大阪市立中央図書館

新聞所蔵早見表
2021年4月現在

五大紙 ｜ 専門紙 ｜ 地方紙 ｜ スポーツ紙 ｜ 大阪関連
・原紙の配置場所
1階＝1階新聞コーナー（当日の新聞） 2階＝2階新聞コーナー（専門紙・業界紙） 3階＝3階調査研究ｺｰﾅｰ（新聞ﾊﾞｯｸ
ﾅﾝﾊﾞｰ）
一部カウンターで取りおいているものがあります。係員にお尋ねください。
・縮刷版
3階開架書庫(新聞縮刷版コーナー)で自由にご覧いただけます。
一部、破損が激しいためカウンターに取り込んでいるものもあります。3階カウンターでお尋ねください。
・マイクロフィルム
3階カウンターでお申し込みください。閲覧は無料、コピーはA3のみ1枚70円です。
閲覧機は2台あります。ご来館時に空いていればすぐ使えます。閲覧機の利用予約はお受けしておりません。
・(大阪)（東京)はそれぞれ「大阪本社版」「東京本社版」を示します
・「最近1年分」は、当月分+1年分を所蔵しています。（例：2021年4月現在、2020年4月以降を所蔵）
・外国語の新聞は、1階外国資料コーナーにあります。詳しくは1階相談カウンターでお尋ねください。
・商用データベースによる記事検索も可能です。
中央図書館=各階の「多機能OMLIS」と3階「商用データベース専用端末」（6台）
3階の「商用データベース専用端末」（6台）では印刷許可された商用データベースの検索結果のプリントアウトができます。(有料)
地域図書館=各館の「多機能OMLIS」（2～4台）で検索可能です。

・調べかたガイドシリーズ

No.2「新聞記事の調べかた」 もご参照ください。

五大紙
紙 名

原 紙

縮刷版（3階開架書庫）

マイクロフィルム

昭和初期のものを部分的に所
蔵していますが、傷みが激しく、
創刊(明治12年1月)～令和元年12
マイクロフィルムでの閲覧をお
月
すすめしています。
(戦後は発刊されていません)
創刊（明治21年7月）～現在（欠
号あり）
所蔵していません
昭和30年ごろまでは復刻版(刊
行継続中）

朝日新聞
(大阪)

最近1年分
当日分は1階
バックナンバーは3階

朝日新聞
(東京)

所蔵していません

朝日新聞
全地方版

所蔵していません

←《解説》
「大阪市内」「北摂」など、いわゆる地方面を、全国分ひとまとめで毎
日発刊されていましたが発行停止のため継続はしていません。

毎日新聞
(大阪)

最近1年分
当日分は1階
バックナンバーは3階

昭和初期のものを部分的に所
蔵していますが、傷みが激しく、
マイクロフィルムでの閲覧をお
すすめしています。
(戦後は発刊されていません)

毎日新聞
(東京)

所蔵していません

昭和25年7月～現在(欠号あり) 所蔵していません

読売新聞
(大阪)

最近1年分
当日分は1階
バックナンバーは3階

ありません
(発刊されていません)

読売新聞
(東京)

所蔵していません

昭和20年1月～昭和23年12月
創刊（明治7年11月）～昭和27年12
(復刻版）
月
昭和36年1月～現在(欠号あり)

紙 名

原
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創刊(明治9年2月)～平成29年12
月 ※以降は購入なし
【以下の前身紙を含む】
「(前期)大阪日報」(M9.2～M15.1)
「日本立憲政党新聞」(M15.2～
M18.9)
「大阪日報」(M18.9～M21.11)

創刊(昭和27年11月）～令和元年
12月

マイクロフィルム
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五大紙（つづき）
紙 名

原

紙

縮刷版

マイクロフィルム

産経新聞
(大阪)

最近1年分
当日分は1階
バックナンバーは3階

昭和26年1月～昭和29年12月
(それ以降は発刊されていませ 昭和28年9月～令和元年12月
ん)

産経新聞
(東京)

所蔵していません

ありません
（昭和30年代以降発刊されてい 昭和25年3月～昭和28年8月
ません）

最近1年分
当日分は1階・3階カウンター
バックナンバーは3階

ありません
(発刊されていません)

所蔵していません

創刊（明治9年12月)～平成9年12
月
【以下の前身紙を含む】
昭和24年4月～現在(欠号あり)
「中外物価新報」(M9.12～M22.1)
「中外商業新報」(M22.1～S17.10)
「日本産業新聞」(S17.11～S21.2)

日本経済新聞
(大阪)

日本経済新聞
(東京)

紙 名

平成10年1月～平成27年12月
※以降は購入なし

原

紙

縮刷版

マイクロフィルム

紙 名

原

紙

縮刷版（3階開架書庫）

日経産業新聞

最近1年分
当日分は2階カウンター
バックナンバーは2階

専門紙(縮刷版のあるもの)

日経MJ（流通新聞） 最近1年分・2階カウンター

昭和62年1月～

昭和62年1月～

日経金融新聞

なし

平成14年1月～20年1月（終刊）
書庫からお出しします

日刊工業新聞

最近1年分
当日分は2階カウンター

昭和41年6月～平成15年3月
書庫からお出しします
（冊子の縮刷版は終刊）

専門紙 （原紙のみ最近1年分) ※繊研新聞[2年分]、鍼灸柔整新聞(活字版)[5年分]、点字毎日(活字版)[永年]

専門紙
(2階)

1階
こどもコーナー
地下1階
地下1階
障害者サービスコー
ナー

維新プレス、海上保安新聞、解放新聞、家族と健康、金型しんぶん、機関紙日本維新、月刊FEC
NEWS、
建設通信新聞、公明新聞、国民民主、ゴム産業ニュース、産業政治日報、JMA marketing view、
社会新報、週刊経団連タイムス、週刊新社会、週刊読書人、住宅新報、
自由民主、商経管材新聞、商経機械新聞、昭和、食料醸界新聞、
シルバー産業新聞、神社新報、新宗教新聞、しんぶん赤旗、新文化、人民新聞、製菓時報、
聖教新聞、繊研新聞、大商ニュース、
電気新聞、電通報、電波新聞、東洋木材新聞、図書新聞、日刊建設工業新聞、
日刊工業新聞、日経ヴェリタス、日経産業新聞、日経ＭＪ（流通新聞）、
日食外食レストラン新聞、日本産機新聞、日本物流新聞、念法時報、
Fuji Sankei Business i(日本工業新聞)、物流ウィークリー、
ヘルスライフビジネス、マンション管理新聞、民団新聞、薬事日報、労働新聞
上記のうち「食料醸界新聞」（当月分）、「シルバー産業新聞」（1年分）、「製菓時報」(当月分)、「繊研
新聞」（2年分）、「電波新聞」（当月分）、「日刊工業新聞」（当日分）、｢日経ヴェリタス｣（最新3か月
分）、｢日経産業新聞｣(当月分)、｢日経ＭＪ（流通新聞）｣（1年分）は2階カウンターでお出しします。
朝日小学生新聞、毎日小学生新聞、読売KODOMO新聞
週刊つりニュース関西版、朝日中高生新聞、読売中高生新聞、高校生新聞
鍼灸柔整新聞(活字版)、点字毎日(活字版)、府政だより(大活字版)
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地方紙 （原紙のみ最近1年分）
・46 都道府県 合計50 紙 を提供
・数日遅れで到着します。(1～3 か月遅れが4 県各1 紙。)最新到着分は1階（※神戸新聞のみ1階カウンター）、バックナン
バーは3階に（※神戸新聞最新1月のみ3階カウンター）に配置しています（一部書庫内保存分は3階カウンターにお尋ねく
ださい。）
北海道・東北

北海道新聞(北海道)、デーリー東北(青森)、岩手日報(岩手)、河北新報(宮城)、秋田魁新報(秋田）、
山形新聞(山形)、福島民報・福島民友（福島）

北陸

北日本新聞(富山）、北國新聞・北陸中日新聞(石川)、福井新聞・県民福井(福井)、新潟日報(新潟）

関東

茨城新聞(茨城)、下野新聞(栃木)、上毛新聞(群馬)、埼玉新聞(埼玉）、
東京新聞(東京)、神奈川新聞(神奈川)

中部

信濃毎日新聞・長野日報(長野)、山梨日日新聞(山梨)、岐阜新聞（岐阜)、静岡新聞(静岡）、
中日新聞(愛知)

近畿

京都新聞(京都)、京都新聞滋賀県民版（滋賀)、神戸新聞(兵庫、当月分は3Ｆカウンター)、
奈良新聞(奈良)、紀伊民報(和歌山)、伊勢新聞（三重）

中国

日本海新聞(鳥取)、山陰中央新報(島根)、山陽新聞(岡山)、中国新聞(広島)、山口新聞(山口)

四国

徳島新聞(徳島)、四国新聞(香川)、愛媛新聞(愛媛)、高知新聞(高知)

九州・沖縄

西日本新聞(福岡)、佐賀新聞(佐賀)、長崎新聞(長崎)、熊本日日新聞(熊本)
大分合同新聞(大分)、宮崎日日新聞(宮崎)、南日本新聞(鹿児島)、琉球新報・沖縄タイムス(沖縄）

スポーツ紙
5年保存

スポーツニッポン
当日分は1階カウンター、バックナンバーは3階に配置しています
1年をこえたものは書庫にて保存します。閲覧は3階カウンターでお尋ねください

1年保存

日刊スポーツ、スポーツ報知(報知新聞)
当日分は1階カウンター、バックナンバーは3階に配置しています

5年保存

夕刊フジ、日刊ゲンダイ
当日・当月分は3階カウンター、バックナンバーは3階に配置しています
1年をこえたものは書庫にて保存します。閲覧は3階カウンターでお尋ねください

1年保存

デイリースポーツ
当日・当月分は3階カウンター、バックナンバーは3階に配置しています

大阪関係（3階)
大阪日日新聞（当日分は1階、バックナンバー1年分は3階）
永年保存
昭和21年4月～平成12年9月、平成15年10月分～書庫にて保存しています（欠号あり、一部製本版）。
3階新聞コーナー
閲覧の詳細は3階カウンターでお尋ねください

うえまち、大阪民主新報、大阪経済新聞、週刊大阪日日新聞、大阪市会だより、おおさか子ども元気
アップ新聞、大阪市総合区制度に関するお知らせ、大阪市PTAだより、月刊お母さん業界新聞 大阪
版、 解放新聞大阪版、解放共闘大阪、瓦版や、関西音楽新聞(Classic Note)、北区老連、建通新聞 原則として
大阪-、子ども街新聞、Shionタイムズ、City living、大老連だより、「大都市制度(特別区設置)協議会」
永年保存
3階大阪コーナー だより、Together(トゥゲザー) -天王寺動物園情報紙-、TOKK、西Navi、日本一明るい経済新聞 、東
成区老連、平野タウン(TOWN)、府政だより、週刊物流、読売ファミリー、リビング大阪、リビング北摂
ひがし、リビング堺、リビング京阪、リビング北摂、リビングタイムス

大阪市立中央図書館
〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2
ＴＥＬ 06-6539-3302(調査相談)
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