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〔原紙〕 

神奈川大学所蔵の新聞を

探す 

〔データベース〕 

学内のパソコンから新聞

を読む 

〔所蔵機関に出向く〕 

実際に外国語の新聞から必要な記事を探すことは

難しいもの…データベースならキーワード検索で自

分の興味のある記事を検索することができます。 

原紙でのメリットは、社会全般やその日のホットな情報を

知ることができること。写真も掲載されているのでその状

況を感じることもできます。 

神奈川大学で探している新聞が見つからなければ、実際に所蔵している

機関に出向く事も可能です。新聞の博物館であるニュースパークやアジア

経済研究所図書館なども新聞が充実しています。 

 

  

 
 海外の新聞は入手しにくいし、読む機会は多くないかもしれませんが、今はパソコン上で記事を読むこともできます。また

アジア言語の新聞でも専門図書館や公共図書館で読むことができます。読解力を身につけたり、時事英語を学んだり、そ

の国の文化や歴史なども新聞を読むことによって学ぶことができるでしょう。 

 

英字新聞 

■神奈川大学の所蔵を探す（原紙） 配置場所 横浜：新聞コーナー、15 号館書庫 

平塚：新聞雑誌閲覧室 みなとみらい：2 階新聞コーナー 
日刊 The Japan Times The New York Times (International ed.) Financial Times
週刊

The New York Times
(Sunday ed.) The New York Times Book Review The Times Literary

Supplement
■データベースで新聞を読む 

神奈川大学が契約しているデータベースから、著名な英字新聞をパソコン上で閲覧できます。 

日時を指定しての検索、キーワード検索が可能です。 

◆Nexis Uni (VPN 可) 

<https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/list/details_18678.html> 
米国の新聞を中心に収録しています。多数の新聞から横断的に記事を検索することもできます。 

＜収録例＞
The New York Times (1980～) USA Today (1989～) The Times (1985～)
The Independent (1988～) The Guardian (1984～) Financial Times (1982～)
◆Newspaper Source Plus (VPN、GakuNin 可) 

<https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/list/details_12227.html> 
800 紙を超える新聞の全文に加え、テレビやラジオの原稿が収録されています。 

＜収録例＞
USA Today (2002～) The Washington Post (2003～) Daily Telegraph (2010～)
The Times (2000～) The Sunday Times (2000～) The Sun (1999～)

 
◆ProQuest Historical Newspapers: Chinese Newspapers Collection (1832-1953) (VPN、GakuNin 可)  
<https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/list/details_10369.html> 

中国で刊行された歴史的な英字新聞・雑誌 22 タイトルが収録されています。 

スペイン語の新聞 

■神奈川大学の所蔵を探す（原紙） 配置場所 横浜：15 号館書庫（過去分） みなとみらい：2階新聞コーナー 

月刊 Insula Cambio16  
■データベースで新聞を読む 

◆Nexis Uni (VPN 可)<https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/list/details_18678.html> 
スペインの主要新聞をフルテキストで収録しています。 

＜収録例＞ 
   

El Pais (1996～) Cinco Dias (1998～) El Mundo (2002～) ABC (2007～2016) 
 

■ 外国語新聞入手法 ■ 

新聞記事の探し方（外国語新聞） 

https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/list/details_18678.html
https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/list/details_12227.html
https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/list/details_10369.html
https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/list/details_18678.html
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中国語の新聞 

■神奈川大学の所蔵を探す（原紙） 配置場所 横浜：15号館書庫（過去分） みなとみらい：2階新聞コーナー 
日刊 光明日報
週3回 文芸報  
■データベースで新聞を読む 

◆人民日報 People’s Daily (1946-) (VPN 可) 

<https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/list/details_17848.html> 
中国共産党中央委員会の機関紙「人民日報」を 1946 年の創刊号から全文検索・閲覧できるデータベースです。 

◆中国重要新聞データベース(CCND) (記事検索のみ) 

<http://gb.oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CCND> 
中国の主要新聞約 600 紙に、2000 年以降に掲載された記事を検索できます。 

検索方法についてはリサーチ・ナビで紹介されています。⇒「リサーチ・ナビ CNKI 中国重要新聞データベース(CCND)

の使い方」<https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-64.php> 

その他の言語の新聞 
■神奈川大学の所蔵を探す（原紙） 配置場所 横浜：15 号館書庫（過去分） みなとみらい：2階新聞コーナー 

ドイツ 週刊 Die Zeit Die Zeit Magazine (MMのみ)
ロシア 週刊 Аргументыи　Φакты

 
■データベースで新聞を読む 

◆Nexis Uni (VPN 可)  
<https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/list/details_18678.html> 

フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語の新聞も収録しています。 

<収録例> 

フランス Les Echos (1993～) Le Figaro (1996～) Libération (2018～）
ドイツ Frankfurter Rundschau (2000～) taz:die tageszeitung (1994～)
イタリア Il Giorno (2009～) Corriere della Sera (2009～)
■アジアの新聞を調べるには 

◆国立国会図書館 リサーチ・ナビ 

新聞・ニュースサイト<https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/news.php> 
各国ごとに新聞・ニュースサイトを紹介しています。調べたい地域をクリックしてください。 

各国の代表的な新聞を探す 
どのような新聞があるのか、また主要新聞の情報などを下記から探すことができます。 

＜図書・web サイトの一例＞ 

◆『雑誌新聞総かたろぐ』 2019 年版（以降休刊）. メディア・リサーチ・センター，2019．＜請求記号：横浜 B027-119-108＞ 

◆世界の新聞と雑誌<https://www.kufs.ac.jp/toshokan/newspaper/magindex.htm> 
京都外国語大学付属図書館が整備している新聞のリストです。 

図書館にない資料を入手するには 

■所蔵している機関を調べる 

◆国立国会図書館オンライン（NDL ONLINE）<https://ndlonline.ndl.go.jp/> 
国立国会図書館で所蔵している新聞を探すことができます。資料種別で「新聞」を選んで検索します。 

◆CiNii Books<https://ci.nii.ac.jp/books/> 
 全国の大学図書館等が所蔵している新聞を探すことができます。 
◆神奈川県内公共図書館購入継続雑誌・新聞総合目録<https://ufinity.pen-kanagawa.ed.jp/> 

神奈川県内の公共図書館に所蔵されている新聞・雑誌の所蔵が確認できます。 
■所蔵機関に出向く 

◆国立国会図書館 新聞資料室<https://www.ndl.go.jp/jp/tokyo/newspaper/index.html> 
主要な外国語の新聞を所蔵しています。所蔵新聞は、国立国会図書館オンラインから検索できます。 

◆アジア経済研究所図書館<https://www.ide.go.jp/Japanese/Library> 
千葉県幕張にあり、開発途上地域を中心とした新聞を多数所蔵しています。閲覧、複写をすることが可能です。 

 

データベースの外部利用（VPN、GakuNin）についてはこちらを参照 

「データベース利用案内」<https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/search/database/> 
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