
応募対象となる新聞名一覧

応募・問い合わせ先一覧 ●自分の住んでいる地域の応募先に送ってください
●記載のない地域にお住まいの方は日本新聞協会に送ってください

●応募先は「○○ NIE 推進協議会『いっしょに読もう！新聞コンクール』係」（○○には自分の住んでいる地域の都道府県名を書いてください）

●記載のない新聞、およびインターネットからのコピー、縮刷版、新聞ダイジェスト紙の記事は審査対象としません
●下記新聞に付属の子ども向け新聞等も可。その他の新聞については日本新聞協会にお問い合わせください

朝日新聞	 朝日ウイークリー	 朝日小学生新聞	 朝日中高生新聞	 毎日新聞	 毎日小学生新聞	 毎日ウィークリー
点字毎日	 読売新聞	 読売 KODOMO新聞	 読売中高生新聞	 ザ・ジャパン・ニューズ	 日本経済新聞	 日経産業新聞	
日経ＭＪ	 日経ヴェリタス	 ニッケイ・エイジアン・レビュー	 東京新聞	 東京中日スポーツ	 産経新聞	 サンケイスポーツ	
夕刊フジ	 ジャパンタイムズ	 ジャパンタイムズオンサンデー	 ジャパンタイムズ ST	 報知新聞	 日刊工業新聞	 日刊スポーツ	
フジサンケイビジネスアイ	 スポーツニッポン	 東京スポーツ	 電波新聞	 日本海事新聞	 水産経済新聞	 日本農業新聞
納税通信	 デイリースポーツ	 大阪スポーツ	 大阪日日新聞	 北海道新聞	 室蘭民報	 十勝毎日新聞
釧路新聞	 苫小牧民報	 千歳民報	 函館新聞	 道新スポーツ	 東奥日報	 陸奥新報
デーリー東北	 岩手日報	 岩手日日	 河北新報	 秋田魁新報	 北羽新報	 山形新聞
荘内日報	 米澤新聞	 福島民報	 福島民友新聞	 夕刊いわき民報	 茨城新聞	 下野新聞
上毛新聞	 桐生タイムス	 きりゅうタイムスforジュニア	 埼玉新聞	 神奈川新聞	 千葉日報	 山梨日日新聞
静岡新聞	 信濃毎日新聞	 長野日報	 南信州	 市民タイムス	 中日新聞	 中日スポーツ
中日こどもウイークリー	 北陸中日新聞	 中部経済新聞	 東愛知新聞	 岐阜新聞	 中京スポーツ	 新潟日報
おとなプラス	 北日本新聞	 北國新聞	 富山新聞	 福井新聞	 日刊県民福井	 伊勢新聞
夕刊三重	 京都新聞	 神戸新聞	 奈良新聞	 紀伊民報	 熊野新聞	 山陽新聞
中国新聞	 中国新聞 SELECT	 日本海新聞	 山陰中央新報	 島根日日新聞	 山口新聞	 宇部日報
徳島新聞	 四国新聞	 愛媛新聞	 高知新聞	 西日本新聞	 佐賀新聞	 長崎新聞
熊本日日新聞	 大分合同新聞	 GODOジュニア	 宮崎日日新聞	 夕刊デイリー	 南日本新聞	 南海日日新聞	
沖縄タイムス	 琉球新報	 八重山毎日新聞	 宮古毎日新聞	 西日本スポーツ	 九州スポーツ

北海道 〒 060-8711 札幌市中央区大通西 3-6　北海道新聞 NIE 推進センター内  011-210-5802

青森県 〒 030-0180 青森市第二問屋町 3-1-89　東奥日報社販売局  017-739-1106

岩手県 〒 020-8622 盛岡市内丸 3-7　岩手日報社編集局読者センター内  019-654-1208

宮城県 〒 980-8660 仙台市青葉区五橋 1-2-28　河北新報社　防災・教育室内  022-211-1331

秋田県 〒 010-8601 秋田市山王臨海町 1-1　秋田魁新報社読者局 NIE 推進部内  018-888-1822

福島県 〒 960-8648 福島市柳町 4-29　福島民友新聞社販売局内  024-523-1472

茨城県 〒 310-8686 水戸市笠原町 978-25　茨城県開発公社ビル 茨城新聞社地域連携室内  029-239-3004

栃木県 〒 320-8686 宇都宮市昭和 1-8-11　下野新聞社 NIE 推進協議会事務局  028-625-1172

埼玉県 〒 331-8686 さいたま市北区吉野町 2-282-3　埼玉新聞社編集局内  048-795-9161

東京都 〒 100-8543 千代田区内幸町 2-2-1 日本プレスセンタービル 7 階　日本新聞協会内  03-3591-4760

神奈川県 〒 231-8445 横浜市中区太田町 2-23　神奈川新聞社編集局内  045-227-0282

静岡県 〒 422-8033 静岡市駿河区登呂 3-1-1　静岡新聞社内  054-284-9152

長野県 〒 380-8546 長野市南県町 657　信濃毎日新聞社読者センター内  026-236-3480

愛知県 〒 460-8511 名古屋市中区三の丸 1-6-1　中日新聞社新聞・教育センター NIE 事務局内  052-221-1047

岐阜県 〒 500-8577 岐阜市今小町 10　岐阜新聞社（編集局内）  058-264-1151

新潟県 〒 950-8535 新潟市中央区万代 3-1-1　新潟日報社内  025-385-7468

富山県 〒 930-0094 富山市安住町 2-14　　北日本新聞社読者局内  076-445-3412

福井県 〒 910-8552 福井市大和田 2-801　福井新聞社編集局みんなの新聞部内  0776-57-5122

三重県 〒 514-0005 津市鳥居町 227-2　中日新聞三重総局内  059-228-2146

京都府 〒 604-8577 京都市中京区烏丸通夷川上ル　京都新聞社内  075-241-5231

大阪府 〒 530-0047 大阪市北区西天満 2-2-3 ユニシオ西天満二丁目 C03 号室　  06-6809-6389

兵庫県 〒 650-8571 神戸市中央区東川崎町 1-5-7　神戸新聞パートナーセンター 2階  078-362-7054

滋賀県 〒 520-0044 大津市京町 4-3-33 　京都新聞滋賀本社内  077-527-3222

和歌山県 〒 646-0005 田辺市秋津町 100　紀伊民報社 NIE 事務局  0739-24-7171

岡山県 〒 700-8534 岡山市北区柳町 2-1-1　山陽新聞社 NIE 推進部内  086-803-8073

広島県 〒 730-8677 広島市中区土橋町 7-1　中国新聞社読者広報部内 NIE 推進会議事務局  082-236-2142

島根県 〒 690-8668 松江市殿町 383　山陰中央新報社内  0852-32-3305

徳島県 〒 770-8572 徳島市中徳島町 2-5-2　徳島新聞社編集局 NIE 推進室内  088-655-7421

香川県 〒 760-8572 高松市中野町 15-1　　四国新聞社販売局内  087-833-2580

愛媛県 〒 790-8511 松山市大手町 1-12-1　愛媛新聞社地域読者局読者部内  089-935-2012

高知県 〒 780-8572 高知市本町 3-2-15　高知新聞社地域読者局 NIE 推進部内  088-825-1378

福岡県 〒 810-8721 福岡市中央区天神 1-4-1　西日本新聞社こどもふれあい本部内  092-711-5558

佐賀県 〒 840-8585 佐賀市天神 3-2-23　佐賀新聞社編集局内  0952-28-2121

熊本県 〒 860-8506 熊本市中央区世安町 172　熊本日日新聞社編集局読者・NIE センター内  096-361-3304

大分県 〒 870-8605 大分市府内町 3-9-15　大分合同新聞社地域コミュニケーション局 NIE 推進部  097-538-9729

沖縄県 〒 900-8678 那覇市久茂地 2-2-2　沖縄タイムス社編集局 NIE 事業推進室内  098-860-3618

※上記 36都道府県以外の応募・問い合わせ先

〒 100-8543千代田区内幸町 2-2-1　日本プレスセンタービル 7 階 日本新聞協会新聞教育文化部 NIE 担当  03-3591-4410


