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「がん情報ギフト」に関するアンケート
へのご協力ありがとうございました。

主な結果

がん情報ギフトプロジェクト事務局より、下記２件のアンケートへの協力のお願いをさせて

いただきました。ご回答いただきました図書館におかれましては、心よりお礼申し上げます。

主な結果について報告します。

①「がん情報ギフト」に関するアンケート

国立がん研究センター
送付資料の活用状況

 対象：2022年4月時点でのがん情報ギフト寄贈館（全534館）

 期間：2022年4月18日～6月2日
 回答数：326館（回答率61％）

件数 合計 比率

コーナーに設置し配布している 304

324

93.2％

配布する機会、場所がない 2 0.6％

その他 18 5.5％

リクエストに応じて
配布用資料を国立がん
研究センターから送る
仕組みをご存じですか。

活用している 155

324

47.4％

知っているが、利用の必要がない 122 38.6％

知らなかった 43 13.1％

配布用「冊子」は何部
くらい提供するのが適
切ですか。

多ければ多いほど良い 6

324

1.8％

100部程度 23 7.0％

50部程度 105 32.2％

20部程度 158 48.4％

5部程度 27 8.2％

不要（配布用冊子を設置できない） 5 1.5％
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配布用冊子の提供部数の声を頂戴し・・・

件数 合計 比率

多ければ多いほど良い 0

325

0％

100部程度 1 0.3％

50部程度 39 11.9％

20部程度 123 37.7％

5部程度 152 46.6％

不要（配布用チラシを設置できない） 10 3.0％

配布用「チラシ」は
何部くらい提供する
のが適切ですか。

リンク可能で特段の手続きは不要 175

314

53.6％

手続きが必要だがリンク可能 33 10.1％

リンク不可 106 32.5％

がん情報ギフトの
「寄贈館メッセー
ジ」の掲載ページ
に、貴館HPのリ
ンクは可能ですか。

がん情報ギフトの担当者同士の交流 13

317

3.9％

他館のがんや医療関連のイベント情報 132 40.4％

医療者からみた、がん情報、医療情報の
考え方（推薦できる本、提供すべきでな
いと考えている本の見極め方など）

251 76.9％

医療者が推薦する具体的な資料 236 72.3％

連携が可能ながん相談支援センターの担
当者の紹介

80 24.5％

地域の患者会情報 87 26.6％

その他 13 3.9％

がん情報ギフトに
どのようなことを
希望されますか

皆さまの声をいただき、
がん情報ギフト事務局は動き始めています！

「補充リクエスト」の部数を選択できるようになりました！
基本ラインナップ冊子の部数を「20部・40部・60部」から選べるようにしました。

「補充リクエスト」のお申し込みは、下記ページよりお申込みください。

https://www.ncc.go.jp/jp/d004/donation/ganjoho_gift/050/index.html

「寄贈館からのメッセージ」ページを、より見やすくして
まいります。

リンク可能の声を頂戴し・・・

寄贈館の皆さまから寄せられたメッセージ掲載ページを見やすく工夫し、リンク可の場合

は、図書館へのリンクの掲載を進めてまいります。メッセージは、全館の掲載をするべく、

お待ちしています。まだお送りいただいていない場合は、下記ページよりお寄せください。

「登録・お申し込みフォーム」入り口

※補充リクエストは「1.」、寄贈図書館配架写真＆メッセージは「2.」よりお入りください。

https://www.ncc.go.jp/jp/d004/donation/ganjoho_gift/050/index.html
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②チラシ「もしも、がんになったら」の設置にご協力いただける施設を
ご紹介頂いた図書館への実施後アンケート

 対象：チラシ「もしも、がんになったら」の設置にご協力いただける

施設をご紹介頂いた図書館（全37館／ご紹介設置数 合計 170施設）

 期間：2022年6月27日～7月31日

 回答数：12館（ご紹介先 15施設分＊）

楠葉生涯学習市民センター
（枚方市立楠葉図書館より紹介）

有田市図書館
（和歌山県立図書館よりご紹介）

【今回のご紹介企画に参加された理由】

・図書館の認知度向上と、利用者の増加を期待しているため

・図書館に、信頼できるがんの情報があることを知って欲しいから

【今回のご紹介先を選んだ理由】
・紹介先の施設には、市民の利用が多く見込まれるため

・普段、がんの情報に触れる機会が比較的少ない方々が利用している施設と考えたから

【今後、がん情報ギフト事務局に期待される企画について】
チラシ設置先を紹介する企画を継続して欲しい

主な結果

設置の様子を写真とともにお寄せくださった図書館には、国立がん研究センター編著「わたしも、

がんでした。」または「もしも、がんが再発したら」の書籍を贈呈いたします。アンケートに御協

力を頂いた皆様、ありがとうございました。

【参考】＊回答を得た図書館の紹介先施設は、市民センター、文化センター等の

公共施設のほか、スーパー、コンビニ、郵便局などが含まれています。
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＊2022年度国立がん研究センターがん情報ギフト「結ぶ」事業新企画は、「公益財団法人正力厚生
会 2022年度助成金」によって実施します。

2022年度がん情報ギフト「結ぶ」事業
新企画に、３企画を決定！
「がん情報ギフト」の活用促進のため、がん情報ギフト寄贈館が地域のがん相談支援セ

ンターや医療機関、都道府県や市町村のがん対策のご担当者等と連携して取り組む新た

な企画を公募しました。

5月31日の締切までに3件の企画応募をいただき、外部選考委員2名を含む選考委員会

にて厳正な審査のうえ、3企画すべてに協力支援をすることを決定しました。選考された

3企画は、来年1月までに実施される予定で、2月に開催される「活動報告会」で、報告

いただく予定です。「活動報告会」のスケジュールは、かわら版でご案内いたします。

（＊次頁に続く）

企画名 実施機関 概要

1
くわなキャン
サープロジェク
ト「むすぶ」

長島輪中図書館
（三重県桑名市）

長島輪中図書館、桑名市保健医療課、桑

名市総合医療センターがん相談支援セン

ターの連携を「くわなキャンサープロ

ジェクト」として体制を整え、各役割と

専門性を活かした活発な取り組みにする。

10月16日にイベント開催予定。

2
本で結ぶラジオ
でつながる 身
近ながん情報

鹿角市立花輪図書館
（秋田県鹿角市）

地域のコミュニティFMの番組を通して、

以下の情報提供をする。

・国立がん研究センターの巡回展示「身

近にがんを考える」（9月花輪図書館、10

月十和田図書館）の紹介

・図書館スタッフからがんに関する書籍、

がん情報ギフト常設設置コーナーの紹介

・市の担当課、医療従事者より、がん検

診啓発、がんに関する豆知識のお話し

3
繋ぐ～図書館か
らがん相談支援
センターへ～

岐阜市民病院
（岐阜県岐阜市）

みんなの森ぎふメディアコスモス（岐阜

市立中央図書館及びドキドキテラス）に

て、がん相談支援センターの紹介と正し

いがん情報の調べ方を周知する。
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「結ぶ」事業については、がん情報ギフトホームページからもご覧いただけます。

https://www.ncc.go.jp/jp/d004/donation/ganjoho_gift/20220708171351.html

（＊前頁より続く）

＊このブックリストは、ダウンロード・
印刷してご活用いただけます。

＊動画はすべて、島根県の公式Youtubeチャン
ネル「しまねっこ CH」に掲載されています。

「がん情報ギフト」を新たに20館へ寄贈しました。
2022年7月期新規寄贈として、がん情報ギフトセットを全20館に寄贈させていただきました。

今回の寄贈で、がん情報ギフト寄贈館数は、合計554館になりました。

【埼玉県】川口市立戸塚図書館、越谷市南部図書室【東京都】東久留米市立中央図書館、

目黒区立八雲中央図書館、品川区立荏原図書館、港区立高輪図書館【静岡県】浜松市立

はまゆう図書館、牧之原市立榛原図書館、浜松市立積志図書館、長泉町民図書館、焼津

市立焼津図書館、伊豆の国市立中央図書館、清水町立図書館【愛知県】安城市図書情報

館、高蔵寺まなびと交流センター【三重県】名張市立図書館【鳥取県】江府町立図書館、

鳥取市立中央図書館【山口県】周南市立中央図書館【大分県】杵築市立図書館

＊今回の寄贈は、インケア株式会社様、緩和ケア推進コンソーシアム様、住友生命株式会
社様、ポポメリー様の温かいご支援を賜わり、お贈りさせていただきました。

2021年度「結ぶ」事業の成果

東京都
東京都がん診療連携協議会相談・情報部会担当者連
絡会図書館連携チームの企画にて「がん相談支援セン
ター長にきく『人生に向き合う』ブックリスト」を制
作しました。

島根県

島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室・島根県
がん診療ネットワーク協議会がん相談員実務担当者会
の企画にて、動画「信頼のおけるがん情報を見つけよ
う」を制作しました。さらに、この動画を基に、島根
県内の隠岐の島町・海士町・西ノ島町では、各町内の
保健福祉課、病院（診療所）、図書館が連携し（隠岐
の島町がん対策情報ネットワーク・海士町がん対策支
援ネットワーク・西ノ島町がんについて学ぶ・考える
を支えるネットワーク）、各島オリジナルの動画が制
作されました。

沖縄県
スペースの都合などで「がん情報ギフト」を設置でき
ない図書館向けに、閲覧用冊子のみをセットにした
「がん情報ギフトミニ」を新たに設け、沖縄県立図書
館、琉球大学病院がんセンターと協力し、「がん情報
ギフト」の寄贈を受けていない県内の市町村図書館を
対象に寄贈しました。

2021年度の「結ぶ」事業は、東京都、島根県、沖縄県にて
企画が実施されました。

https://www.ncc.go.jp/jp/d004/donation/ganjoho_gift/20220708171351.html
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「がんを身近に考える」図書展示キットを、
全国各地の図書館で巡回展示しています。

都城市立図書館〈宮崎県〉

(2022年6月開催）

昨年10月より、「がんを身近に考える」図書

展示キットを、全国の図書館にて巡回させてい

ます。この取り組みは「巡回展示」と称し、

「がん情報ギフトプロジェクト企画（正力厚生

会支援）」として実施しています。

展示キットは、がんの患者さんが直面する食

事、就労、経済面などの生活上の課題について、

6つのテーマをもとに選書しています。周囲の

誰かががんに罹患した場合を想定し、がんに罹

患していない方にも手に取っていただけるよう

なブックリストになっています。併せてパネル

掲示も実施しています。なお、このブックリス

トはデータにてご提供可能です。ご希望の場合

は、がん情報ギフトプロジェクト事務局へメー

ル（ganjoho-gift@ncc.go.jp）にてご連絡ください。

• 平日は高齢者、土日は子ども連れのAYA世代…と年代性別問わず展示をみていました。パネルを

じっと読む方やブックリストを持ち帰る方もいらっしゃいました。本は貸し出しせずに、館内で読む方

が多かったようです。 長崎市立図書館〈長崎県〉

• 多くの方が、足をとめて、本の閲覧をしてくださっていました。知るきっかけとなったと思います。

都城市立図書館〈宮崎県〉

巡回展示を行った館から感想も寄せられています！

2022年8月

札幌市東札幌図書館（北海道）・小平市中央図書館（東京都）・三島市立図書館
（静岡県）・広島市立中央図書館（広島県）

注）広島市立中央図書館は7月1日～8月14日までの開催です。

2022年9月
札幌市中央図書館（北海道）・那須塩原市図書館みるる（栃木県）・浜松市立舞
阪図書館（静岡県）・鹿角市立花輪図書館（秋田県）・直方市立図書館（福岡県）

2022年10月
石狩市民図書館（北海道）・宇都宮市立中央図書館（栃木県）・有田市図書館
（和歌山県）・鹿角市立立山文庫継承十和田図書館（秋田県）・中津川市立図書
館（岐阜県）

▶今後の開催予定（2022年8月～2022年10月）

編集後記 今年は例年よりも梅雨がいち早く明け、厳しい暑さが続いています。夏の暑さに呼応するか

のように、「がん情報ギフト」プロジェクトは2017年7月、皆さまの深いご理解と温かいご

支援をいただきスタートしました。今年で早や５周年、現在「がん情報ギフト５周年記念

フォーラム」の開催に向けて、準備を進めています。次号かわら版、ホームページ等でも情

報掲載してまいります。どうぞご期待ください！

mailto:ganjoho-gift@ncc.go.jp

