
継続受入中の新聞　所蔵一覧　　   

             当：発行日当日に配架している新聞 2023年5月1日現在

原紙 原紙製本等 縮刷版　 マイクロフィルム版 データベース等

全国 朝日新聞：東京本社版 大13.9－令2.2
明21.7－昭28.12

<朝日新聞クロスサーチ>
記事検索　1985-
縮刷版　1879-1999

<縮刷版>：大13－昭14の間は欠号多し

全国 ＊ 朝日新聞：名古屋本社版　夕刊休刊 1年保存　　　　　当
名古屋市内版：昭10.11－昭17.8
昭25.2－平28.12

記事検索　1989-
縮刷版　1940.9-1999

<マイクロフィルム版>：大正・昭和初期分は地方版も参
照

全国 ＊ 産経新聞：大阪本社版　夕刊なし 1年保存　　　　　当

全国 日本経済新聞 昭24.4－令1.12

全国 ＊ 日本経済新聞：名古屋支社版 1年保存　　　　　当

全国 毎日新聞：東京本社版 昭34.1－令1.12 明5.2.21－平10.12
<毎索>
主要記事見出し　1872-1986
記事全文　1987-

「東京日日新聞」（－昭17）

全国 ＊ 毎日新聞：中部本社版　夕刊休刊 1年保存　　　　　当 昭28.9－平30.12
<毎索>
1994.4-
愛知地方版　1994.10-

全国 読売新聞：東京本社版
昭20.1-昭23.12,昭
33.9－令1.12

<ヨミダス歴史館>
記事検索　1986.9-

全国 ＊ 読売新聞：中部本社版　夕刊なし 1年保存　　　　　当
<ヨミダス歴史館>
地域版(愛知)1933.5-

地方 ＊ 河北新報　日刊 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
地方 ＊ 東京新聞　日刊 1年保存 最新号は約1週間遅れで閲覧可
地方 ＊ 伊勢新聞　日刊　夕刊なし 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
地方 ＊ 岐阜新聞　日刊　夕刊なし 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
地方 ＊ 静岡新聞　日刊　夕刊なし 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
地方 ＊ 北国新聞　日刊 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
地方 ＊ 京都新聞　日刊 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
地方 ＊ 西日本新聞　日刊 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
地方 ＊ 沖縄タイムス　日刊　夕刊なし 1年保存（H28.4-7欠）

地方 ＊ 中日新聞：名古屋本社版 1年保存　　　　　当 昭47.1－ 昭17.9－平24.12
<中日新聞・東京新聞ＤＢ>
県内版・市民版　1987.4－
*地域版は収録開始にバラつきあり

「名古屋新聞」（－昭17.8）
「新愛知」（－昭17.8）
　　＞　中部日本新聞（－昭39）

郷土 朝日新聞：愛知県下地方版のみ

平13－平26.12
東海版のみ:大4.10-大15.12
(欠:大13.1-3)
名古屋版のみ:昭2.1-昭10.11

<朝日新聞クロスサーチ>
記事検索　1994.1-
縮刷版　1935.11-

名古屋、近郊知多、尾張近郊、三河版ほか

郷土 ＊ 中日新聞：尾張版 夕刊廃止市民版に統合 1年保存　　　　　当 昭52.7－平28.12
郷土 ＊ 中日新聞：知多版 1年保存　　　　　当 昭61.4－平28.12
郷土 ＊ 中日新聞：西三河版 1年保存　　　　　当 昭52.1－平28.12
郷土 ＊ 中日新聞：東三河版 1年保存　　　　　当 昭52.1－平28.12
郷土 ＊ 愛三時報(西尾）月曜休刊 平3.1－ 最新号は数日遅れで閲覧可　欠号：平12.12.23
郷土 ＊ 東海愛知新聞（岡崎）月曜休刊 平3.1－ 最新号は数日遅れで閲覧可
郷土 ＊ 東日新聞（豊橋）日刊 平3.1－ 最新号は数日遅れで閲覧可　東海日日新聞（－平14.4）
郷土 ＊ 東愛知新聞（豊橋）日刊 昭62.4－ 最新号は数日遅れで閲覧可
郷土 ＊ 三河新報（西尾）月曜休刊 平3.1－ 最新号は数日遅れで閲覧可
郷土 ＊ 矢作新報（豊田）週刊 平3.1－ 最新号は数日遅れで閲覧可
ｽﾎﾟｰﾂ ＊ 中日スポーツ　日刊 1年保存　　　　　当 昭29.2－平30.12
ｽﾎﾟｰﾂ ＊ 日刊スポーツ　日刊 1年保存　　　　　当
英字 ＊ THE JAPAN TIMES（英語）　日刊 1年保存　　　　　当 昭56.1－令2.2

英字 ＊
The New York times.
International ed.（英語）　日刊

1年保存　　　　　当

専門 ＊ 中部経済新聞　日曜休刊 平27.4-　　　　　当 昭55.4‐平27.3（刊行終了） 昭21.11-昭31.10

専門 ＊ 日刊工業新聞　土日休刊 1年保存　　　　　当 昭35.9－平15.3（休刊）
<CD-ROM> 平15.4－令2.12
<DVD>令3年版－

専門 ニッキン 原紙なし 平1.1－平30.12

・ハイフン（－）の後が空欄のものは現在継続中です。
・<原紙製本>はコピーできません。
・縮刷版の最新号は約2ヶ月遅れでの提供となります。ご注意ください。
・下表の所蔵状況は2023年5月1日現在のものです。
・補修作業中等で一部の資料が利用できない場合があります。最新の状況については図書館にお尋ねください。

種類
原
紙
あ
り

新　聞　名
所蔵状況　（一部欠号があります）

備　考

<日経テレコン21>
見出しと一部記事：1975.4-
全文収録：1981.10-
(地方経済面：1982.11-）

<中日新聞・東京新聞ＤＢ>
1996.1-



原紙 原紙製本等 縮刷版　 マイクロフィルム版 データベース等
種類

原
紙
あ
り

新　聞　名
所蔵状況　（一部欠号があります）

備　考

専門 ＊ 日経ヴェリタス　週刊 1年保存　　　　　当

専門 日経金融新聞　土日休刊 原紙なし 平3.2－平20.1（終刊）
<日経テレコン21>
見出しと一部記事：1975.4－
全文収録：1981.10－

<縮刷版>欠あり:平3.3

専門 ＊ 日経産業新聞　土日休刊 1年保存　　　　　当 昭48.10－平29.2
<日経テレコン21>
見出しと一部記事：1975.1－
全文収録：1985.10－

専門 ＊ 日経流通新聞(ＭＪ)月水金のみ刊 1年保存　　　　　当 昭57.9－平29.2
<日経テレコン21>
全文収録：1987.10－

業界 ＊ オール印刷 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 海上保安新聞 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 菓子飴新聞 平20.1－ 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 月報はつめい 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 建設通信新聞 1年保存　　　  当
業界 ＊ 建通新聞．中部 平28.1-　　　　当

業界 ＊ 週刊読書人 　
<復刻版>昭24.6－昭
41.12
<原紙製本> 昭42.1－

最新号は数日遅れで閲覧可

業界 ＊ 宗教新聞 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 女性なごや 平13.4－ 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 神社新報 1年保存 昭61.1－平2.12 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 聖教新聞 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 中部飲食料新聞 平20.1－ 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 電気新聞 1年保存　　　　　当
業界 ＊ 電波タイムズ 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 東商新聞 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可

業界 ＊ 図書新聞　週刊
<複製版>昭24.6－昭
41.12.14
<原紙製本> 昭42.1－

<原紙製本> 欠あり：昭51.1－3

業界 ＊ 塗料界新報 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 日刊建設工業新聞 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 日本食糧新聞 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 日本物流新聞 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 燃料油脂新聞 1年保存　　　　　当
業界 ＊ 本願寺新報 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 民団新聞 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
業界 ＊ 林経新聞 平20.1－ 最新号は数日遅れで閲覧可
政党 ＊ 公明新聞 1年保存　　　　　当
政党 ＊ 社会新報 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
政党 ＊ 自由民主 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
政党 ＊ しんぶん赤旗 1年保存　　　　　当
政党 ＊ しんぶん赤旗　日曜版 1年保存　　　　　
政党 ＊ 立憲民主 1年保存 最新号は数日遅れで閲覧可
政治 ＊ 人民新聞 1年保存

官報 ＊ 官報 1年保存 明16－昭23,昭33－平22
<官報情報検索サービス>
昭22.5.3－

最近1年分開架
<ﾏｲｸﾛ> 欠あり：昭24-28,30(7-12),31-32

官報 ＊ 官報号外　参議院会議録 昭32.11－ 最近２年分開架

官報 ＊ 官報号外　衆議院会議録 　 昭32.11－ 最近２年分開架

官報 ＊ 官報資料版 昭33.1－平19.3(終刊）
<官報情報検索サービス>
昭22.5－平19.3

最近２年分開架

児童 ＊ 朝日小学生新聞 1年保存
児童 ＊ 中日こどもウィークリー 1年保存
児童 ＊ 毎日小学生新聞 1年保存
ティーンズ ＊ 朝日中高生新聞 1年保存 ※３階ティーンズコーナーにあり
多文化 ＊ 中文導報（中国語） 1年保存
多文化 ＊ 台湾新聞（日本語・中国語） 1年保存

※３階多文化コーナーにあり

<国会会議録検索システム>
第1回国会(昭22.5)－
＊一般公開

※児童図書室にあり


