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佐賀県立図書館閲覧可能新聞一覧 
  
 

  【貸出】不可 【複写】可（制限有り、郷土資料は不可）来館が必要。※郷土資料も閲覧は可能だが、事前連絡が必要。 

名称 媒体 保存始期 保存終期 備考 

佐賀新聞 

DVD 1884(M17).08.01 2013(H25).03.31  

マイクロフィルム 1884(M17).08.01 2008(H20).03.31  

（郷土資料） 1914(T03).05.01 現在 複写不可 

原紙 2013(H25).01.01 現在  

西日本新聞 

DVD 1945(S20).01.01 2006(H18).12.31 佐賀県版のみ収録 

縮刷版 1968(S43).01.01 1969(S44).12.31  

佐賀面（郷土資料） 1984(S59).04.01 現在 複写不可 

原紙 2018(H30).01.01 現在  

西日本スポーツ 原紙 2020(R2).01.01 現在  

朝日新聞 
 
 

復刻版 1888(M21).07.01 1902(M35).12.31 東京本社発行最終版 

復刻版 1912(M45).07.01 1919(T08).06.30 東京本社発行最終版 

復刻版 1934(S09).01.01 1936(S11).04.30 東京本社発行最終版 

縮刷版 1936(S11).04.01 1938(S13).02.28 大阪朝日新聞 

縮刷版 1938(S13).04.01 1941(S16).11.30 大阪朝日新聞 

縮刷版（復刻版） 1941(S16).12.01 1944(S19).12.31 東京本社発行最終版 

縮刷版 1945(S20).01.01 1989(H01).12.31 東京本社発行最終版 

縮刷版 1992(H04).01.01 現在 東京本社発行最終版 

マイクロフィルム 1946(S21).01.10 1949(S24).10.31 プランゲ文庫 

佐賀面（郷土資料） 1970(S45).06.01 1974(S49).04.30 複写不可 

佐賀面（郷土資料） 1984(S59).04.01 現在 複写不可 

原紙 2018(H30).01.01 現在  

毎日新聞 

マイクロフィルム 1926(T15).12.01 1944(S19).09.30  

原紙（郷土資料） 1928(S03).02.01 1940(S15).12.31 複写不可 

縮刷版 1950(S25).02.01 現在 東京本社発行最終版 

佐賀面（郷土資料） 1989(H01).04.01 現在 複写不可 

原紙 2018(H30).01.01 現在  

読売新聞 

佐賀面（郷土資料） 1984(S59).04.01 現在 複写不可 

原紙 2018(H30).01.01 現在  

読売新聞本版 
データベース 

1986 年 9 月〜 東京本社ニュース面(一〜四面､外電面､経済

面､スポーツ面､社会面) 

1986 年 11 月〜 生活･解説･気流面(東京本社) 

1987 年 1 月〜 東京本社発行紙面 

1990 年 11 月〜 大阪本社発行紙面 

西部本社一面､社会面 

中部本社一面､社会面 

1997 年 5 月〜 西部本社発行紙面 

1999 年 10 月〜 中部本社発行紙面 

◆ラジオ･テレビ面､商況面は採録対象外｡(場況は収録) 
 

ヨミダス文書館 

地域版 
データベース 

1986 年 12 月〜 東京(都民版) 

1997 年 5 月〜 大阪 

1998 年 10 月〜 神奈川､千葉､埼玉､兵庫､京都､福岡 

1999 年 1 月〜 東京(多摩版)､群馬､茨城 

1999 年 3 月〜 栃木､山梨､長野､山口､熊本 

1999 年 4 月〜 和歌山､奈良 

1999 年 5 月〜 滋賀､福井､広島 

1999 年 6 月〜 岡山､島根､愛媛､香川 

1999 年 7 月〜 大分 

1999 年 9 月〜 新潟､福島､宮城､青森､徳島 

1999 年 10 月〜 愛知､岐阜､三重､鳥取､高知､鹿児島 

2000 年 3 月〜 静岡､山形 

2000 年 12 月〜 長崎 

2001 年 2 月〜 佐賀、宮崎 

2001 年 3 月〜 北海道、岩手、秋田、富山、石川 
 

ヨミダス文書館 

The Japan News（データベース） 
1989 年 9 月〜 「The Daily Yomiuri」の「EDITORIAL」

「MUSINGS」などの論説･コラム、読売新聞に掲

載された記事の英訳などを中心に収録。 

ヨミダス文書館 



2013 年 4 月〜 題字の名称を「The Japan News」としてリニュー

アル。 

読売新聞社に著作権のない寄稿記事、通信社の記事などは原

則として収録していません。 
 

産経新聞 原紙 2018(H30).01.01 現在  

日経四紙 
 

日本経済新聞 朝夕刊(データベース) 
見出しと一部記事の抄録のみ：1975 年 4 月～ 

全文収録：1981 年 10 月～ 
記事イメージ：(PDF)1988 年 6 月～ 

日経テレコン 21 

日経産業新聞（データベース） 
見出しと一部記事の抄録のみ：1975 年 4 月～ 

全文収録：1981 年 10 月～ 
記事イメージ：(PDF)1988 年 6 月～ 

日経テレコン 21 

日経流通新聞(MJ)（データベース） 
見出しと一部記事の抄録のみ：1975 年 1 月～ 

全文収録：1985 年 10 月～ 
記事イメージ：(PDF)1990 年 4 月～ 

日経テレコン 21 

日経金融新聞（データベース） 
全文収録：1987 年 10 月～2008 年 1 月 31 日 

記事イメージ：(PDF)1990 年 4 月～2008 年 1 月 31 日 
日経テレコン 21 

日本経済新聞 地方経済面 
（データベース） 

見出しと一部記事の抄録のみ：1976 年 1 月～ 
全文収録：1982 年 11 月～ 

記事イメージ：(PDF)1993 年 1 月～ 
日経テレコン 21 

日本経済新聞朝刊 原紙 2018(H30).01.01 現在  

日本農業新聞 

さが版縮刷版 2000(H12).01.01 2004(H16).12.31  

さが版縮刷版 2006(H18).01.01 2015(H27).12.31  

原紙 2020(R2).01.01 現在  

日刊工業新聞 

縮刷版 1961(S36).01.01 1962(S37).02.28  

縮刷版 1962(S37).04.01 1962(S37).04.30  

原紙 2020(R2).01.01 現在  

東京日日新聞 復刻版 1872(M05).02.01 1877(M10).12.31  

佐賀日日新聞 

（郷土資料） 1938(S13).09.01 1938(S13).10.31 複写不可 

（郷土資料） 1939(S14).01.01 1939(S14).08.31 複写不可 

（郷土資料） 1939(S14).11.01 1939(S14).12.31 複写不可 

（郷土資料） 1950(S25).07.01 1950(S25).12.04 複写不可 

夕刊佐賀 
（郷土資料） 1963(S38).01.01 1990(H02).12.31 複写不可 

（郷土資料） 1991(H03).05.01 現在 隔週刊 複写不可 

唐津新聞 （郷土資料） 1968(S43).09.01 2007(H19).12.31 複写不可 

伊萬里新聞 
（郷土資料） 2004(H16).06.01 2006(H18).12.31 月刊 複写不可 

（郷土資料） 2007(H19).04.01 2013(H25).12.31 月刊 複写不可 

長崎新聞 原紙 2020(R2).01.01 現在  

熊本日日新聞 原紙 2020(R2).01.01 現在  

大分合同新聞 原紙 2020(R2).01.01 現在  

宮崎日日新聞 原紙 2020(R2).01.01 現在  

南日本新聞 原紙 2020(R2).01.01 現在  

琉球新報 原紙 2020(R2).01.01 現在  

週刊 毎日ウィークリー 
（Mainichi Weekly) 

原紙 2020(R2).01.01 現在 毎週土曜日発行 

ニューヨークタイムズ 
週間レビュー 
(The New York Times 
Weekly Review) 

原紙 2020(R2).01.01 現在 毎週日曜日発行 

※欠号がある可能性あり 


