
 

 

 

 

 
 

届けるを贈る 届けるを支える『がん情報ギフト』 プロジェクト 

活動報告書 2017年度 
（2017年 7月 31日~2018年 7月 31日） 

 
 

 

ご寄付いただきありがとうございました。 

2017年度「がん情報ギフト」の寄付収支、および取り組みについてご報告いたします。 
 

目次 
 

●ごあいさつ ............................................................................................... 2 

●ご寄付ご芳名 ............................................................................................ 2 

●寄付金のご報告 ......................................................................................... 3 

●1年間の活動成果：寄贈品・寄贈数 ................................................................ 4 

●「がんの冊子」などに寄せられた利用者の声 .................................................... 4 

●1年間の活動成果：寄贈先の紹介 .................................................................. 5 

●メディア掲載 .......................................................................................... 18 

●図書館と医療施設の連携加速化に向けた取り組み ............................................ 19 

●寄付プロジェクト普及に向けた取り組み........................................................ 20 

 

 

 



2 
 

● ごあいさつ 
 

国立がん研究センターがん対策情報センターでは「すべての人が、必要な

ときに、信頼できるがん情報を得られる社会を目指して」、2017 年 7 月よ

り、皆さまからのご寄付で、全国の公共図書館等にがんに関する資料「がん

情報ギフト」をお届けするキャンペーンを開始しました。 

現時点（2018 年 7 月末）で、1 都 1 道 1府 24 県の計 73 図書館に寄贈

させていただきました。皆さまのご支援に、厚く御礼申し上げます。 

今後とも、“すべての人が、必要なときに、信頼できるがん情報を得られる地域づくり”に向けた

活動に、一層のご支援、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

 
2018年 8月 

国立がん研究センターがん対策情報センター 
センター長 若尾 文彦 

 

● ご寄付ご芳名 
 

届けるを贈る届けるを支える『がん情報ギフト』プロジェクトにご寄付をいただいた皆さまに感謝の意を込め

て、お名前を掲載させていただきます。なお、掲載にご承諾いただいた方のみを対象としております。 

 

●ご寄付いただいた期間：2017年 7月 31日~2018年 7月 31日 

●企業・団体（五十音順）-------------------------------------------------------------------- 
インケア株式会社様 

住友生命保険相互会社様 

第一生命保険株式会社島根支社様 

 

●個人（受付順）----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 
旧漢字につきましては、表示が困難な場合、常用漢字に置き換えて掲載している場合がございますので、ご了承ください。 

 

村本 高史 様 野崎 修・真由美 様 

山崎 宏之 様 伊藤 雅代  様 

岡田 隆  様 山岡 聡子  様 

内田 哲也 様 池谷 のぞみ 様 

内田 聡子 様 松浦 博子  様 

丹田 滋  様 中嶋 聡子  様 
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● 寄付金のご報告 
 

 

 
   

    

  

   

    

  

  

 

 

 

 

 

 

  

プロジェクト初年度 収入（円） 支出（円） 次年度繰越（円） 

2017/7/31-2018/7/31 2,152,200 2,112,671 
※70館寄贈 

39,529 

合計 2,152,200 2,112,671 ――― 

初年度 項目 個人 法人 合計 

（同上） 
金額（円） 1,012,200 1,140,000 2,152,200 

件数（件） 64 3 67 

個人
47%法人

53%

収入
（2,152,200円）

個人
96%

法人
4%

件数
（67件）

84%

7%
4%

3%
2%

支出
（2,112,671円）

新規寄贈セット（冊子、ちらし等）
寄贈セット専用ラック
郵送料
各種資材管理・梱包資材・梱包出荷サービス
利用者フィードバックはがき等
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● 1年間の活動成果：寄贈品・寄贈数 
 

●寄贈品「がん情報ギフト」 
がんに関する資料セット 30,000円相当 

【内容】 

・「がんの冊子」（閲覧用冊子 47種、配布用冊子 8 種） 

・ちらし 1 種 

・冊子用バインダー 

・配架用ラック 

 

●寄贈数（2018年 7月末時点） 
1都 1道 1府 24県の計 73図書館（移動図書館用セットを含む計 74セット） 

 

●「がんの冊子」などに寄せられた利用者の声 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「がん情報ギフトセット」 

自分のがんを知る手がかりになり、 
正しい情報を知ることができました。 
皆さんの寄付で設置されていることを知
り、がんと向き合う上で大きな力になり、
ありがたいと思いました。 

（50代・群馬県・女性） 
 

診察の前・後に必ず読んでいました。 
医師の話す内容の理解につながりました。 

 
（40代・神奈川県・女性） 

インターネットなど、出どころのわからな
い情報が多い中で、正しい知識を得ること
ができました。とても役立ちました。 

 
（30代・奈良県・女性） 

わかりやすく、 
治療・生活両面に役立ちました。 
 

（50代・徳島県・男性） 

自分ががんの治療中に知れて 
参考になりました。 
 

（40代・三重県・男性） 

自身のがんの情報はもとより、友人など身
近な人のがんについて知りたいと思ったと
きに、基本的なことがわかりやすくまとめ
られているのでとても役立ちました。 

 
（50代・東京都・女性） 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 1 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

北海道●函館市中央図書館 

 

函館市中央図書館では「がんの知識」を深めていただくため、がんのパンフレ
ットや図書などを集めた「がんギフトコーナー」を設置しました。 
「がん」は北海道において死因 1位の怖い病気です。しかし早期発見すれば治
る病気でもあります。このコーナーでは各種がん、相談窓口のパンフレットを
ご用意しております。1 部お持ちいただけるパンフレットもございます。多く
の市民の方に「がん」を考える機会として利用していただければと思います。
皆さん「がんを知ること」から始めませんか？ 

岩手県●岩手県立図書館 

 

岩手県立図書館では、多くの方に信頼できる“がん”情報を届けるために 、寄贈
していただいた「がん情報ギフト」を、医療や健康関連の書籍や冊子を集めた
くらしコーナーという場所に設置しています。 
また、くらしコーナーには、「がん情報ギフト」と併せて、岩手県発行の「いわ
てのがん療養サポートブック」などの関連冊子等も設置しております。各種が
んやその療養に関する正確な情報を得るために、ぜひ、ご活用ください。 

岩手県●紫波町図書館 

 

先日、がん情報ギフトを当館にも送っていただきました。がん情報コーナーは
以前から設置していたのですが、ギフトプロジェクトでさらにたくさんの貴重
な資料を送っていただき、利用者にがんについて、そして医療について関心を
もっていただけるようなサービスに努めてまいりたいと思います。 
コーナーももっと魅力ある棚にしていきたいと思ってます。皆さまアドバイス
等どうぞよろしくお願いいたします！ 

東京都●都立中央図書館 

 

都立中央図書館は、都内で初めてがん情報ギフトをご寄贈いただきました。ギ
フトの他、都立中央図書館には健康・医療情報コーナーがあり、入門書から専
門的な医学書まで幅広く取り揃えています。乳がん、胃がん等の闘病記もあり
ます。カウンターや電話、ホームページから調べものの相談も受け付けていま
す。ギフトと合わせてぜひご利用ください。 

東京都●都立多摩図書館 

 

都立多摩図書館は、都内で初めてがん情報ギフトをご寄贈いただきました。ギ
フトの他、医療・健康に関する雑誌がご利用いただけます。カウンターや電話、
ホームページから調べものの相談も受け付けています。ギフトと合わせてぜひ
ご利用ください。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 2 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

東京都●江戸川区立中央図書館 

 

がん情報を求めている方が図書とあわせて利用できるように、がんに関する図
書を配架している書架に設置しました。また医療全般の図書が並んでいる書架
の側面に医療情報の探し方を案内した「ミニ医療・健康情報コーナー」を設置
しており、ここでも書架にがん情報を設置していることがわかるように案内し
ています。情報を必要としている少しでも多くの方が手に取りやすいよう心が
けていきたいと思います。 

東京都●大田区立蒲田駅前図書館 

 

この度、大田区立蒲田駅前図書館『医療・介護情報コーナー』に、がん情報ギ
フトをご寄贈いただきました。また、当館では国立がん研究センターの「がん
の本」シリーズをはじめとした資料も豊富に所蔵しております。「がんについて
調べたいけれど、本の探し方がわからない」という方のためにブックリストの
配布や調べもののお手伝い（レファレンスサービス）も行っておりますので、
ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

東京都●葛飾区立中央図書館 

 

葛飾区立中央図書館では、2009 年 10 月の開館当初から、医療・健康情報サ
ービスの一環として、闘病記、医療・健康情報コーナーを設置するとともに、
医療・健康情報に関するパンフレット、フリーペーパーの配布を行っています。
ご寄贈いただいた「がん情報ギフトセット」は、医療・健康情報コーナー内に
配置していますので、ぜひご活用ください。 

東京都●府中市立中央図書館 

 

この度、府中市立図書館でも「がん情報ギフト」の寄贈をいただきました。 
中央図書館 4階「がんに関する資料」のコーナーで展示、配布しております。 
ぜひご活用ください。※配布分は、なくなり次第終了となります。 

東京都●台東区立中央図書館 

 

生活に密着した図書資料を【実用書コーナー】として扱っております。 
「がん情報ギフト」については、実用書コーナーの⑮「健康」の書架で活用さ
せていただいています。関連図書とあわせてご活用ください。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 3 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

東京都●北区立中央図書館 

 

東京都●新宿区立中央図書館  

東京都●東村山市立中央図書館 

 

東村山市立中央図書館では、「生活情報コーナー」を常設し生活に身近な「法律・
健康・仕事」の３つのテーマで資料や情報を集め、図書館の多様な蔵書への入
り口としています。今回いただいた「がん情報ギフト」を閲覧・配布すること
によって、がんという病気に対しての知識、またその治療法などの一助になれ
ばと思います。 

東京都●町田市立中央図書館 

 

町田市立中央図書館では、がん情報ギフトセットを、5階の検索コーナーの脇、
テーマ別資料案内（パスファインダー）隣に設置しました。がんに関する情報
の需要は高まっていますが、さまざまな情報が溢れ、求める情報にたどり着け
ない方もいます。各種がんについてわかりやすくまとまった「がんの冊子」を
ファイリングし、館内でご覧いただけるようにしていますので、信頼できるが
ん情報としてご活用ください。 

富山県●黒部市立図書館黒部館 

 

医療関係コーナーの近くにスペースを設けパンフレットなどとあわせて配架し
ています。 

富山県●朝日町図書館 

 

日本人の 2人に 1人ががんに罹り、3人に 1人ががんで亡くなる可能性がある
という。富山県の主要死因別死亡率の推移を見ても年々上昇の一途をたどり、
その数は全国平均を上回っている。 
そこで当館では寄贈していただいた資料を、がんに関連する分類番号(491)の
書架に当館の蔵書と並べて配架をし、ファイリングした「がんの冊子」は貸出
可能とした。所蔵資料と併せて、利用者ががんに対する知識を深められるよう、
サポートしていきたい。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 4 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

富山県●砺波市立砺波図書館 

 
石川県●石川県立図書館 

 

「がん」は、日本人の 2人に 1人が一生に 1度はかかるといわれるほどの病気
となりました。自身や身近な方ががんになった場合に役立つ「がんの基礎知識
や治療方法、費用など知っておきたい情報」を集めたコーナーを設置しました。
ぜひご活用ください。 

福井県●福井県立図書館 

 

福井県立図書館の「医療健康コーナー」では、だれもが関心のある健康や病気
についての関連図書を分野別に配架しています。「がん情報ギフトセット」は、
医療健康コーナー内のがん情報リーフレットを集めた一角に設置し、県内がん
相談窓口の案内等とともにご利用いただけます。医療健康コーナーには、診療
ガイドラインや闘病記もあります。ご自身や親しい人の病気について理解を深
めるためや、医療者とのコミュニケーション向上のためなどに、図書館の資料
をぜひご活用ください。 

福井県●若狭図書学習センター（福井県立図書館若狭分館） 

 

医療情報、とりわけがんについては、さまざまな情報が飛び交っている状況で
す。がんの予防や治療にあたって最善の判断や決定を行うためには、科学的根
拠に基づく正確な情報が不可欠です。当館では、国立がん研究センターにご協
力をいただき、最新の情報を掲載したがんに関する冊子を設置しております。
がんについての情報をお知りになりたい場合は、図書館の図書とあわせて、ぜ
ひこの冊子ご活用ください。 

長野県●県立長野図書館  

長野県●市立小諸図書館 

 

市立小諸図書館は平成 27年 11月に開館し、平成 29年には隣接として浅間南
麓こもろ医療センターが開院しました。こうした立地条件から館内に医療・健
康に関する情報を扱う「こころとからだのひろば」というエリアを設けていま
す。図書館として本を扱う他、いただいたパンフレットなども合わせて展示し
ています。図書館利用者はもちろん、病院利用の合間にお立ち寄りいただき、
幅広い方に情報提供をしています。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 5 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

岐阜県●岐阜県図書館 

 

2017 年秋に岐阜市で開催されたワークショップ後、岐阜県内の公立図書館 6
館に「がん情報ギフト」のご寄贈を賜り、心から感謝申し上げます。当館では、
1 階閲覧室の「健康医療情報コーナー」に「がん情報ギフト」を設置し、皆さ
まにご利用いただいています。 
「がん情報ギフト」をきっかけに、寄贈先の県内図書館や県立看護大学図書館
と共同で調べかた案内を作成中です。今後もがんに関する講座の企画等、がん
情報の提供に微力ながら取り組んでいきたいと考えております。 

岐阜県●高山市図書館 

 

図書館という場所は、病気の当事者でなくても足を運ぶ場所であり、病気の予
防に役立つ情報を提供できると同時に、実際に病気で悩んでいる方には癒やし
の情報をあわせて提供できる場でもあります。都市部と隔たりがある当地域に
おいて医療的に孤立を感じている市民の皆さんに、拠点病院や各種窓口の情報、
信頼できるがん情報を届けられるよう、書架の中で目につく動線上に設置し、
治療・予防の啓発に努めます。 

岐阜県●美濃加茂市中央図書館 

 

ご寄贈いただきました『がん情報ギフト』は、できるだけ多くの皆さまにご覧
いただけるよう新聞・雑誌コーナーの一角に配置しました。あわせて、圏域の
がん診療連携拠点病院である木澤記念病院にご協力をいただき、がん相談支援
センター内で開設されている「がん相談」や「がんサロン」、「治療と仕事の両
立支援相談」の案内ちらしなども設置しています。地域で暮らす皆さまに、が
んに関わる情報を広くお届けします。ぜひご利用ください。 

岐阜県●大垣市立図書館 

 

多くの方々が利用する 1階に「がんの予防と正しい知識コーナー」を新たに設
け、関連する図書と共に展示し、啓発活動を実施しております。近年の健康ブ
ームもあり、来館者の方々が立ち止まり、気軽に手に取っておられる姿から、
情報発信の重要性と図書館の必要性を再認識しております。ご寄贈いただきあ
りがとうございました。 

岐阜県●多治見市図書館 

 

多治見市図書館の「医療健康情報コーナー」では、がん情報、闘病記文庫、家
庭介護コーナーを設置し、地域の方々が病気や健康について知りたい情報が得
られるようお手伝いいたします。地域のがん診療連携拠点病院の図書室とも連
携し、がんに関するさまざまな情報を提供しておりますので、ぜひご利用くだ
さい。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 6 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

岐阜県●土岐市図書館 

 

今回、土岐市図書館にもがんに関する小冊子等を寄贈していただきました。 
図書館 2階の医療健康コーナーでは、「がん情報ギフト」の展示や、一部冊子の
配布を行っています。閲覧、貸出（一部貸出不可もあります）、配布のご利用が
可能です。展示以外の関連図書についても、図書館職員にお気軽におたずねく
ださい。 

静岡県●静岡県立中央図書館 

 

当館では健康医療情報専用のパンフレット架を設置し、「がん情報ギフト」パン
フレットを中心に、がん関連のパスファインダーなどもご自由にお持ち帰りい
ただけるようにしています。また、館内には健康医療情報コーナーを設け、医
学情報に関する参考図書や、診療ガイドラインを含む多くのがん関連資料を提
供しています。その他にもさまざまな病気について、医学的根拠に基づいた資
料を中心に収集しています。併せてご利用ください。 

静岡県●三島市立図書館 

 

医療情報コーナーでは、図書館資料と共にさまざまなパンフレットも取り揃え
ています。パンフレットはご自由にお持ち帰りいただけますので、お気軽にご
利用ください。 

静岡県●浜松市立城北図書館 

 

浜松市立城北図書館では「医療・健康情報サービス」を提供し、地域の情報ス
テーションとして、皆さまのお役にたつ図書館を目指しております。「がん情報
ギフトセット」は、館内の「医療・健康情報コーナー」内に設置し、市内 4つ
の、地域がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターのご案内とともにご利
用いただけます。 

静岡県●裾野市立鈴木図書館 

 

国立がん情報センターから届いた「がん情報ギフト」を図書館入口すぐの閲覧
スペースに 1ケ月程度（5月 16日～6月 20日）展示します。その後「医療・
健康コーナー」へ移動します。このコーナーには、医療関係の書籍やパンフレ
ットなどが排架されています。病気に悩む人のみならず将来医療・福祉に従事
しようとする人向けの書籍もあり、さまざまな年代の人が閲覧しています。「が
ん情報ギフト」もそこへ仲間入りします。がんについての確かな情報を得て、
少しでも不安にならない生活づくりの助けになれば幸いです。 

愛知県●愛知県図書館 

 

がん情報コーナーでは、がんという病気について、病気の進み方、治療方法、
相談窓口などを知るのに役立つリーフレット類をご案内しています。 
ご家族ががんになった時、ご自身ががんになった時、よりよい治療を受けたり、
療養生活を送ったりする手助けになれば幸いです。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 7 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

愛知県●尾張旭市立図書館 

 

公共図書館（尾張旭市・瀬戸市・長久手市・日進市）と愛知医科大学総合学術
情報センターが連携して、信頼できる医療情報の提供やイベントの開催などを
通じて、市民の健康生活を支援する「めりーらいん」事業を行っています。今
回のがん情報ギフトセットは、すべての館で受け入れていますので、皆さまぜ
ひご利用ください。 

愛知県●瀬戸市立図書館 

 

公共図書館（尾張旭市・瀬戸市・長久手市・日進市）と愛知医科大学総合学術
情報センターが連携して、信頼できる医療情報の提供やイベントの開催などを
通じて、市民の健康生活を支援する「めりーらいん」事業を行っています。今
回のがん情報ギフトセットは、すべての館で受け入れていますので、皆さまぜ
ひご利用ください。 

愛知県●長久手市中央図書館 

 

公共図書館（尾張旭市・瀬戸市・長久手市・日進市）と愛知医科大学総合学術
情報センターが連携して、信頼できる医療情報の提供やイベントの開催などを
通じて、市民の健康生活を支援する「めりーらいん」事業を行っています。今
回のがん情報ギフトセットは、すべての館で受け入れていますので、皆さまぜ
ひご利用ください。 

愛知県●日進市立図書館  

公共図書館（尾張旭市・瀬戸市・長久手市・日進市）と愛知医科大学総合学術情報センターが連携して、信頼でき
る医療情報の提供やイベントの開催などを通じて、市民の健康生活を支援する「めりーらいん」事業を行っていま
す。今回のがん情報ギフトセットは、すべての館で受け入れていますので、皆さまぜひご利用ください。 

愛知県●愛知医科大学病院 健康情報室 

 

愛知医科大学健康情報室（アイブラリー）は地域の皆さんのための図書室とし
て病院内に開設されました。患者さんが医療に対する情報を得て積極的に医療
に参加することができるように医療関係の図書、DVD、パンフレットなどを取
り揃えております。今回がん情報ギフト事務局より「がん情報ギフト」をいた
だきましたので、図書の「がんコーナー」に設置いたしました。ご希望の方は
職員へ声をかけてください。 

三重県●三重県立図書館  

三重県立図書館「医療・健康コーナー」では、皆様に関心の高い、医療・健康
についての資料や情報を提供しています。 
病気や健康についての情報を求めている方が利用しやすいように、病気に関す
る本や闘病記を疾患別に並べています。 
皆様がご自身で病気について必要な情報を得られるようお手伝いいたします。
ぜひご活用ください。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 8 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

三重県●尾鷲市立図書館 

 

誰もがなりうる病気として「がん」があります。「がん」という病気に関心を持
ち、検診の重要性を再認識していただくために、また、万が一「がん」にかか
ってしまったときに役立てていただきたいと思います。 

三重県●紀宝町立鵜殿図書館  

三重県●多気町立勢和図書館 

 

当館では、国立がん研究センターよりご寄贈いただいた「がん情報ギフトセッ
ト」と共に関連本や講座・イベントなどの案内をコーナー展示し、皆さんそれ
ぞれに「必要な情報」を受け取っていただけるよう願っています。 
現在の体調が気になる方、検査結果を検討したい方、治療の方向性に迷いを感
じている方、意思決定を逡巡している方、退院後の生活に不安を抱いている方、
などさまざまな方の思いにお応えできるよう準備しています。どうぞ、お気軽
にお声かけくださいね。 

滋賀県●米原市立山東図書館 

 

米原市立山東図書館では、利用者の皆さまに気軽にご覧いただけるよう、ご寄
贈いただいた「がん情報ギフト」を配置しました。 
その他、がんに関する本も多数所蔵しておりますので、ぜひご利用ください。 

滋賀県●長浜市立長浜図書館 

 

滋賀県●高島市立今津図書館 

 

高島市立今津図書館では「健康・医療情報コーナー」に、国立がん情報ギフト
事務局様からご提供を受けた「がん情報ギフト」を新たに配置しました。 
信頼できるがんに関する情報が、わかりやすく書かれているパンフレット等を
豊富に取り揃えておりますので、どうぞご覧ください。 

滋賀県●守山市立図書館  
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 9 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

滋賀県●東近江市立能登川図書館 

 

滋賀県●滋賀県立図書館 

 

滋賀県では、毎年 2月 4日から 10日までの 1週間を「滋賀県がんと向き合う
週間」として、がんの予防や早期発見等の啓発活動に取り組んでいます。 
滋賀県立図書館では、この期間に合わせて、関連図書ならびにパネル展示等を
行い、県民の皆さんにがんに関する理解や関心を深めていただいています。 
今回ご寄贈いただいた「がん情報ギフト」は、展示期間中に来館者への配布用
として活用しました。 

大阪府●大阪府立中央図書館 

 

国立がん情報ギフト事務局様より、大阪府立中央図書館に「がん情報ギフト」
をご寄贈いただきました。がんに関する信頼できる情報を提供できるよう、医
療系の資料を扱っている当館 3階の社会・自然系資料室に設置しております。
皆さまぜひご活用ください。 

大阪府●大阪府立中之島図書館  

兵庫県●姫路市立城内図書館 

 

姫路市立城内図書館では平成 27 年 7 月より「医療健康情報サービス」を開始
しました。医療健康図書コーナーやちらし情報コーナーなどを設置し、広く市
民への情報提供に努めています。今回ご提供いただいた「がん情報ギフト」は、
市民の皆さんに信頼できるがん情報を届けられるよう当コーナーに設置してお
ります。ぜひご利用ください。 

兵庫県●兵庫県立図書館 

 

兵庫県立図書館では、平成 30 年 7 月のリニューアルオープンに伴い、新設さ
れた課題解決コーナー内に「医療・健康情報コーナー」を設置しています。今
回ご寄贈いただいたがん情報ギフトに加えて、がんに関する図書資料も日々更
新し配架していますので、ぜひそちらも合わせてご活用ください。 
課題解決コーナーでは、さまざまな課題に対応する図書資料をテーマごとに閲
覧できます。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 10 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

和歌山県●和歌山県立図書館 

 

和歌山県では初めて県立図書館と県立紀南図書館に『がん情報ギフト』をご寄
贈いただきました。 
当館では、本県の高いがん死亡率を課題と捉えて、県民の方々に「がん」の知
識を深めていただくため、2012年から「がん関係図書コーナー」を設置し、が
ん情報の提供に取り組んでいます。ギフト資料の展示と配布を行い、多くの方
にお役立ていただきたいと考えています。 

和歌山県●和歌山県立紀南図書館 

 

がんに関する情報が溢れている中、利用者に信頼できる情報を提供することで、 
より知識を深めていただきたいと考えています。 
がんは身近な病気と言われているため、がん患者だけでなく、ご家族の方や 
これからがんを知りたい方等、より多くの人に冊子を手に取っていただきたい
です。 

鳥取県●鳥取県立図書館 

 

鳥取県立図書館では、がん情報の入門書から専門書、ちらしやパンフレットな
どを集め、県民の皆さまに利用していただいています。寄贈していただいた「が
ん情報ギフト」は、さまざまながんや、その周辺情報についての冊子のセット
で、お持ち帰りいただけるパンフレットもあります。ゆったりと本を読んでい
ただける闘病記文庫コーナーに常設しています。多くの方にご活用いただけれ
ば幸いです。 

鳥取県●琴浦町図書館 

 

がんは国民の 2人に 1人がかかるという多くの人が罹患する病気です。がんの
疑いがあるときやがんと診断されたとき、間違った情報に惑わされることなく、
正しい情報にいち早くたどり着けるよう、「がん情報ギフト」を役立てていただ
きたいと思います。当館には、がんなどの病気に関する本や闘病記文庫もあり
ますので、併せてご利用ください。 

島根県●出雲市立出雲中央図書館 

 

出雲市立出雲中央図書館は、市民に役立つ図書館を目指しています。最新のデ
ータや情報が手に取りやすくまとめられた「がん情報ギフト」冊子の提供を受
け、医学・健康図書の書架近くに「がん情報コーナー」を設置しました。設置
にあたり、市発行の検診案内やがん関連図書・闘病記の特別展示を行いました。
市民の皆さまが病気や健康について必要な情報を得られるよう手助けになれば
と思います。ぜひご利用ください。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 11 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

岡山県●津山市立図書館 

 

津山市立図書館「健康情報コーナー」には、病気に関する本や闘病記、パンフ
レットやちらしなどの資料を配架しています。その健康情報コーナーに、がん
情報ギフトでご寄贈いただいた冊子を、配布用と閲覧用として設置しました。
皆さまが病気や医療に関する情報を調べるお手伝いをいたします。ぜひご活用
ください。 

広島県●広島県立図書館 

 

広島県は、「がん対策日本一」の実現を目指しています。 
○ ご寄贈いただいたがん情報ギフトの他、広島県内での相談窓口の情報をまと
めた「地域の療養情報サポートブック」（発行 広島県）の配布を行っています。 
○ 医学等の辞書・事典類を揃えています。 

広島県●広島市立中央図書館 

 

広島市立中央図書館では、国立がん研究センターが作成した小冊子など（「がん
情報ギフト」）を「闘病記コーナー」に配置しています。 
闘病記コーナーには、闘病記や患者会資料などがあります。自由閲覧室Ａの前
の「がんと暮らす情報コーナー」では、各種のがんに関するパンフレットや広
島市内のがん診療拠点病院の案内などを配布しています。あわせて、ぜひご活
用ください。 

山口県●山口県立山口図書館 

 

山口県立山口図書館では 1階「仕事と暮らしのフロア」で提供している医療・
健康情報を充実するため、『がん情報ギフト」を活用し、同フロアに科学的根拠
に基づくがん情報資料を配布・展示する「がん情報コーナー」を設置しました。
同フロアの、ちょっと調べたいときに手がかりになる医療・健康に関する資料
やちらしとあわせて、ぜひご活用ください。 

山口県●宇部市立図書館 

 

宇部市立図書館において、国立がん研究センターが行っている「届けるを贈る 
届けるを支える がん情報ギフト」プロジェクトに登録し、寄付により寄贈さ
れる、がんに関する冊子のセット「がん情報ギフト」を設置するための「がん
情報コーナー」を新設しました。この「がん情報コーナー」には、宇部市保健
センターから提供されたちらしやリーフレットも設置し、がんに関する情報を
幅広く紹介していきます。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 12 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

山口県●山陽小野田市立中央図書館  

徳島県●徳島県立図書館  

徳島県●徳島市立図書館 

 

徳島市立図書館では、病気の予防や、健康に関する市民の皆さまの関心を高め
ていただけるよう、本や情報を集めた「健康情報コーナー」を設置しています。 
この度、国立がん研究センターがん対策情報センターが行っている事業『届け
るを贈る届けるを支える がん情報ギフト』プロジェクトから寄贈された資料
を新たに設置し、がん情報を提供しています。まずは知ることから。ぜひご活
用ください。 

香川県●香川県立図書館 

 

香川県立図書館では、県民の課題解決支援サービスとして「健やか生活応援コ
ーナー」を設け、医療・健康・介護・生きがいに関する図書を集めています。 
自分や家族の病気について調べたい時、年齢が高い方ほどスマホやパソコンを
使えない場合があります。本や雑誌で調べるのと合わせて、最新のデータや統
計がコンパクトな冊子にまとまっている「がん情報ギフト」を、ぜひ手に取っ
ていただきたいです。 

愛媛県●愛媛県立図書館 

 

愛媛県立図書館は、2018 年 6 月、新居浜市立別子銅山記念図書館とともに、
県内で初めて「がん情報ギフト」の寄贈を受けました。 
当館では、医療関係の資料を集めた医療健康情報コーナー内に、従来から「が
ん情報コーナー」を設け、県内のがん情報を集めた『がんサポートブックえひ
め』をはじめ、医療機関等のパンフレットや催しの案内など、持ち帰り可能な
情報を提供しています。「がん情報ギフト」とあわせて、ご利用ください。 

愛媛県●新居浜市立別子銅山記念図書館 

 

新居浜市立別子銅山記念図書館では、健康支援サービスの一環として「健康支
援コーナー」を設置し、自身の病気や薬について、家族の健康管理について役
立つ医療・情報に関する本や医療機関のパンフレット類を取り揃えています。
この度、「がん情報ギフト」セットは、館内の「健康支援コーナー」に備え、が
んという病気について、病気の進み方や治療方法、相談窓口などを知るのに役
立つリーフレットなどを案内・配布しています。今回、愛媛県内図書館で初め
て寄贈され、本年 6月より市民の皆さまの健康に役立つ情報として広く活用い
ただいております。 
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● 1年間の活動成果：寄贈先の紹介 12 
 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

高知県●土佐清水市立市民図書館 

 

がんは生涯 2人に 1人罹患するといわれる、無視できない病気です。そんなが
んについて、より詳しく図書館利用者に情報をお伝えできるように、がん情報
ギフトの寄贈をいただきました。 
また、当館の医療・健康情報コーナーには、がんをはじめとしたさまざまな病
気についての本や、治療、術後のケアの本なども多数取り揃えています。寄贈
いただいたがん情報ギフトとあわせて、こちらもぜひご活用ください。 

宮崎県●宮崎県立図書館 

 

宮崎県立図書館では、1 階の一般閲覧室内に「健康情報コーナー」を設けて、
県民の皆さまへの情報発信を心がけております。今年度は 2階に「対がん情報
コーナー」を新設しました。 
国立がんセンター様から寄贈いただいた「がん情報ギフト」は、18日から約 2
週間 1階ギャラリー特設コーナーにてお披露目をしました。現在は「対がん情
報コーナー」に置いています。最新データや情報がわかりやすくまとめられた
「がん情報ギフト」の小冊子をぜひご覧ください。 

鹿児島県●鹿児島県立図書館 

 

鹿児島県立図書館では、県内で初めて「がん情報ギフト」を寄贈していただき
ました。鹿児島県立図書館には、課題解決の支援として「医療・福祉支援コー
ナー」があり、「病気を調べる」「検査」「在宅ケア」「介護技術」など、29のテ
ーマに即した図書や資料を提供しています。今回新たに設置した「がん情報ギ
フト」と合わせて、ぜひご活用ください。 

沖縄県●沖縄県立図書館  

沖縄県●うるま市立図書館 

 

沖縄県うるま市立中央図書館では、がん情報の発信およびがん相談支援センタ
ーの周知をはかることを目的に「がん情報ギフト」コーナーを設置しました。
あわせて「いきいき！ライフサポート特集」にて治療法や予防、闘病記、食事
などの関連資料を紹介します。 
ご自身やご家族のために、病気について必要な情報を得られるよう役立ててい
ただければと思います。 
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● メディア掲載 
 

掲載日 媒体 タイトル 

2016.01.16 西日本新聞 
長崎市立図書館 がん情報提供 病院と連携 
医師らが無料講座 関連本や薬の冊子充実 

2016.02.20 九州医事新報 福岡県立図書館で全国初の図書館＆がん相談支援センター連携ワークショップ 
充実したがん情報の提供のために 

2016.02.23 九州医事新報 充実したがん情報の提供のために 
2016.03.04 毎日新聞 夕刊（九州・山口版） 病気の悩みは 図書館 行こう 

2017.08.01 がん情報サイト「オンコロ」 
国立がん研究センター 
－届けるを贈る 届けるを支える 『がん情報ギフト』 プロジェクト－ 

2017.08.03 yomiDr.（ヨミドクター） がん情報普及へ図書館活用…がんセンター、格差解消に向け冊子寄贈 

2017.08.03 
カレントアウェアネス・ポータル 
（国立国会図書館のサイト） 

国立がん研究センター、全国の公共図書館等にがん情報を届ける 
『届けるを贈る 届けるを支える 「がん情報ギフト」』プロジェクトを始動 

2017.08.15 山口新聞 正しいがん情報を図書館に 寄付金で全国に冊子寄贈 
2017.08.17 宮崎日日新聞 信頼できる情報 全国の図書館へ 寄付金集め冊子など寄贈 
2017.08.18 信濃毎日 正しいがん情報 図書館に寄贈 国立研究センター 寄付金で全国に冊子 
2017.08.22 47NEWS（よんななニュース） 正しいがん情報を図書館に 寄付金で全国に冊子寄贈 
2017.08.23 北海道新聞 寄付金募り冊子・パンフレット 67種セット 

2018.01.16 日本海新聞 
【図書館出会いの広場】 
届きました！「がん情報ギフト」～信頼できるがん情報を図書館で～ 

2018.01.18 北國新聞（おでかけニュース） がん情報冊子好評 砺波図書館に新コーナー 57種類 
2018.01.18 富山新聞（おでかけニュース） がん情報冊子好評 砺波図書館に新コーナー 57種類 
2018.01.18 富山新聞 がん情報冊子好評 砺波図書館に新コーナー 57種類集め、一部を配布 
2018.01.19 医療ニュース（m3.com） 【配信：北國新聞】がん情報冊子好評 砺波図書館に新コーナー 57種類 
2018.03.30 岩手日報 「紙風船」コーナーにて、岩手県立図書館への寄贈を紹介 
2018.04.04 岩手日日新聞 正しいがん情報を 県立図書館 専門コーナー設置 
2018.04.17 YOMIURI ONLINE がんの情報冊子を貸し出し…国立がん研究センター寄贈 

2018.05.29 いわき民報 
【いわき市内ニュース】 
“健康・医療情報コーナー”新設 来月 26日から総合図書館 4館 

2018.06.13 山口新聞 がん情報コーナー開設 宇部市立図書館 
2018.06.13 山口新聞（オンラインニュース） がん情報コーナー開設 宇部市立図書館 

2018.06.14 
このまちメディアWeb 
（宇部日報社） 

宇部市立図書館に、がん情報コーナー 

2018.06.14 宇部日報 予防から治療まで幅広い情報 市立図書館にがんコーナー 
2018.06.14 山口新聞 がん情報コーナー開設 宇部市立図書館 きょう出張保健室も 
2018.06.27 福島民友、みんゆうNet 健康情報コーナー新設 いわき総合図書館が 5800冊 

2018.07.02 愛媛新聞ONLINE がん 正しい情報知って 
国立がん研究センター、松山・新居浜の図書館に冊子セット寄贈 

2018.10.04 山陽新聞digital（さんデジ） 県内図書館で「がん予防」広がる 関連書や資料コーナー相次ぎ開設 
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● 図書館と医療施設の連携加速化に向けた取り組み 
 

● 図書館－がん相談支援センター連携ワークショップ 
全国各地の図書館に「地域のがん患者やその家族にとって安心できる学びの場、相談する場、交流の場」

が設置され始め、健康医療情報の提供に熱心な図書館と近隣のがん相談支援センターが、従来の組織の壁を

超えたコラボレーションを展開しています。 

図書館関係者、がん診療連携拠点病院等の関係者の双方がもつ情報や支援体制を、より詳しく知り、先行

施設の取り組みを学びながら、地元での新たな連携を発展させる。このような地域ネットワークづくりを推

進するため、国立がん研究センターでは「図書館－がん相談支援センター連携ワークショップ『いつでも、

どこでも、だれでもが、がん情報を得られる地域づくりの第一歩』」を全国各地で開催しています 

 

●開催済み  

2016年 1月 25日：南日本地区（福岡） 

2016年 11月 28日：南日本地区（大分） 

2017年 1月 23日：北日本地区（盛岡） 

2017年 11月 10日：東海：北陸地区（岐阜） 

 

●今後の予定 

2018年 12月 14日：中国・四国地区（広島） 

2019年 2月 1日：首都圏地区（東京） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図書館と医療施設の連携「情報提供から相談支援へ」 

国立がん研究センターでは、がん情報ギフトプロジェクトの始動前から、「図書館－がん相談

支援センター連携ワークショップ」を開催するなど、図書館と医療施設の連携（下地作り）

に取り組んでまいりました。「がん情報ギフト」の寄贈各館、さらにギフトの受け入れを検討

している図書館の関係者にも、このようなワークショップにご参加いただくことで、資料の

提供に留まらず、切れ目のない「情報提供・相談支援」を目指した環境作りを一歩ずつ進め

ています。 
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● 寄付プロジェクト普及に向けた取り組み 
 

● ソフトバンク株式会社「つながる募金」への参加 
もっと気軽に「がん情報ギフト」にご参加いただけるよう、 

ソフトバンク社運営の「つながる募金」に加入しました。 

今後は、携帯電話利用料の支払いや Tポイントを利用して募金いただくことが可能です。他の携帯電話会

社でも同様の仕組みが導入され次第、順次対応する予定です。 

 

● 寄付プラットフォームサービスへの参加 
現在、寄付プラットフォームサービスとさまざまな企業との連携が行われています。そこで、当プロジェ

クトでも、不要になったブランド品等の買い取りサービスを展開する企業の寄付事業への参加を検討してい

ます。また、2019年度中にはさらに多様な形でご寄付いただけるようになります。 

 

● 寄贈先アンケートはがきの導入 
「がん情報ギフト」セットの寄贈先図書館にて、がんの冊子やちらしに対する

アンケートはがきの配布を始めました。利用者の声から、がんに関するどういっ

た内容の情報を提供していくべきかなどを検討し、信頼できるがん情報の発信に

努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

● お問い合わせ 
 

国立研究開発法人 国立がん研究センターがん対策情報センター がん情報ギフト事務局 

電話番号：03-3547-5201（内線 1620、1614、1615） 

FAX番号：03-3547-8577 

Eメール：library_sodan@ncc.go.jp 

受付時間：9:00～17:00（土日祝、年末年始を除く） 

 

届けるを贈る 届けるを支える『がん情報ギフト』 プロジェクト 

 https://www.ncc.go.jp/jp/d004/donation/ganjoho_gift/ 

https://www.ncc.go.jp/jp/d004/donation/ganjoho_gift/

