
主要新聞所蔵一覧表：全紙面
2023年5月現在

1868 1887 1913 1926 1955 1989 2000 2019

明治1 10 20 30 大正1 10 昭和1 10 20 30 40 50 平成1 10 20 令和1

朝日新聞 ：東京本社版 (縮刷版) 大13.9 令2.2                  欠多し  

：東京本社版 (ﾏｲｸﾛ版) 明21.7 昭28.12

：大阪本社版 (縮刷版) 昭3.2  昭16.12 欠多し

：大阪本社版 (ﾏｲｸﾛ版) 明12.1 明21.12

：名古屋本社版 (ﾏｲｸﾛ版) 昭10.11 　昭17.8 昭25.2

中日新聞 ：名古屋本社版 (縮刷版) （名古屋市内版）　　 ↑この間、地方版を参照 昭47.1 ＋ 令4.11まで受入済

新愛知 明21.7 昭17.8

名古屋新聞 明39.11 昭17.8

中日スポーツ (ﾏｲｸﾛ版) 昭29.2 　　　 ＋ 令3.12まで受入済

中部経済新聞 (縮刷版) 昭55.4 平27.3にて終刊

昭21.11 昭31.10 　　　　　 平27.4 ＋

名古屋タイムズ (CD-ROM) 昭21.5(創刊) 　　    平20.10 平20.10にて休刊

日刊工業新聞 (縮刷版) 昭35.9 平15.3 平15.3にて休刊、以後CD-ROM版あり

(CD-ROM) 平15.4 令2.12 以後DVD-ROM版あり

(DVD-ROM) 令3.1 ＋ 令4.12まで受入済　

ニッキン (縮刷版) 平1.1

日経ヴェリタス(1年保存）(本紙版のみ) 　　　 ＋ 最近1年分を所蔵

日経金融新聞 (縮刷版) 平3.2 平20.1にて終刊、欠:平3.3

日経産業新聞 (縮刷版) 昭48.10

日経流通新聞（ＭＪ） (縮刷版) 昭57.9

日本経済新聞 (縮刷版) 昭24.4 令1.12

毎日新聞 ：東京本社版 (縮刷版) 昭34.1 令1.12

：東京本社版 (ﾏｲｸﾛ版) 明5.2.21 平10.12 東京日日新聞(昭17まで)

：中部本社版 (ﾏｲｸﾛ版) 昭28.9

読売新聞 ：東京本社版 (縮刷版) 昭20.1-23.12 昭33.9 令1.12

THE JAPAN TIMES (縮刷版) 昭56.1 令2.2

官報 (原紙） ＋ 最近1年分は開架

(ﾏｲｸﾛ版) 明16.7　　　(昭24-28，昭30.7-32は劣化により欠号） 平22.12

(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ版) 昭22.5.3 ＋ 当日分は午前8:30ごろ配信

官報号外　衆議院会議録 (原紙) 昭32.11（第27回国会) ＋ Z3144/ｼ　欠:29,30回

官報号外　参議院会議録 (原紙) 昭32.11（第27回国会) ＋ Z3145/ｻ

官報資料版 (原紙) 昭33.1(123号) Z320/ｶ4-3　平19.3にて終刊

法令全書 慶応3（1867）  昭23※ 　昭33.1-11､昭34.9 ＋ 昭33-は開架

紙　名 ：　　版 (形　態）

(前誌)：名古屋本社版 (ﾏｲｸﾛ版)
平24.12

 平27.3

 平29.2

 平30.12

・全国紙の各縮刷版については、平成12(2000)年以降（ただし、中日新聞の縮刷版は昭和47(1972)年からすべて）が2階にあります。
　中部経済新聞、ニッキン、日経産業新聞、日経流通新聞（MJ）、The Japan Timesの各縮刷版については、平成19(2007)年以降が2階にあります。
　上記以外の縮刷版は書庫にありますのでカウンターにご請求下さい。
・マイクロ版、CD-ROM、DVD-ROMは2階カウンターでお申込みください。
・下表の所蔵状況は令和5年5月1日現在のものです。補修作業のため一部資料が利用できないことがあります。
・最新の状況については図書館にお尋ねください。

継
続

備　考

中部日本新聞(昭39まで)
平24.12まで受入済

昭17.9

　　　　 平28.12　　

  平30.12

       平20.1

　　 平19.3

(ﾏｲｸﾛ版・原紙）  　（原紙）

　　平29.2 

(昭47-49一部閲覧注意)

(昭46-56一部閲覧注意)

朝日 東京版（縮刷版）
所蔵分

大13.9
大14.1
大15.10 ～大15.11
昭5.1
昭5.9
昭6.7    ～昭6.8
昭7.2    ～昭7.3
昭8.5    ～昭8.8
昭8.11  ～昭8.12
昭11.1
昭11.3
昭13.8
昭14.11
昭15.1  ～昭17.12
昭18.4 ～昭19.9
昭19.11～昭33.12
昭34.5～（以後、継続）

朝日 大阪版（縮刷版）
所蔵分

昭3.2    ～昭3.10
昭4.1    ～昭4.4
昭4.7    ～昭4.9
昭4.11
昭5.1    ～昭6.1
昭6.3
昭7.5
昭8.2
昭8.4
昭9.10
昭11.3
昭14.6   ～昭14.8
昭15.11
昭16.10 ～昭16.12

欠多し

欠多し

（復刻版）

※法律など一部は昭和24

あり OPAC参照

朝日新聞の大正・昭和
初期分は地方版の所蔵
もご確認ください。
中日新聞の地方面記事
も地方版の所蔵をご確
認ください。

（マイクロ）

新愛知
縮刷版も所蔵あり
明21.7－大13.12
（明31.3まで欠多し）
※裏面に所蔵分を掲載

朝日 大阪版（縮刷版）
所蔵分



県内新聞所蔵一覧表：明治・大正・戦前期

2023年5月現在

1968 1887 1897 1913 1926 1935

明治1 10 20 30 40 大正1 10 昭和1 10

愛岐日報 (ﾏｲｸﾛ版) 明12.2.18－明17.5.11(欠多し)

愛知絵入新聞 (ﾏｲｸﾛ版) 明20.8 明21.4

愛知週報 (ﾏｲｸﾛ版) 明6.2 明8.1(欠あり）

愛知新聞(愛知新聞社) (ﾏｲｸﾛ版) ⇒東海新聞を見よ 継続後紙:東海新聞

愛知新聞(文明社) (ﾏｲｸﾛ版) 明5.4 明6.10(欠あり) 継続後紙:第二大学区新聞

愛知新報 (ﾏｲｸﾛ版) 明22.12 明23.3(欠あり)

絵入黄金新聞 (ﾏｲｸﾛ版) 明19.4 明19.7(欠あり)

絵入扶桑新報 (ﾏｲｸﾛ版) 明19.1 明20.3(欠あり)

金城新報 (ﾏｲｸﾛ版) 明19.3 明26.2(欠あり)

金城たよ里 (ﾏｲｸﾛ版) 明20.4 明22.6(欠:明21.10-22.3)

金城大和新聞 (ﾏｲｸﾛ版) 明26.6 明29.11(欠あり)

黄金新聞 (ﾏｲｸﾛ版) 明18.3 明19.1(欠あり)

新愛知 (ﾏｲｸﾛ版) 明21.7 (明31.3まで欠多し 明23.2-6,明28-29他） 　昭17.8 継続後紙:中部日本新聞 

(縮刷版) 明21.7      　　　　大12.12（明31.3まで欠多し）

第二大学区新聞 (ﾏｲｸﾛ版) ⇒東海新聞を見よ 継続後紙:二大学区愛知新聞

東海新聞 (ﾏｲｸﾛ版) 明8.9 明18.12(欠:明13.1-15.2,他)　誌名変遷:第二大学区新聞→二大学区愛知新聞→愛知新聞(愛知新聞社)→東海新聞 吸収後紙:扶桑新報

名古屋新聞(文明社) (ﾏｲｸﾛ版) 明4.11 明5.3 継続後紙:愛知新聞(文明社)

名古屋新聞(名古屋新聞社） (ﾏｲｸﾛ版) 明15.10 明17.5(欠あり）

名古屋新聞(名古屋新聞社） (ﾏｲｸﾛ版) 明39.11 　昭17.8 継続後紙:中部日本新聞

二大学区愛知新聞 (ﾏｲｸﾛ版) ⇒東海新聞を見よ 継続後紙:愛知新聞(愛知新聞社)

扶桑新聞 (ﾏｲｸﾛ版) 明22.10.25 大3.12.30(欠：明22.12.9-26.2.7,明32.7-39.12)

扶桑新報 (ﾏｲｸﾛ版) 明19.1 明20.2(欠あり) 吸収前紙:東海新聞

主要新聞所蔵一覧表：地方版

1913 1926 1955 1989 2000

大正1 10 昭和1 10 20 30 40 50 60 平成1 10 20

朝日新聞 ：東海版のみ (ﾏｲｸﾛ版) 大4.10 大15.12(欠：大13.1-3）

：名古屋版のみ (ﾏｲｸﾛ版) 昭2.1 昭10.11

：三河版のみ (ﾏｲｸﾛ版) 昭6.5.19 昭10.11

：全紙（市内版） (ﾏｲｸﾛ版) 昭10.11 昭17.8

：県内版のみ (ﾏｲｸﾛ版) 昭17.8 昭25.1(欠：昭20.4-9，昭21.3-22.8)

：愛知県下地方版のみ (ﾏｲｸﾛ版) 名古屋，近郊知多，尾張近郊，愛知総合，三河版などを朝日新聞地方版(名古屋）として1本に収録 平13

中日新聞 ：尾張版のみ (ﾏｲｸﾛ版) 昭57.1 平28.12 ※一部閲覧注意

：近郊版のみ (ﾏｲｸﾛ版)    尾張版,なごや東版，近郊版，知多版を中日新聞：尾張版として1本に収録 昭57.1 平28.12 ※一部閲覧注意

：知多版のみ (ﾏｲｸﾛ版) 昭61.4 平28.12

：西三河版のみ (ﾏｲｸﾛ版) 昭57.1 平28.12 ※一部閲覧注意

：東三河版のみ (ﾏｲｸﾛ版) 昭57.1 平28.12 ※一部閲覧注意

：夕刊愛知のみ (ﾏｲｸﾛ版) 昭57.1 昭63.12

平28.12

・マイクロフィルムは書庫にありますので、2階カウンターにご請求ください。
・フィルムの請求の受付は閉館の30分前までです。
・下表の所蔵状況は令和5年5月1日現在のものです。補修作業のため一部資料が利用できないことがあります。
・最新の状況については図書館にお尋ねください。

備　考

備　考
継
続

紙　名 (形　態）

紙　名 ：　　版 (形　態）

西三河版，東三河版，豊田版を中日新聞：三河版として1本に収録

(明8.9-8.12) (明9.1-9.2) (明10.11-12.12,15.3-16.6) (明16.7-18.12)

明21.7.5
明21.10.29
明21.12.1 ～明21.12.29
※明22付録欠有り
明22.1.1 ～明22.2.28
※のどの一部が欠けている
明22.4.6
明22.4.13 ～明22.4.21
明22.5.22 ～明22.6.30
明22.7.3 ～明22.7.30
明22.8.29 ～明22.9.4
明22.11.16～明22.12.29
明23.1.1 ～明23.1.17
明23.7 ～明23.12
明24.1 ～明24.6
明24.8.19 ～明24.8.21
明24.8.27
明24.8.30
明24.9.9
明24.9.11 ～明24.9.17
明24.9.20 ～明24.9.23
明24.10.1 ～明24.10.2
明24.10.13～明24.10.20
明24.10.22～明24.10.27
明24.10.31～明24.11.14
明24.11.17～明24.11.21
明25.1 ～明25.6
明25.7 ～明25.12
明26.1.1 ～明26.1.24
明26.1.26～明26.5.31
明26.1.1～明26.1.24
明26.1.26～明26.5.31

※明26.7～明26.12のリール
明26.8.15
明26.9.9
※以下3,4面のみ収録
明26.9.20
明26.10.1
明26.10.15
明26.11.5
日付不明(1563号)

※明26.9～明26.10のリール
明26.9.13※3,4面のみ収録
明26.9.14
明26.10.6～明26.10.31

明27.1～6
明27.9.1～27.10.9
明27.10.11～明27.10.12
明27.10.14～明27.10.23
明27.10.25～明27.10.27
明27.10.30～明27.10.31
明27.12.1
明27.12.5～明27.12.9
明28.1.17
明28.5.3
明28.7.3
明28.7.20
明28.10.19
明28.10.23～明28.10.24
明29.6.16
明29.12.23
明30.1～明30.6
明30.7.1～明30.7.29
明31.3.12～明31.3.25
明31.3.27～明31.3.31
明31.4.1～明31.4.30

欠多し

新愛知
明治21年～明治31年
所蔵分

(欠：明39.11.1-2,明45.5-6,大6.11-12,

昭11.12.26-12.28

大13.12（明31.3まで欠多し）


