「C」のロゴは、
朝鮮日報の伝統とビジョン、
そして時代的使命を表しています。

COMMUNICATION

02
04
06
08
14
18
22

疎通を意味する
コミュニケーション
チョソンメディア

読者の皆様へ

CONTENT
影響力

メディア企業を支える
ハイクオリティー∙コンテンツ

クオリティー

伝統

社会貢献

総合メディア企業へ

CHOSUN
90年を超える歴史を持つ
朝鮮日報

チョソンメディアは新聞、放送、
インターネット、出版など、
あらゆる分野で世界とつながっています。

朝鮮IS(アイエス)

チラシ・広告理店業務
少年朝鮮日報
おいしい勉強

朝鮮日報

語学キャンプ・留学事業

メディア研究所

児童図書等の出版事業
チョソン

チョソン

漢字検定(教育科学技術部公認)

エデュケーション

ニュースプレイス

週刊朝鮮

朝鮮経済 i

連結知性センター
朝光プリンティング
スポーツ朝鮮

方一栄

スポーツ朝鮮
Health朝鮮

HIGH CUT
Health朝鮮

TV朝鮮

朝鮮放送

医療健康ポータル
ビタブックス
mtree.kr

女性朝鮮
エコノミープラス
山
ウェルビーイング・ライフ
チョソンNブック

朝鮮日報社

TCNメディア

朝鮮マガジン

チョソンメディア
Business&

NIE（新聞活用教育事業）

デジタルコンテンツ流通
クックアプリ (COOK APP)

デジタル

Textore (電子書店)

コンテンツバンク

朝鮮日報
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1920.3.5

朝鮮日報創刊

1930

少年朝鮮日報発刊

1968

週刊朝鮮創刊

1974

発行部数が1位に

1980s

1990s

2000s

2010

チョソン・ニュースプレイス設立

朝鮮日報創刊90周年

チョソン・マガジン設立

朝鮮経済i発足

月刊朝鮮創刊

スポーツ朝鮮創刊

チョソン・エデュケーション設立

テクストア発足

女性朝鮮創刊

デジタル朝鮮日報設立

Health朝鮮創刊

Textore

2011

テレビ朝鮮開局

文化財団

最高のコンテンツで
読者の皆様のご支持とご信頼に
お応えしてまいります。
読者の皆様へ

1920年に創刊した朝鮮日報が100年近い歴史を持つにいたったことは、長きにわたっ
て朝鮮日報に変わることなくご声援、ご支持をしていただいた読者みなさまのおかげで
す。朝鮮日報は数世代にわたって読者のみなさまとともに、時には泣き、時には笑いな
がら成長してまいりました。朝鮮日報は新聞事業で培った競争力を土台に、テレビ、ニ
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ューメディア、出版など、多岐にわたってグループ会社を保有し、多くのユーザーを抱
える総合メディアグループへと成長いたしました。
メディアを取り巻く環境は日々激変し、インターネット上には真偽の判断が困難な情

報や噂が出回っています。しかし、チョソンメディアは混迷する時代においても、読者のご支持とご声援に
応えるため、日々自己研鑽に努めてまいりました。正確、公平、真実に基づく報道と解説、是非を問う明快
な主張など、朝鮮日報ならではのワンランク上のコンテンツのご提供を心掛けております。
これこそまさしくチョソンメディアが追求する「プレミアム・ジャーナリズム」です。他の媒体では見るこ
とができないコンテンツを作り出すという弊社の自負心と朝鮮日報ゆえに信頼を寄せていただいている読者
との信頼関係が成立した時にこそ、チョソンメディアグループの真の価値がさらに光り輝くものと考えてお
ります。
チョソンメディアは多岐にわたる媒体が垣根を越えてひとつになる、メディア融合時代を先取りしていま
す。ひとつのコンテンツを複数の媒体で配信するクロスメディア、スマートフォンやタブレットPC向けにニ
ュース配信を行う「朝鮮日報ニュースアプリ」、経済分野の速報やハイクオリティーな情報を提供する「チ
ョソン・ビズ・ドットコム」などを展開しております。また、スマートフォンなどを通じて、紙面をめくる
感覚でニュースを閲覧できる「スマートペーパー」を、世界で初めてサービス化しました。新聞だけでなく
、雑誌・本・スマートフォンやタブレットPCなど、多様なデバイス向けにダウンロードサービスを展開する
電子書籍専門の電子書店も展開しています。また、2011年12月には総合編成チャンネル「テレビ朝鮮」が
初放送を成功させ、名実ともに新聞、放送、ニューメディアを柱とする、総合メディアグループへの歩みを
始めました。
朝鮮日報は創刊以来、つねに読者の皆様とともに、読み手の立場に立つ新聞を作ってまいりました。チョ
ソンメディアグループは、今後も情報の受け手の意見、批判に耳を傾けてまいります。これからも読者の皆
様のご支持と信頼を基に、社会に貢献してまいります。
朝鮮日報は来る100周年に向け、年代・階層を問わず、最も多くの読者を持つ総合メディアグループになる
よう、最善を尽くしてまいります。どうぞご期待ください。皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。

朝鮮日報社 社長 方相勲

朝鮮日報は韓国で
最も影響力を持つマスメディアとして
認められています。

全国民が最も楽しんで読める新聞
朝鮮日報の総発行部数は180万部超です。

電子版サービスでも不動の1位

新聞発行部数

電子版サイトの月間訪問者数

資料| 韓国ABC協会、2010

朝鮮日報 181万112部

朝鮮日報 1750万3685人
A社 1735万6709人

A社 131万493部
数十年にわたって、新聞の購読率・閲読率で1位を守っている朝鮮日報は、他紙と

B社 124万8503部

の差を日増しに広げております。一般の読者はもちろん、CEOや各界の専門家やリ

B社 1709万2984人

C社 88万1317部

ーダーの間でも、最も読まれている新聞は朝鮮日報です。新聞、PC、モバイルサ

資料｜ニールセンコリアンクリック、2011

C社 1541万6360人

D社 50万3525部

ービスの利用者数の合計は、今後1000万人に迫るほど日々成長を続けています。

E社 33万1965部

影響力

世論の形成に影響力を持つCEO、専門家、
各界のリーダーに最も読まれている新聞です。
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39.8%
6.2%

25.9

29.9%
25.7
3.8

28.4
19.5

2.9

16.5

15
2.1

スマートフォン利用者の
ニュースアプリ利用率
資料｜韓国広告主協会、2011

C社

A社

B社

C社

朝鮮日報

B社

朝鮮日報

朝鮮日報

A社

A社

B社

C社

オピニオン・リーダーの閲読率

オピニオン・リーダー記事有用性

資料｜韓国リサーチ、2011
スマートフォン利用者の
ニュースアプリ利用率
ハイエンド・インデックス(High-end Index)は、
専門職と高所得層を対象に実施したメディア利用形態調査。

資料｜韓国リサーチ、2011 ハイエンドインデックス

プレミアムコンテンツ

充実で楽しい
教育コンテンツ

朝鮮日報は深みのある情報をたっぷりにお届けします。政治、社会、経済から、財テク、教育、健康、文化、スポーツ、
エンターテインメントにいたるまで、正確で役に立つ情報が満載です。

多彩なラインナップを誇る
曜日別セクション
信頼できる健康情報を提供する
「Health」、豊かなアウトドアライフのための
「Magazine ＋2」、財テク知識を高める「M」、
ショッピングおよびライフスタイル
情報満載の「W」など、曜日別に個性豊かな
セクションをお届けします。

教育コンテンツの質の高さにも自信を持っています。
保護者向けの子ども教育及び育児情報、学生向けの効率的な学習法など、
実用的な内容が盛りだくさんです。

クオリティー
新聞は先生
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朝鮮日報の経済専門紙
「朝鮮経済」
最新経済・経営のトレンドから、財テク
のノウハウにいたるまで、「深い」情報を
お届けします。

ハイクオリティーな情報満載
土日セクション
Why? 話題の人物インタビュー、事件の後日
談など、週末にじっくり読める
面白い記事が満載です。
Weekly BIZ 初のプレミアム経済セクション
企業と個人の成功戦略および世界経済全般
に関するプレミアム情報が盛りだくさんです。

映像メディアの発達に伴う脱活字化の時代に生
きる小学生を対象に「ポケモン漢字王」「ドゥリ科
学旅行」「子ども英語名作童話」など、毎回異な
るテーマでお届けしています。

教育セクション
幼児教育から体験学習、特別目的高校
進学、大学入学、留学など全学年にわ
たってお役立ち情報満載です。

クオリティー
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朝鮮日報は、取材記者、写真記者、編集記者、美術記者、論説委員など、各分野で最高のマンパワーを誇っています。
朝鮮日報の職員は個々人の多様な経歴と実力を土台に、読者が必要とする情報があれば、どこへでも駆けつけます。最高の総合日
刊紙として認められている朝鮮日報には、専門性と経験を兼ね備えた人材がいます。記者たちの卓越した力量は、紙面のみならず

最高の人材が
最高の紙面を作っています。

インターネット上でも影響力を発揮しています。ユ・ヨンウォン軍事専門記者が手掛ける国防関連情報サイト「ユ・ヨンウォンの
軍事世界」の訪問者数は、1日で10万人を超えています。

読者のためのプレミアム会員サービス
モーニングプラス
朝鮮日報読者向けの会員制サービス、＜モーニングプラス＞は
幼児から成人にいたるまでご家族御揃いで楽しめる学習コンテ
ンツや公演、展示のご招待、 魅力的なプレゼントイベントなど
お得なプレミアムサービスを無料で提供します。 朝鮮日報社は

モーニングプラス morningplus.chosun.com
自己啓発、子ども教育から文化生活にいたるまで
多彩で豊かな読者サービスを提供します。

読者の幸福を常に優先し、読者サービス向上のため最善を尽く
してまいります。

教育講座
人文学、社会科学、自然科学の基礎知識を
育む動画講座サービスを提供しております。

クオリティー
小学生向けの英語、漢字学習
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子どもたちに人気のコンテンツ。人気キャラク
ターとマンガ形式で英語と漢字を楽しく学べ
ます。

社会人向け外国語講座
様々な理由で外国語の学習が上手くいかな
かった読者向けに、韓国最高の講師陣が手
掛ける英語、日本語、中国語学習コンテンツ
を提供しています。
電子ブック
毎月抽選で読者に新刊を無料プレゼントして
します。

イベント
展示、公演、講演会への招待、プレゼントイベ
ントなど、毎月読者の対象に30件以上のイベ
ントを開催しています。新規読者向けに新聞
の無料お試しサービスも提供しております。

韓国近・現代史の
試練に打ち克ち、成長した朝鮮日報。

伝統
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朝鮮日報は1920年3月5日創刊以来、日帝強占期においては植民統治に立ち向かって民族の声を代弁し、4度の停刊と471件の記事押
収という受難を経験しましたが、韓国近現代史の試練を克服し、100年の歴史の土台を固めてきました。

国家と民族が進むべき道を示す新聞

日本帝国主義に立ち向かい民族を代弁。
停刊、記事押収、復刊を繰り返した。
1920年 3月 5日 朝鮮日報創刊
4月28日 英親王と日本の皇族方子妃の強圧的な結婚を
批判した記事で、創刊第4号目で朝鮮総督府
によって初の押収。
8月27日 日本警察の残忍な弾圧を非難した論説「自然
の化」で民間紙として初の停刊処分(第1次)
9月 5日 停刊処分が解けた3日後、「愚劣な総督府当局
者は何故わが日報を停刊させたのか」という論
説を掲載し、無期停刊処分を受ける(第2次)。

文化財に登録された
朝鮮日報の「文字普及運動」教材

1910年の日本帝国主義による国権強制侵奪後、わが民族が主体
になって作った初の民間紙が朝鮮日報です。朝鮮日報は日本帝
1940年 8月 10日 日本帝国主義の指令6923号により廃刊。創刊後20年5ケ月と5日

で停刊4度、記事押収471件。

国主義による強占期においては国家を取り戻して民族を啓蒙する

1945年11月23日 解放後、廃刊から5年3か月ぶりに復刊

性の極大化により、原則が揺るぎ、階層間の葛藤が深刻さを増して

日本帝国主義による強占期において、最大の民族啓蒙運動とさ
れる「文字普及運動」を展開した際に発行したハングル教材3点が

ことに、解放後は国家の基礎確立と発展に注力してきました。多様

、2011年に文化財として登録されました。マスコミ所有の歴史資料
が文化財として登録されたのは初めてのことです。

いる21世紀においても、朝鮮日報は国家が進むべき道を提示し、
疎通と和解を促す努力を続けていきます。

社是

1925年 9月 8日 社説「朝鮮とロシアの政治的関係」が日本帝

国主義の朝鮮統治に対する不平不満を煽った
という理由で無敵停刊処分を受ける(第3次)。

朝鮮日報の社是は、日本帝国主義による強占期、1933年4月に独

1928年 1月25日 日帝の過酷な水責め制度を批判した社説「保

釈遅延の犠牲」を理由に、安在鴻(アン・ジェ
ホン)主筆兼発行人と白寛沫(ペク・クァンス)
編集人が拘束される。
5月 9日 日本軍の山東半島出兵を批判した「済南事件
の壁上観」を理由に、133日間の停刊処分を
受け(第4次)、安主筆が再び収監される。

朝鮮日報の揺るぎない理念の指針になっています。

立運動家で当時の社長、曺晩植（チョ・マンシク）氏と方應謨（パン・
ウンモ）氏の主導で誕生しました。以後、この社是は時代を超えて、
正義擁護 政治的・経済的・社会的正義を擁護
文化建設 民族文化の発掘と民族文化の発展に寄与
産業発展 経済の土台を固め、産業発展に寄与
不偏不党 左右に流されず、中立
的価値を志向し、外部の圧力から独
立性を保持する

1936年 3月 25日 韓日学生間の教育機会差

別を批判した社説「教育
朝鮮の悲劇」を掲載し、
処分を受ける。

1920年3月5日創刊 1930

1945年 12月 27日 社説「信託統治説を排撃する」を掲載するなど、民族陣営

の反信託統治運動を先導する。

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

正義の擁護と産業発展に寄与した歴史
1927年 2月15日 抗日団体「新幹会」結成を主導し、六

つの悪法撤廃に向けた運動を展開。
1929年 3月 22日 文字普及運動と生活改新運動を展開。

1935年 2月 21日 日本帝国主義のハングル教育廃止の動
きに抵抗、ハングル教材10万部を全
国に配布。

1963年 3月17日 軍事政府の社説事前検閲に対抗し、12日

間にわたって社説がない新聞を発行。
1964年 6月25日 韓国戦争勃発14周年を迎え、「南北人士
送還100万人署名運動」を展開。
1964年 8月31日 政府の言論法反対４紙に対する報復措置
に対して、朝鮮日報編集局の記者らが「
弊紙発行人に対する圧力を中止せよ」と
題する決議文を採択

1971年4月17日 政府の不当な干渉に抗議して、朝鮮日報編集局の

記者らが「言論自由宣言文」を採択。

1992年 6月19日
1993年 3月20日
1994年 6月 3日
1995年 3月 5日

環境保護運動「ゴミを減らそう」キャンペーン開始。
国内メディアとして初めてオンブズマン制度を導入。
国連環境賞受賞
「産業化は遅れたけど情報化はリードしよう」キャンペーンを
展開し、IT革命を主導。
1996年 3月18日 子どもに適切なインターネット利用を呼び掛ける「キッドネッ
ト運動」開始

朝鮮日報の基礎を固めた
先覚者、文筆家たち。

沈薫（シム・フン）
映画担当記者・小説家
在任期間 | 1928~1931

日本帝国主義による強占期に、朝鮮日報は李商在（イ・サンジェ）、曺晩植、方應謨、安在鴻らが、

朝鮮日報の映画担当記者。
「常緑樹」「その日が来れ
ば」などの有名な詩を残
し、映画『夜明けの頃』で
は監督を務めた。

民族主義陣営の先覚者たちと共に国家を失った民族の進むべき道を提示しました。
また当代最高の文筆家らは、朝鮮日報とともに民族情緒との共感、疎通をリードしました。

1931

安在鴻（アン・ジェホン）
第6代発行人
在任期間 | 1931. 7. 25~1932. 4. 22

「朝鮮の民衆は感傷的な悲しみに浸
ってばかりではなく、目覚めて決意
することを知り、決意して持続する
ことを守っていかねばならない」

伝統
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学芸部長・編集局長
在任期間 | 1921~1931

日帝強占期のリアリズム文
化の傑作「三代」を連載し
た。朝鮮日報の小説を一人
で引き受けたと評されてい
る。

金起林（キム・ギリム）

韓竜雲（ハン・ヨンウン）

学芸部長
在任期間 | 1930~1940

詩人・小説家
在任期間 | 1935~1940

日帝強占期に民間紙で
初めて記者試験で採用
された公開採用第1期記
者。モダニストの詩人
として「海と蝶」「気
象図」などを残した。

1924

李商在（イ・サンジェ）
第4代発行人
在任期間 | 1924. 9. 13~1927. 3. 25

「人は一食抜いても死には
しない。しかし新聞は1日た
りとも休んではならない」

廉想渉（ヨム・サンソプ）

1932

1933

第8代発行人
在任期間 | 1932. 6. 15~1933. 7. 18

第9~11代発行人
在任期間 | 1933. 7. 19~1953. 8. 27

「国産品を使って技術を革
新することこそ、外からの
侵略を防ぐことができる。
しかし、それは必ず地域感
情を生むであろうから、産
地は問わないことにしよ
う」

「今、朝鮮で最も必要かつ
急務の事業は教育だ。新聞
はやはり普遍的、現実的、
社会的という点で最も大き
な教育機関だ」

曺晩植（チョ・マンシク） 方應謨（パン・ウンモ）

朝鮮日報に小説「黒風」
「薄命」を連載。「三国志
演義」を翻訳し、1940年8月
の廃刊まで連載した。「筆
が折られて全てが終わっ
た」と、その怒りを詩で表
現した。

朝鮮日報の視線は世の中を向けています。

社会公益キャンペーンおよび企画

朝鮮日報は社会的な責任にも積極的に取り組んでいます。
社会公益キャンペーンを通じて韓国社会のすみずみいたるまで希望の光を照らし、
教育・文化・スポーツ事業と各種の授賞活動を繰り広げ、より豊かな社会を培っていきます。

社会貢献
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「懸命に努力すれば上昇できる」
という希望と社会的なダイナミズムが失われつつある現象を
報じた特集記事「階層上昇のはしごが消えた」と、韓国社会
の暗い影を正確に指摘し解決策を提示した特集記事「資本
主義4.0」は、深まる階層間の葛藤と社会問題を具体的に指
摘することで、政府と企業はもちろん、国民の共感と覚醒を促
しました。「青年就職プロジェクト」はプロジェクト開始からわず
か8か月で1万人の就職を達成し、政府機関から優秀な雇用
創出事例としてベンチマーキングされています。
分かち合いと寄付キャンペーン
恵まれない人々について単に記事で紹介することにとどまら
ず、「わが隣人」「才能を分かち合おう」「寄付フォーラム」など
、様々なキャンペーンを通じて、分かち合いと寄付文化の形
成に取り組んでいます。国内外の恵まれない人々はもちろん
、脱北者、アジアの少数民族、アフリカの恵まれない子どもた
ちなど、朝鮮日報の分かち合いには国境はありません。
教育キャンペーン
公教育の現場の学習環境を改善するための「スクール・アッ
プグレード」、教師たちに様々な再教育の機会を提供する「
先生が希望だ」など、韓国の教育先進化に寄与しています。
文化キャンペーン
本と絵画を媒介として家族間のコミュニケーションと感性を高
める「居間を書斎に」「絵がある家」、疲れた現代人に精神的
な安らぎを提供する「路上の人文学」「地元コンサート」などの
文化キャンペーンを展開しています。
環境キャンペーン
「ゴミを減らそう」「川を蘇らせよう」「過剰包装を減らそう」など、
次世代に残す環境を保全し、蘇らせるキャンペーンを展開し
ています。朝鮮日報の環境保護活動は国際的に認められ、
国連の「Global 500賞」を受賞しました。

顕彰事業
朝鮮日報新春文芸(1928~)
斬新な感性と想像力を持つ、力量ある作家を持続的に発
掘する「朝鮮日報新春文芸」は、若い小説家たちの登竜
門です。
東仁文学賞(1955~)
韓国現代文学の先駆者、金東仁（キム・ドンイン）の偉業
を記念して小説家の創作活動を奨励するために毎年韓
国国内の主要雑誌上で発表された短編・中編小説を対
象に授賞を行っています。
大韓民国ニューウェーブ文学賞(2007~ )
純文学と大衆小説の境界を切り崩す中間小説を発掘す
るため、プロ・アマを問わず全ての作家を対象に、新作長
編小説を公募しています。
ノンフィクション大賞(2008~ )
読書文化の広めるために展開した「居間を書斎に」キャンペ
ーンを一段階発展させた「全国民本一冊執筆運動」です。
李仲燮美術賞(1988~)
韓国現代美術史に大きな足跡を残した李仲燮（イ・ジュン
ソプ）氏の業績を記念して制定された李仲燮美術賞は、
毎年力のある作家に授賞しています。

教育・文化・スポーツ事業

教育
教育現場における人格教育を強化するため、定期的に「青少
年学校」「先生と共にする体験旅行」などの行事を主催していま
す。教育現場に従事する教師たちを招請し、新たな歴史認識と
文化的な誇りを持たせ、これを教育現場に波及させるために「
日本の中の韓民族史探訪」を運営しています。
公演・展示
各種の伝統遺物展、海外有名画家の特別展、国内外の多様な
ジャンルの公演などを通じて、民族文化の継承はもちろん、文
化交流を通じた世界化に取り組んでいます。
スポーツ
朝鮮日報主催の「春川マラソン大会」は孫基禎（ソン・ギジョン）
氏の五輪金メダルを記念して1946年に始まり、韓国で最も長い
歴史を持つマラソン大会として、2011年に国際陸上競技連盟（
IAAF）認定のゴールドラベルを取得しました。同年に始まった「
青竜旗全国高校野球選手権大会」は、韓国で最も長い歴史と
権威を誇る野球大会です。また、「全国高校サッカー選手権大
会」も70年近く開催しています。

方一栄国楽賞(1994~)
民族文化継承と発展に寄与した国学人を発掘するために
、方一栄（パン・イルヨン）文化財団が授賞を行っています。
朝鮮日報環境大賞(1993~)
韓国メディアで最初に環境運動に取り組んできた朝鮮日
報が、環境部と共同で制定し授賞している韓国初の環境
賞です。
青竜奉仕賞(1967~)
社会の安寧と秩序、正義の具現のため、献身的に尽くし
てきた警察官と市民を対象に授賞しています。
為国献身賞(2010~)
韓国戦争勃発60周年、安重根義士殉国100周年を迎え、
国家を守るために本分を全うした軍人と国防分野に従事し
た人を褒賞するために国防部と共同で制定した賞です。
今年の師匠賞(2002~)
教育科学技術部と共同主催している今年の師匠賞は、教
職の専門性を育み、尊敬される教師像の確立に寄与して
います。
朝鮮日報広告大賞(1967~)
経歴を問わず、大韓民国の広告業界に従事する全ての
人を対象にした朝鮮日報広告大賞は、受賞者には海外
広告業界の視察やカンヌ国際広告祭への出品などを通
じて、世界進出への足掛かりを提供しています。

正統派ジャーナリズムを掲げるテレビ朝鮮ニュース
テレビ朝鮮のニュースは常に研ぎ澄まされた眼で世の
中を見据えています。視聴者のためのニュース、人気
にとらわれない正統派のテレビジャーナリズムの実現
を目指しています。各時間帯で放送されるニュースは
、ニュース現場の雰囲気を生き生きと伝え、斬新な構
成と特ダネニュースを次々と紹介しています。また、時
事トーク番組や紙面と連動した番組は、議題設定の役
割を果たしていると高く評価されています。

家族愛と人間美を描く新たなドラマ作りに挑戦
テレビ朝鮮のドラマは思い切った投資と緻密な企画力
で勝負します。「コ・ボンシルおばさんを救え」をはじめ
、ケーブル全体の視聴率調査で、総合編成チャンネル
として初めて1位を達成した「父がすまない」など、家族
愛と人間美にあふれる作品を提供しております。また、
仮想統一韓国を題材にした大作ドラマ「韓半島」（主演
：ファン・ジョンミン、キム・ジョンウン）、過去に戻って初
恋の成就を試みる青春ドラマ「プロポーズ大作戦」（主
演：ユ・スンホ）など、開局直後から話題沸騰の大作を
次々と送り出し、新たなドラマ作りに挑戦しています。

テレビ朝鮮開局
2011年12月1日、テレビ朝鮮が誕生しました。
韓国で最も長い歴史を持つ、韓国最高の新聞「朝鮮日報」の遺伝子を色濃く反映した
テレビ朝鮮は、韓国最高のテレビ局になることを目標としています。
新聞作りで積み重ねてきた経験と知恵を原動力に、飛躍を期しています。

総合メディア
企業へ
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笑いと感動を与える芸能・教養番組
テレビ朝鮮の芸能、教養番組は、視聴者に笑いと感
動を伝えます。マジック・バラエティ番組、新タイプの
公開お見合い番組など、新たなジャンルを切り開く、
高品質かつ多様なコンテンツを、自信をもってお届け
します。

総合メディア
企業へ

定期出版物

朝鮮日報は総合日刊紙をはじめ、時事、女性、スポ
ーツ、経済、健康、教育など様々な分野にわたって2.
十余種類の定期刊行物を発行しています。また、朝
鮮日報グループ各社が保有する膨大な量のコンテン

24·25

Nスクリーン時代のチョソンメディア

ツをデジタル化し、統合管理する「コンテンツ・バ
ンク」事業もすすめています。
朝鮮日報グループ各社が保有する記事、写真、人物

時間と場所を選ばずに、コンテンツをテレビ、

データベースなどを統合管理する「Cプレイス」

パソコン、携帯電話などで見ることができるNス

(cplace.chosun.com) は、法人・個人向けにサービスを

クリーン時代。朝鮮日報は、創造力あふれるアイ

行っています。

デアと革新的な技術で業界をリードしています。

新聞｜朝鮮日報
・業界最多の独占記事と深い分析

月刊朝鮮(月刊）

・社会の進むべき方向を示す議題

読者と共に時代を記録し、
未来を切り開く論壇誌です。
スポーツ朝鮮(日刊）
若者やスポーツファンに絶
大な人気を誇る韓国ナン
バーワンのスポーツ・エンタ
ーテインメント新聞です。

設定
・豊富な企画記事およびコンテンツ
ウェルビーイング・ライフ(月刊)

週刊朝鮮(週刊）
1週間のニュースを、ワンラン
ク上の深読みで振り返る時事
週刊誌です。

少年朝鮮日報(日刊）

エコノミー・プラス(月刊）

役に立つ読み物、様々な
教養、学習情報が詰まった
子ども新聞です。

株式、経済、財テク全般に関す
る情報とビジョンを提示する月刊
経済誌です。
女性朝鮮(月刊）
若い主婦に役立つ生活・教
養情報満載の女性誌です。

ウェル・ビーイング関連情報
が満載の健康生活情報誌です。
Health朝鮮
様々な角度から切り込んだ
健康・医学情報を提供する
健康情報誌です。
TOP Class(月刊）

テレビ｜テレビ朝鮮
画期的なニュース、ドラマ、教
養、エンターテインメントプログ
ラムを提供する朝鮮日報の総
合編成チャンネルです。

今の時代を生きるリーダー
の人生、夢、哲学を語るラ
イフスタイルマガジンです。

山(月刊）
国内外の名山と登山情報
などを提供する登山専門
誌です。

電子書店｜Textore
www.textore.com
新聞、雑誌、小説、漫画、
教育コンテンツなど100万

インターネット｜チョソン・ドットコム

件を超える電子コンテンツ

www.chosun.com

を扱うショッピングモール

朝鮮日報の記事をはじめ、ニュース速報、グルー

です。

プ各社のコンテンツなど、豊富な情報をお届けしま
す。

スマートフォン＆タブレットPC｜モバイルアプリ
・スマートフォンで新聞の紙面を閲覧できるスマート
ペーパーを世界初サービス
・サービス開始から1年8か月でダウンロード数100
万件突破

教育事業

デジタル時代を生きる子どもたちの読み書きの能力の低下が憂慮されています。
朝鮮日報は、90年以上積み重ねてきた知的経験を教育現場で生かし、

朝鮮日報 Newseum
News+Museum

韓国で最も長い歴史を持つ朝鮮日報。
その歴史はすなわち、大韓民国の言論の歴史でもあります。

子どもたちの思考力や論理力の基礎となる読み書き能力を育み、

ソウル市銅雀区黒石洞にオープンした「Newseum」は、朝鮮日報の歴史を通じて、

デジタル時代を生き抜く「自ら考える子ども」の育成に力を入れています。

韓国の言論史を振り返り、最先端の技術と結合した新聞の未来が体験できる空間です。

総合メディア
企業へ
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歴史記念館
大韓民国の歴史と共にに歩んできた朝鮮日報の足跡を、200点余りの展示物や
NIE教育センター
朝鮮日報ならではの充実した新聞活用教育プロ
グラムを学べる教育施設

映像を通じて体験できます。

NIE(新聞活用教育)講座およびコンテンツ制作
学生・教師を対象に、新聞を活用した教育を提案
しています。
学校の教育現場で教材として利用できるコンテン
ツの開発を行っています。

未来のメディアとはどのような姿なのか。テキスト、インターネット、動画など、先端

学生記者アカデミー
朝鮮日報のベテラン記者が、取材の経験談を交
えながら、記事の書き方のポイントを教えます。

放しています。関連セミナーや各種の教育プログラムを実施しています。

1日記者体験学校
青少年向けに新聞作りの現場が体験できるプログ
ラムを実施しています。
ジャーナリズム・アカデミー
プロの書き手を目指す大学生・社会人を対象に、
朝鮮日報のベテラン記者が文章を書く秘訣を教え
ます。

ニューメディア館
技術と結合した「スマート」な新聞の未来像を体験することができます。

研修室
ニューメディア館のすぐ隣に位置する研修室は、一般企業やメディア向けに開

朝鮮日報
に出える多な方法
購読お申し込み・
お問い合わせ
1577-8585
morningplus.chosun.com

インターネットニュース
www.chosun.com
chosunonline.com

電子書店
Textore
www.textore.com

モバイルアプリ
QRコード対応の携帯端末をご利用の方は、
こちらをご利用ください。

Newseum
ソウル市銅雀区黒石洞
顕忠路124

真実と品格をお届けします。
朝鮮日報

