
館　名

 朝日新聞（朝･夕)  産経新聞（朝刊）  朝日小学生新聞

 東葛まいにち  千葉日報  朝日中高生新聞

 日刊工業新聞  東京新聞（朝･夕)  読売KODOMO新聞

 日経産業新聞  スポーツニッポン  読売中高生新聞

 日本経済新聞（朝･夕)  日経流通新聞  毎日小学生新聞

 読売新聞（朝･夕)  毎日新聞（朝･夕)

 Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｎｅｗｓ  Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ

 光ケ丘  毎日新聞（朝刊）  日本経済新聞（朝刊）  毎日小学生新聞

 新　富  読売新聞（朝刊）  千葉日報  読売中高生新聞

 高　田  読売新聞（朝刊）  産経新聞（朝刊）  読売中高生新聞

 根　戸  毎日新聞（朝刊）  千葉日報  毎日小学生新聞

 新田原  読売新聞（朝刊）  千葉日報  読売KODOMO新聞

 松　葉  読売新聞（朝刊）  日本経済新聞（朝刊）  読売KODOMO新聞

 藤　心  読売新聞（朝刊）  産経新聞（朝刊）  読売中高生新聞

 豊四季台  毎日新聞（朝刊）  日本経済新聞（朝刊）  毎日小学生新聞

 田　中  読売新聞（朝刊）  東京新聞（朝刊）  読売KODOMO新聞

 南　部  毎日新聞（朝刊）  東京新聞（朝刊）  毎日小学生新聞

 西　原  朝日新聞（朝刊）  東京新聞（朝刊）  朝日小学生新聞

 永楽台  朝日新聞（朝刊）  東京新聞（朝刊）  朝日小学生新聞

 布　施  朝日新聞（朝刊）  産経新聞（朝刊）  朝日中高生新聞

 増　尾  朝日新聞（朝刊）  産経新聞（朝刊）  朝日中高生新聞

 沼　南  朝日新聞（朝刊）  日本経済新聞（朝刊）  朝日小学生新聞

 高　柳  朝日新聞（朝刊）  千葉日報  朝日中高生新聞

 こども図書館  読売KODOMO新聞

 ※スポーツ新聞は本館で一紙講読，年度毎に切り替えを行う予定です。

令和３年度 館別購読新聞一覧

購　読　紙　名

 本　館

 柏市民新聞



紙　　　　　　　　　　名 館　名 保　　存　　期　　間
本館 ３ヶ月　縮刷版は永年　※

西原 ２ヶ月(朝刊のみ）

永楽台 ２ヶ月(朝刊のみ）
布施 ２ヶ月（朝刊のみ）
増尾 ２ヶ月（朝刊のみ）
沼南 ２ヶ月（朝刊のみ）
高柳 ２ヶ月（朝刊のみ）
本館 永年　※（平成１４年・１５年は休刊）
光ヶ丘 １年
新富 1年
高田 １年

根戸 １年

新田原 １年

松葉 １年

藤心 １年

豊四季台 １年

田中 １年

南部 １年

西原 １年

永楽台 １年

布施 １年

増尾 １年

沼南 １年

高柳 １年

こども 1年

本館 1年

高田 ２ヶ月

藤心 ２ヶ月
布施 ２ヶ月
増尾 ２ヶ月

4 The Japan Times 本館 １年

5 The Japan Ｎｅｗｓ 本館 １年

本館
３ヶ月（2009年4月以降原版）以前の縮
刷版は永年　※

新富 ２ヶ月

根戸 ２ヶ月

新田原 ２ヶ月

高柳 ２ヶ月

7 日刊工業新聞 本館 １年

8 日経産業新聞 本館 １年

9 スポーツニッポン 本館 １年

10 東葛まいにち 本館 永年　※

本館 １年

田中 ２ヶ月（朝刊のみ）

南部 ２ヶ月（朝刊のみ）

西原 ２ヶ月（朝刊のみ）

永楽台 ２ヶ月（朝刊のみ）

12 日経流通新聞 本館 １年

本館 ３ヶ月　縮刷版は永年　※

光ヶ丘 ２ヶ月（朝刊のみ）

松葉 ２ヶ月（朝刊のみ）

豊四季台 ２ヶ月（朝刊のみ）

沼南 ２ヶ月（朝刊のみ）

本館 ３ヶ月　縮刷版は永年　※
光ヶ丘 ２ヶ月（朝刊のみ）
根戸 ２ヶ月（朝刊のみ）

豊四季台 ２ヶ月（朝刊のみ）

南部 ２ヶ月（朝刊のみ）

本館 ３ヶ月　縮刷版は永年　※

新富 ２ヶ月（朝刊のみ）

高田 ２ヶ月（朝刊のみ）

新田原 ２ヶ月（朝刊のみ）

松葉 ２ヶ月（朝刊のみ）

藤心 ２ヶ月（朝刊のみ）

田中 ２ヶ月（朝刊のみ）

15 読売新聞

令和３年度 購読新聞一覧（紙名５０音順）

14 毎日新聞

1 朝日新聞

2 柏市民新聞

3 産経新聞

6 千葉日報

11 東京新聞

13 日本経済新聞



紙　　　　　　　　　　名 館　名 保　　存　　期　　間

令和３年度 購読新聞一覧（紙名５０音順）

本館 １年

西原 １年

永楽台 １年

沼南 １年

本館 １年

布施 １年

増尾 １年

高柳 １年

本館 １年

新田原 １年

松葉 １年

田中 １年

こども １年

本館 １年

新富 １年

高田 １年

藤心 １年

本館 １年

光ヶ丘 １年

根戸 １年

豊四季台 １年

南部 １年

18 読売KODOMO新聞

19 読売中高生新聞

20 毎日小学生新聞

16 朝日小学生新聞

17 朝日中高生新聞


