
新聞名 形態 所蔵館 出版社

朝日小学生新聞 原紙 県立（3年）　みどり，桜木，美浜（1年） 朝日学生新聞社

朝日中高生新聞

（H26.9.28までは朝日中学生

ウィークリー）

原紙 県立（3年）　桜木，越前市中央 朝日学生新聞社

原紙

県立，福井，大野，勝山（3年）　敦賀（2年）

若狭Ｃ，みどり，清水，桜木，美山，小浜（1

年）鯖江，芦原，金津，越前市中央，今立，丸

岡，三国，春江，坂井，池田，今庄，河野，越前

町，織田，美浜，大飯，名田庄（1年）　永平寺

町立，永平寺館，上志比（6ヶ月）　高浜，リブ

ラ（2ヶ月）　パレア（5年）

縮刷版

県立（S22.1-S25.1・S35.1-）　若狭Ｃ（H1.1-

）　福井（H9.1-）　敦賀（S22.1- 欠号有）　鯖

江（S45.1-）　越前市中央（S34.1-H24.12）

春江（S46.10- 欠号有）

復刻版

県立（M21.7-M35.12・M45.7-T8.6・S13.1-

S30.12），福井（S20），敦賀（S8.1-12・

S10.1-S25.12 欠号有）

県内公共図書館　所蔵新聞一覧

 県内公共図書館が所蔵している新聞を50音順に並べました(令和3年4月末現在)。
 各図書館のＨＰも併せてご確認ください。
 県立所蔵のマイクロフィルムは、文書館で閲覧できます。(文書館の開館時間は9時～17時)

　

朝日新聞 朝日新聞社



マイクロフィルム・東京版 県立（M21創刊-S34.12）

マイクロフィルム・福井版
県立（T4-H26），若狭Ｃ（T4.10-H14.12 欠号

有），福井（T4-H28）

FEC　News 原紙 県立（H30.1～）（3年）

おやばと 原紙 若狭C（1年） 自衛隊家族会

海上保安新聞 原紙
県立（3年），鯖江，越前市中央（1年），若狭

C(1年)
海上保安協会

原紙 高浜（約2ヶ月）

縮刷版 高浜（第１巻- 欠号有）

原紙 県立（永年）　鯖江（永年）

原紙(製本) 鯖江（S58.3-R1.12）

北日本新聞 原紙 県立（3年） 北日本新聞社

京都新聞（丹後版） 原紙 若狭C（1年） 京都新聞社

京都新聞（滋賀版） 原紙 敦賀（～2021.3.31）（2年）　越前市中央（1 京都新聞社

きょうと府民だより 原紙 県立（3年） 京都府

橋梁新聞 原紙 県立（3年） テクノパック株式会社

建設工業新聞 原紙 県立（3年）　桜木（3年） 北陸工業新聞社

原子力 原紙 県立（H17.1.5～H31.1）（永年）

高校生新聞 原紙 県立（～R2.1.20）（3年） 高校生新聞社

産経新聞 原紙
県立（3年）　若狭Ｃ，福井，みどり，桜木（1

年）　永平寺町立（6ヶ月）　越前市中央（1年）
産業経済新聞社

思想新聞 原紙 県立（3年） ＩＦＶＯＣ

社会新報 原紙 県立（～R2.12.23）（3年）　越前市中央（1 社会民主党全国連合機関紙宣伝局

THe Japan Times 原紙
県立（3年）　福井，みどり，桜木，鯖江，越前

市中央（1年）
ジャパンタイムズ

The Japan News 原紙 若狭Ｃ（1年）　敦賀（2年） 読売新聞社

週刊読書人 原紙
県立（3年），福井（1年），越前市中央（1

年），敦賀（3年）
株式会社読書人

原紙 敦賀（S39.5-H19.3 欠号有） 研修社

縮刷版 敦賀（S39.5-H19.3） 研修社
週刊福井

朝日新聞 朝日新聞社

解放新聞 解放新聞社

眼鏡新聞 眼鏡光学出版



宗教新聞 原紙 県立（3年） 宗教新聞社

醸界協力新聞 原紙 県立（3年）

昭和 原紙 県立（3年） 昭和聖徳記念財団

神社新報 原紙 県立（3年） 神社新報社

新宗教新聞 原紙 県立（3年） 新宗教新聞社

原紙
県立（3年）　若狭Ｃ，春江，越前市中央（1年）

パレア（H18.4-）（永年）

縮刷版 春江（H7.5-H16.3）

スポーツニッポン 原紙
県立（3年）若狭Ｃ，福井，大野，春江，名田庄

（1年）　パレア（5年）
スポーツニッポン新聞社

スポーツ報知 原紙
敦賀（2年）　美山，小浜（1年）越前市中央（1

年）　丸岡（3ヶ月）
報知新聞社

聖教新聞 原紙 県立（3年） 聖教新聞社

浙江日報 原紙 県立（永年） 浙江日報報業集団出版

繊維情報 原紙 県立（H19.7.3～R2.5.15）（永年） 福井繊維情報社

繊維ニュース 原紙 桜木（3年） ダイセン

全国珠算新聞 原紙 県立（3年） 全国珠算教育連盟

中日こどもウィークリー 原紙 大野（2年）　越前市中央(1年)　坂井（1年） 中日新聞社

原紙

県立，大野（3年）　敦賀（2年）　若狭Ｃ，福

井，みどり，桜木，小浜（1年）　鯖江，越前市

中央，今立，丸岡，三国，美浜，名田庄（1年）

永平寺町立（6ヶ月）　リブラ（保存期限後、パ

レアへ）（2ヶ月）　パレア（5年）

縮刷版

県立（S47.1-）　福井（S47.1-H9.4 欠号有）

敦賀（S47.1-）　大野（S47.1-）　勝山

（S47.1-S49.12）

しんぶん赤旗

(H9.3.31までは赤旗）
日本共産党中央委員会

中日新聞 中日新聞社



縮刷版・中部圏版
福井（S43-S46）　大野(S43.1-S46.12)　勝山

（S43.1-S46.12）

縮刷版・地方版 敦賀（H27.1～4-）（永年）

マイクロフィルム・福井版 県立（S34.1-）

つるが 原紙 敦賀（H10.1- 欠号有） 関西敦賀人会

敦賀 原紙 敦賀（S50.1- 欠号有） 東京敦賀人会

敦賀商工会議所会報 原紙 敦賀（H12.4- 欠号有） 敦賀商工会議所

テント工連だより 原紙 県立（3年） 日本テントシート工業組合連合会

天理時報 原紙 県立（3年） 天理教道友社

同朋新聞 原紙 県立（3年） 東本願寺出版部

図書新聞 原紙 福井(１年)　敦賀（2年） 武久出版

日蓮宗新聞 原紙 県立（3年） 日蓮宗新聞社

原紙

大野（3年）　県立，桜木，勝山（3年）　敦賀

（2年）　みどり，清水，美山，小浜（1年）　鯖

江，芦原，金津，今立，丸岡，三国，坂井，池

田，越前町，織田，美浜，大飯，名田庄（1年）

永平寺町立，永平寺館，上志比（6ヶ月）　若狭

Ｃ（1年），福井（S52.7-），越前市中央

（S52.5-），春江（H11.1～），パレア(5年)

原紙(製本) 春江（H7.4-H10.12）

マイクロフィルム 県立（S52.7-）

中日新聞 中日新聞社

日刊県民福井

(H6.6.14までは日刊福井)
日刊県民福井



日刊工業新聞 原紙
県立，桜木（3年）　敦賀（2年）　福井，鯖江，

越前市中央，春江（1年）
日刊工業新聞社広告局

日刊水産経済新聞 原紙 若狭C（1年） 水産経済新聞社

日刊スポーツ 原紙

みどり，桜木，小浜（1年）　鯖江，越前市中

央，今立，三国，大飯（1年）　永平寺町立（6ヶ

月）　高浜（2ヶ月）敦賀（R2.4-)(2年）

日刊スポーツ新聞社

日経産業新聞 原紙 県立（3年）　桜木（1年） 日本経済新聞社

日経ヴェリタス 原紙 桜木（3年） 日本経済新聞社

日経流通新聞MJ 原紙
県立（3年）　福井，桜木，鯖江，越前市中央，

丸岡（1年）
日本経済新聞社

原紙

県立，福井，大野，勝山（3年）　敦賀（2年）

若狭Ｃ，みどり，清水，桜木，小浜（1年）　鯖

江，芦原，金津，越前市中央，今立，丸岡，三

国，春江，坂井，池田，南条，越前町，美浜，大

飯，名田庄（1年）　永平寺町立，永平寺館，上

志比（6ヶ月）　高浜（2ヶ月）　パレア（5年）

縮刷版

県立（S34.1-S34.12・S36.1- 欠号有）　若狭Ｃ

（H3.1-H21.1 欠号有）　越前市中央（S38.2-

H24.12　欠号有）

日本経団連タイムス 原紙 県立，桜木（3年） 日本経済団体連合会

日本農業新聞 原紙 県立（3年）　若狭Ｃ，鯖江（1年） 日本農業新聞

日本流通産業新聞 原紙 桜木（3年） 日本流通産業新聞社

日本経済新聞 日本経済新聞社



原紙

県立，大野，勝山（3年）,敦賀（2年）,若狭Ｃ

（1年），みどり，清水，桜木，美山，小浜（5

年）　鯖江，芦原，金津，今立，丸岡，三国，春

江，坂井，池田，南条，今庄，河野，越前町，織

田，美浜，大飯，名田庄（1年）　永平寺町立，

永平寺館，上志比（6ヶ月）高浜，リブラ（2ヶ

月）　福井（S20.8-欠号有），越前市中央，パレ

ア（H18.4-）（永年）

縮刷版

県立（S51.11-H23.3）　若狭Ｃ（S51.11-H23.3

欠号有）　福井（S51.11-H23.3）　みどり

（H2.1-H23.3）　桜木（H10.1-H23.3）　敦賀

（S51.11-H23.3）　　小浜（S51.11-H23.3）

大野（S51.11-H23.3）　勝山（S51.11-H23.3）

鯖江（S51.11-H23.3）　芦原（S63.4-H23.3 欠

号有）　金津（S57.1-H23.3 欠号有、欠号分は原

紙を所蔵）　丸岡（S51.11-H23.3）　三国

（S51.11-H23.3）　春江（S51.11-H23.3）　坂

井（S51.11-H23.3）　越前市中央（S51.11-

H23.3 欠号有）　今立（H12.1-H23.3）　永平寺

町立（H7.1-H23.3）　上志比（H6.10-H21.3）

南条（H16.1-H23.3）　今庄（S51.11-H23.3）

越前町（S51.11-H23.3 欠号有）　美浜

（S51.11-H23.3 欠号有）　高浜（S61.1-H23.3

欠号有）　名田庄（S63-H23.3 欠号有）　リブ

ラ（S51.11-H23.3）

福井新聞

（別紙だったこどもタイムズが

2020.10.17より本誌に組み込

み、縮刷版DVDにも収録あり）

福井新聞社



縮刷版DVD

県立　若狭Ｃ　福井　桜木　みどり　リブラ

（H23.3-）　敦賀　小浜　大野　勝山　鯖江

芦原　金津　越前市中央　今立　丸岡　三国　春

江　坂井　永平寺町立　今庄　越前町　美浜　高

浜　大飯       池田（R元.1-永年）

マイクロフィルム

県立（M15.8-M24.6･T13.10-S58.12） 若狭Ｃ

（T13.10-S63.9・H1.1-H1.12）　越前市中央

（T13-S57）

コピー版 鯖江（T13.10-S51.10）

新聞こどもタイムズ 原紙（製本） 鯖江（H23-R1.10） 福井新聞社

原紙 県立（H25.4-）（3年）　敦賀（2年）

縮刷版DVD 勝山（H23.3-H25.3）

福島民友 原紙 県立（H25.4-）（3年）　敦賀（2年） 福島民友新聞社

物流ニッポン 原紙 県立（H28.1-R2.4.3欠号有）（3年） 物流ニッポン新聞社

不登校新聞 原紙 県立（H30.1～）（3年）

原紙 県立（3年）　みどり，桜木，越前市中央（1年）

縮刷版 県立（S49.1-S58.12・H10.1-H23.12）

本願寺新報 原紙 県立（3年） 本願寺新報社

毎日小学生新聞 原紙 大野（2年）　越前市中央 毎日新聞社

原紙

県立，福井，大野，勝山（3年）　敦賀（2年）

若狭Ｃ，みどり，桜木，小浜（1年）　鯖江，金

津，越前市中央，今立，丸岡，三国，春江，坂

井，池田，美浜，大飯，名田庄（1年）　永平寺

町立町（6ヶ月）　高浜，リブラ（2ヶ月）　パレ

ア（5年）

北國新聞 北國新聞社

毎日新聞 毎日新聞社

福井新聞

（別紙だったこどもタイムズが

2020.10.17より本誌に組み込

み、縮刷版DVDにも収録あり）

福井新聞社

福島民報 福島民報社



縮刷版
県立（S46.1-）　若狭Ｃ（H3.1-H18.12）　春江

（S59.4-欠号有）

マイクロフィルム・東京日日新聞 福井（M5.2.21-S17）

マイクロフィルム・東京版 福井（S18-H4）

マイクロフィルム・大阪版 福井（H5-H11）

マイクロフィルム・福井版 県立（S34-H26）

民団新聞 原紙 県立（3年）　若狭Ｃ（1年） 民団新聞社

原紙

県立，福井，大野，勝山（3年）　敦賀（2年）

若狭Ｃ，みどり，清水，桜木，小浜，鯖江，芦

原，金津，越前市中央，今立，丸岡，三国，春

江，坂井，池田，南条，越前町，織田，美浜，大

飯，名田庄（1年）　永平寺町立，上志比（6ヶ

月）　高浜，リブラ（2ヶ月）　パレア（5年）

縮刷版
県立（S58.1-）　若狭Ｃ（H3.1-）　春江（H8.

１-H13.6）

マイクロフィルム・福井版 県立（S28-H26）

CD-ROM 県立（M7.11.2-S55.12）

読売中高生新聞 原紙 春江（H27.4-）（1年）　坂井(Ｈ31.4-)(1年) 読売新聞社

読売ＫＯＤＯＭＯ新聞 原紙 坂井(Ｈ31.4-)(1年)，春江(2021.2-)(1年) 読売新聞社

立憲民主 原紙 県立（R2.10-）（3年） 立憲民主党

毎日新聞 毎日新聞社

読売新聞 読売新聞社


