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欧州の新聞・雑誌・メディア 
 

 

日本では、欧州についてのニュースは不足しがちです。日本における欧州についてのニュース・報道の

多くは、イギリスのロンドン経由で入ってきます。欧州連合の本部があるブリュッセルに特派員を置くケ

ースはあるものの、大陸のニュースは、できる限り現地の新聞や報道から直接情報を得ることが大切

になってきます。最近では、翻訳機能も性能が上がり、欧州圏の主要言語であれば、簡単に英語

に翻訳できるようになっています。注目される新聞やメディアをまとめてみました。 
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欧州の新聞・雑誌・メディア  
ドイツの新聞・雑誌 
【新聞】 
フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング 
Frankfurter Allgemeine Zeitung、（F.A.Z.） 
本社は ECB があるヘッセン州フランクフルト・アム・マイン 
論調は、中道右派系とされています。 
経済ニュース、記事はよく話題になります。 
http://www.faz.net/aktuell/ 
 
南ドイツ新聞 
ジュートドイチャー・ツァイトンク、Süddeutsche Zeitung, 
SZ 
本社はバイエルン州ミュンヘン 
論調は、左派リベラルとされています。 
フランスのル・モンドやイギリスのガーディアンとの国際共同取
材 
http://www.sueddeutsche.de/ 
 
ハンデルスブラット 
Handelsblatt 
本社はノルトライン＝ヴェストファーレン州デュッセルドルフ 
商業・経済新聞 
http://www.handelsblatt.com/ 
 
ディ・ヴェルト 
Die Welt 
本社はベルリンの日刊紙。 
論調は、中道右派、リベラルとされています。 
https://www.welt.de/ 
 
デア・ツァイト 
Die Zeit 
本社はハンブルグ。中道左派、リベラル。 
毎週木曜日刊行の週刊誌。 
http://www.zeit.de/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ビルト  
Bild-Zeitung 
タブロイド紙 
日刊 300万部以上発行されており、ヨーロッパで最も多く
発行されている新聞 
https://www.bild.de/ 
 
Frankfurter Rundschau  
本社フランクフルト。社会民主、左派。 
http://www.fr-online.de/  
 
【雑誌】 
デア・スピーゲル 
Der Spiegel 
本社はハンブルク 
政治・経済問題の深い批評、中道左派。 
発行部数が毎週 110万部とヨーロッパで最も多いニュース
週刊誌、毎週月曜日刊行。 
http://www.spiegel.de/ 
 
スターン 
Stern 
本社ハンブルク 
左派。木曜刊行。 
http://www.stern.de/ 
 
フォークス  
Focus 
本社はミュンヘン 
論調は、保守的で自由主義経済寄り、右派。 
発行部数は約 73万部の週刊誌、毎週木曜日刊行。 
https://www.focus.de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.faz.net/aktuell/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.handelsblatt.com/
https://www.welt.de/
http://www.zeit.de/
https://www.bild.de/
http://www.fr-online.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.stern.de/
https://www.focus.de/


 2019 年 2 月 26 日 

  
当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的としてブライト・アセット株式会社が作成した資料です。投資勧誘を目的とし

たものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、情報の正確性、完全性を保証するも

のではありません。ここに示された意見などは、当資料作成日現在の当社の見解であり、事前の連絡なしに変更されることがあり

ます。投資に関する決定は、お客様ご自身で判断なさるようお願いいたします。 

2 

 

フランスの新聞・雑誌 
 
【新聞】 
ル・モンド 
Le Monde 
一般紙（夕方発行）。 
論調は、中道左派・穏健派。 
https://www.lemonde.fr/ 
 
ル・モンド・ディプロマティーク（Le Monde 
Diplomatique） 
国際政治、外交、経済問題を中心に配信 
https://www.monde-diplomatique.fr/ 
上記の日本語版 
http://www.diplo.jp/ 
 
リベラシオン（Libération） 
一般紙 
論調は、中道左派 
http://www.liberation.fr/ 
 
フィガロ（Le Figaro） 
一般紙 
論調は、中道右派・右派。 
http://www.lefigaro.fr/ 
 
フランス通信社（AFP:L’Agence France-Presse） 
フランスの通信社。AP通信、ロイターに次ぐ世界第 3位の
通信社。外交関連記事は世界的に注目される。 
本社はフランス、パリ。 
https://www.afp.com/en 
日本語版 
http://www.afpbb.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スペインの新聞・雑誌 
 
【新聞】 
エル・パイス（El Pais） 
スペイン最大の発行部数をほこるマドリード拠点の一般紙 
論調は、中道左派。 
https://elpais.com/ 
 
エル・ムンド （El Mundo） 
マドリード拠点の一般紙。 
論調は、リベラル・中道右派。 
http://www.elmundo.es/ 
 
ラ・バングアルディア （Lavanguardia） 
カタルーニャ最大の八個いう部数で、バルセロナ拠点の一般
紙。 
論調は、中道、かつてはフランコ主義。 
スペイン語版、カタルーニャ語版を発行している。 
http://www.lavanguardia.com/ 
 
エル・ペリオディコ・デ・カタルーニャ 
El Periódico de Catalunya, 
バルセロナ拠点の一般紙。 
論調は、中道左派。 
スペイン語版、カタルーニャ語版を発行している。 
https://www.elperiodico.com/es/ 
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イタリアの新聞・雑誌 
 
【新聞】 
コリエレ・デラ・セラ（Corriere Della Sera） 
ミラノが本拠の一般紙。 
論調は、リベラル保守的。 
https://www.corriere.it/ 
 
ラ・レプッブリカ（La Repubblica） 
ローマが本拠の一般紙。 
論調は、中道左派。反ベルルスコーニ。 
http://www.repubblica.it/ 
 
ラ・スタンパ（La Stampa） 
トリノが本拠の一般紙。 
論調は、リベラル・進歩、社会自由主義。 
http://www.lastampa.it/ 
 
イル・ソーレ・ヴェンティクァトロ・オーレ  (Il Sole 24 Ore)  
ミラノが本拠の経済紙。 
http://www.ilsole24ore.com/ 
 
イルマニフェスト（Il Manifesto） 
ローマが本拠の左翼系一般紙。 
https://ilmanifesto.it/ 
 
ガゼッタ・デッロ・スポルト（Gazetta dello sport、 
スポーツ紙。 
サッカー、自転車、モータースポーツなどスポーツ専門。ゴシッ
プ、スキャンダルはほとんどない。 
 
【メディア】 
イタリア放送協会 
RAI： Radiotelevisione Italiana 
イタリアの公共放送局。テレビ 3 チャンネル（他にも衛星／
デジタル放送向けチャンネルが存在）とラジオ 3 チャンネル 
http://www.rai.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
メディアセット（MEDIASET） 
ミラノ本拠の大手メディアグループ。 
イタリアの民間放送局カナーレ 5、イタリア 1、レーテ 4、スペ
インの大手テレビ局テレシンコが傘下。 
もともとはベルルスコーニ元首相が経営していたフィニンヴェス
トが上記テレビ局を所有、その後テレビ事業は分割されメデ
ィアセットとなった。フィニンヴェストは大手出版グループのモン
ダドーリも所有している。映画事業や金融事業（メディオラ
ーヌム：年金、銀行、保険）なども行う。かつては、サッカー
の強豪 AC ミランも所有していたことがある。 
 
※イタリアの地上波はほぼ RAI3 チャンネルとメディアセット
３チャンネルで独占されているとのこと。 
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イギリスの新聞・雑誌 
 
【新聞】 
デイリー・テレグラフ（The Daily Telegraph/ The 
Sunday Telegraph） 
イギリスで最大の発行部数の一般紙 
論調は、中道保守。英保守党に近いとされる。 
https://www.telegraph.co.uk/ 
 
フィナンシャル・タイムズ（The Financial Times） 
イギリスを代表する経済紙。 
2015年 12月から日本経済新聞社傘下。フランスの経
済紙レ・ゼコーは子会社。 
イギリス版の他に、ヨーロッパ版・アメリカ版・アジア版が発行
されている。 
論調は、やや保守とされる。 
https://www.ft.com/ 
※日本経済新聞の欧州記事は、フィナンシャル・タイムズか
らの引用が多い。 
 
ガーディアン（The Guardian） 
大手一般新聞で、論調は、中道左派。労働党支持。 
日曜日には、オブザーヴァー（The Observer）を発行し
ている。 
https://www.theguardian.com/international 
 
タイムズ（The Times /The Sunday Times） 
世界最古の日刊新聞と言われている。 
現在は、ルパート・マードック氏率いるニューズ・コーポレーショ
ンの傘下 
論調は、中道右派。 
サンデー・タイムズ（The Sunday Times）は姉妹紙。 
https://www.thetimes.co.uk/ 
 
インデペンデント（The Independent) 
イギリスでは新興の中道オンライン紙。 
https://www.independent.co.uk/ 
 
デイリー・ミラー（Sunday Mirror） 
イギリスの大手タブロイド紙。 
労働党支持。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
サン（The Sun） 
世界で最も多い発行部数の英字新聞。ゴシップネタの多い
タブロイド紙。 
ルパート・マードックが率いるニューズ・コーポレーション傘下。 
論調は、極右、反 EU。 
https://www.thesun.co.uk/ 
 
エコノミスト（The Economist） 
週刊新聞。北米が半分。 
記事は、国際政治と経済が中心。 
論調は、中道とのことだが、市場原理主義・自由市場万能
論の論調が目立つ。記者は完全匿名スタンス。 
日本で、毎日新聞社出版局が発行している経済週刊誌
「エコノミスト」とは一切関係ない。 
https://www.economist.com/ 
ビッグマック指数（世界のマクドナルドでのビッグマックの価格
指標）を発表している。 
ビックマック指数 
https://www.economist.com/content/big-mac-
index 
日本語版オンラインサービス 
https://www.eis-world.com/ 
【メディア】 
英国放送協会 
BBC（British Broadcasting Corporation） 
イギリスのラジオ・テレビを一括運営する公共放送局。 
国際的に群を抜く大きな影響力を持つ。報道の不偏不党
が法律で規定されており、時には政権批判も行う。 
チャンネルは BBC1、BBC2、チャンネル 4 
http://www.bbc.com/ 
日本語サイト 
http://www.bbcworldnews-japan.com/ 
 
 
スカイ・ニュース  (Sky News) 
ロンドンに拠点を置く 24時間ニュース専門チャンネル 
https://news.sky.com/ 
 
ロイター通信(Reuters) 
イギリス、ロンドンに本社を置く通信社。カナダのトムソン・ロ
イターの一部門。 
https://jp.reuters.com/ 
日本語版 
https://jp.reuters.com/ 
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