災害に関連する県内公共図書館の取組状況
（平成 23 年 4 月調査実施

以降随時情報追加 ／

岡山県立図書館 図書館支援班）

各館から寄せられた情報をまとめています。詳細は各館におたずねください。
岡山市立図書館
○展示「元気になろう！日本」H23.5 月～H23.6 月中旬（中央図書館）
○展示「東日本大震災から 1 年」H24.1 月（中央図書館）
○展示「3.11～岡山市消防局の救援活動展」H24.8/22～H24.9/5（中央図書館）
○展示「防災の本～3.11 を忘れない～」H24.9 月（中央図書館）
○展示「3.11 と原発」H25.3 月（中央図書館）
○展示「防災の本～災害に備えよう～」H25.9 月（中央図書館）
○展示「語り継ぐ東日本大震災

2011.3.11」H26.3 月（中央図書館）

○展示「東日本大震災関連図書」H27.3/11～H27.3/31（中央図書館）
○展示「東日本大震災から５年」H28.3/1～H28.3/31（中央図書館・一般コーナー）
○展示「災害支援とボランティア」H28.5 月（中央図書館・一般コーナー）
○展示「被災から 22 年

語り継ぐ阪神淡路大震災」H29.1/17～H29.1/31（中央図書館・一般

コーナー）
○展示「東日本大震災

あの日を、忘れないで」H29.2/15～H29.2/28（中央図書館・一般コー

ナー）
○展示「みんなのためにできること」H30.8/1～H30.8/31（中央図書館・一般コーナー）
○展示「わたしの防災

災害を知る

災害に備える」H30.9/1～H30.9/30（中央図書館・一般

災害を知る

災害に備える」R1.8/30～R1.10/6（中央図書館・一般コ

コーナー）
○展示「みんなの防災
ーナー）
○展示「阪神・淡路大震災

25 周年特集展示」R2.1/17～R2.1/26（中央図書館・一般コーナ

ー）
○展示 ESD テーマ展示「防災力」「災害から学ぶ」H27.9/1～H27.10/31（中央図書館・ESD コ
ーナー）
○展示「今だからこそ防災について考える」H28.5 月～H28.6 月（中央図書館・ESD コーナー）
○展示「そうだ

熊本・大分、行こう。」H28.7 月～H28.8 月（中央図書館・ESD コーナー）

○展示「防災について考える」H28.9 月～H28.10 月（中央図書館・ESD コーナー）
○展示「東日本大震災 あの日を忘れない

あの人を忘れない」H29.3 月（中央図書館・ESD コ
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ーナー）
○展示「熊本地震から一年

～復旧とこれから～」H29.4/1～H29.5/31（中央図書館・ESD コ

ーナー）
○展示「防災の準備、それでいいですか？」H29.9 月～H29.10/9（中央図書館・ESD コーナー）
○展示「つながる・これまでも・これからも～３．１１あの日を忘れない～」H30.3/1～H30.3/31
（中央図書館・ESD コーナー）
○展示「防災を学び、復興を応援する。－熊本地震から２年－」H30.4/1～H30.4/28（中央図
書館・ESD コーナー）
○展示「震災の記憶

東日本大震災から８年

熊本地震から３年」H31.3/13～H31.4/30（中央

図書館・ESD コーナー）
○展示「東日本大震災から９年目の春

熊本地震から５年目の春

それぞれの記憶」R2.3/3

～R2.4/30（中央図書館・ESD・SDGs コーナー）
○展示「おかやまの防災」H31.3/13～継続中（中央図書館・郷土コーナー）
○展示「過去から学ぶ水害対策

わたしたちにできること」R1.7/1～R1.7/31（中央図書館・

郷土コーナー）
○展示「2011.3.11 午後 2 時 46 分

東日本大震災」H28.3 月（中央図書館・児童コーナー）

○展示「地震・災害について調べよう」H28.7 月～H28.8 月（中央図書館・児童コーナー）
○展示「防災について調べる」H28.11 月～H28.12 月（中央図書館・児童コーナー）
○展示「災害から学ぶ」H28.11 月～28.12 月（中央図書館・児童コーナー）
○展示「2011.3.11 午後 2 時 46 分 東日本大震災」H29.3 月（中央図書館・児童コーナー）
○展示「熊本地震から一年

学んだこと伝えたいこと」H29.4/1～H29.5/31（中央図書館・児

童コーナー）
○展示「災害に備える

防災に役立てる」H29.9 月～H29.10/9（中央図書館・児童コーナー）

○展示「つながる・これまでも・これからも～３．１１あの日を忘れない～」H30.3/1～H30.3/31
（中央図書館・児童コーナー）
○展示「防災を学び、復興を応援する。－熊本地震から２年－」H30.4/1～H30.4/28（中央図
書館･児童コーナー）
○展示「災害から学ぶ」H31.3/13～H31.4/30（中央図書館・児童 ESD コーナー）
○展示「そのとき、どうする？～震災について知って備えよう～」R2.3/3～R2.4/30（中央図
書館・児童 ESD・SDGs コーナー）
○展示「災害とボランティア」H23.4 月（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「災害ボランティア」H23.4 月（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「大震災から 1 年」H24.2 月～H24.3 月（幸町図書館・一般コーナー）
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（岡山に移住してきた人のために、岡山市関連のパンフ
○展示「岡山で暮らす～3.11、あれから 3 年」
レットやリーフレット、ＮＰＯ作成の移住者のためのパンフレット設置）
（幸町図書館・一般コーナー）

○展示「3.11、あれから 5 年」H28.3 月～H28.4 月（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「３．１１あの日を忘れない」H29.3/1～H29.3/31（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「東日本大震災関連資料展示」H29.4/6～H29.4/30（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「いざ！防災を考えよう」H30.3 月（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「巡回展示

つながる・これまでも・これからも -3.11 あの日を忘れない-」H30.5/20

～H30.6/17（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「身の回りの防災チェック」H30.9 月（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「地域連携展示

桑田中学校防災調べ学習～考えてみよう！地域の防災～」H31.3/12

～H31.3/31（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「水を知る」※一部水害についての本を展示 R1.6 月（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「備えて安心！９月は防災月間」R1.9 月（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「３．１１に想いをはせて」R2.3/9～R2.4/22（幸町図書館・一般コーナー）
○展示「考えてみよう 話し合ってみよう（津波・災害・ボランティア・原子力発電など）」
H23.3/19～H23.4 月（幸町図書館・児童コーナー）
○展示「考えてみよう 3.11」H26.3 月（幸町図書館・児童コーナー）
○展示「よりよい暮らしのために（さまざまな危機管理）
」H23.4 月（幸町図書館・AV コーナー）
○展示「3.11 から 3 年

その日、その時から、何があったか…映像と共に考える東日本大震

災」H26.3 月（幸町図書館・AV コーナー）
○展示「考えてみよう ３．１１」H28.3/3～H28.4/27（幸町図書館・児童コーナー）
○展示「考えてみよう ３．１１」H29.2/21～H29.3/31（幸町図書館・児童コーナー）
○展示「９月は防災の月！地震・雷・火事・台風」H29.9 月（幸町図書館・児童コーナー）
○展示「考えてみよう ３．１１」H30.3 月（幸町図書館・児童コーナー）
○展示「９月は防災の月！地震・雷・火事・台風」H30.9/1～H30.10/31（幸町図書館・児童コ
ーナー）
○展示「考えてみよう ３．１１」H31.3/12～H31.3/31（幸町図書館・児童コーナー）
○展示「考えよう３．１１」R2.2/22～R2.3/31（幸町図書館・児童コーナー）
○展示「映像と共に考える東日本大震災」H28.3/3～H28.5 月（幸町図書館・AV コーナー）
○展示「映像と共に考える東日本大震災」H29.2 月中旬～H29.3/31（幸町図書館・AV コーナー）
○展示「映像と共に考える東日本大震災」H30.2 月～H30.3 月（幸町図書館・AV コーナー）
○展示「常設展示

映像と共に考える東日本大震災」H30.4～継続中（幸町図書館・AV コーナ

ー）
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○展示「３．１１から９年

映像と共に考える東日本大震災」R2.3 月（幸町図書館・AV コー

ナー）
○展示「震災、原子力の関連本の展示」H23.5 月頃（浦安総合公園図書館）
○展示「東日本大震災から 2 年」H25.3/5～H25.3/17（浦安総合公園図書館）
○展示「東日本大震災から 3 年」H26.3/4～H26.3/16（浦安総合公園図書館）
3/4～11 「東日本大震災を思い出す」（震災関連の報道記録、手記、絵本、児童書等）
3/12～16 「東日本大震災から考える」（防災、エネルギー、放射能等に関する本を展示）
○展示「災害にそなえていますか？いざという時のために！」R1.7/2～R1.7/31（浦安総合公
園図書館・一般コーナー）
○展示「絵本等、災害に関する展示」R2.3/1～R2.3/30（浦安総合公園図書館・児童コーナー）
○展示「防災写真展」H23.6/18～H23.7/5（足守図書館）
○展示「震災、自然災害に関する本」H23.3 月～H23.4 月末（建部町図書館）
○展示「備えよう、防災」R1.9/1～R1.10/31（建部町図書館・一般コーナー）
○展示「震災関連の本の展示」H23.3 月以降随時（御津図書館）
○展示「東日本大震災

知ること

忘れないこと

想像すること」H28.3/15～H28.4/15（御津

図書館）
○展示「震災関連の本の展示」H30.9/1～H30.9/30（御津図書館）
○展示「震災関連の本の展示」R1.9/1～R1.9/30（御津図書館）
○展示「東日本大震災と原発」H23.3 月から 1 年間（瀬戸町図書館）
○展示「備えあれば、憂いなし」H25.8 月～H25.9 月（瀬戸町図書館）
○展示「あなたを守る（防災等）H26.4 月～H26.11 月（瀬戸町図書館）
○展示「防災を考えよう」H28.8 月～H28.9 月（瀬戸町図書館）
○展示「もしもに備える」H29.9 月（西大寺緑化緑の図書室）
○展示「そなえて安心、防災意識」R1.9 月（西大寺緑化緑の図書室）
○情報提供

防災関連資料およびホームページを紹介するリストを作成し、防災キャンプにて

配布 H24.8/18（中央図書館）
○館内への義援金募金箱の設置 H23.3～H25.4 現在は終了（足守図書館）
○映画上映「きょうを守る」H24.3/10～H24.3/11（幸町図書館）
○ビデオシアター「東北楽天被災地に誓った初優勝」上映 H28.3/11（幸町図書館）
○近隣地域の施設（病院等）での震災チャリティーコンサート H23（浦安総合公園図書館）
○防災キャンプに参加
を実施

岡輝公民館主催行事にて、防災に関する資料の紹介および読み聞かせ

H24.8/18（中央図書館）

○新着 AV 資料の棚に東日本大震災関連コーナーを設置。東日本大震災関連の DVD を新着案内
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で紹介。H26.3 月～継続中（幸町図書館）
○岡山市の防災マニュアルやハザードマップの収集・配布（幸町図書館）

○情報提供

岡山市東区主催「歴史から学ぶ防災シンポジウム in 東区」への資料出品

百

花プラザにて、所蔵の災害記録（過去の水害・地震を記録した古文書等）をロビーに展
示 H31.1/26（中央図書館・郷土コーナー）
○情報提供

大元公民館より大元学区自主防災会作成の「大元学区防災マップ 2018」を収集

し・配布（幸町図書館・一般コーナー）
○平成３０年７月豪雨で浸水した学校図書館・保育園へ、リサイクル本の提供
○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
倉敷市立図書館
○展示「震災と原子力発電の本」H23.4 月～H27.5 月（中央図書館）
○展示「震災から 2 年」H25.1/26～H25.3/28（中央図書館）
○展示「防災・震災の本」H23.4/1～H23.4/30、H25.2/1～H25.2/28（中央図書館）
○展示「防災の本」H27.9/25～H27.10/30（中央図書館・一般室）
○展示「震災減災を考える」H28.2/27～H28.3/24（中央図書館・一般室）
○展示「防災に関する本」H28.2/27～H28.3/13（中央図書館・こどもしつ）
○展示「防災・震災の本」H29.2/25～H29.4/27（中央図書館・一般室）
○展示「震災関連本」H29.4/1～H29.4/27（中央図書館）
○展示「防災の本」H30.2/23～H30.3/31（中央図書館・一般室）
○展示「防災の本」H29.9/1～H29.9/28（中央図書館・こどもしつ）
○展示「防災の本」H30.3/31～H30.4/26（中央図書館・一般室）
○展示「危険から身を守る本」R1.9/1～R1.9/26（中央図書館・児童室）
○展示「防災の本」R2.2/9～R2.3/31（中央図書館・一般室）
○展示「災害の本（児童向け）」H23.6/25～H23.7/23（水島図書館）
○展示「備えよう災害（一般向け）
」H23.10/1～H23.10/27（水島図書館）
○展示「知る！備える！災害の本（一般向き）
」H25.2/23～H25.3/28（水島図書館）
○展示「備えよう防災（一般向き）H25.8/30～H25.9/25（水島図書館）
○展示「防災の本（児童向き）H26.3/1～H26.3/27（水島図書館）
○展示「走れ！移動図書館プロジェクト写真展」H27.9/15～H27.9/24（水島図書館）
○展示「防災の本（一般書）H28.4/1～H28.4/30（水島図書館）
○展示「防災の本（児童書）H29.3/1～H29.3/30（水島図書館）
○展示「防災の本（一般・児童）」H30.2/23～H30.3/29（水島図書館）
○展示「知る！備える！！災害」H30.8/1～H30.10/25（水島図書館）
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○展示「防災の本（一般・児童）」H31.3/1～H31.3/28（水島図書館）
○展示「防災の本（一般・児童）」R2.2/29～R2.3/26（水島図書館）
○展示「震災の本展、防災の本展」H23.4/1～H23.4/30（児島図書館）
○展示「防災の本

H23.9 月

地震にまけるな！ニッポン」H24.3 月（児島図書館）

○展示「災害から身を守る本（児童書）」H24.3 月（児島図書館）
○展示「防災の本展」H24.1/5～H24.1/31、H24.9/1～H24.9/30（児島図書館）
○展示「３・１１ヲワスレナイ～私たちの記憶」H27.3/1～H27.3/26（児島図書館・一般室）
○展示「災害から身を守る本」H27.3/1～H27.3/26（児島図書館・こどもしつ）
○展示「防災の本」H27.9/1～H27.9/30（児島図書館・一般室）
○展示「台風・自然災害の本」H27.9/1～H27.9/30（児島図書館・こどもしつ）
○展示「災害時の備えは？」H27.9/1～H27.9/30（児島図書館）
○展示「災害から身を守る本」H28.5/1～H28.5/26（児島図書館・こどもしつ）
○展示「地震に負けるなニッポン」H29.1/5～H29.3/30（児島図書館・一般室）
○展示「防災の本」H29.4/1～H29.4/27（児島図書館）
○展示「台風・自然災害の本」H29.9/1～H29.9/28（児島図書館）
○展示「災害から身を守る本」H30.2/23～H30.3/29（児島図書館）
○展示「真備図書館被災写真及びハザードマップ展示」H30.8/1～H30.9/30（児島図書館）
○展示「台風・自然災害の本」H30.9/1～H30.9/30（児島図書館）
○展示「災害から身を守る本」H31.3/1～H31.3/31（児島図書館）
○展示「災害から身を守る本」R1.6/1～R1.6/30（児島図書館）
○展示「台風・自然災害の本」R1.9/1～R1.9/29（児島図書館）
○展示「災害を考える本」R2.1/5～R2.2/29（児島図書館）
○展示「災害に備える本」H23.5/1～H23.6/30（玉島図書館・一般室）
○展示「節電！電気の本」H23.7/1～H23.7/31（玉島図書館・一般室）
○展示「玉島絵巻～災害編」H23.8/1～H23.10/31（玉島図書館）
○展示「震災を考える本」H24.3/1～H24.3/31（玉島図書館）
○展示「防災の本」H24.1/5～H24.1/31、H25.8/31～H25.9/26、H26.1/5～H26.1/30（玉島図書
館・一般室）
○展示「倉敷市内各地区ハザードマップ展」H24.9/1～H24.10/30（玉島図書館・一般室）
○展示「3.11 を忘れないの本」H26.3/1～H26.4/24（玉島図書館）
○展示「備えてますか？非常持出品」H26.8/30～H26.10/24（玉島図書館）
○展示「3.11 を忘れないの本」H27.2/28～H27.3/26（玉島図書館）
○展示「防災の本」H27.8/29～H27.9/24（玉島図書館）
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○展示「災害の記録」H27.8/29～H27.9/24（玉島図書館）
○展示「3.11 を忘れないの本」H28.1/30～H28.3/24（玉島図書館）
○展示「3.11 を忘れない」H29.1/28～H29.3/30（玉島図書館）
○展示「日頃の備え」H28.4/30～H28.5/26（玉島図書館）
○展示「防災の本」H28.9/1～H28.9/29（玉島図書館）
○展示「防災の本」H29.9/1～H29.9/28（玉島図書館）
○展示「災害の記録」H29.9/1～H29.10/26（玉島図書館）
○展示「3.11 を忘れない」H30.1/27～H30.2/25（玉島図書館）
○展示「3.11 を忘れない」H31.1/26～H31.2/20（玉島図書館）
○展示「3.11 を忘れない」R2.2/1～R2.2/29（玉島図書館）
○展示「いま、エコについて考える」H23.7/19～H23.8/31（玉島図書館・児童室）
○展示「危険から身を守る本」H23.5/1～H23.5/31、H24.9/1～H24.9/30、H25.8/31～H25.9/26、
H26.3/1～H26.3/30（玉島図書館・児童室）
○展示「危険から身を守る本」H27.8/9～H27.9/24（玉島図書館・児童室）
○展示「危険から身を守る本」H28.9/1～H28.9/29（玉島図書館・児童室）
○展示「危険から身を守る本」H29.9/1～H29.9/28（玉島図書館・児童室）
○展示「危険から身を守る本」R1.9/1～R1.9/26（玉島図書館・児童室）
○展示「倉敷市、未曽有の大災害」写真・ハザードマップ・新聞の切り抜き等の掲示、災害関
連パンフレット、関連本の展示：H30.7～継続中（玉島図書館）
○展示「3.11 がめぐってくる」H24.2/1～H24.3/11（真備図書館）
○展示「3.11 を忘れない本」H25.2/13～H25.3/12（真備図書館）
○展示「3.11 特集」H26.2 月～H26.3/11（真備図書館）
○展示 「阪神大震災２０年・東日本大震災４年」（合わせて新聞報道も掲示）H27.1/17～
H27.2/28（真備図書館）
○展示 「備えは大丈夫ですか？」H28.4/15～H28.4/30（真備図書館）
○展示「つなみ・じしんのほん」H30.3/1～H30.3/29（真備図書館）
○展示 「いざというときの備えに、防災・地震の本」H28.4 月中旬～H28.5 月末（船穂図書館）
○展示「防災・災害の本」H31.3/1～H31.3/28（船穂図書館）
○展示「防災・災害の本」R1.6/29～R1.7/25（船穂図書館）
○展示

情報提供 「防災、今不安に思うこと１００人アンケート」を実施 H26.9/1～、回収・

集計し館内掲示
○展示

情報提供

同時に防災グッズの展示

図書の展示

H26.10 月（児島図書館）

「がんばれ鳥取県！」H29.2/1～H29.2/22

ンフレット等を展示・配布（真備図書館）
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関連本の他に鳥取県の観光パ

○情報提供

資料収集「復興釜石新聞」縮刷版 1，2 および本紙収集 H27.1/14 号～（継続中）

（玉島図書館）
○情報提供

図書資料を収集、児童向けチラシ「あおば」H25.2 月号にて震災の本を紹介

（真備図書館）
○情報提供

防災グッズリスト（阪神・淡路大震災記念

人と防災未来センター発行）の配布

（中央図書館・水島図書館）
○情報提供

倉敷市立図書館ホームページ

「真備図書館からのお知らせ」ページを開設

H30.7 月～継続中
○情報提供

真備図書館の被災状況の写真掲示」： H30.8 月～継続中（中央図書館）

○情報提供 「倉敷市役所からのお知らせ（H30 年 7 月豪雨災害関連）
」
「まび復興だより」の
掲示・収集：H30.8/1～継続中（水島図書館）
○情報提供

東日本震災資料の収集（児島図書館）

○情報提供

「まび復興だより」の掲示：H30.8/1～継続中（船穂図書館）

○館内への義援金募金箱の設置（全館、ただし、水島図書館は H24.9/30 まで、船穂図書館・
真備図書館は H24.3/31 まで、玉島図書館は H26.8/31 まで、児島図書館は H24.4/1 から中止
していたが、H27.4/1 より再開継続中、中央図書館は H28.4/30 まで）
○真備図書館の図書購入のための寄付金募集

R2.3 月～

○真備図書館の図書購入のための募金箱設置

R2.3 月～（全館）

○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
○郷土講座「福田の大津波の傷跡」を開催 H23.10/29（水島図書館）
○講演会「AMDA 被災地へ！」 H24.3/3（真備図書館）
○講演会「『医療和平』という言葉を知っていますか」AMDA による 2 年目の被災地支援活動等
についての講演会

H25.3/9（真備図書館）

○講演会「お国事情で考える！災害時にペットと一緒に生き抜くために！！」H26.9/28（玉島
図書館）
○講演会「同行避難～その時あなたはペットを守れますか」H28.1/30（児島図書館）
○「減災グッズリスト」
（人と防災未来センターHP よりダウンロード）配布（水島図書館）
○放送大学連携講座 「平成 30 年 7 月豪雨」時の岡山県下の降雨状況について」H30.12/8（中
央図書館）
津山市立図書館
○展示「震災特集」H23.3/13～（津山市立図書館）
○展示「3.11 から明日へ」H24.12/1～H24.12/25、H25.3/11～H25.3/25（津山市立図書館）
○展示「防災展示」H26.3/1～H26.3/31（津山市立図書館）
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○展示「シャンティ国際ボランティア会協力による写真パネルおよび関連書籍の展示」
H26.10/22～H27.11/20（津山市立図書館）
○展示「東日本大震災～あれから５年～」H28.3/1～H28.3/31（津山市立図書館）
○展示「東日本大震災に関する展示」（一般書）H30.2 月～H30.3/31（津山市立図書館）
○展示「東日本大震災～あの日を忘れない～」H31.3/1～H31.3/31（津山市立図書館）
○展示「災害関連特集」R1.9/1～R1.9/30（津山市立図書館）
○展示「東日本大震災から８年…」
（児童特集）R2.3/1～R2.3/31（津山市立図書館）
○展示「東日本大震災の記憶と防災」R2.3/10～R2.3/31（津山市立図書館）
○展示「災害に関する本」（児童書）H30.2 月～H30.3/31（久米図書館）
○展示「地震・防災に関する特集」H31.1/4～H31.1/31（久米図書館）
○展示「西日本豪雨災害から１年」R1.7/1～R1.7/31（久米図書館）
○情報提供「西日本豪雨災害から１年」特集に合わせ、ハザードマップや、県から発行されて
いる「ももたろうの防災」の展示、広報津山の防災記事「大雨による災害から身を守るため
に」の掲示（久米図書館）
○展示「災害を考える」H31.1 月～H31.2 月中旬（勝北図書館）
○ビジネス支援講演会「3.11 から明日へ～危機に学ぶ事業継承」H24.12/22（津山市立図書館）
○情報提供

ビジネス支援講演会にあわせてチラシ裏面に情報源・ブックリスト作成

○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
○東日本大震災の被災地の子どもを対象に「夏休み親子保養プロジェクト」参加者へ自動車文
庫出張貸出と出張読み聞かせを実施

H24.7/25、H25.7/25、H26.7/22、H27.7/31、H30.8/20

（津山市立図書館）
○講演会「警戒レベル４！全員避難！その時あなたは？」R1.9/1 津山市危機管理室職員を講
師にした災害への備えについての講演会。地元町内会の皆さんも参加。（津山市立図書館）
玉野市立図書館
○展示「震災関連図書」H27.3/10～H27.3/31（憩いの読書室）
○展示「あの日を忘れない」H28.3/1～H28.3/31
○展示「災害に備える」
（入口新刊横特別展示）R1.6/25～R1.7/28
○情報提供

閲覧用ハザードマップ作成

○館内への義援金募金箱の設置 H23.3/12～H23.12/27
○夏休み子供向け特別講座「心肺蘇生講習」R1.7/28
笠岡市立図書館
○展示「震災とボランティア」H23.5/1～H23.5/29
○展示「東日本大震災の記録～笠岡市の活動を通して～」H24.3/1～H24.3/30（市消防本部、上下水
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道部の活動写真や被災地の新聞などのパネル展示）

○展示「東日本大震災パネル展」H25.2/23～H25.3/28（笠岡地区消防組合の活動写真のパネル等を
展示）

○展示「東日本大震災パネル展」H26.3/1～H26.3/27
○展示「藤井豊写真展「僕、馬

I am a HORSE」」H27.2/28～H27.3/29

○展示「東日本大震災写真展」H28.2/27～H28.3/24
○展示「震災に備える」H28.10/25～H28.11/22
○展示「災害に備えよう！」H30.8/28～H30.9/24
○情報提供

写真展に合せて、震災関連資料の特集コーナーを設置

H28.2/27～H28.3/24

○館内への義援金募金箱の設置（継続中）
○ドキュメンタリー映画「生き抜く－南三陸町

人々の一年－」上映会

H26.3/1

○映画「遺体－明日への十日間－」上映会（11 月 5 日津波・防災の日に合わせた取組）H28.11/6
井原市立図書館
○展示「防災」H25.8 月末～H25.9 月中旬
○情報提供 （「防災対策総合ガイド 新版」
（岡山県）、
「災害時食の備え
中保健所井笠支所井笠栄養改善協議会）、「いのちをまもろう

井笠版」
（岡山県備

ぼうさいほん」（アクセア岡

山駅前店））
（冊子の配布は終了、現在は情報提供のみ）（美星図書館）
○館内への義援金募金箱の設置（継続中）（井原図書館）
○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
帰省されている場合、帰省先にお住まいの家族名でカードを作成し、連絡先として、利用さ
れる方の名前、連絡先を教えてもらっている。もし、本人確認できるものがあれば提示して
もらっている。
○町内の幼児学級の親子が来館時、防災をテーマに、小さい子どもを守るためにどうしたらい
いかが描かれた紙芝居や豆知識を話したり、関連機関から取り寄せた冊子（震災に関する情
報提供で記入したもの）を配布 H26.2 月（美星図書館）
総社市図書館
○展示「防災」H26.3/1～H26.3/31
○展示「災害に備えていますか」H28.6 月～H28.7 月
○展示「防災かるた」H28.6 月～H28.7 月
○展示 写真展「総社市の熊本地震支援活動状況」H28.6 月～H28.7 月
○展示「総社市洪水・土砂災害ハザードマップ」「総社市地域防災計画」等の展示 H28.6 月～
H28.7 月
○展示「百均で作る災害用持ち出し袋」H28.6 月～H28.7 月
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○展示「災害について考える～総社市の取り組み～」
（総社市緊急消防救助隊の活動写真パネ
ルもあわせて展示）H30.3/13～H30.4/15
○展示「総社市と野口健さん等とテント村を支援」（NPO 法人ピーク・エイド代表の野口健さ
んが熊本県益城町で行ったテント村での実施をまとめ）H29.4 月～H29.5/31
○展示「作家から見た東日本大震災」H31.3/19～H31.4/9
○館内への義援金募金箱の設置（継続中）
○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）身分証明書がなくても利用登録可
高梁市図書館
○展示「防災啓発」H23.4/23～H23.5/31（高梁中央図書館）
○展示「防災啓発」H23.8/6 市教委イベント「子育てふれあいフェスティバル 2011」でパネ
ルと図書展示（高梁中央図書館）
○展示「平成 30 年 7 月豪雨
○情報提供

あれから 1 年…」R1.7/2～R1.7/31（高梁市図書館）

地震他災害関係の図書資料（S9、S47 年の市内災害状況が掲載された写真等）

（高梁中央図書館）
○情報提供

消防署から「防災グッズ」セットを借りて、手にとってみてもらうようにした

（高梁中央図書館）
○情報提供 「西日本豪雨関連記事スクラップ」西日本豪雨で被災した高梁に関連する記事を
スクラップで纏めたもの（高梁中央図書館）
○被災地域から避難された方に対する利用者登録
○市が作成した「東日本大震災で被災された皆さま方へ」
（住宅・生活・就学・就労支援）の
パンフレットを設置（高梁中央図書館）
○学校やボランティア団体用に防災関係の大型絵本や紙芝居を購入（高梁中央図書館）
新見市立図書館
○展示「東日本大震災に関する本の展示」H26.3/11
○展示「災害に備えを！」R1.7/1～R1.7/30（中央図書館）
○展示「震災に関連する写真集の展示」H30.9/1～H30.12/28（哲多総合センター図書コーナー）
○展示「災害に関連する写真集の展示」（常設）（哲多総合センター図書コーナー）
○館内への義援金募金箱の設置（H28 年度で終了）（中央図書館・哲西図書館）
○市民有志による義援金募金箱を設置（中央図書館）
○被災地域から避難された方に対する利用者登録（中央図書館）
○毎年「一箱古本市」で、店主の参加費を東松島市図書館へ書店を通じて寄付（継続中）（哲
西図書館）
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備前市立図書館
○展示「防災に備えよう」H29.7/1～H29.7/30
○展示「もしもに備えよう－災害・防災－」H30.7/1～H30.7/29（備前市立図書館）
○展示「災害に備えよう」R1.8/1～R1.8/31（備前市立図書館）
○展示「防災」R1.9/1～R1.9/29（備前市立図書館日生分館）
○展示「もしもに備える」R1.9/1～R1.9/29（備前市立図書館吉永分館）
○情報提供

資料収集

震災・防災に関連する資料収集（継続中）

○館内への義援金募金箱の設置（終了）
○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
○一時避難者受入れのシェアハウスも団体貸出（継続中）
瀬戸内市立図書館
○展示「震災コーナー」常設
○展示「東日本大震災関連書籍」常設
○展示「3.11 の記憶～南三陸でみたもの～若林直嗣写真展～」H25.3/1～H25.3/17
○展示「知って備える防災の知恵」H30.8/28～H30.9/23
○展示「ぼうさいってなあに？～いのちをまもる」H30.8/28～H30.9/23
○展示「３．１１を読む（震災テーマの文学）
」H31.2/28～H31.3/15
○展示「東日本大震災」R2.3/1～R2.3/11
○情報提供「資料リスト作成」「忘れない『3.11』東日本大震災」（H24.5）作成
○情報提供

市民有志による防災講演会に「防災まちづくり」とだいした関連資料リストを提

供、合わせ資料を展示、貸出を行った。
○情報提供

市民有志と共催で防災・減災

映画上映会「飯館村

わたしの記録」と関連資料

展示（H31.3/15）
○情報提供「暮らしを守る」として防災関連資料の棚を別置。ハザードマップ・防災メールマ
ガジン等パンフレットも配布し、より詳しい資料のある書架への案内も掲示。（継続中）
○講演会「3.11 の記憶～南三陸でみたこと・きいたこと～若林直嗣講演会～」H25.3/16
赤磐市立図書館
○展示「まさかの時」H23.3/13～H23.4/17（中央図書館・一般）
○展示「考えてみよう、ぼくたちわたしたちのちきゅう」H23.3/13～H23.4/17（中央図書館・
児童）
○展示「防災とボランティア」H26.1/5～H26.1/30（震災時にボランティアで救援活動に参加
した赤磐消防本部の記録写真の展示と「震災」
「防災」
「ボランティア活動」などの関連資料
の紹介）（中央図書館）
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○展示「防災とボランティア」H27.1/6～H27.1/29（広島市土砂災害のボランティアで救援活
動に参加した赤磐消防本部の記録写真の展示と「震災」
「防災」
「ボランティア活動」などの
関連資料の紹介）（中央図書館）
○展示「災害・ボランティア」H31.1/5～H31.1/31（中央図書館）
○展示「防災」R2.2/29～R2.3/26（中央図書館）
○展示「震災」H23.3 月中旬～（赤坂図書館）
○展示「防災」H27.3/1～H27.3/31（赤坂図書館）
○展示「東日本大震災

あの日を忘れない」H29.3/11～H29.4/11（赤坂図書館）

○展示「東日本大震災

あの日を忘れない」H30.3/11～H30.3/31（赤坂図書館）

○展示「防災」H31.3/11～H31.3/31（赤坂図書館）
○展示「防災」R2.3/11～R2.3/31（赤坂図書館）
○展示「エネルギーと防災」H23.3 月中旬～H23.4 月初旬（熊山図書館）
○展示「津波」H24.3 月中旬～H24.4 月下旬（熊山図書館）
○展示「津波と防災」H25.3/1～H25.3/31、H26.3/1～H26.3/31（熊山図書館）
○展示「３．１１、あれから４年…」H27.3/1～H27.3/31（熊山図書館）
○展示「防災を考える」H30.9/1～H30.9/30（熊山図書館）
○展示「防災を考える」R2.3/1～R2.3/31（熊山図書館）
○展示「３．１１、あの日から４年」H27.3/1～H27.3/31（吉井図書館）
○展示「震災・防災」H30.3/11～H30.3/31（吉井図書館）
○展示「震災・防災」H31.2/15～H31.3/12（吉井図書館）
○展示「震災・防災」R1.9/1～R1.9/29（吉井図書館）
○講座「老若男女あつまれ！災害が少ないまちで考える避難所運営」H28.8/24（中央図書館）
○講座「命を救うご近所力

～あなたはどう判断し、どうこうどうしますか～」H30.2/3（中

央図書館）
○原子力発電及び東日本大震災に関連する図書等の資料を積極的に購入、紹介（中央図書館）
○「災害」、
「防災」、
「エネルギー」に関して予算の許す範囲内で資料収集し、「コーナー」に
展示（熊山図書館）（終了）
○情報提供

提供された東北 3 県合同新聞を新聞架に設置（中央図書館）

○情報提供「原子力」
「エネルギー」
「東日本大震災」に関する図書を収集し、年間を通してコ
ーナー展示（熊山図書館）（終了）
○館内への義援金募金箱の設置（終了）
○被災地域から避難された方に対する利用者登録（終了）
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真庭市立図書館
○展示「防災について考える」H30.9/1～H30.9/30（中央図書館）
○展示「防災グッズの展示」H30.9/1～H30.9/30（中央図書館）
○展示「原子力」H24.2 月～H24.3 月（久世図書館）
○展示「震災に関連する展示」H30.3/11～H30.3/14（久世図書館）
○展示「防災」H30.9/1～H30.9/30（久世図書館）
○展示「防災」H29.9/1（北房図書館）
○展示「震災に関する書籍・写真集」H30.9/1～H30.9/15（北房図書館）
○展示「東日本大震災」H25.3/1～H25.3/23（勝山図書館）
○展示「防災」H28.3 月（勝山図書館）（美甘図書館）
○展示「災害関連図書の展示」期間は決めていない（美甘図書館）
○展示「防災」H28.11/1～H28.11/30（蒜山図書館）
○情報提供

随時購入（登録した際にはケーブルテレビ等で発表した）（全館共通）

○情報提供「災害時要援護者避難支援マニュアル」（真庭市発行）を設置 H25（全館共通）
○情報提供「市防災マップ」（北房図書館）
○館内への義援金募金箱の設置（複合施設全体で設置）（継続中）（美甘図書館）
○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
○地域の小学校で東日本大震災に関する読み聞かせを実施

H28.3/14

美作市立図書館
○展示「３．１１」H28.2/14～H28.3/31（中央図書館）
○展示「東日本大震災の記憶」H29.3/7～H29.3/31（中央図書館）
○展示「災害に備える」H30.2/1～H30.3/11（中央図書館）
○展示「災害に備える」H31.3/1～H31.3/31（中央図書館）
○展示「災害から学ぶ」R2.3/1～R2.3/29（中央図書館）
○展示「忘れないあの日のことを」H28.3/1～H28.3/31（作東図書館）
○展示「忘れないあの日のことを」H29.3/1～H29.3/31（作東図書館）
○展示「忘れないあの日のことを」H30.2/1～H30.3/31（作東図書館）
○展示「忘れないあの日のことを」H31.3/1～H31.3/31（作東図書館）
○展示「３．１１忘れない。あの日のことを。
」R2.2/25～R2.3/19（作東図書館）
○展示「防災の日－災害に備えよう－」H28.9/1～H28.9/30（英田図書館）
○展示「３．１１－災害のこわさを忘れないで－」H29.3/1～H29.3/31（英田図書館）
○展示「防災の日－災害に備えよう－」H29.9/1～H29.9/30（英田図書館）
○展示「３．１１－災害のこわさを忘れないで－」H30.3/1～H30.3/31（英田図書館）
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○展示「３．１１東日本大震災」（ミニコーナーに関連する本を展示）H31.2/15～H31.3/12
（英田図書館）
○展示「３．１１東日本大震災」R2.3/1～R2.3/29（英田図書館）
○展示「あの日のこと、そしてこれからのこと。」（継続中）（東粟倉図書館）
○展示「忘れない３・１１」R2.3/1～R2.3/15（東粟倉図書館）
○資料収集

地域のハザードマップから阪神大震災での実践記録も含め網羅的に収集。

被災時の自助に関する資料を震災関連資料常設コーナーに随時追加。
（東粟倉図書館）
○情報提供

資料収集（災害・防災に関する資料の収集・展示）（継続中）（市内全館）

○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）（市内全館）
○災害に関する資料、地域避難マップなどの常設コーナーの設置
○節約生活の特集を組み、それに関する資料の提供を実施（中央図書館、作東図書館）
○節電に関する資料を展示、貸出（英田図書館）
○防災関係の絵本・紙芝居の展示・貸出（作東図書館）
和気町立図書館
○展示「防災を考える本」H23.9 月
○展示「防災を考える本」H30.9 月
○展示「防災について考える本」R1.8/27～R1.9/8
○館内への義援金募金箱の設置 H22.3 月～H23 年度中
○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
早島町立図書館
○展示「電力と節電対策のあれこれ」H24.1 月～H24.2 月
○展示「災害に備えるために」H24.4 月～H24.5 月
○展示「原発再稼働を考える」H26.12/1～H27.1/29
○展示「川越文子氏詩パネル展」（東日本大震災後岡山へ移住してきた家族の写真）
○展示「災害に関する資料展示」H30.9/1～H30.9/30
○展示「防災について知っていますか？」R1.9 月～R1.10 月
○情報提供

記録写真等や防災対策等の資料収集

○情報提供

原発についての本を収集

○情報提供

DVD「ボクらはみんな生きている―石巻専修大学学生からの発信」※他館貸出可

展示

○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
○防災講演会「いつからでもだれにでも取り組める防災」H30.8/22
○防災講演会「災害時に命を守る行動ができますか」R1.9/16（併せて、防災グッズの展示）
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里庄町立図書館
○展示「防災本」「東日本大震災関連の本」H23.9/1～H23.9/29
○展示「あの日を忘れない」H24.9/1～H24.9/29
○展示「防災の本・東日本大震災関連の本」「里庄町のハザードマップ展示」
H25.9/1～H25.9/30
○展示「防災に関する本」H26.9/1～H26.9/30
○展示「防災・減災の本」H27.9/1～H27.9/29
○展示「子どもの本が描く東日本大震災」H28.3/1～H28.3/31
○展示「防災・減災の本」H28.9/1～H28.9/29
○展示「減災・防災の本」H29.9/1～H29.9/29
○展示「減災・防災の本」H30.9/1～H30.9/29
○展示「減災・防災の本」R1.9/1～R1.9/30
矢掛町立図書館
○展示「東北に行こう」H23.4 月～H23.6 月
○展示「東日本・熊本地震から学ぶ～防災意識を高めよう～」H26.4 月～（継続中）
（タイトル変更あり H28）
○展示「自然災害・もしもに備えて」H23.3 月～（継続中）
○展示

高校生の取り組みをパネルで紹介 H30.2 月～H30.3 月

○展示「自然災害に学ぶ」
○情報提供

震災・防災に関する資料の収集

○情報提供

図書館だよりで防災について特集

○情報提供

災害に関連する本を別置

○館内への義援金募金箱の設置

随時展示
H25

H23～H27.3/31

○被災者の方々へメッセージを届けようコーナーを設けている
○司書 7 名全員が NHK「花は咲くプロジェクト」へ参加

H23～H25

H25

○被災地訪問報告ライヴ「矢掛町に生かそう！被災地の経験・生き方を」講師：池田祐佳子さ
ん H26.2/8
○「３．１１を忘れない」という「題」で利用者にメッセージを書いていただいて貼り出す（継
続中）
鏡野町立図書館
○展示「東日本大震災」H23.6 月～H23.10 月
○展示「災害は忘れたころにやってくる」H28.1 月～H28.3 月
○展示「備えていますか？防災」H29.9/1～H29.9/30
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○展示「災害は忘れたころにやってくる」H31.1 月～H31.3 月
○情報提供

関連資料の提供

○被災地域から避難された方に対する利用者登録
○東北の新聞を見やすいところに設置
勝央図書館
○特集コーナーの設置「防災のすすめ」H24.3 月、H25.3 月
○特集コーナーの設置「節電・エコ」H24.6 月、H25.6 月
○展示

防災・地震に関するもの

H25.3 月

○展示・特集「忘れない。東日本大震災」H27.3 月
○展示「緊急特集！防災・地震・避難対応等関連資料

鳥取県中部地震関連」H28.10/2～

H28.11/30
○展示「防災」（児童・一般）H30.3/1～H30.3/31
○情報提供

東日本大震災に関連した資料収集（防災、放射能、原発、救助、写真、節電）

H23.6 月
○情報提供

資料収集「防災の本特集」H29.3 月

○情報提供

資料収集（避難訓練、防災グッズ、防災・放射能、原発、救助、写真、非常持ち

出し品等をテーマとした震災関連の資料収集）
（継続中）
○館内への義援金募金箱の設置（複合施設で設置）（継続中）
奈義町立図書館
○展示「防災と災害の本」H23.4 月～H24.3 月
○展示「走れ！移動図書館車

本で寄りそう復興支援」パネル展（同時に「本の力」と題し関

連本展示）H26.12/2～H26.12/25
○展示「３．１１を読む」（東日本大震災をテーマにした小説等を集め展示）
H30.2/17～H30.3/31
○情報提供

防災と災害の本リスト

○情報提供

図書館だよりに特集

安全安心について調べる

～災害を知り災害に備える～

「ふぇるまあた」2011 年 7 月号
○被災地域から避難された方に対する利用者登録等
○図書館ホームページの〈特集・テーマの本〉に「防災と災害の本～備えあればうれいなし～」
というテーマ検索を設置
あわくら図書館
○展示

ハザードマップ、西日本豪雨の被災状況の写真の展示

○情報提供

豪雨災害・東日本大震災関連書籍、災害対策関連書籍の購入
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○被災地域から避難された方に対する措置

村内在住・在勤でない方も利用可能

○役場の防災部局と連携した防災ワークショップの開催
久米南町図書館
○展示「東日本大震災」H23.3/12～H23.5/31
○展示「災害」H24.3/11～H24.3/18
○展示「東日本大震災、防災」H25.3/11～H25.3/18
○展示「防災の準備はできていますか？」H28.3/11～H28.3/31
○展示「震災・防災関連コーナー」H29.3/11～H29.3/31
○情報提供

資料収集

○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
○開架児童に「震災・原発」コーナー設置
※「東日本大震災」だけでなく、「阪神・淡路大震災」の資料も設置
○災害に関するコーナーの設置
美咲町立図書館
○展示「災害への備え」H23.3/23～H23.4/16（柵原図書館）
○展示「震災に関する」H29.3 月（柵原図書館）
○展示「東日本大震災を忘れない」H27.3/1～H27.3/31（旭図書館）
○展示「防災の本」H30.3/1～H30.3/29（旭図書館）
○情報提供

資料収集

防災に関する本、原発関連の本、震災を扱った絵本などを１箇所にま

とめて展示
吉備中央町立図書館
○展示「3.11 黒い水が町をのみこんだ。あれから 1 年

今だから伝えたいこと」

H24.3/1～H24.3/31
○展示「東日本大震災

もう 2 年

○展示「東日本大震災３・１１
○展示「あれから 5 年

まだ 2 年」H25.3/1～H25.3/31
あれから 3 年復興の今」H26.3/1～H26.3/16

東日本大震災」H28.3/11～H28.3/31

○展示「頑張れ！熊本～復興に向けて～」H28.5/17～H28.5/31（かもがわ図書館）
○展示「防災を考える！その時のためにできること」H30.9/1～H30.9/30
○震災関連の書籍・防災・減災などの資料展示、新聞記事の掲示
○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
○定例おはなし会で震災のおはなし『ひまわりのおか』見せ語り H27.1/17
○体験！クラブ講座「身近なもので防災グッズを作ってみよう！非常食を食べてみよう！」開
催

H30.9/29（かもがわ図書館）
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金光図書館
○展示「ドキュメント 3.11」
（新聞各報道記事、ボランティア活動紹介）H23.3/24～H23.10/30
○展示「震災のその後・災害に備える」展 H25.3/11～H26.3/11
○展示「東日本大震災～災害と復興

原発と電力～」H26.1 月～H26.12 月

○展示「阪神淡路大震災２０年写真展」H27.1/6～H27.12/20
○展示「関東大震災から東日本大震災まで展」H27.9/1～H27.12/20
○展示「東日本大震災 5 年写真展」H28.4/1～H29.3/31
○展示「熊本地震―ボランティアの取り組み―」H28.9 月～
○展示「防災減災―そなえよつねに

日常生活を変える―」H29.1/1～

○展示「平成２８年熊本地震・移動図書館おあしすの活動展」H30.4/1～H31.3 月
○展示「災害・防災・復興（被災地の８年）」岩手日報など被災地の新聞等の展示 H30.4/1～
○展示「平成３０年７月豪雨－復興に向けて－」展
をはじめ新聞等の展示

呉、真備などのボランティア活動の写真

H31.4/1～

○展示「災害記録・防災関係資料の展示」（常設）
○情報提供

関東大震災（1923）当時の新聞記事を紹介

○情報提供

河北日報・盛岡タイムス・河北新報・福島民報の被災地の新聞収集し展示、震災

関連の資料収集してコーナー設置
○情報提供

東日本大震災時からの復興関連資料収集（宮城県・岩手県）

○館内への義援金募金箱の設置

H23.3/12～H23.10/30

○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
○仮設住宅（気仙沼五衛門ケ原住宅）への貸出

H23.9 月～（月 1 回のペースで配本中）

○東日本大震災関連書籍の特別コーナーを設置
○福島県「福島は今」をテーマに資料収集
○震災関連新聞記事、熊本日日新聞などの収集、復興支援活動の記録収集
○岩手日報、盛岡市報の収集
○講演会「金光図書館創立７５周年記念講演会本は人を救う力がある～熊本移動図書館おあし
すの現場から～」H30.9/4
岡山県立図書館
○展示「地震・津波」「原子力」「防災」H23.3/13～（終了）
○展示「東日本大震災を振り返る」H24.2/21～H24.3/18、H28.2/27～H28.3/21
○展示「災害」「防災」H27.2/17～H27.3/15
○展示「地震について知ろう」H28.4/19～H28.5/15
○展示「地震に備える」H28.10/22～H28.11/6
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○展示「地域の防災について考えてみよう」H29.6/8～H29.6/30
○展示「防災・災害」H30.7/18～H30.8/19
○展示「西日本豪雨から１年～岡山の現在～」R1.6/22～R1.7/15
○展示「『まさか』の備え、もういちど家族の防災・地域で減災」R1.6/22～R1.7/15
※併せて、ブックリスト作成

R1.6/22～

○展示「水と向き合う～利水・水害」R1.8/20～R1.9/8
※併せて、ブックリスト作成

R1.8/20～

○展示「いつも備えを！防災」R1.9/18～R1.10/20
※併せて、ブックリスト作成

R1.9/18～

○ブックリスト「地震・津波」「原子力」「防災」の提供 H23.3/18～R2.2 月
○ブックリスト「災害」
「防災」H27.2/17～（随時更新

継続中）

○被災地域の地方新聞の紹介（新聞コーナー）
○特設ホームページで取組状況の紹介、リンク集の作成
○東日本大震災被災地支援プロジェクト「福島の子どもたちに調べ学習の本を届けよう！」
福島県へ小中学校向け調べ学習用資料を提供、お寄せいただいたメッセージもともに送付
H24.11 月～H24.12 月
○放送大学連携講座「原子力発電の科学」H23.6/18
○放送大学連携講座

特別講演「原子力災害を考える

－福島第一原子力発電所で起こってい

特別講演「原子力災害を考える

－放射線・放射能の正しい理解を求め

ること－」H23.7/2
○放送大学連携講座
て－」H23.8/21
○県内図書館職員等向け研修講座「震災復興支援

図書館にできること」H23.8/9

○上映「海上保安官が見た巨大津波と東日本大震災復興支援」H24.3/11
○特別講演「災害時のソーシャルメディア活用 －アメリカ大使館の取り組みをもとに－」H24.3/18
○環境保健センター連携講座「東日本大震災から学ぶ～環境面から対応を考える」H25.3/17
○県立図書館とことん活用講座「地域の防災を考えてみよう」H29.6/25
○東日本大震災義援金募金箱の設置、熊本地震義援金募金箱の設置（終了）
○平成３０年７月豪雨（西日本豪雨）義援金箱の設置（継続中）

ホームページで広報

○被災地域から避難された方に対する利用者登録（継続中）
○被災地域に居住する方に対してのレファレンス、郵送複写の受付 （継続中）
○「東日本大震災ほかに関連する県内公共図書館の取組状況」の調査・公開（継続中）
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調査対象

県内公共図書館・図書室の中央館

２９館（市町村立２６館、村立公民館図書室１館、

金光図書館（私立）、県立）

（2020/04/30 時点）
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