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レポートを書くために必要な文献レポートを書くために必要な文献

学術情報 時事的情報

図書 新聞雑誌

opac
データベース 本文

原紙
縮刷版
インタ ネ ト電子ジャーナル

本文
インターネット
CD-ROMなど
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新聞資料の“重要性”新聞資料の 重要性

● 時事的情報の確保（ 事実の確認）● 時事的情報の確保（＝事実の確認）

→現在・過去のニュースから裏付けをとる裏

→時代認識を明らかにする

● あるテーマについて調べる

→新たな問題を発見し、 別の研究対象に
つながるつながる

→現状の分析
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新聞の記事を集める際の注意事項新聞の記事を集める際の注意事項

• 複数の新聞を読み比べよう
→新聞社や記者には書き方の“個性”がある新聞社や記者には書き方の 個性 がある

◎客観的事実を知ることができる◎客観的事実を知ることができる

◎様々な見方、考え方を知ることができる

レポート・論文作成の
効果的な情報収集につなげよう!!
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効果 情報 集 げ う



お茶大で新聞を見る方法お茶大で新聞を見る方法

原紙・縮刷版
（当日～過去）

CD-ROM
（過去）

インターネット
（当日～過去）（当日 過去） （過去）

朝日/読売/毎日/東京/朝日/読売/毎日/東京/
日経/産経/Japan Times/
東亜日報/人民日報
場所 ラウンジ

・聞蔵Ⅱ（朝日新聞）

場所：学内ＰＣ（※）
・The Times

・明治・大正・昭和の
読売新聞

・朝日新聞戦前紙面場所：ラウンジ
２F入口ゲート右
2階新聞縮刷版・
白書コーナー

・The Times
(ロンドン・タイムズ）
(創刊1785～1985）
各新聞社のサイト

朝日新聞戦前紙面
データベース

場所：CD-ROMコーナー
白書コーナー
書庫3

・各新聞社のサイト

検索しながら記事を読める
聞蔵ⅡとCD ROMの使い方を※学外からのアクセスについては、
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聞蔵ⅡとCD-ROMの使い方を
マスターしよう!!

※学外からのアクセスに いては、
図書館ＨＰ＞学外アクセスについ
て、または配布のリーフレットをご
覧ください。



図書館HPから聞蔵Ⅱビジュアルへ
★朝日新聞(1945～)、AERA(1988.5～)、週刊朝日(2000.4～)、知恵蔵

★同時アクセス１名
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最新の利用規程を読む。

プリントアウトについてプリントアウトに いて

★個人利用に限り、必要
な箇所をプリントアウトOK

★第三者への提供は不可

画面を
スクロ ルして
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スクロールして
「同意する」。



アクセスできるのは一人だけ!

利用後は、次の人がすぐ利用

できるようにログアウトする

誰かが学内で既に使っているときは、
少し待ってから再度ログインしてみる。

できるようにログアウトする。
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朝日新聞（昭和60（1985）年～当日）と、
週刊朝日、AERA

複数選択も可能

地方版も
含まれます！

「関連キーワード参照」
ボタンを使うと、

複数選択も可能

関連性の高い用語の
候補が表示される。
そこから語句を選んで

・複数の検索語を入
力すると、全ての語
を見出しと本文に含

「選択」すると
キーワードに
追加される

む記事を検索。
（AND検索）

・OR検索、NOT検索
も可能

発行

9

・発行日



検索結果一覧

2005(平成17）年11月以降の
記事には切り抜きイメージが
付いている

チェックボックスを選択
して「本文表示」か タ 付いている。して「本文表示」か、タ
イトルをクリックすると
記事本文が表示される

原紙掲載情報
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記事本文の表示
切り抜きのサムネイルをク
リックすると、記事の切り抜き
画面が表示される画面が表示される。

※著作権の関係で、写真が表示
されないものあります。

原紙掲載情報

検索語が
色つきで表示される
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詳しい説明は 「使い方」から詳しい説明は、「使い方」から
検索のコツや

マニュアルダウンロードも
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朝日新聞縮刷版（1945－1989）を検索

・複数語を入力すると、全て
の語を見出しとカテゴリ に

東京版、大阪版

縮刷版では掲載紙面全体が見られます

の語を見出しとカテゴリーに
つけられているキーワードに
含む記事を検索。

・OR検索、NOT検索も可能

・発行日

特定日の新聞
全体を読みたいと
きには日付を指定。

カレンダーや年表の
確認はこちらから
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朝日新聞縮刷版（1945－1989）の詳細画面

前後のページ
を確認

別のページを
確認

掲載位置周辺
に赤いライン
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知恵蔵の検索知恵蔵の検索

※人物、歴史写真は

利用できません
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利用後はログアウトを忘れずに

ログアウトを押さログアウトを押さ
ずに終了すると、
20分間アクセス
きできません。

16



CD ROMコ ナ でCD－ROMコーナーで
新聞データベースを使う

朝 新聞戦前紙 デ タベ

新聞デ タベ スを使う。

★朝日新聞戦前紙面データベース
昭和元年～20年（1926～1945)の全紙面と号外昭和元年 年（ ) 紙面 号外
の紙面イメージ
（聞蔵Ⅱは1945～）（聞蔵 ）

★明治・大正・昭和の讀賣新聞明治 昭和 讀賣新聞
明治7年～昭和５５年（1874-1980）までの全紙面
イメージ
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CD ROMコーナーとは？CD-ROMコーナーとは？
◆ 2階カウンタ 横のPC2台◆ 2階カウンター横のPC2台

節電のため、新聞CD-
ROMサーバの電源をROMサーバの電源を
落としています。

ご利用の際はカウンご利用の際はカウン
タースタッフに声を
かけてください。
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CD-ROMコーナーで使えるCD-ROMコ ナ で使える
朝日新聞データベース朝日新聞デ タ ス

朝日新聞戦前紙面デ タベ ス

新聞紙面そのもの
が見られます！

朝日新聞戦前紙面データベース

（昭和元（1926）年-昭和20（1945）年）（昭和元（ ）年 昭和 （ ）年）

朝日新聞戦後見出しデ タベ ス

見出しのみ。
記事は縮刷版で確認

朝日新聞戦後見出しデータベース

（昭和20（1945）-平成11（1999）年） 紙面イメージではなく、

CD-HIASK : 朝日新聞記事データベース
記事のテキスト情報のみ
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操作手順1：起動 操作手順2：選択操作手順1：起動

◆ PCを起動させたら、

操作手順2：選択

◆ 「朝日戦前紙面」を選ぶ◆ PCを起動させたら、
のアイコン を

ダブルクリック

◆ 朝日戦前紙面」を選ぶ

ダブルクリック

アイコンをダブルクリック または
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「タイトル起動」



操作手順3：検索操作手順3：検索
◆キーワード入力◆キ ワ ド入力

◆その他、分かる範囲で条件を選択 「出力指示」
が出ます。が出ます。

AND検索、
OR検索など

「記事全文」、「見出
し」、など、どこから検
索するかを選べる

見出し・掲載年月日・
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検索な
索するかを選べる。

朝夕刊・面・分類等



操作手順4：検索結果操作手順4：検索結果
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操作手順4 ②:紙面を表示してみる操作手順4-②: 紙面を表示してみる
◆ 「紙面表示」で紙面を確認できる紙 紙

左から
・全体表示
・幅合わせ

左から
・拡大
・縮小

･ビュー
・別ウィン
ドー表示縮小

・範囲
選択
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検索手順5：紙面を見る検索手順5：紙面を見る

「拡大」を押し、紙面上
で更にクリックすると記
事が大きくなります。

前後の頁の
確認もできます。確認 す。

1枚ずつめくるには 「移

※ 自動コマ送り
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動」から。



操作手順6：印刷・終了操作手順6：印刷・終了
◆ファイルの「印刷選択」・「出力開始」◆ ファイルの「印刷選択」 「出力開始」

②印刷

①印刷範
囲選択囲選択

PC横のプリンターに、A４サイズ
の用紙を入れてください。
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の用紙を入れてください。
（用紙は各自でご用意ください）



明治・大正・昭和の讀賣新聞明治・大正・昭和の讀賣新聞

◆明治（７年～）・大正・昭和（～５５年）

（ 年）（1874～1980年）

◆ 多彩な検索機能付◆多彩な検索機能付

・「読売年表」「読売年表」

・「YOMIDAS辞書検索」辞 検 」

・「百科事典」
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操作手順1:起動させる 操作手順2操作手順1: 起動させる

を起動

操作手順2

◆ソフトが立ち上が たら◆ PCを起動し、画面の
印をダブル

◆ソフトが立ち上がったら

以下の画面で「了解」を

クリックする クリック
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操作手順3：時代設定・入力
◆ファイルを開き、時代を選択

各 ご 検索各時代区分ごとに検索
明治
大正
昭和戦前Ⅰ(1) (T15 12 S11 12)昭和戦前Ⅰ(1)  (T15.12～S11.12)
昭和戦前Ⅱ(2)  (S12.1～S20.12）
昭和戦後Ⅰ(3)  (S21.1～S35.12）
昭和戦後Ⅱ(4) (S36 1 S45 12）

◆前方/後方一致 AND/ORも選択できる

昭和戦後Ⅱ(4)  (S36.1～S45.12）
昭和戦後Ⅲ(5)  (S46.1～S55.12)

◆前方/後方 致、AND/ORも選択できる
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検索手順4：検索開始検索手順4：検索開始
◆他の条件を設定し「検索」をクリック◆他の条件を設定し「検索」をクリック
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操作手順5 ①：検索結果操作手順5-①：検索結果

30



操作手順5 ②: しおり機能操作手順5-②: しおり機能
◆複数の記事を選んでおくことができる。◆ 複数の記事を選んでおくことができる。

紙面

②ウィンドウ→「しおり画面」
から選んだ記事が一覧できます

紙面
表示

①記事を選んで「しおり」をクリック
→選んだ記事のNO.が青くなります
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操作手順6：紙面を表示する操作手順6：紙面を表示する。

検索記事にマーク
がつきますがつきます
（昭和以降）
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操作手順7：記事を拡大操作手順7：記事を拡大
◆ をダブルクリ クすると更に拡大◆ をダブルクリックすると更に拡大

前後の頁、日にちの
移動ができます。

※記事にマークがついてい
ないときは、拡大ボタンを
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ないときは、拡大ボタンを
使います。



操作手順8 ① ：印刷操作手順8-① ：印刷
◆印刷する部分を指定し、「OK」◆ 印刷する部分を指定 、 」

プリンターにA４
用紙をセットして

マウス左クリック
で選択範囲を指

用紙をセットして
ください。

定できます。
カーソルで選択範
囲の移動も可。

（実際は黒点線
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（実際は黒点線で
す）



お茶大に無い新聞記事は
どこで閲覧できる?

・ Webcat  全国大学図書館等総合目録データベース

・ 国立国会図書館サーチ http://iss.ndl.go.jp/
※公共図書館/大学図書館の新聞所蔵を検索できる。
※キ ワ ドに新聞名を入れて「新聞 をクリ ク※キーワードに新聞名を入れて「新聞」をクリック。

★ 東京大学大学院法学政治学研究科附属★ 東京大学大学院法学政治学研究科附属
近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫

明治新聞雑誌文庫所蔵新聞目録 1977→ 明治新聞雑誌文庫所蔵新聞目録 1977
図書館参考図書コーナー 029.6R/To46/[1]
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お茶大になくても…

文献のコピーを取り寄せる（文献複写取り寄せ）

お茶大には所蔵がない雑誌や図書に収録されている論文のコピーを

コピーの取り寄せは、

オンラインサービスから
も申し込めますお茶大には所蔵がない雑誌や図書に収録されている論文の ピ を

所蔵機関から取り寄せることができます。
海外 （北米、British Library、韓国）からも取り寄せできます！
※学部・院生は無料！
※速達の場合や一部機関からの取り寄せは有料になります。

も申し込めます。

※要事前申請
※学部４年生、院生、

研究生、科目等履修生、
教職員

※速達の場合や 部機関からの取り寄せは有料になります。
取り寄せまでには、通常1週間かかるのでお申込みはお早めに！

教職員のみ

所蔵大学図書館を訪問利用する

所蔵している大学図書館を訪問し、閲覧・複写をすることができます。

跡見学園女子大学・
日本女子大学へは、
学生証だけで訪問できます♪
両校の所蔵検索 のリンクは訪問利用を受け付ける大学の多くは、お茶大図書館からの『紹介状』を要します。

行きたい図書館が決まったら、訪問希望2日前までに『所蔵調査申込書』を
レファレンスカウンターへ直接、またはEメールかFAXで提出してください。

両校の所蔵検索へのリンクは
お茶大図書館HP
（相互利用協定校）にあります。
所蔵を確認して行きましょう。

申し込みやご相談は レファレンスカウンターへ
月-金 9：00-12：00 13：00-17：00
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検索のしかたなどの相談もお気軽にどうぞ！
オンラインサービス（ASKサービス）からの質問もお待ちしています


