
新聞小説を調べることのできる社史リスト 2021/10/21

以下の表は、新聞小説の掲載事項について調べることのできる社史について、その掲載頁と、収録されている小説の掲載期間を示しています。

備考欄に注記がない社史についても、全小説を網羅していない可能性があります。

タイトル 頁数 掲載年 請求記号 備考

全国紙

『朝日新聞社史．資料編』（朝日新聞社、1995.1） pp.219-255 1879-1988 UC171-E61

「朝日新聞連載小説の120年」 『知恵蔵 : 朝日現代用語 2000』（朝日新聞社、2000.1） pp.142-159 1879-1999 KF7-G18

『「毎日」の3世紀 : 新聞が見つめた激流130年 別巻』（毎日新聞社、2002.2） pp.369-385 1882-2001 UC171-G59

『毎日新聞七十年』（毎日新聞社、1952.2） pp.495-514 1889-1951 070.67-M148m デジタルコレクション

『読売新聞100年史．別冊：資料・年表』（読売新聞社、1976.11） pp.45-53 1886-1976 UC171-33

『読売新聞西部20年のあゆみ』（読売新聞西部本社、1984.9） p.177 1964-1983 UC171-94

『日本経済新聞社140年史』（日本経済新聞社、2016.12） p.550 2006-2016 DH22-L1132

『日本経済新聞社130年史』（日本経済新聞社、2006.12） pp.572-574 1921-2006 YU9-H509
~1944は主要連載小説

1951~は全連載小説

『日本経済新聞社120年史』（日本経済新聞社、1996.12） pp.797-798 1984-1995 UC171-G21

『日本経済新聞社110年史』（日本経済新聞社、1986.12） pp.672-673 1921-1985 UC171-E1
~1944は主要連載小説

1951~は全連載小説

『日本経済新聞社百年史』（日本経済新聞社、1976.12） pp.675-682 1889-1976 UC171-34

北海道

『北の大地とともに：北海道新聞70年史．資料・年表編』（北海道新聞社、2013.1） pp.64-68 1942-2012 DH22-L21

『北海道新聞五十年史』（北海道新聞社、1993.7） pp.561-565 1942-1992 UC171-J4

東北

『東奥日報と昭和時代 前期』（東奥日報社、1979.3） pp.323-419 1918-1945 UC171-48
年表の各年の最後に「読み物」と

して列挙（講談等を含む）

『岩手日報百十年史』（岩手日報社、1988.3） pp.386-391 1950-1960 UC171-E12 主要連載小説の紹介

『岩手日日八十年史 : 貮万号史から十五年』（岩手日日新聞社, 2003.10） pp.140-179 1988-2003 UC171-H9 年表に連載開始日が掲載

『胆江日日新聞五十年史』（胆江日日新聞社、1996.6） p.204 ー UC171-G14 代表的作品の紹介

『河北新報の百年』（河北新報社、1997.9） pp.688-698 1897-1997 UC171-G17 主な連載小説（10回以上）

『河北新報の八十年』（河北新報社、1977.1） pp.171-172 ー UC171-36 解説と代表的作品の紹介

『秋田魁新報社史 資料編 1 (1995年-2004年)』（秋田魁新報社、2005.2） pp.60-172 1994-2004 DH22-L1582 年表に連載開始日が掲載

『秋田魁新報百二十年史』（秋田魁新報社、1995.2） pp.30-39 1912-1994 UC171-G1
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『北鹿新聞社90年史』（北鹿新聞社、2008.10） p.58 ー UC171-J3 代表的作品の紹介

『福島民報120年史 : ふくしまは負けない明日へ : 1892→2012』（福島民報社、2014.3） pp.51-54 1946-2012 YU9-L235 主要連載小説

『福島民報百年史』（福島民報社、1992.9） pp.190-192 1946 -1992 UC171-E45 主要連載小説

『福島民友新聞百年史』（福島民友新聞社、 1995.5） pp.197-208 1900-1995 DH22-L1634 主な連載読み物

関東

『茨城新聞百年史』（茨城新聞社、1992.2） pp.542-548 1925-1992 UC171-E37

『上毛新聞百年史』（上毛新聞社、1987.5） pp.350-352 1946-1986 UC171-E21

『下野新聞百年史』（下野新聞社、1984.12） pp.343-363 1890-1984 UC171-95

『埼玉新聞50年史: 1944～1994』（埼玉新聞社、1994.10） p.127 1944-1983 UC171-E60

『4万号の遺伝史 : 神奈川新聞120年 上巻』（神奈川新聞社、2010.2） pp.229-237 1904-1929 UC171-J14 年表に主要小説連載開始日が掲載

『神奈川新聞120年の歩み．資料集』（神奈川新聞社、2010.2） pp.160-163 1903-2009 UC171-J16

北陸

『新潟日報五十年史』（新潟日報社、1992.11） pp.370-372 1942-1992 UC171-E48

『福井を伝えて一世紀：福井新聞百年史　資料・年表』（福井新聞社、2000.3） pp.163-170 1902-1999 UC171-G54

中部

『山梨日日新聞百年史』（山梨日日新聞社、1972） p.133 1946 -1971 UC171-17

『静岡新聞五十年史』（静岡新聞社、1991.12） pp.66-67 1981-1991 UC171-E35

『静岡新聞四十年史』（静岡新聞社、1981.12） pp.396-401 1941-1981 UC171-71

『中日新聞三十年史』（中日新聞社、1972.12） pp.172-173 1942-1972 UC171-18

近畿

『大阪新聞75周年記念誌』（大阪新聞社、1997.12） pp.136-137 1942-1997 UC171-G37

『京都新聞120年史』（京都新聞社、1999.10） p.247 1990-1999 UC171-G45

『京都新聞115年小史』（京都新聞社、1994.10） pp.162-163 1988-1994 UC171-E59

『京都新聞110年史』（京都新聞社、1989.10） p.350 1983-1888 UC171-E27

『京都新聞105年小史』（京都新聞社、1984.6） pp.129-131 1946-1984 UC171-88

『神戸新聞百年史　資料編』（神戸新聞社、1998.11） pp.59-72 1898-1998 UC171-G32 連載小説・講談一覧

『神戸新聞七十年史』（神戸新聞社、1968） pp.357-368 1898-1967 070.67-Ko473k デジタルコレクション

中国

『山陽新聞百四十年史』（山陽新聞社、2019.5） pp.137-141 1947-2019 DH22-M176

『山陰中央新報百三十年史』（山陰中央新聞社、2013.3） p.341 2001-2012 DH22-L74

『山陰中央新報百二十年史』（山陰中央新聞社、2003.3） pp.656-659 1942-2002 UC171-H8
主な連載小説。「夕刊島根」「夕

刊山陰」「夕刊山陰新報」含む。

『ウベニチ50年史』（ウベニチ新聞社、1999.10） pp.55-169 1950-1996 UC171-G46 年表に連載開始日が掲載
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四国

『四國新聞110年史』（四国新聞社, 1999.4） pp.317-320 1946-1998 UC171-J9

『愛媛新聞・百二十年史 : 地域とともに』（愛媛新聞社、1996.12） pp.792-808 1883-1996 UC171-G22

『愛媛新聞百年史』（愛媛新聞社、1976.9） pp.273-305 1883-1950 UC171-73 年表に連載開始日が掲載

『高知新聞100年史記録集 : 資料・年表』（高知新聞社、2004.12） pp.167-172 1944-2004 UC171-H16

『高知新聞八十年史』（高知新聞社、1984.10） pp.463-466 1942-1984 UC171-91

『徳島新聞五十年史』（徳島新聞社、1997.3） pp.81-83 1945-1996 UC171-G26 郷土小説・連載読み物

九州

『西日本新聞百四十年史』（西日本新聞、2017.10） pp.551-559 1887-2016 DH22-L1635 福岡日日新聞を含む

『佐賀新聞百年史 : 世紀の歴史を未来へ』（佐賀新聞社, 1984.10） pp.133-141 1885-1984 UC171-92

『激動を伝えて一世紀 : 長崎新聞社史』（長崎新聞社、2001.9） pp.454-458 1906-2000 UC171-G60

『熊日この十年 : 創刊七十周年』（熊本日日新聞社、2012.10） p.267 2002-2012 DH22-L10

『熊日六十年史．資料・年表編』（熊本日日新聞社、2002.4） pp.46-47 1992-2001 UC171-G62

『熊日50年史』（熊本日日新聞社、1992.10） pp.556-559 1942-1992 UC171-E46

『宮崎日日新聞60年史』（宮崎日日新聞社、2001.3） pp.469-470 1940-2000 UC171-G57

沖縄

『琉球新報百年史』（ 琉球新報社、1993.9） pp.514-519 1949-1992 UC171-E51

『南海日日新聞五十年史』（南海日日新聞社、1997.11） pp.413-306 1978-1994 UC171-G20 年表に連載開始日が掲載

スポーツ紙

『日刊スポーツ五十年史』（日刊スポーツ新聞社、1996.3） pp.266-311 1951-1963 UC171-G10 年表に連載開始日が掲載

『日刊スポーツ三十年史 : 1946-1976』（日刊スポーツ新聞社、1978.3） p.182 1951-1963 UC171-45

『大阪日刊スポーツ50年史』（大阪日刊スポーツ新聞社、2000.1） pp.292-296 1950-1995 UC171-G49

『大阪日刊スポーツ30年の歩み』（大阪日刊スポーツ新聞社、1980.12） pp.124-126 1950-1979 DH22-L1636

『挑戦 : 西部日刊スポーツ30年の歩み』（西部日刊スポーツ新聞社、2007.4） p.39 ー DH22-M136 代表的作品の紹介

『スポーツニッポン新聞50年史 Ⅱ.年表』（スポーツニッポン新聞大阪本社、1999.3） pp.244-245 1950-1999 UC171-G51

『世紀を超えて：報知新聞120年史』（報知新聞社、1993.6） pp.460-462 1890-1998 UC171-E50

『道新スポーツ20年史』（道新スポーツ、2002.11） p.35 1982-2002 DH22-L1780

業界紙

『日本農業新聞創刊70年史 : 新聞連創立50年』（全国新聞情報農業協同組合連合会、1998.3） p.273 1969-1997 UC191-G13

『日本農業新聞五十年史』（全国新聞情報農業協同組合連合会、1980.5） pp.302-305 1948-1978 UC191-17

その他

『都新聞史』（日本図書センター、1991.11） pp.506-516 1884-1942 UC126-E22


