
随時更新しています  twitter→ https://twitter.com/massmerumaga
メルマガ「マスコミ就職のめるまが」購読はこちら→ http://www.mag2.com/m/0000021326.html

締切日順に並んでる版 http://hccweb5.bai.ne.jp/watti/20np.pdf
質問箱回答用twitter→ https://twitter.com/watti_qanda

地方 県名 社名 募集職種 締切 URL 備考
0 全国 全国 共同通信社 一般記者他 3月10日 https://www.kyodonews.jp/saiyou/employment/new.html英文記者、校閲専門記者は募集なし(夏の採用で募集)
0 全国 全国 共同通信社 一般記者ほか 7月4日 https://www.kyodonews.jp/saiyou/employment/new.html一般記者、英文記者、校閲専門記者、技術職員

0 全国 全国 時事通信社 ビジネス職 3月14日 https://www.jiji.com/jinji/m3-requirements.html 書類3/15締切
0 全国 全国 時事通信社 システム職 3月17日 https://www.jiji.com/jinji/m3-requirements.html 書類3/18締切
0 全国 全国 時事通信社 一般記者・写真映像記者職 4月17日 https://www.jiji.com/jinji/m4-requirements.html 書類4/18締切
0 全国 全国 時事通信社 管理事務職 4月22日 https://www.jiji.com/jinji/m5-requirements.html 書類4/23締切
0 全国 全国 産経新聞社 https://www.sankei.jp/saiyo/ 春採用なし。9月に説明会を実施予定
0 全国 全国 毎日新聞社 記者職他 4月10日 https://www.mainichi.co.jp/saiyou/info/recruit.html 4/10正午締切
0 全国 全国 日本経済新聞社 (第1回)記者、営業、技術他 1月14日 http://www.nikkei.co.jp/saiyo/guidelines.html SPI試験1/17締切
0 全国 全国 日本経済新聞社 (第2回)記者職 2月17日 http://www.nikkei.co.jp/saiyo/guidelines.html SPI試験2/21締切
0 全国 全国 日本経済新聞社 デジタル職、情報インフラ職 6月4日 http://www.nikkei.co.jp/saiyo/guidelines.html SPI試験6/6 13時締切
0 全国 全国 朝日新聞社 記者部門 2月15日 https://www.asahishimbun-saiyou.com/information/guideline
0 全国 全国 朝日新聞社 ビジネス部門 2月25日 https://www.asahishimbun-saiyou.com/information/guideline
0 全国 全国 朝日新聞社 記者部門 5月7日 https://www.asahishimbun-saiyou.com/ 第2回採用。5/7正午締切
0 全国 全国 朝日新聞社 技術部門 5月10日 https://www.asahishimbun-saiyou.com/information/guideline
0 全国 全国 朝日新聞社 ビジネス部門障がい者採用 6月5日 https://www.asahishimbun-saiyou.com/information/guideline
0 全国 全国 読売新聞社 記者職他 3月16日 https://saiyou.yomiuri.co.jp/recruit/recruit05.html
0 全国 全国 読売新聞社 業務職 3月14日 https://saiyou.yomiuri.co.jp/recruit/recruit05.html
0 全国 全国 読売新聞社 メディアエンジニア職 3月18日 https://saiyou.yomiuri.co.jp/recruit/recruit05.html 3/18 12時締切
0 全国 全国 読売新聞社 記者職 5月18日 https://saiyou.yomiuri.co.jp/recruit/recruit07.html

0 全国 全国 東京新聞 記者職他 5月8日 https://www.tokyo-np.co.jp/article/release/CK2019030102000186.html5/8 正午締切
0 全国 全国 報知新聞社 記者他 3月17日 https://www.hochi.co.jp/info/saiyo/
0 全国 全国 日刊スポーツ新聞社 総合職・一般職 4月5日 https://www.nikkansports.com/recruit/
0 全国 全国 スポーツニッポン新聞社総合職 4月5日 ttps://sponichi.jp/recruit/

10 北海道 北海道 北海道新聞社 記者、営業、技術職 3月31日 http://jinji.hokkaido-np.co.jp/recruitinfo/index.html

10 北海道 北海道 十勝毎日新聞社 総合職 3月25日 https://www.tokachi.co.jp/recruit/ed_detail.php?id=17 3/25 23：59締切
10 北海道 北海道 十勝毎日新聞社 総合職 4月18日 https://www.tokachi.co.jp/recruit/ed_detail.php?id=18
20 東北 宮城 河北新報社 編集・営業 4月21日 https://www.kahoku.co.jp/com/saiyo/ 仙台4/13・14東京4/20・21書類持参(遠隔地の方は郵送)
21 東北 青森 東奥日報社 記者営業技術職 5月9日 https://www.recruit.toonippo.co.jp/ 説明会3/16東京 4/3・17青森
22 東北 秋田 秋田魁新報社 編集業務部門 4月19日 https://www.sakigake.jp/careers/requirements/recruit.jsp3/20～4/19受付
23 東北 岩手 岩手日報社 記者、営業他 4月26日 https://www.iwate-np.co.jp/content/bosyu/saiyo_info.html説明会 本社3/20・26・4/3 東京3/18・4/5
24 東北 山形 山形新聞社 記者・広告・総合職 4月22日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r220700035/employ/?isc=ps350
25 東北 福島 福島民報社 広告・営業部門 5月7日 https://www.minpo.jp/pub/company/recruitmen
25 東北 福島 福島民友新聞社 総合職 5月15日 http://www.minyu-net.com/honsha-annai/syainbosyu/FM20190305-355986.php
30 関東 東京 日本農業新聞社 編集他 4月18日 https://agrinews.recruitment-info.jp/recruit/

30 関東 東京 電気新聞 記者職他 6月23日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r297120071/

31 関東 神奈川 神奈川新聞社 編集記者、ビジネス職 5月2日 https://www.kanaloco.jp/company/recruit/ 4/17～5/2 17時締切
32 関東 栃木 下野新聞社 編集、ビジネス部門 4月26日 https://www.shimotsuke.co.jp/list/company/recruit/recruit/guideline4/10～26受付
33 関東 埼玉 埼玉新聞社 総合職 4月15日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp100728/employment.html
35 関東 群馬 上毛新聞社 編集記者、広告営業 4月19日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp213281/outline.html
36 関東 新潟 新潟日報社 編集営業技術 4月10日 https://nippo-recruit.jp/publics/index/60/ 会社説明会3/19新潟22東京
37 関東 茨城 茨城新聞社 記者、営業、IT技術職 4月5日 https://ibarakinews.jp/hp/saiyoudetail.php?f_jun=14912085022771説明会3/19・22・27
38 関東 山梨 山梨日日新聞社 新聞記者、システム他 5月26日 https://www.sannichi-ybs.co.jp/saiyou/list/2020-spring 5/22東京23～26本社で書類受付(前日に予約推奨)
40 中部 愛知 中日新聞社 記者職他 5月8日 https://www.tokyo-np.co.jp/article/release/CK2019030102000186.html5/8正午締切
40 中部 愛知 中部経済新聞社 編集、ビジネス職 4月22日 https://www.chukei-news.co.jp/saiyou/entry/
41 中部 静岡 静岡新聞社 記者部門ほか 3月22日 http://www.at-s.com/blogs/recruit/topics/1078253.html
42 中部 富山 北日本新聞社 記者、営業、技術 4月17日 https://www.webun-saiyo.jp/recruit/saiyo 説明会 富山3/13・4/6東京3/22・4/14大阪3/21京都4/13
43 中部 石川 北國新聞社 記者、業務職 5月16日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp204361/outline.html
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44 中部 長野 信濃毎日新聞社 営業総務、技術印刷 4月8日 https://www.shinmai.co.jp/corporate/recruit/ 説明会3/18・25・4/6東京3/19松本、4/8京都
44 中部 長野 信濃毎日新聞社 記者・写真記者 4月25日 https://www.shinmai.co.jp/corporate/recruit/ 説明会3/18・25・4/6東京3/19松本、4/8京都
45 中部 福井 福井新聞社 総合職 5月2日 http://www.fukuishimbun.jp/saiyo_blog/?page_id=680 3/25～受付説明会 3/9・26・4/9・19福井3/16東京3/16大阪4/12京都4/3

45 中部 福井 日刊県民福井 編集職 5月20日 https://www.chunichi.co.jp/kenmin-fukui/saiyou/2020kenmin-employment.html
46 中部 岐阜 岐阜新聞社 編集営業デジタルメディア 5月22日 https://www.gifu-np.co.jp/info/recruit/
50 近畿 大阪 日刊スポーツ西日本 総合職・一般職 4月18日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp100377/outline.html

51 近畿 兵庫 神戸新聞社 編集、広告営業、デジタル部門 4月6日 http://ec.kobe-np.co.jp/recruit/ 広告営業部門講座2/22・3/14・27・4/3 WEBデジタルcafé3/20・4/3
51 近畿 兵庫 デイリースポーツ新聞社総合職(編集営業) 4月22日 https://www.daily.co.jp/company/recruit.shtml デイリーカフェ4/9・10兵庫4/17東京
52 近畿 京都 京都新聞社 記者職・技術職 5月8日 https://www.kyoto-np.co.jp/jinji/teiki2020/bosyu/saiyou.html3/22～5/8受付 説明会3/21・22
52 近畿 京都 京都新聞COM 事務・営業 5月17日 http://event.kyoto-np.co.jp/feature/kpcom2019/1519892896.5469.html説明会4/18・22
60 中国 広島 中国新聞社 編集記者、ビジネス職 5月24日 https://www.chugoku-np.co.jp/oshirase/adoption/article.php?comment_id=520190&comment_sub_id=0&category_id=461説明会4/18・19・22・5/7・9・22開催
60 中国 広島 中国新聞社 技術職 6月7日 https://www.chugoku-np.co.jp/oshirase/adoption/article.php?comment_id=520190&comment_sub_id=0&category_id=461
61 中国 岡山 山陽新聞社 新聞記者、写真記者ほか 5月9日 https://c.sanyonews.jp/employment/flow.html 説明会 東京3/18岡山3/26大阪3/28
62 中国 山口 みなと山口合同新聞社総合職地域限定職 5月19日 https://www.minato-yamaguchi.co.jp/common/job_2020_start.html説明会 4/3下関4/4大阪4/5東京
63 中国 鳥取 新日本海新聞社 総合職 5月17日 https://www.nnn.co.jp/nihonkai/recruit/
64 中国 島根 山陰中央新聞社 総合職 5月24日 http://www.sanin-chuo.co.jp/kaisha/saiyou/guidelines.html説明会 3/16・4/27松江329・30東京4/5.・6大阪4/19・20広島
70 四国 香川 四国新聞社 総合職 4月19日 https://www.shikoku-np.co.jp/info/company/  説明会3/29
71 四国 徳島 徳島新聞社 記者、営業職 5月20日 http://tp-recruit.jp/recruit/
71 四国 徳島 徳島新聞メディア システム、紙面編集ほか 5月31日 http://tp-recruit.jp/recruit/
71 四国 徳島 徳島新聞ネクスト 営業 5月31日 http://tp-recruit.jp/recruit/
72 四国 愛媛 愛媛新聞社 編集営業技術 5月13日 https://www.ehime-np.co.jp/online/company/recruit/guide.html4/22～5/13受付
73 四国 高知 高知新聞社 記者・営業職 5月15日 https://www.kochinews.co.jp/2020saiyo/
80 九州 福岡 西日本新聞社 メディアエンジニア部門 4月16日 http://c.nishinippon.co.jp/recruit/recruit/ インターン3/18 18時締切3/23・26実施
80 九州 福岡 西日本新聞社 記者部門・ビジネス部門 4月22日 http://c.nishinippon.co.jp/recruit/recruit/
81 九州 長崎 長崎新聞社 編集営業部門ほか 4月14日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp87639/outline.html説明会3/27(3/25締切) インターン3/23・4/6開催
82 九州 佐賀 佐賀新聞社 記者、営業部門ほか 4月10日 https://www.saga-s.co.jp/list/company/recruit
83 九州 熊本 熊本日日新聞社 記者、営業、技術 4月5日 https://kumanichi.com/recruit/newgraduates/
84 九州 大分 大分合同新聞社 編集営業技術ほか 4月25日 https://www.oita-press.co.jp/recruit 説明会福岡3/16・4/13大分3/21 東京3/23大阪3/23
85 九州 宮崎 宮崎日日新聞社 編集営業部門 4月8日 http://www.the-miyanichi.co.jp/info/category_44/ 説明会3/13東京3/23宮崎
86 九州 鹿児島 南日本新聞社 編集、営業、技術、デザイナー 4月23日 https://373news.com/_kaisya/saiyou/requirements/
90 沖縄 沖縄 沖縄タイムス社 総合職 5月17日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r802232091/employ/?isc=ps342
90 沖縄 沖縄 琉球新報社 総合職 4月19日 https://ryukyushimpo.jp/information/entry-888163.html 会社説明会4/10
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