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パスファインダー No.62

昔の新聞記事の探し方
このパスファインダーは、あるテーマを調べるときに役立つ図書館資料や他のツ
ールを紹介するための道しるべです。
今回のテーマは「昔の新聞記事の探し方」です。
過去の出来事を調べるとき、新聞は重要な情報源となります。
過去の新聞は、縮刷版やマイクロ資料など様々な媒体で保存されて
います。ここでは、様々な種類で保存されている新聞の活用方法を
ご紹介します。

テーマについて調べるキーワードは？
情報にたどり着くカギとなるキーワードを考えます。ひとつのテーマに結びつくいろ
いろなキーワードから、新たな切り口や、情報の的が絞られます。
例：原紙 縮刷版 新聞名(朝日新聞 読売新聞
日刊 朝刊 夕刊 記事索引 など

岩手日報など)

岩手県立図書館
電話：019-606-1730 FAX：019-606-1731
http://www.library.pref.iwate.jp/

掲載年月日

さまざまな新聞をみてみよう！
１．蔵書検索機＜ＯＰＡＣ（オーパック）＞を使ってみよう。
館内にある蔵書検索機＜ＯＰＡＣ＞で、当館の蔵書を調べることができます。キー
ワードや、本のタイトル、編著者名などを入力して検索します。
当館所蔵の検索結果の一部をご紹介します。
【一般図書】
資料情報
『岩手日報記事索引』岩手県立図書館∥編集

請求記号
KR/071/ｲﾜ

◆1969（昭和 44）年 10 月～2003（平成 15）年 10 月までの
郷土参考コーナー
記事を検索できます。

『新聞集成昭和編年史』明治大正昭和新聞研究会

210.7/ｼ 1

◆主要な新聞を編年体で編集したものです。昭和の他に明治や大正
集密書庫
期もございます。

【岩手県内の新聞】
郷土新聞コーナーの新聞を紹介いたします。昨年１月～現在まで閲覧できます。過去
のものは集密書庫に保存しておりますので、ご希望の際はお問い合わせください。
岩手日報
岩手日日きたかみ新聞
胆江日日新聞

盛岡タイムス
岩手日日はなまき新聞
東海新報

岩手日日新聞
岩手日日たんこう新聞
岩手建設工業新聞

【新聞縮刷版】
新聞紙面の原版のサイズを縮小して製本したものです。1 ヵ月ごとになっており、目
次や索引から記事を調べることができます。(当館は全国版のみ所蔵)
新聞名

朝日新聞

毎日新聞
読売新聞
日本経済新聞

所蔵年
1888(明治 21)年 7 月～1906(明治 39)年 8 月
1938(昭和 13)年 1 月～1950(昭和 25)年 12 月
1955(昭和 30)年 1 月～2002(平成 14)年 12 月

場所
自動化書庫

2003(平成 15)年 1 月～

新聞・雑誌

1956(昭和 31)年 3 月～2001(平成 13)年 12 月

自動化書庫

2002(平成 14)年 1 月～
1958(昭和 33)年 9 月～2002(平成 14)年 12 月

新聞・雑誌
自動化書庫

2003(平成 15)年 1 月～

新聞・雑誌

1961(昭和 36)年 10 月～2003(平成 15)年 12 月 自動化書庫
2004(平成 16)年 1 月～

新聞・雑誌

データベースやマイクロフィルムを使ってみよう！
１．データベース（電子資料）を使ってみよう。館内限定
当館では、以下のデータベースで新聞を探すことができます。
※ご利用の際には手続きが必要です。カウンターまでどうぞ。
岩手日報記事情報
聞蔵Ⅱビジュアル
ヨミダス歴史館
毎日 News パック

岩手日報の記事を、2004（平成 16）年 4 月から検索できます。
ただし、事故、事件、裁判の記事は除かれます。
朝日新聞記事 1945（昭和 20）年から、AERA 創刊号 1988（昭
和 63）年 5 月から検索できます。
読売新聞本紙記事 1986（昭和 61）年 9 月から、読売新聞岩
手版 2001（平成 13）年から検索できます。
毎日新聞記事 1987（昭和 62）年 1 月から、毎日新聞岩手版
1998（平成 10）年から検索できます。

河北新報
データベース KD

河北新報記事 1991（平成 3）年 8 月から検索できます。

日経テレコン 21

日本経済新聞・日経産業新聞・日経流通新聞 MJ・日経金融新
聞の本紙記事 1981（昭和 56）年 10 月から等が検索できます。

２．マイクロフィルムを使ってみよう。館内限定
当館所蔵のマイクロフィルムを一部紹介します。専用の機械でご覧いただくことがで
きますので、詳細はカウンターにお問い合わせください。
◆ 3 階郷土資料コーナー
明治 30 年 4 月～平成 25 年 12 月
岩手日報

※明治・大正については欠号が多数ございますが、ご了承ください。

朝日新聞岩手版
昭和 28 年 1 月～平成 25 年 12 月
毎日新聞岩手版
昭和 2 年 6 月～平成 25 年 12 月
読売新聞岩手版
昭和 8 年 5 月～平成 25 年 12 月
◆ 4 階雑誌新聞コーナー
朝日新聞
明治 21 年 7 月～平成 15 年 12 月
☆新聞記事を探すコツ！
◆ 調べたい記事の掲載年月日や内容が丌明な場合は？
データベース(電子資料)などを使って、記事検索をし、目的の記事を特
定してから実際に新聞を見てみよう。掲載年月日が特定できていて、
内容が丌明な場合は、縮刷版の目次や索引、
『岩手日報記事索引』など
で調べてみよう。

インターネットで関連サイトを探そう！
即時性があり、検索に便利です。
テーマに関連するウェブサイトをご紹介します。（2013 年 4 月 3 日現在）
◆ 『岩手日報 Web News』
http://www.iwate-np.co.jp/
過去１カ月間に掲載された記事を探すことができます。

◆ 『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や CD-ROM など
で収集・保管し公開する新聞の専門図書館です。

◆ 『国立国会図書館データベース・ナビゲーション・サービス』Ｄｎａｖｉ
http://dnavi.da.ndl.go.jp/bnnv/servlet/bnnv_user_top.jsp
インターネット上にある膨大な情報資源をより有効に活用できるよう、各種データベ
ースの入口まで案内します。調べたいデータベースのキーワードやテーマから検索す
ることができます。

他の図書館等の所蔵を調べよう！

【インターネット】

１．当館のホームページで・・・
http://www.library.pref.iwate.jp/
県内図書館横断検索で、岩手県の公共図書館、大学図書館などの所蔵状態を一度に検索で
きます。県内新聞・雑誌所蔵目録や受入新聞一覧などで情報を得ることができます。
また、[トップページ]→[郷土関係情報]→[岩手日報郷土関係記事検索]から平成 11 年 4 月
以降の岩手日報紙に掲載された郷土関係の記事を検索できます。

２．国立国会図書館のホームページで・・・
http://iss.ndl.go.jp/
国立国会図書館サーチで、国立国会図書館をはじめ全国の公共図書館、公文書館、美術館
や、学術研究機関等が提供する資料、デジタルコンテンツを総合的に検索できるサービス
です。新聞のみの検索も可能です。

３．「CiNii Books－大学図書館の本をさがす」で・・・
http://ci.nii.ac.jp/books/
全国の大学図書館が所蔵する本（図書・雑誌）の情報を検索することができます。

文献を入手しよう！
「当館以外の場所にある本が読みたい」
→ お取り寄せできる場合がございます。カウンターでご相談ください。

「本や雑誌、紀要などの論文の複写がほしい」
→ 有料となりますが、お取り寄せできる場合がございます。カウンターで直接、ご相談・
お申込みください。

