
WEB上で新聞記事を入手するには

■大学で契約しているデータベースを使うと、
WEB上で様々な新聞を入手することが出来ます！

ネットニュースはあまり過去に遡れませんが、
大学図書館が契約している新聞データベースは

明治時代から読めるものもあります！
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目次

 データベースへのアクセス方法 P3～

 国内の新聞記事データベース P9～
 P11～ 聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞）

 P18～ ヨミダス歴史館（読売新聞）

 P26～ 日経テレコン21（日経新聞）

 海外の新聞記事データベース P30～
 P32～ ProQuest （世界各国の新聞をテキストで）

 P41～ PressReader （最新90日分の新聞・雑誌を紙面イメージで）

 P45～ AFP World Academic Archive
（AFP通信のデータベース）

 P51～ ABYZ （世界のニュースサイトへリンク集・フリーサイト）

2



3

まずは図書館HPの
My Libraryにログイン

ID・パスワードは学院ポータル
にログインする時のもの

データベース利用以外に
貸出している本の利用状況、

予約、貸出延長もできる

図書館ＨＰが様々なデータベースの入り口です
※My Libraryにログインで、学外からもデータベースが利用できます！



データベースへのアクセス方法・その1

My Libraryに一体化
※お気に入りDBを登録できる
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データベースへのアクセス方法・その2

・アルファベット順リスト
・目的別リスト
・分野別リスト
・複合検索 から
使いたいデータベースを探そう

次ページヘ

学外VPN接続のデータベースを

学外から利用するの場合、

ここにVPNソフトウェアと

マニュアルのリンクがあり。

※次ページ～P8を参照

※学生は学内のみ

マニュアルのダウンロード可
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次ページ参照

・どんなデータベース？

・どこで使える？

・何人まで同時に
アクセスできる？

6
国内新聞データベースはアクセス数に制限があります

アクセス数オーバーでログインできない場合には、少し時間を置いて試そう！



●ＶＰＮ接続 (このタイプのデータベースは少数)

VPN接続をしてから利用（初回はVPNソフトのダウンロードが必要）
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学外からのデータベースへのアクセス方法

●ＩＤ/ＬＤＡＰ認証
図書館HPにログインをするだけで利用できる

次ページへ
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VPN接続について

※マニュアルは
学内からのみ

ダウンロード可

図書館HP
↓

データベース

ソフトウェアを
ダウンロード

Ｐ5も参照



国内の新聞記事データベース

■家に届く新聞と同じ形の記事も見られます！
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・朝日新聞 聞蔵ビジュアルII P11～
・読売新聞 ヨミダス歴史館 P18～
・日経新聞 日経テレコン21 P26～

の操作方法をご案内します！



・日経本紙・産業・金融・

流通4紙の記事全文検索

(1981年からの全文記事)

・約3万社の企業・人事情

報等を収録

朝日新聞の全文記事

明治12(1879)年～現在

・人物データベース

・歴史写真アーカイブ

・AERA（1988年5月～）

・週刊朝日（2000年4月～ ）

・知恵蔵

・明治5(1874)年から現
在までの全文記事検索

・明治5(1874)年の創刊
から平成11(1999)年ま
での紙面イメージ

・週刊エコノミスト
平成元(1989)年～現在

・1992年9月以降の記
事テキストデータ

・2014年1月以降の東
京朝刊、大阪夕刊の紙
面切り抜きイメージ

・明治7(1874)年の創刊から

昭和64 (1989)年までの

読売新聞紙面イメージ

・昭和61（1986）年からの
読売新聞記事

・Japan News（元THE DAILY 

YOMIURI）紙(1989～)

10

新聞記事検索データベース（国内）

データーベースへのアクセス ■図書館HP＞データベース＞【 目的別 】 新聞記事・ニュースを読む

・「中日新聞」（1987年～）

・「東京新聞」（1997年～）

の各最終版及びほぼ全域の

地方版の記事を収録
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朝日新聞 聞蔵Ⅱビジュアル
■図書館HP＞データベース＞【 目的別 】 新聞記事・ニュースを読む

＞聞蔵Ⅱビジュアル

2019.3～追加の機能
▼朝日新聞縮刷版1879～1999 
・「印刷範囲指定」機能を追加
・「全国の地域面」に沖縄が追加さ
れ、３８都府県の紙面イメージが閲
覧できる

終了時には
必ず「ログアウト」をクリック
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聞蔵Ⅱビジュアル

「朝日新聞縮刷版1879～1999年」

・1879年の創刊から1999年までの
紙面イメージを検索・閲覧可能

「朝日新聞1985～ 週刊朝日・AERA」

・1985年以降の朝日新聞の記事検索
（2005年以降は、記事の切り抜き

イメージも見られる）
・週刊朝日・AERAの記事も検索可能

「横断検索」

・聞蔵Ⅱビジュアルに収録されている
各コンテンツを一度にまとめて検索
検索結果の一覧を表示

※横断検索よりも、個別に検索したほうが様々な条件を指定できる。



聞蔵Ⅱビジュアル ～横断検索～ ①キーワードを入力する

②検索結果一覧から見たい資料の
検索結果件数をクリック
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179件ヒット

③見たい記事のタイトル
のリンクをクリック
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ここにマークがあれば
切り抜き記事が閲覧できる



見出し情報

キーワードはハ
イライトされる

ここに誌面イメージが表示
されていれば、
切り抜き記事が閲覧できる
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明治・大正・昭和・
平成11年までの検索
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該当記事の掲載箇所
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ヨミダス歴史館
■図書館HP＞データベース＞【目的別】新聞記事・ニュースを読む ＞ ヨミダス歴史館

平成・令和
1986年9月以降の記事の
テキストと紙面イメージの検索ができる

明治・大正・昭和
明治7年～昭和64年までの

新聞切り抜きイメージ検索ができる

明治～令和、現代人名録 を
横断検索できる（詳しくはＰ25）

※The Japan News は対象外

終了後は必ず
ログアウト



ヨミダス歴史館 平成・令和（1986年9月～ 収録）

②キーワード検索を
選択

地域版を選択して
検索できる

例題：味の素 の最近の業績についての記事を調べたい

①キーワードを入力

③新しい順を選択
※デフォルトは新しい順

④「上記の条件で検索する」
をクリック
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44件ヒット 時系列の並び替えが可能

ここにマークがあれば
紙面イメージが閲覧できる

⑤見たい記事の「見出し」の
リンクをクリック
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紙面イメージがある場合
表示される

記事が掲載された
紙面の情報

リンクをクリックすると
用語の解説が表示される
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①キーワードを入力

広告記事も探せる

②古い順にすると
経緯が追える

※デフォルトは古い順

例題：「味の素」 を取り上げた記事で最も古いものは何か

③「上記の条件で検索する」
をクリック

ヨミダス歴史館 明治・昭和・大正
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5707件ヒット
時系列の並び替えが可能

④見たい記事の「見出し」
のリンクをクリック

図表や写真の
有無が分かる

広告
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該当記事には
マークがつく

印刷はここから
拡大も可能

紙面イメージが
表示される
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各カテゴリでのヒット
件数が表示される

※昭和の地域版は青学では契約外

件数をクリックすると
それぞれの検索結果画面へ

ヨミダス歴史館 横断検索
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■図書館HP＞データベース＞【 目的別 】新聞記事・ニュースを読む＞日経テレコン21

日経テレコン21

終了時には､必ず
画面右上のログアウト

をクリック

テーマフォルダ
テーマに沿った

情報収集が
簡単にできる

メインメニュー

・記事検索
・企業検索
・人事検索
検索対象を
選択可能 データ＆ランキング

日経各紙に掲載された
データや統計のまとめ

・調査・ランキング
・マクロ経済統計
・地域経済・統計データ
・POSランキング
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記事検索

■データベース＞新聞記事・ニュースを読む

KWを入力
例）安全保障で検索

期間・掲載紙など
を指定できる。

分野も選択できる

初期値は1年間
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絞り込みキーワード候補や
分野を指定して、再検索を

することもできる。

PDF表示：新聞に掲載された
ものと同じイメージあり

表示順・表示件数の
変更可能

タイトルをクリック
で本文表示
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PDF

記事の書誌情報

キーワードは
ハイライト表示

全画面表示などが
選択できる

記事によっては、企業情報や、関連記事のリンクが
本文の下に表示される場合あり

切り抜き記事の状態で
入手できる
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海外の新聞記事データベース

■英語だけでなく、様々な言語の新聞が利用できる

30

・ProQuest （世界各国の新聞をテキストで）P32～

・PressReader（最新90日分の新聞・雑誌を紙面イメージで）P41～

・AFP World Academic Archive（AFP通信のデータベース）P45～

・ABYZ （世界のニュースサイトへリンク集・フリーサイト）P51～

の操作方法をご案内します！



The Japan Times Digital

・1997年以降のThe Japan Timesウェブサイト
の全てのコンテンツを閲覧

※通信社の通信記事の閲覧は、掲載日より1か月間のみ

ProQuest

・世界中の1600以上の新聞(全国紙・地方紙) の
全文テキストを収録

・外国の学術雑誌、学位論文、産業レポート等
も収録（本文PDFがあるものもあり）

※新聞は全てテキスト表示（文章のみ）

AFP World Academic Archive

・世界各国の報道機関に配信されている
フランス・AFP通信の報道写真、ニュース映像、
ニュース記事の検索

※利用には各自、学院メールアドレスでの
登録が必要

新聞記事検索データベース（海外）

Lexis+
・ニュースやビジネス情報の検索
・米国を中心とした海外の法情報検索
・判例や法令以外も、ローレビュー全文や、

米国以外の法情報の検索も可能

※利用にはレファレンスカウンターでID/PW申請
が必要

データーベースへのアクセス ■図書館HP＞データベース＞【 目的別 】 新聞記事・ニュースを読む

PressReader

・世界約130ヶ国、66言語、6,000以上の
新聞・雑誌をフルカラー・フルイメージで収録。

※収録は過去約90日分のみ

ABYZ News Links

世界各国の新聞社HPのリンク有
小さな町の小さな新聞でもリンクが掲載されている

※フリーサイト

http://www.abyznewslinks.com/
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幅広い分野について、論文、新聞記事、学位論文などが1度の検索で探せる。
新聞については、世界中の1600以上の新聞、ニュース、 Web サイト、ブログの
全文を収録。主要紙には、New York Times、Wall Street Journal、Chicago 
Tribune、Washington Post、その他、多くの全国紙と地方紙が含まれる。

ProQuestを使って

SDGs について書かれた、海外の新聞記事を探そう

ProQuest データベース ＞Pまたは、海外の論文記事を探す
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ProQuest（プロクエスト）

データベース ＞【目的別】海外の論文記事を探す
＞ アルファベット順＞P

詳細検索はこちら

ヘルプ
画面

“sustainable development goals”

新聞検索は
ここで

新聞を選択
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キーワード入力のルール
①演算式

・AND A AND B （A・B 両方を含むもの）＊間にスペース

・OR A OR B （A・B どちらか）
・NOT A NOT B （BではなくA）
・（） 括弧の中が優先

(A OR B) AND C → AかBどちらかとC

②トランケーション検索（半角アスタリスク）
(例) politic*(前方一致)→ political, politician, politicsなど

behavio*r → behavior, behaviour（米語と英語）

③フレーズ検索
“引用符”(ダブルクォーテーション)で囲み、
フレーズを１つのかたまりとして検索
(例)“European union”

(“”があると、European labor unionなどは除外される）

※キーワードを入力したら、どの項目からそのキーワードを探すかカテゴリーを選択
例）全文、書名、雑誌名、著者名、年次など

キーワード入力のルールは、各
データベースによって異なるので
都度ヘルプ画面などで確認が必要。

“ “ ダブル
クォーテーション

↓

Shift＋2

OR OR

A

N

D C

A B



読みたい記事のタイトルを
クリックで詳細画面へ

新しい順などに
並び替えられる

現在は新聞のみ
を検索中

新聞記事は全文のテキストのみ

※論文などは図表付きのPDFで
入手できるものもある。

絞込み
・出版日
・主題＝テーマ
・言語
・地域など

検索結果
※sdgsで検索すると30,002件ヒット
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キーワードはハイライト

本文は文章のみ表示
＊写真・図表などは見れない

引用情報をコピペ
する場合はここから

詳細な書誌情報

【記事の詳細画面】

記事のテキストを
PDF形式でダウンロード
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地域で絞込む場合は、フィルターを増やすをクリック

地域を含む・除くの□に✔を入れ、
適応をクリックすると、選択した地

域のみに絞込める

補足：地域で絞り込む場合
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補足【条件を限定したい場合】

詳細検索はこちら

詳細検索は、
キーワードが含まれるフィールドを
・記事タイトル
・出版物のタイトル
・著者

などに限定して検索できる
38



補足【特定の新聞の記事を見たいとき①】

① 出版物を選択

③ 新聞をクリック

② 新聞のタイトルを入力

④ 検索をクリック

39



⑤ 新聞タイトルをクリック

⑥キーワードを入力もしくは
見たい年・日付をクリックして

記事一覧を確認

キーワード

補足【特定の新聞の記事を見たいとき②】

40



PressReader

世界約130ヶ国、66言語、6,000以上の新聞・雑誌をフルカラー・フルイメージで収録。
各新聞は発行日当日にアップロードされ、約90日分のアーカイブを収録。

■図書館HP＞データベース＞【 目的別 】 新聞記事・ニュースを読む ＞PressReader

使い方

記事をクリックで
紙面を読める

英語新聞の記事テキストは：
・ProQuestで本文のみ入手可能な
ものが多い
・The Japan Newsはデータベー
ス「ヨミダス歴史館」で1898の分
から本文テキストあり
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・国
・言語
・カテゴリ（分野）
・タイプ（雑誌、新聞）
から絞り込める

出版物のタイトルから検索
Washington postなど

42



記事の上を
・左クリック
→ 該当記事が開く

・右クリック → 印刷・
翻訳などが選択できる

読み上げ機能がある媒体も
あり

別の日付に変更できる
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【記事をキーワード検索する場合】

①キーワードボックスをクリック

②詳細検索の文字をクリック

③言語、タイトル、作者、日付（初期
値は過去3日間）が選択できる画面が
表示される。 新聞記事はクリックで

紙面の該当ページへ

雑誌記事はクリックで一部のみ表示。
記事全文を見たい場合、ここに書いてある雑誌名
と巻号をメモし、画面右上の検索ボックスに雑誌
名を入れて検索し、該当ページを探す必要あり

44



・仏のAFP通信の報道用DB

・世界に配信されたニュース(報道写真、映像含む)の他、配信されなかった情報まで、この
DBで入手できる

※全てのデータが著作物二次利用許諾済み
※最大7ヶ国語で表示される
（英・仏・独・スペイン・ポルトガル・ポーランド・アラビア語）

AFP World Academic Archive

登録用
マニュアル

事前にAoyamaメールで
ID/PWを登録する必要がある

■図書館HP＞データベース＞【 目的別 】 新聞記事・ニュースを読む ＞AFP World Academic Archive

45



「ログイン」「新規登録」
どちらもここから 教員のみ

日本語の使い方
マニュアル

46



ログアウト詳細検索

メディア
を切替え

キーワード検索

最新
ニュース記事

グラフィック
図、イラスト、
画像など

動画
スクリプト付報道写真

コメント付
分野ごとに
まとまって
いる（階
層）
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新聞記事やニュースになる前の
情報を偏見なく入手できる

世界の新聞記事を読みた
い時は、ProQuestなど、
別の契約データベースを
利用 48



地域別

絞込み項目

話題性のある分野に
特化した動画
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動画の
ダウンロード

動画の
スクリプト

ダウンロード

スクリプト
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ABYZ（フリーサイト）

世界各地のメディアリンク集。
放送局、インターネットサービス、雑誌、通信社、新聞地域版にアクセスできる。
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地域/国別にリンクがあり
(例) 北米＞アメリカ合衆国

地域

国

全国・州

都市・地域
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タイトルをクリックで該当ページへ

略称の意味

ニュースの
種類の略称

州

都市、
地域
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図書館内で新聞記事を探したい場合

1. 新聞原紙（自宅に届くような形）
・日付や期間が決まっている場合

※新聞によって保存期間が違う

2. 縮刷版（1カ月ごとにまとめて1冊に製本）
・期間が決まっている場合
※OPAC ○○新聞 縮刷版で検索

3. マイクロフィルム(機械で拡大して利用）
・明治・大正時代など昔の新聞

※館内２Fの機械を利用して閲覧・印刷

4. 新聞記事検索データベース
・キーワードで記事検索ができる
・自宅からも利用可能
・辞書機能や人物データベースなどの

機能があるデータベースもあり

※新聞によって契約期間・範囲が異なる

＊学内に所蔵がない場合
→国立国会図書館・新聞資料室など

全国紙、地方紙、業界紙、政党紙、スポーツ
紙など、約7,500タイトルに上る日本語の新
聞と、主要な外国紙約1,500タイトルを所蔵。
原紙、縮刷版・復刻版、マイクロフィルム、
マイクロフィッシュなど、さまざまな形態で
保存。

2. 縮刷版

1. 原紙

入口

【図書館1F】
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新書・
文庫架

Paper

books

Room



データベースの検索方法など、ご質問は
図書館１Fレファレンスカウンターへ

お問い合わせください
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レファレンス申し込み

学内者は、
図書館に来られない時には

「レファレンス申し込み」からの
問い合わせも可能です！

※回答までに１週間ほどお時間を
頂戴しています


