
 

県立図書館で調べることができる!! 主要な新聞の一覧 
※抜けている巻もあります。詳細は、カウンターへお尋ねください。 

 

平成 20 年(2008 年) ３月８日発行 （編集・発行） 滋賀県立図書館 

■一般紙 ① 
 

朝日新聞 

○本紙(大阪版) ３年保存 

○縮刷版(東京版) 昭和３年(１９２８)－ ＊欠号多し 

○縮刷版(復刻版・明治期) 

明治２１年７月(１８８８)－明治４５年６月(１９１２） 

○縮刷版(復刻版・大正期) 

大正元年７月(１９１２)－大正１４年１２月(１９２５) 

○縮刷版(復刻版・昭和期) 

昭和３年１月(１９２８)－昭和３０年１２月(１９５５) 

○マイクロフィルム(大阪版) 

明治１２年１月(１８７９)－ 

○マイクロフィルム(地方版・滋賀) 

明治３３年１月(１９００)－ 

○オンライン・データベース(聞蔵) 
[朝日新聞本紙] 
1984 年８月～  東京本社版ニュース面 

1989 年２月～  大阪本社版ニュース面 

1989 年４月～  西部・名古屋版ニュース面 

1988 年４月～  家庭・文化・読書面（東京本社版のみ） 

1988 年５月～  芸能面（東京本社版のみ） 

1993 年１月～  スポーツ面・日曜版 

1995 年５月～  短歌・俳句 

1996 年４月～  家庭・学芸・芸能・文化（大阪本社版） 

1998 年 12 月～ 夕刊マリオン 

1999 年３月～  家庭・学芸・芸能・文化（西部・名古屋本社版） 

1999 年６月 15 日～ 北海道支社版ニュース面  

＊ラジオ・テレビ面、囲碁・将棋欄、商況面は未収録  

[地方版] 
1988 年６月～ 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木 

1990 年 11 月～ 大阪・京都・兵庫・奈良 

1993 年 10 月～ 静岡・山梨・宮城 

1993 年 11 月～ 広島・岡山・福岡 

1994 年１月～ 愛知 

1997 年１月～ 沖縄以外の全都道府県 

2000 年４月～ 多摩 

2001 年４月～ 東京川の手 

2004 年 4 月～ むさしの  

○ＣＤ－ＲＯＭ(朝日新聞戦後新聞見出しデータベース) 
●昭和２０年(１９４５)から平成１１年(１９９９)までの朝日新聞縮刷版の

索引見出し約３４０万件をデータベース化したもの。記事の掲載

日、朝夕刊の別、掲載面、縮刷版の掲載ページがわかる。 

＊記事本文は入っていません 

 

毎日新聞 

○本紙(大阪版) ３年保存 

○マイクロフィルム(東京版) 明治５年２月(１８７２)－ 

○マイクロフィルム(地方版・滋賀) 

昭和５８年１月(１９８３)－ 

■一般紙 ② 
 

読売新聞 

○本紙(大阪版) ３年保存 

○マイクロフィルム(大阪版) 

○マイクロフィルム(地方版・滋賀) 

昭和２７年１２月(１９５２)－ 

 

産経新聞 

○本紙(大阪版) ３年保存 

○マイクロフィルム(地方版・滋賀) 

昭和３０年１月(１９５５)－ 

 

日本経済新聞 

○本紙(大阪版) ３年保存 

○縮刷版(東京版) 昭和４０年１２月(１９６５年)－ 

○マイクロフィルム(東京版) 

昭和５５年１月(１９８０年)－ 

○オンライン・データベース 
(日経テレコン 21 [for Lib]) 
[日本経済新聞 朝夕刊]  
1975 年４月～  見出しと一部記事の抄録のみ 

1981 年 10 月～ 全文収録 

1988 年６月～  記事イメージ：(PDF)  

[日本経済新聞 地方経済面]  
1976 年１月～  見出しと一部記事の抄録のみ 

1982 年 11 月～ 全文収録 

1993 年１月～   記事イメージ：(PDF)～  

＊その他、「日経産業新聞」,｢日経流通新聞(MJ)｣,｢日経金

融新聞｣の３紙も収録。 

 

京都新聞 
＊旧紙名も含む「京都新報」→「京都滋賀新報」→「中外電報」

→「日出新聞」→「京都日出新聞」→「京都新聞」   

○本紙 ３年保存 

○マイクロフィルム(全本紙) 

明治１４年５月(１８８１)－ 

○マイクロフィルム(地方版) 

明治１４年５月(１８８１)－ 

 

中日新聞 

○本紙 ３年保存 

○マイクロフィルム(地方版・滋賀) 

昭和２５年１月(１９５０)－ 
 

   

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■滋賀県に関わる新聞 ① 
 
朝日新聞 

○マイクロフィルム 
(京都附録)  明治３３年１月(１９００)－大正６年１２月(１９１７) 

(京都滋賀版) 大正７年１月(１９１８)－昭和２年９月(１９２７)  

(滋賀版)    昭和２年１０月(１９２７)－ 

○オンラインデータベース(聞蔵／地方版・滋賀) 

平成９年１月(１９９７)－ 

 

毎日新聞 

○マイクロフィルム(地方版・滋賀) 

昭和５８年１月(１９８３)－ 

 

読売新聞 

○マイクロフィルム(地方版・滋賀) 

昭和２７年１２月(１９５２)－ 

 

産経新聞 

○マイクロフィルム(地方版・滋賀) 

昭和３０年１月(１９５５)－ 

 

京都新聞 

○マイクロフィルム(地方版・滋賀) 

昭和２２年８月(１９４７)－  

 

中日新聞 

○マイクロフィルム(地方版・滋賀) 

昭和２５年１月(１９５０)－ 
 
日経新聞 

○オンラインデータベース 

(日経テレコン 21 [for Lib] ／地方経済面) 

昭和５１年１月(１９７６)～  見出しと一部記事の抄録のみ

昭和５７年１１月(１９８２)～ 全文収録 

 

新聞記事索引(滋賀県立図書館作成) 

○滋賀県関係新聞記事見出し検索 
昭和５８年４月(１９８３)～ 
●滋賀県内発行の京都、朝日、読売、毎日、産経、中日、日

経の各紙に掲載された滋賀県および図書館関係の記事

見出しのデータベース。 

●見出し・人名・分類による検索を行います。 

＊記事本文は入っていません 

 

みんなの滋賀新聞 

○本紙 平成１７年４月－９月(２００５) １－１３７号 
 

滋賀民報 

○製本版 昭和５０年７月(１９７５)－ 

○マイクロフィルム 

  昭和４０年(１９６５)－昭和６１年(１９８６) 
 

滋賀新聞  

○マイクロフィルム 

昭和１７年８月(１９４２)－昭和３０年９月(１９５５) 

■資料の中にある新聞 
 

『新聞集成明治編年史全１５巻』 

財政経済学会 １９６８-７２年刊 
(収録範囲)文久２年(１８６２)－明治４５年(１９１２) 

 ●２７１紙の主要な記事を掲載。最終巻が、全巻索引となって

いる。事項・人名等からの検索が可能。 

 

『明治ニュース事典 全８巻＋総索引』 

 １９８３－１９８６年 毎日コミュニケーションズ刊 

『大正ニュース事典 全７巻＋総索引』 

 １９８６－１９８９年 毎日コミュニケーションズ刊 

『昭和ニュース事典 全８巻＋総索引』 

 １９９０－１９９４年 毎日コミュニケーションズ刊  
(収録範囲)慶応４年(１８６８)－昭和２０年(1945) 

●事項・人名等からの検索が可能。 

 

『朝日新聞記事総覧   

大正前期・大正・昭和・平成編 全４９巻別冊１１』 
 (収録範囲)大正元年(１９１２)～平成４年(１９９２)  
●『朝日新聞縮刷版 (東京)』の｢記事索引｣ および ｢重要記

事｣ ｢時事日誌｣ を集成したもの。人名索引付き。 

 

『滋賀県ＥＬ新聞記事情報リスト』 
 (年刊) 昭和６３年(１９８８)～  

●記事原文情報データベース「ＥＬＮＥＴ」から、滋賀県に関

する記事データを収録したもの。 

■滋賀県に関わる新聞 ② 
 
滋賀新日日新聞  

○マイクロフィルム 

昭和３０年９月(１９５５)－昭和５４年３月(１９７９) 

 

近江日日新聞 

○マイクロフィルム 

昭和１６年１月(１９４１)－昭和１７年２月(１９４２) 

 

近江同盟新聞 

○マイクロフィルム 

昭和１６年１月(１９４１)－昭和１７年７月(１９４２) 
 
＊その他、東京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、滋賀県内で刊行された新

聞を、写真複製して、提供しています。 

 

○「近江共同新聞」 明治１７年７月１８日(１８８４) 

明治２０年１２月８日(１８８７)  

○「大津日報」    明治１２年４月１７日(１８７９) 

○「江越日報」    明治１４年６月(１８８１)－明治１５年(１８８２) 

                 ＊欠号多し 

○「滋賀新聞」    明治５年１０月(１８７２)－明治１０年６月(１８７７) 

             ＊欠号多し 

○｢滋賀日報｣    明治１３年６月(１８８０)－明治１４年２月(１８８１) 

○「滋賀日出」    明治３１年１月１日(１８９８) 

○｢淡海新聞｣    明治１１年６月(１８７８)～明治１２年３月(１８７９) 

             ＊欠号あり 

○「淡海日報」    明治１４年３月(１８８１)＊欠号あり      

○「琵琶湖新聞」  明治６年３月(１８７３)－明治８年６月(１８７５) 

             ＊欠号多し 


