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2017 年 6 月 1日 

公益社団法人全国学校図書館協議会 

 

全国学校図書館協議会使途特定寄附金〈東日本大震災被災地の学校図書館支

援〉による図書寄贈  【寄贈校一覧】 

 

各県内は、小学校・中学校・高校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校の順で市町村別に並んで

います 

 

岩手県岩手県岩手県岩手県    

岩泉町 大川小学校 

岩泉町 門小学校 

大船渡市 赤崎小学校 

大船渡市 越喜来小学校 

大船渡市 盛小学校 

大船渡市 日頃市小学校 

大船渡市 吉浜小学校 

釜石市 鵜住居小学校 

釜石市 栗林小学校 

釜石市 甲子小学校 

釜石市 唐丹小学校 

釜石市 白山小学校 

釜石市 平田小学校 

久慈市 大川目小学校 

宮古市 千徳小学校 

陸前高田市 小友小学校 

陸前高田市 気仙小学校 

陸前高田市 竹駒小学校 

陸前高田市 矢作小学校 

陸前高田市 米崎小学校 

大船渡市 大船渡中学校 

大船渡市 越喜来中学校 

大船渡市 第一中学校 

大船渡市 吉浜中学校 

宮古市 宮古西中学校 

陸前高田市 高田東中学校 

大槌町 大槌学園 

宮城県宮城県宮城県宮城県    

多賀城市 山王小学校 

多賀城市 城南小学校 

名取市 高舘小学校 

大崎市 古川東中学校 

多賀城市 高崎中学校 

石巻市 石巻市立桜坂高等学校 

石巻市 宮城県石巻工業高等学校 

石巻市 宮城県水産高等学校 

大崎市 宮城県松山高等学校 

美里町 
宮城県立支援学校小牛田

高等学園 

福島県福島県福島県福島県    

いわき市 泉小学校 

いわき市 江名小学校 

いわき市 大浦小学校 

いわき市 大野第一小学校 

いわき市 大野第二小学校 

いわき市 小川小学校 

いわき市 桶売小学校 

いわき市 川前小学校 

いわき市 草野小学校 

いわき市 小玉小学校 

いわき市 汐見が丘小学校 

いわき市 平第二小学校 

いわき市 平第六小学校 
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いわき市 高坂小学校 

いわき市 高野小学校 

いわき市 中央台北小学校 

いわき市 中央台東小学校 

いわき市 永崎小学校 

いわき市 久之浜第二小学校 

いわき市 湯本第三小学校 

いわき市 好間第一小学校 

いわき市 好間第二小学校 

いわき市 好間第三小学校 

いわき市 好間第四小学校 

大熊町 大野小学校 

大熊町 熊町小学校 

川内村 川内小学校 

新地町 駒ヶ嶺小学校 

相馬市 飯豊小学校 

相馬市 中村第一小学校 

相馬市 日立木小学校 

田村市 関本小学校 

田村市 芹沢小学校 

田村市 滝根小学校 

田村市 美山小学校 

田村市 船引小学校 

田村市 緑小学校 

広野町 広野小学校 

双葉町 双葉南小学校 

南相馬市 原町第一小学校 

いわき市 内郷第三中学校 

いわき市 江名中学校 

いわき市 大野中学校 

いわき市 小川中学校 

いわき市 上遠野中学校 

いわき市 川前中学校 

いわき市 草野中学校 

いわき市 平第一中学校 

いわき市 中央台南中学校 

いわき市 豊間中学校 

いわき市 錦中学校 

いわき市 湯本第一中学校 

いわき市 好間中学校 

大熊町 大熊中学校 

葛尾村 葛尾中学校 

川内村 川内中学校 

相馬市 中村第一中学校 

田村市 移中学校 

田村市 大越中学校 

田村市 滝根中学校 

田村市 船引南中学校 

富岡町 富岡第一中学校 

富岡町 富岡第二中学校 

浪江町 浪江中学校 

楢葉町 楢葉中学校 

広野町 広野中学校 

南相馬市 小高中学校 

いわき市 
福島県立いわき海星高等

学校 

いわき市 福島県立磐城高等学校 

いわき市 
福島県立いわき総合高等

学校 

いわき市 
福島県立磐城農業高等学

校 

いわき市 
福島県立勿来工業高等学

校 

いわき市 福島県立湯本高等学校 

いわき市 福島県立四倉高等学校 

川俣町 福島県立川俣高等学校 

田村市 福島県立船引高等学校 

広野町 
福島県立ふたば未来学園

高等学校 

南相馬市 福島県立原町高等学校 
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いわき市 
東日本国際大学附属昌平

中学高等学校 

いわき市 福島県立いわき支援学校 

いわき市 
福島県立聴覚支援学校平

校 

田村市 福島県立たむら支援学校 

郡山市 
福島県立あぶくま支援学

校 
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2017 年 6 月 1日 

公益社団法人全国学校図書館協議会 

 

全国学校図書館協議会特別寄附金による図書寄贈（第６３回青少年読書感想文

全国コンクール課題図書寄贈） 【寄贈校一覧】 

 

各県内は、小学校・中学校・高校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校の順で市町村別に並んで

います 

 

岩手県岩手県岩手県岩手県    

岩泉町 小川小学校 

奥州市 藤里小学校 

大船渡市 立根小学校 

遠野市 遠野小学校 

盛岡市 向中野小学校 

宮城県宮城県宮城県宮城県    

大崎市 川渡小学校 

大崎市 敷玉小学校 

大崎市 鳴子小学校 

仙台市 川平小学校 

石巻市 石巻市立桜坂高等学校 

石巻市 宮城県水産高等学校 

大崎市 宮城県岩出山高等学校 

福島県福島県福島県福島県    

会津坂下町 坂下東小学校 

会津若松市 
会津若松ザベリオ学園小

学校 

会津若松市 小金井小学校 

会津若松市 城西小学校 

会津若松市 松長小学校 

泉崎村 泉崎第二小学校 

猪苗代町 猪苗代小学校 

猪苗代町 翁島小学校 

猪苗代町 長瀬小学校 

猪苗代町 緑小学校 

いわき市 綴小学校 

いわき市 夏井小学校 

いわき市 久之浜第一小学校 

郡山市 熱海小学校 

郡山市 河内小学校 

郡山市 高野小学校 

郡山市 富田小学校 

郡山市 芳山小学校 

郡山市 穂積小学校 

郡山市 安子島小学校 

鮫川村 青生野小学校 

下郷町 江川小学校 

白河市 大屋小学校 

白河市 釜子小学校 

白河市 白河第三小学校 

新地町 福田小学校 

須賀川市 第三小学校 

田村市 瀬川小学校 

田村市 常葉小学校 

田村市 船引南小学校 

福島市 大森小学校 

双葉町 双葉北小学校 

三島町 三島小学校 

三春町 御木沢小学校 

三春町 中妻小学校 

矢祭町 矢祭小学校 

会津坂下町 坂下中学校 

会津若松市 第一中学校 
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会津若松市 第四中学校 

猪苗代町 猪苗代中学校 

猪苗代町 東中学校 

小野町 小野中学校 

郡山市 喜久田中学校 

郡山市 西田中学校 

郡山市 明健中学校 

白河市 東中学校 

三春町 岩江中学校 

郡山市 福島県立郡山支援学校 

郡山市 福島県立聴覚支援学校 

須賀川市 
福島県立須賀川支援学

校 

 


