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「がん情報ギフト」とは？

「誰でも、どこにいても、信頼できるがん情報を

得られるために」をモットーに、2017年にス

タート。個人や企業など、みなさまのご支援で、

全国の公立図書館に国立がん研究センター

が発行する冊子を寄贈する取り組みです。

国立がん研究センター
がん対策情報センターです。

私どもは、がん情報を収集し、がんの統計情報、

各種がんの情報、がんの療養情報、医療機関

の情報などの情報分析・整理を行い、ホーム

ページ「がん情報サービス」や冊子などを通して、

がん患者さん・ご家族、国民の方々へわかりやす
く提供しています。

＊

今回の「図書館総合展」では、私どもの取り組み
のひとつである「がん情報ギフト」、公立図書館と

がん相談支援センターとの連携ワークショップにつ

いてご紹介いたします。



寄贈を希望するには？

「がん情報ギフト」はどのように届くの？

寄贈に向けた準備

個人や企業様など、

1,000円からご寄付い

ただけます。

寄贈先の都道府県も

指定可能です。

皆さまからの

ご寄付

支援する都道府県への

寄付金が図書館 １館

分（35,000円）集まる

ごとに、都道府県立図書

館等と連携し、受け入れ

状況の整った地域へ寄贈。

約40種の冊子を

セットで寄贈

各種のがんシリーズ、が

んと療養シリーズなど、

治療や暮らしに関する

情報が約40種類の冊

子に。図書館蔵書用の

ほか、持ち帰れる配布

用もあります。
＊寄贈館には、順次、最新情報の更新･

補充用の資材もお届けしています。

がん情報ギフトの寄贈をご希望の場合には、

左記QRコードより、「がん情報ギフト受入希

望施設登録フォーム」にてお申し込みください。

【留意点】 原資は寄付金ですので、必要額に達した時点ではじ

めて寄贈可能になります。そのためお申し込みいただいても、すぐに

は寄贈につながらない場合もございますので、ご了承ください。



寄贈冊子
冊子名

１ がんの冊子 全種セット 約35種(新タイトル投入や廃版等により変動)

２ がんと仕事のQ&A

冊子名

１ 知れば安心がん情報（チラシ）

２ 「胃がん」 （がんの冊子シリーズ）

３ 「大腸がん」（がんの冊子シリーズ）

４ 「乳がん」 （がんの冊子シリーズ）

５ 「科学的根拠に基づくがん予防」（がんを知るシリーズ）

６ 「家族ががんになったとき」（社会とがんシリーズ）

７
「がんの療養と緩和ケア」（がんと療養シリーズ）
又は「もしも、がんと言われたら」（がんと療養シリーズ）

８ 「がん相談支援センターにご相談ください」（社会とがんシリーズ）

閲覧用冊子

配布可能冊子

＊寄贈時に、配布可能冊子は

チラシ500枚、各冊子50部ずつ

お届けしています。



冊子の補充
寄贈館には、順次、最新情報の更新･補充用資材もお届けして

います。

“配布可能冊子” については、「「がん情報ギフト」配布用冊子補

充リクエストフォーム」より、リクエストを受け付けています。

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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

寄贈冊子は全ページ複写可能となっていますので、複写した資料

をご利用者さまに配布、お持ち帰りいただくことも可能です。

がん情報サービスの「資料室」 にも冊子（PDF）が掲載されてお

り、こちらからもダウンロード・印刷が可能です。ご活用ください。

https://ganjoho.jp/public/qa_links/index.html

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


現在、385館にお届けしています。

がんになってもあわてず、必要な情報を得て、自分らしく

生活できる社会を実現するため、全国の図書館にがん対
策情報センターが発行するがんに関する資料を寄贈する

プロジェクトの開始以来、2020年10月現在、47都道

府県385館へ「がん情報ギフト」をお届けしています。

寄贈館からの声も届いています。

桜井市図書館(奈良県）

貸出カウンター前に設置したので、利

用者さんから「各がんに特化した冊子

でわかりやすい」「持ち帰れるのでゆっ

くり読むことができる」など、よく声をか

けていただきます。

洋野町立種市図書館(岩手県）

当館では出口ドアの内側にパンフレット

コーナーを設置。必要な方の手に確実

にお渡しできるよう、その方の救いにな

れるようにと願いをこめ、持ち帰りやすい

場所に置いています。 浜松市立舞阪図書館（静岡県）

正しいがん情報の提供に向けて、

「がん情報ギフト」への温かい

ご理解をお願いします。

＊寄贈館の詳細は「資料」をご覧ください。



いつでも、どこでも、だれでもが

信頼できるがん情報を得られる地域づくりのために

がん情報サービスをご活用ください。

がん相談支援センターとは？
がんは国民の死亡原因の第一位で、生涯2人に1人という多くの人が罹患する

疾患です。しかし、がんになるまでがんという病気は自分には関係ないと思っている

方が多く、その時になってはじめて、情報探しに翻弄されることがあります。がん対策

情報センターは、がんに関する情報を収集し、がんの統計情報、各種がんの情報、

がんの療養情報、医療機関の情報などのさまざまな情報を分析し、整理した上で、

ホームページ「がん情報サービス」、冊子などを通して、がん患者さん・ご家族、国

民の方々に対して、わかりやすく提供しています。情報は力になります。知っている

ことで、納得した治療を受ける、療養生活を送ることが可能になります。しかし、イン

ターネットが使えない方、近くにがん診療連携拠点

病院がない方からは、なかなか情報が得られないと

いう声が寄せられています。

国立がん研究センターがん対策情報センターは

「がんになっても安心して生活できる社会をつくる」

第一歩として、全国の公共図書館等と連携してが

ん情報を届ける試みを開始しました。地域の健康

医療情報の発信拠点として、一緒に取り組みませ

んか。

「がん相談支援センター」は、全国の「がん診療連携拠点病院」
や「小児がん拠点病院」「地域がん診療病院」に設置されている、

がんに関するご相談の窓口です。「がん相談支援センター」は、
患者さんやご家族のほか、地域の方々はどなたでも無料で面談

または電話にてご利用いただけます。「がん相談支援センター」で

は、がんに関する治療や療養生活全般、地域の医療機関など
について相談することができます。匿名で相談してもかまいません。

全国のがん相談支援センターについては、がん情報サービスの
「病院をさがす」 をご参照ください。がんの種類や都道府県などを
選択し、病院の検索や情報をご覧いただけます。



公立図書館とがん相談支援センターの
新たな連携に向けたワークショップを
毎年実施しています。

公立図書館とがん相談支援センターの新たな連携や活動

状況の紹介、各地域住民を対象にした医療･健康情報の
連携に関する課題等について話し合う場を設け、取り組みを

さらに推進する機会として、「図書館＆がん相談支援セン

ター連携ワークショップ」を2016年より実施しています。

10月9日開催のワークショップを
アーカイブ配信中です！

オンライン開催した連携ワークショップ「いつでも、

どこでも、だれでもが、がんの情報を得られる地

域づくりの第一歩（in 大阪）」を、図書館総

合展の開催期間中、アーカイブ配信していま

す。下記より、ぜひご覧ください！

図書館総合展 国立がん研究センター イベント出展ページ

https://2020.libraryfair.jp/
forum/2020/f227



寄贈館一覧
【北海道】札幌市中央図書館 美唄市立図書館 函館市中央図書館 市立小樽図書館 旭川市立中央図書館 北見市立中央図書館 岩見沢市立図書館

苫小牧市立中央図書館 北海道立図書館 江別市情報館 市立名寄図書館 滝川市立図書館 市立富良野図書館 登別市立図書館 恵庭市立図書館

石狩市民図書館 栗山町図書館 浦河町立図書館 新ひだか町図書館 音更町図書館 新得町図書館 上士幌町図書館 芽室町図書館 幕別町図書館

本の森 厚岸情報館 滝上町図書館 札幌市図書・情報館 札幌市東札幌図書館 ニセコ町学習交流センター「あそぶっく」 美瑛町図書館 枝幸町立図書館

佐呂間町立図書館 興部町立図書館 足寄町図書室 千歳市立図書館

【青森県】青森県立図書館 五所川原市立図書館

【岩手県】岩手県立図書館 大船渡市立図書館 花巻市立花巻図書館石鳥谷図書館 陸前高田市立図書館

釜石市立図書館 二戸市立図書館 奥州市立胆沢図書館 紫波町図書館 洋野町立種市図書館

【宮城県】仙台市民図書館 宮城県図書館

【秋田県】秋田市立新屋図書館 秋田県立図書館 秋田市立中央図書館明徳館 能代市立図書館 横手市立雄物川図書館 横手市立平鹿図書館 大館

市立図書館（大館市立栗盛記念図書館） 鹿角市立花輪図書館鹿角市立十和田図書館 由利本荘市中央図書館

【山形県】市立米沢図書館 山形県立図書館

【福島県】福島市立図書館 会津市立会津図書館 須賀川市中央図書館 二本松市立二本松図書館 いわき市立いわき総合図書館 白河市立図書館 新

地町図書館 南相馬市立中央図書館 猪苗代町図書歴史情報館

【茨城県】水戸市立内原図書館 茨城県立図書館 ひたちなか市立佐野図書館 潮来市立図書館 神栖市立うずも図書館

【栃木県】宇都宮市立中央図書館 下野市立国分寺図書館

【群馬県】群馬県立図書館 太田市立中央図書館

【埼玉県】さいたま市立中央図書館 熊谷市立妻沼図書館 熊谷市立熊谷図書館 所沢市立所沢図書館 飯能市立図書館 鴻巣市立鴻巣中央図書館 越

谷市立図書館 戸田市立図書館上戸田分館 和光市図書館（本館）桶川市立桶川図書館 埼玉県立久喜図書館 ふじみ野市立上福岡図書館 川口市

立中央図書館

資料



寄贈館一覧
【千葉県】船橋市西図書館 松戸市立図書館 千葉県立西部図書館 習志野市立大久保図書館 市原市立中央図書館 我孫子市民図書館アビスタ本

館 鎌ヶ谷市立図書館袖ヶ浦市立中央図書館 八街市立図書館 山武市立成東図書館

【東京都】都立中央図書館 港区立みなと図書館 新宿区立中央図書館 台東区立中央図書館 大田区立蒲田駅前図書館 北区立中央図書館 足立

区立鹿浜図書館 足立区立梅田図書館 足立区立舎人図書館 足立区立竹の塚図書館 足立区立やよい図書館 足立区立東和図書館 葛飾区立中

央図書館 江戸川区立中央図書館 府中市立中央図書館 調布市立中央図書館 町田市立中央図書館 日野市立平山図書館 東村山市立中央図

書館 都立多摩図書館 立川市中央図書館 荒川区立ゆいの森図書館 あきる野市立中央図書館 小平市中央図書館 東大和市立中央図書館 青梅

市中央図書館 檜原村立図書館 青ヶ島村図書館 日の出町立図書館 小笠原村地域福祉センター父島図書室 三宅村立図書館 墨田区立立花図書

館 品川区立品川図書館 品川区立大井図書館

【神奈川県】菅田地区コミュニティーセンター図書コーナー 横浜市神大寺地区センター図書コーナー 横浜市神奈川図書館 横浜市幸ケ谷公園コミュニティハウ

ス図書コーナー 横浜市神之木地区コミュニティーセンター図書コーナー 横浜市立中央図書館 鎌倉市中央図書館 藤沢市総合市民図書館 藤沢市湘南

大庭図書館 逗子市立図書館 大和市立図書館 座間市立図書館 二宮町図書館 秦野市立図書館

【新潟県】新潟県立図書館 ほんぽーと新潟市立中央図書館 十日町市図書館（十日町情報館）

【富山県】富山県立図書館 黒部市立図書館黒部館 砺波市立砺波図書館 朝日町図書館

【石川県】石川県立図書館

【福井県】福井県立図書館 若狭図書学習センター（福井県立図書館若狭分館）

【山梨県】甲府市立図書館 山梨県立図書館 富士吉田市立図書館 都留市立図書館 山梨市立図書館 大月市立図書館 韮崎市立大村記念図書

館（旧韮崎市立図書館）南アルプス市立中央図書館 北杜市金田一春彦記念図書館 北杜市ながさか図書館 甲斐市立竜王図書館 笛吹市立石和図

書館 上野原市立図書館 甲州市立勝沼図書館

中央市立田富図書館 中央市立玉穂生涯学習館 市川三郷町立図書館 南部町立南部図書館 忍野村立おしの図書館 富士河口湖町生涯学習館

資料



寄贈館一覧
【長野県】県立長野図書館 上田情報ライブラリー 市立小諸図書館（小諸市教育委員会市立小諸図書館）駒ケ根市立図書館 塩尻市立図書館 佐久

市立中央図書館 松川村図書館 松本市中央図書館

【岐阜県】岐阜県立図書館 岐阜市立中央図書館 大垣市立図書館 高山市図書館 多治見市図書館 瑞浪市民図書館 恵那市中央図書館 美濃加

茂市中央図書館 土岐市図書館 各務原市立中央図書館

【静岡県】静岡県立図書館 浜松市立城北図書館 浜松市立舞阪図書館 浜松市立都田図書館 浜松市立佐久間図書館 沼津市立図書館 三島市立

図書館 島田市立金谷図書館 富士市立図書館 磐田市立中央図書館

袋井市立浅羽図書館 袋井市立袋井図書館 裾野市立鈴木図書館 菊川市立図書館（菊川文庫）菊川市立小笠図書館 函南町立図書館

【愛知県】愛知県図書館 名古屋市鶴舞中央図書館 岡崎市立中央図書館 一宮市立中央図書館 瀬戸市立図書館 尾張旭市立図書館 田原市中央

図書館 愛知医科大学病院健康情報室（アイブラリ―）長久手市中央図書館

稲沢市立中央図書館

【三重県】三重県立図書館 四日市地域総合会館あさけプラザ図書館 四日市市立図書館 伊勢市立小俣図書館

尾鷲市立図書館 亀山市立図書館 伊賀市上野図書館 朝日町図書館「あさひライブラリー」 多気町立勢和図書館

みなみいせ図書室 紀宝町立鵜殿図書館 紀伊長島図書室 松阪市松阪図書館 いなべ市北勢図書館 明和町立図書館 長島輪中図書館 伊勢市立伊

勢図書館 津市久居ふるさと文学館 津市津図書館 木曽岬町立図書館

【滋賀県】滋賀県立図書館 東近江市立能登川図書館 長浜市立長浜図書館 守山市立図書館 高島市立今津図書館 米原市立山東図書館 多賀町

立図書館 甲賀市甲賀図書情報館 湖南市立甲西図書館 日野町立図書館

【京都府】京都市北図書館 京都府立図書館 京都市醍醐中央図書館 亀岡市立図書館 京田辺市立中央図書館

【大阪府】大阪市立中央図書館 大阪府立中之島図書館 堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センターまちライブラリープラザ「ひといき」 岸和田市立図

書館 豊中市立岡町図書館 池田市立図書館 貝塚市民図書館 八尾市立志紀図書館 八尾市立龍華図書館 八尾市立八尾図書館 富田林市立金

剛図書館 大東市立中央図書館 箕面市立中央図書館（箕面市子ども未来創造局中央図書館） 門真市立図書館 大阪府立中央図書館

資料



寄贈館一覧
泉南市立図書館 熊取町立熊取図書館 河南町立図書館（河南町立中央公民館図書室）堺市立西図書館 茨木市立中央図書館 泉佐野市立中央図書館

阪南市立図書館 高槻市立中央図書館 泉大津市立図書館 枚方市立中央図書館 吹田市立千里図書館

【兵庫県】姫路市立城内図書館 兵庫県立図書館 加西市立図書館 猪名川町立図書館 いちかわ図書館 三田市立図書館ウッディタウン分館 尼崎市立北図

書館

【奈良県】奈良市立北部図書館 奈良県立図書情報館 大和高田市立図書館 橿原市立図書館 香芝市民図書館

生駒市図書館南分館 生駒市図書館 平群町立図書館 斑鳩町立図書館 広陵町立図書館 桜井市立図書館 田原本町立図書館

【和歌山県】和歌山県立図書館 和歌山県立紀南図書館 橋本市図書館 有田市図書館 御坊市立図書館 新宮市立図書館 岩出市立岩出図書館 那智勝

浦町立図書館

【鳥取県】鳥取県立図書館 米子市立図書館 境港市民図書館 琴浦町図書館

【島根県】島根県立図書館 出雲市中央図書館 海士町中央図書館（島まるごと図書館）西ノ島町コミュニティ図書館『いかあ屋』 隠岐の島図書館

【岡山県】岡山県立図書館 津山市立図書館 瀬戸内市民図書館 もみわ広場 奈義町立図書館

【広島県】広島県立図書館 広島市立中央図書館 呉市中央図書館 大竹市立図書館 はつかいち市民図書館

【山口県】下関市立中央図書館 宇部市立図書館 山口県立山口図書館 防府市立防府図書館 山陽小野田市立中央図書館

【徳島県】徳島県立図書館 徳島市立図書館 美馬市立図書館（旧「美馬市立脇町図書館」）

【香川県】香川県立図書館 まんのう町立図書館

【愛媛県】愛媛県立図書館 宇和島市立中央図書館 新居浜市立別子銅山記念図書館 西条市立西条図書館 松前町ふるさとライブラリー 伊方町立図書館

【高知県】高知県立図書館（高知市立図書館と合同運用） 室戸市立市民図書館 土佐清水市立市民図書館 香美市立図書館（香美市土佐山田図書館）

【福岡県】福岡県立図書館 北九州市立中央図書館 福岡市総合図書館 桂川町立図書館 中間市民図書館

資料



寄贈館一覧
【佐賀県】佐賀県立図書館

【長崎県】長崎県立長崎図書館「ミライｏｎ図書館」

【熊本県】熊本県立図書館 くまもと森都心図書館 人吉市図書館 荒尾市立図書館 菊池市中央図書館 天草市立牛深図書館 天草市立河浦図書館

天草市立中央図書館 大津町立おおづ図書館 菊陽町図書館

【大分県】大分県立図書館 宇佐市民図書館

【宮崎県】宮崎県立図書館 えびの市民図書館 木城町総合交流センター図書室(教育委員会内）都城市立図書館

【鹿児島県】鹿児島県立図書館 鹿屋市立図書館 鹿児島県立奄美図書館

【沖縄県】那覇市立牧志駅前ほしぞら図書館 沖縄県立図書館 宜野湾市民図書館 石垣市立図書館 名護市立中央図書館 豊見城市立中央図書館

うるま市立中央図書館 恩納村文化情報センター（2F：図書情報フロア）金武町立図書館 北中城村あやかりの杜図書館 中城村護佐丸歴史資料図書館

2020年10月現在、
385館に寄贈させていただいています。

資料


