年まですべてを収録しています。
※要事前予約（経済経営研究所図書室）

●デジタル版
明治末～昭和18年
記事内全文を検索できるものもあり
ます。

●冊子（OPAC検索可）

『新聞記事資料集成』全354巻予定
のうち通巻54巻で発行中断。

新聞記事文庫（新聞切抜資料）
神戸大学経済経営研究
所によって作成された
新聞切抜資料。

経営・経済を主体とし
つつ社会・政治外交・
法制・教育など広範囲
にわたっています。

デジタル版
新聞記事文庫



8. 新聞記事を探す：ディスカバリー

ディスカバリーでも
外国語新聞含め、一部新
聞記事の検索ができます。



9. 新聞記事を探す：事典や索引から

冊子体資料を使う
冊子体の資料では、複数の新聞からテーマや年代に沿って記事を集めたもの
が多く、横断的に検索することができます。特に戦前期以前の新聞記事で有
効です。１つのテーマに絞って新聞記事を集めたものもあります。
※下記資料はほぼ記事全文を掲載していますが、一部省略などされている場合があります。

『明治ニュース事典』『大正ニュース事典』『昭和ニュース事典』
毎日新聞の前身「東京日日新聞」を中心に全国各地の新聞から記事テキストを収録しています。
50音順索引や年次別索引などがあります。

『新聞集成明治編年史』 『新聞集成大正編年史』 『新聞集成昭和編年史
全国の新聞から重要記事をピックアップして年月日順にまとめたもの。明治編年史には「全巻
索引」の巻あり、事項と挿絵索引が収録されています。
『新聞集成明治編年史』林泉社は国立国会図書館デジタルコレクションにてインターネット公
開されています。

『新聞集録大正史』
全国の新聞から記事を抜粋し、年月日順に編年体で整理したもの。各巻に分類目次があります。
「大索引」の巻があり、分類別索引と人名索引があります。

『新聞集成昭和史の証言』
全国の新聞から記事を抜粋し、編年形式に編集。各巻ごとに細目分類目次があり、20巻は「全
索引」で昭和元年～20年の50音順索引となっています。



大阪府立中之島図書館
・所蔵する業界新聞の業種別一覧
https://www.library.pref.osaka.jp/site/business/p-gyokai.html

●業界新聞（専門紙）

国立国会図書館リサーチ・ナビ
・業界紙・専門紙を所蔵する図書館（専門図書館等）を調べるには
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/newspapers/post_1146.html

・業界紙（専門紙）を調べるには
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/newspapers/post_760.html

ディープライブラリー
・専門図書館の横断検索
https://dlib.jp/

●新聞広告

各発行機関でも記事検索できる場合があります。一般市民の利用ができる専門図書館も多く
あります。

神戸大学の所蔵 ⇒ https://lib.kobe-u.ac.jp/collections/newspapers/ja-local/

明治期出版広告データベース（国文学研究資料館）
明治前期の新聞・雑誌等に掲載された出版物の広告を集成

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

新聞広告データアーカイブ
https://www.pressnet.or.jp/adarc/index.html

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－昭和20年）

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DBijutus/Shinbun/recordlist.php?-max=100&-action=findall&-skip=0

10. 新聞広告や業界紙を探す

本学で契約しているデータベースでも検索できる場合があります。

https://www.library.pref.osaka.jp/site/business/p-gyokai.html
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/newspapers/post_1146.html
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/newspapers/post_760.html
https://dlib.jp/
https://lib.kobe-u.ac.jp/collections/newspapers/ja-local/
https://base1.nijl.ac.jp/~meiji_pa/
https://www.pressnet.or.jp/adarc/index.html
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DBijutus/Shinbun/recordlist.php?-max=100&-action=findall&-skip=0


11. 新聞を探す：神戸大学の所蔵

データベース検索で本文まで見ることができなかった場合などでは、新聞そのものの
所蔵を探す必要があります。

OPACで検索する
OPACで新聞の名称を検索すると原紙 / 縮刷版 / マイクロ資料などを
一括で検索することができます。
詳細検索で資料区分を「雑誌」「マイクロ資料」「DB&ソフトウエ
ア」に絞り込むとより効率的に検索できます。



12. 新聞を探す：神戸大学の所蔵

図書館ウェブサイト
コレクション > 所蔵・購読新聞リスト

原紙を購読中の新聞のリストおよび神戸大学で所蔵している
新聞のリストを公開しています。
https://lib.kobe-u.ac.jp/collections/newspapers/

所蔵新聞一覧
・日本語新聞（五大全国紙）
・日本語新聞（地方紙・専門紙ほか）
・外国語新聞
購読新聞リスト

https://lib.kobe-u.ac.jp/collections/newspapers/


13. 新聞を探す：他大学・他機関

神戸大学やWeb上に必要な新聞がない場合には、他大学 / 他
機関の所蔵を検索してみましょう。

所蔵があった場合にはILLを利用して、記事のコピーを入手で
きる場合があります。有料サービス

他機関の所蔵資料は、直接その機関を訪問して利用することも
できます。
※訪問利用には、事前に紹介状等の発行が必要なため、訪問前に所属学部・研究科
のサポート館までご相談ください。

・CiNii Books

・国立国会図書館サーチ: 全国新聞総合目録データベース

・明探(東京大学)
東京大学の明治新聞雑誌文庫所蔵の新聞を検索できるシステム



図書館トップページ > 学修サポート > 資料/情報の探し方ガイド > 目的別：新聞記事を探す

14. お役立ちリンク集

神戸大学附属図書館では多くの学
習/研究に役立つ資料やデータ
ベースを購入しています。
資料/情報の探し方ガイド では、
資料を探す際に役立つデータベー
スや冊子体資料、関連するWeb
ページをリストアップご紹介して
います。

目次の目的別の欄にある「新聞記
事を探す」から左記ページへお越
しください。



15. 新聞・新聞記事の探し方まとめ

・新聞記事は様々な媒体で提供されているため、目的
にあった資料を選ぶ必要がある

・大手新聞社や海外新聞社の記事はデータベースを
使って検索・閲覧できることがある

・比較的最近の記事はWeb上で公開されていることも
ある

・戦前期以前の記事は、専用の参考図書などを活用し
て検索する

・図書館での所蔵は、OPACなどを使うと通常の雑誌と
同じように検索できる (例外もあり)


