名古屋の新聞を調べる

鶴舞中央図書館で所蔵する、名古屋市内や愛知県内で発行された新聞を中心に紹介します。
新聞は原紙だけでなく、縮刷版やマイクロフィルム、CD-ROM など、様々な形態で保存しています。
また、新聞記事を検索することができるデータベースもあります。
鶴舞中央図書館では、多くの資料を書庫に所蔵しています。また、欠号の場合もありますので、新聞の
閲覧を希望される場合は、２階４番（郷土・新聞）カウンターでお尋ねください。
名古屋市立のその他の図書館については、所蔵する新聞および保存期間が異なります。詳しくは、直接
各図書館へお問い合わせください。
：図書 ：マイクロフィルム・CD-ROM・データベース ：インターネット

1.

原紙
新聞社で発行された新聞をそのまま綴じたものです。
鶴舞中央図書館では過去２年間（他の図書館では過去１年間）
、所蔵している新聞の原紙を保存しています。

所蔵する新聞の種類および期間は、名古屋市図書館のホームページ（http://www.library.city.nagoya.jp/）で
ご確認ください。
※資料の保存のため、原紙の所蔵がある場合でも縮刷版やマイクロフィルム、CD-ROM のご利用をお願いす
る場合があります。また、製本された原紙はコピーができません（撮影をご希望の場合は窓口でお申込みくだ
さい）
。
以下に、名古屋で発行され、２年以上前の原紙を保存している新聞を紹介します（名古屋以外で発行された
新聞についても所蔵しているものがありますので、お問い合わせください）
。
『愛知新聞（合本）
』 文明社

[別 0Ａ0]

明治５（１８７２）年４月～９月
明治６（１８７３）年１月～８月
『朝日新聞』
（名古屋本社版） 朝日新聞社
大正１４（１９２５）年５月～昭和２（１９２７）年１２月
昭和１２（１９３７）年１月～昭和２０（１９４５）年１月
昭和２０（１９４５）年６月～昭和２４（１９４９）年１２月
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昭和４９（１９７４）年１月～
『産経新聞』
（名古屋版） 産業経済新聞社
昭和３０（１９５５）年９月～昭和３９（１９６４）年２月
『中日スポーツ』 中日新聞社
昭和５７（１９８２）年１月～
『中部経済新聞』 中部経済新聞社
昭和２３（１９４８）年７月～昭和２４（１９４９）年５月
昭和２７（１９５２）年１２月～昭和６２（１９８７）年３月
『中部民報』中部民報社
昭和２３（１９４８）年１月～昭和２４（１９４９）年１月
『東海毎日新聞』 東海毎日新聞社
昭和２１（１９４６）年９月～昭和２７（１９５２）年１１月（休刊）
『名古屋絵入新聞（合本）
』 績立社 [Ａ０７]
明治１７（１８８４）年４月の内、８６号～８９号、９１号～９５号
『名古屋タイムズ』 名古屋タイムズ社
昭和４９（１９７４）年１月～平成２０（２００８）年１０月（休刊）
『日本経済新聞』
（名古屋版） 日本経済新聞社
昭和２１（１９４６）年３月～昭和３１（１９５６）年３月
昭和３６（１９６１）年３月～昭和３７（１９６２）年３月
『毎日新聞』
（名古屋版） 毎日新聞社
昭和１１（１９３６）年１月～昭和１７（１９４２）年６月
昭和２５（１９５０）年３月～昭和２８（１９５３）年１２月
昭和３５（１９６０）年１月～
『読売新聞』
（名古屋版） 読売新聞社
昭和２（１９２７）年１１月～昭和２０（１９４５）年１月
昭和２０（１９４５）年１０月～昭和２６（１９５１）年９月
昭和２７（１９５２）年４月～昭和３７（１９６２）年３月
昭和５３（１９７８）年４月～

２.

縮刷版・復刻版・複製
紙面のサイズを小さくし、１ヶ月ごとにまとめたものです。記事については、新聞社の本社がある地域で刊

行された新聞が掲載されています。
中日新聞は鶴舞中央図書館２階郷土資料コーナー、その他の新聞は書庫にあります。
※資料の保存のため、年代によってはコピーができないことがありますのでご了承ください。
以下に、名古屋で発行された新聞を紹介します（本社が名古屋以外の新聞についても所蔵しているものがあ
りますので、お問い合わせください）。
『愛知週報（複製）
』 週報社
明治６（１８７３）年１月～１２月
『愛知新聞（複製）
』 文明社
明治５（１８７２）年４月～明治６（１８７３）年１２月
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『新愛知』 新愛知新聞社
明治２１（１８８８）年７月～明治３１（１８９８）年３月（この期間、欠多）
明治３１（１８９８）年４月～昭和１７（１９４２）年８月（
『中部日本新聞』へ）
『中部日本新聞』 中部日本新聞社
昭和１７（１９４２）年９月～昭和３９（19６４）年 1２月（『中日新聞』へ）
『中日新聞』 中日新聞社 月刊（原紙の刊行月より約２ヶ月遅れて発行）
昭和４７（19７2）年 1 月～
『週刊 中日スポーツ（複製）』 中部日本新聞社
昭和２５（１９５０）年３月～昭和２７（１９５２）年７月
『中部経済新聞』 中部経済新聞社 月刊（原紙の刊行月より約２ヶ月遅れて発行）
昭和５５（１９８０）年４月～
『東海新聞（複製）
』 新東海新聞社
明治１６（１８８３）年７月
『名古屋新聞』 名古屋新聞
明治３９（１９０６）年１１月～昭和１７（１９４２）年８月（『中部日本新聞』へ）
『名古屋新聞（複製）
』

文明社

明治４（１８７１）年１１月～明治５（１８７２）年３月（
『愛知新聞』へ）

３.

マイクロフィルム
原紙の紙面をページごとに撮影し、フィルムに焼き付けたものです。鶴舞中央図書館２階郷土資料コーナー

にある専用のリーダーで閲覧できます。プリントアウトが可能です。
（モノクロ A3 サイズのみ、１枚３０円）
以下に、名古屋で発行された新聞を紹介します（名古屋以外の新聞についても所蔵しているものがあります
ので、お問い合わせください）
。
『愛知絵入新聞』 報文社
明治２０（１８８７）年８月～明治２１（１８８８）年４月（
『新愛知』へ）
『新愛知』 新愛知新聞社
明治２１（１８８８）年７月～明治２７（１８９４）年１２月（この期間、欠多）
明治３０（１８９７）年１月～７月
明治３１（１８９８）年３月１２日～昭和１７（１９４２）年８月（『中部日本新聞』へ）
『名古屋新聞』 名古屋新聞社
明治３９（１９０６）年１１月～昭和１７（１９４２）年８月（『中部日本新聞』へ）
『中部日本新聞』 中部日本新聞社
昭和１７（１９４２）年９月～昭和３９（１９６４）年１２月（『中日新聞』へ）
『中日新聞』 中日新聞社
昭和４０（１９６５）年１月～平成１０（１９９８）年１２月
『愛岐日報』 愛岐日報社
明治１２（１８７９）年２月（欠多）
明治１４（１８８１）年８月～１０月（欠多）
明治１５（１８８２）年１０月（欠多）
明治１７（１８８４）年４月～５月（欠多）
（『愛知日報』へ）
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『愛知日報』 愛知日報社
明治１８（１８８５）年３月（
『絵入扶桑新報』へ）
『絵入扶桑新報』 共同印刷会社
明治１９（１８８６）年１月～１２月
明治２０（１８８７）年２月～３月（
『扶桑絵入新聞』へ）
『扶桑絵入新聞』 愛知印刷会社
明治２０（１８８７）年４月～７月（
『扶桑新聞』へ）
『第二大学区新聞』 第二大学区新聞社
明治８（１８７５）年９月～１２月（
『二大学区愛知新聞』へ）
『二大学区愛知新聞』 二大学区愛知新聞社
明治９（１８７６）年１月～２月（
『愛知新聞』へ）
『愛知新聞』 愛知新聞社
明治１０（１８７７）年１１月～明治１２（１８７９）年１２月
明治１５（１８８２）年３月～明治１６（１８８３）年６月（
『東海新聞』へ）
『東海新聞』 東海新聞社
明治１６（１８８３）年７月～明治１８（１８８５）年１２月（『扶桑新報』へ）
『名古屋絵入新聞』 績立社
明治１７（１８８４）年１月～明治１８（１８８５）年１２月（『扶桑新報』へ）
『扶桑新報』 共同印刷会社
明治１９（１８８６）年１月～明治２０（１８８７）年２月（
『扶桑新聞』へ）
『扶桑新聞』 扶桑新聞社
明治２２（１８８９）年１０月２５日～１２月
明治２３（１８９０）年９月～大正３（１９１４）年１２月
『愛知週報』 永東書店
明治６（１８７３）年２月～明治８（１８７５）年１月（欠多）
『名古屋新聞』 名古屋新聞社
明治１５（１８８２）年１０月～明治１７（１８８４）年５月
『金城新報』 金城新報社
明治１９（１８８６）年３月～１２月
明治２０（１８８７）年３月～明治２３（１８９０）年９月
明治２４（１８９１）年１月～明治２６（１８９３）年２月
『大阪朝日新聞 [名古屋版]』 大阪朝日新聞社
明治３６（１９０３）年２月～１０月～大正１４（１９２５）年４月（欠多）
『大阪毎日新聞 [名古屋版]』 大阪毎日新聞社
大正１１（１９２２）年１０月～昭和１０（１９３５）年１２月（欠多）
昭和１７（１９４２）年７月～１２月
『新東海新聞』 新東海新聞社
昭和２１（１９４６）年８月～昭和２７（１９５２）年１２月（休刊）
『中京新聞』 中京新聞社
昭和２１（１９４６）年 8 月～昭和２５（１９５０）年１２月
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４．CD-ROM
原紙の紙面を撮影し、CD-ROM に記録したものです。鶴舞中央図書館２階にある専用端末で閲覧できます。
プリントアウトが可能です（モノクロ１枚１０円）
。なお、記事の検索はできません。
「名古屋タイムズ」 名古屋タイムズ社
昭和２１（１９４６）年５月～平成２０（２００８）年１０月（休刊）

５．新聞記事データベース
新聞記事の中に含まれる言葉やキーワードから、図書館にある専用のパソコンで記事を検索できます。プリ
ントアウトが可能です。
（モノクロ A４サイズのみ、１枚１０円）
データベースや地域により収録時期が異なりますので、詳しくは鶴舞中央図書館までお問い合わせください。
「中日新聞データベース」 中日新聞社
県内版および市民版（名古屋市）の記事は昭和６２（１９８７）年４月から収録されています。
原則として、２日前の朝刊および夕刊の記事まで検索できます。
「聞蔵Ⅱ」

朝日新聞社

名古屋本社発行の本紙ニュース面は平成元（１９８９）年４月、学芸・文化等面は平成１１（１９９９）年
３月から、地方版（愛知）は平成６（１９９４）年１月から収録されています。
原則として、名古屋本社の独自記事は 2、３日前の記事まで検索できます。
「ヨミダス歴史館館」 読売新聞社
中部本社一面と社会面は、平成２（１９９０）年１１月から前日まで、中部本社発行紙面と愛知県の地域版
（各都道府県版）は平成１１（１９９９）年１０月から前日まで収録されています。
「毎索」 毎日新聞社
明治５（１８７２）年の創刊から当日までの記事・紙面が収録されています。中部本社の記事本文が収録さ
れているのは、本紙は平成６（１９９４）年４月以降、地方版は同１０月以降です。
「日経テレコン２１」 日本経済新聞社
日本経済新聞地方経済面を選択すると、地方経済面の記事や中部地方の朝夕刊独自記事を検索することがで
きます。見出しと一部記事の抄録のみは昭和５１（１９７６）年 1 月から当日まで、全文収録は昭和５７（１
９８２）年１１月から当日まで収録されています。

６．クリッピング資料
中日新聞を中心にして、市政や郷土など、主に名古屋市に関する記事を原紙から切り抜いて収集しています。
テーマごとにまとめてファイルに綴じてあります。どちらも鶴舞中央図書館２階郷土資料コーナーにあります
（一部、書庫に入っているものもあります）
。

７．新聞社のホームページ
一定期間の新聞記事の検索が無料でできるものがあります。各社のホームページをご覧ください。
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「新聞の号外を探す」
大事件などが発生した際、通常の新聞とは別に臨時で号外を発行することがあります。速報性を重視した
内容で、縮刷版にも収録されていません。一部の号外については、号外を集めた資料で見ることができます。
『
「号外」明治史』
（Vol.１～３） 羽島知之／編 大空社 1997 年 [070]
慶応４年５月１６日～明治４５年７月３１日に発刊された全国の新聞の号外の中から、重要なもの
を日付順に収録しています。同じシリーズで「大正史」
「昭和史（１９２６－１９３５ Vol.１～３、
１９３６－１９４５ Vol.１～２）
」もあります。
『号外百年史』 小野秀雄／編 読売新聞社 1969 年 [070]
明治元年～昭和４４年に発刊された号外の中から、全国７２紙約９７０点の号外を年代順に収録し
ています。簡単な解説もついています。
『号外！号外！号外！』 中日新聞社出版開発局 2002 年 [071]
明治２４年～平成１３年に中日新聞（前身の新愛知、名古屋新聞、中部日本新聞含む）で発刊された
号外の中から、２５０点を収録しています。また、号外記事だけではなく、その内容に関連する記事も
掲載されています。

作成：名古屋市図書館（2020 年 6 月改訂）
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