
2018年9月30日
公益社団法人全国学校図書館協議会

１　寄附金概要

募集期間 2014年10月1日～2017年3月31日

寄附件数（のべ） 84件

寄附者一覧 資料１　参照

寄附金総額 9,632,026円

２　使途報告

使途

2017年4月より、岩手県、宮城県、福島県内の小学校・中学校・高等学校・
義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校を対象に図書寄贈の希望校
を募集し、応募校の中から寄贈先として120校を決定。各校に約9万円分の
図書を寄贈した。

なお、寄贈予定数を大きく超える数の学校から応募があったため、関連事
業として、図書寄贈の対象とならなかった学校の一部（84校）に対して図書
カードの寄贈を行った。この事業の費用には、全国学校図書館協議会「学
校図書館復興のための募金」（2011～2012年）を充てた。

応募状況

募集期間〈2017年4月24日（月）～2017年5月26日（金）〉を通じて248校より
応募があった。
【県・校種別応募校数】
岩手県：小42、 中9、  高0、 義務教育1、中等教育0、特別支援0
宮城県：小6、   中3、  高7、 義務教育0、中等教育0、特別支援1
福島県：小108、中47、高15、義務教育0、中等教育2、特別支援7

寄贈先一覧 資料２　参照

会計報告 資料３　参照

３　添付資料

資料１　使途特定寄附金「東日本大震災被災地の学校図書館支援」寄附者一覧

資料３　使途特定寄附金「東日本大震災被災地の学校図書館支援」会計報告

使途特定寄附金
「東日本大震災被災地の学校図書館支援」　報告

資料２　使途特定寄附金「東日本大震災被災地の学校図書館支援」図書寄贈先一覧
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資料１　使途特定寄附金「東日本大震災被災地の学校図書館支援」寄附者一覧
※同年内に同じ方からの寄付が複数回あった場合は、まとめて掲載

●2014年●2014年●2014年●2014年
第60回全国課題図書の会　様
渡辺円佳　様
エコプラザ西東京協力員書籍映像チーム有志　様
ほか１件
●2015年●2015年●2015年●2015年
小島信子　様
加賀市立錦城中学校図書委員会・ボランティア委員会　様
大江良一　様
吉田忠浩　様
和歌山県立和歌山商業高等学校　様
兵庫県立神戸高塚高等学校　様
長野県松本蟻ヶ崎高等学校図書委員会　様
ラルフローレン株式会社　様
コスモゼミナール騎西教室　様
第61回全国課題図書の会　様
城北埼玉中学・高等学校図書委員会　様
山形県立上山明新高等学校図書委員会　様
愛知県立丹羽高等学校図書委員会　様
千葉県立国府台高等学校図書委員会　様
日本大学山形高等学校図書委員会　様
山形県立山形西高等学校図書委員会　様
清心中学校清心女子高等学校図書委員会　様
大日本印刷株式会社　様
株式会社ＤＮＰファシリティサービス　様
島根県立津和野高等学校図書委員会　様
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校図書委員会　様
新潟市立万代高等学校図書委員会　様
関西福祉大学汐風祭「古本掘り出し市 with 赤穂高校図書部（協力：赤穂警察署）」　様
和歌山県立和歌山商業高等学校図書館　様
身延町立身延中学校図書委員会古本市係　様
京華学園図書係　様
都留文科大学　図書館サークルLibropass　様
渡辺円佳　様
ほか１２件
●2016年●2016年●2016年●2016年
海陽中等教育学校海陽祭実行委員会　様
小島信子　様
大江良一　様
ラルフローレン株式会社　様
加賀市立錦城中学校図書委員会・ＰＴＡ母親委員会　様
北海道士別翔雲高等学校図書局　様
和歌山県立橋本高等学校図書部　様
北海道小樽桜陽高等学校図書局　様
神奈川県立光陵高等学校図書委員会　様
吉田忠浩　様
東京都立国分寺高等学校図書委員会　様

都留文科大学　図書館サークルLibropass　様
金沢学院大学図書館ボランティア　様
ほか４件
●2017年●2017年●2017年●2017年
小島信子　様
ラルフローレン株式会社　様
加賀市立錦城中学校　様
ほか２件

関西福祉大学汐風祭
　「古本掘り出し市 with 赤穂高校図書部（協力：赤穂警察署　赤穂市民病院）」　様
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資料２　使途特定寄附金「東日本大震災被災地の学校図書館支援」
　　　　　図書寄贈先一覧

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

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

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
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

宮城県宮城県宮城県宮城県

福島県福島県福島県福島県

●図書寄贈先
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
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資料２　使途特定寄附金「東日本大震災被災地の学校図書館支援」
　　　　　図書寄贈先一覧

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
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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資料３　使途特定寄附金「東日本大震災被災地の学校図書館支援」会計報告
（2018年9月30日現在）

項目 金額 細目 金額 備考
受取寄附金 10,787,755

使途特定寄附金「東日本大震災
被災地の学校図書館支援」

9,632,026

全国学校図書館協議会「学校図
書館復興のための募金」より

1,155,729

合計 10,787,755

項目 金額 細目 金額 備考
寄附金支払 10,756,759

寄贈図書購入費 10,756,759
管理費 30,996

通信運搬費 30,996 送金手数料

合計 10,787,755

【関連事業】東日本大震災被災地学校図書館へ図書カード寄贈
会計報告（2018年9月30日現在）

項目 金額 細目 金額 備考
受取寄附金 822,928

全国学校図書館協議会「学校図
書館復興のための募金」より

822,928

合計 822,928

項目 金額 細目 金額 備考

寄附金支払 790,000

図書カード購入費 790,000
10,000円：74校
5,000円：10校

管理費 32,928

通信運搬費 32,928 図書カード送料

合計 822,928

収入の部収入の部収入の部収入の部

支出の部支出の部支出の部支出の部

収入の部収入の部収入の部収入の部

支出の部支出の部支出の部支出の部
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