
小野町図書館

小野町地域包括支援センター

9月を認知症月間と位置づけ、特設コーナーに認知症関連の書籍をまとめて展示。貸し出

しを行う。

展示は地域包括支援センターの職員と図書館の職員が共同で実施し、書籍だけでなくパン

フレットなども配備。

特設コーナーの展示期間は9月いっぱいとなるが、10月以降も「認知症関連コーナー」を

設置する。

小野町図書館

〒963-3401　福島県田村郡小野町大字小野新町字中通２

TEL：0247-72-2120



三郷市立図書館、三郷市立早稲田図書館、三郷市立北部図書館

・各図書館で常設展示及び特集展示コーナーを設置し、認知症やアルツハイマー症候群関

連の書籍を展示。

・特集期間は9月1日～30日とし、近年は毎年実施している。

・市の長寿いきがい課と連携し、アルツハイマー月間PR用ポスターや認知症啓発用パンフ

レット等の提供を受けて配布。

・認知症関連書籍のブックリストを作成。

・図書館ホームページに記事を掲載し情報発信。

三郷市立図書館

〒341-0042　埼玉県三郷市谷口618-1

048-952-8800



東京都日野市立平山図書館

日野市健康福祉部高齢福祉課

◆今年度の取り組み

〇　常設コーナー設置

　　病気や介護の体験を綴った本を集めた「闘病記コーナー」を設置し、ＨＰにブックリ

ストを公開している。カテゴリーは「がん」「脳の病気・認知症・介護」「こころの病

気」「子どもの病気、先天性の病気」「その他の病気」の５つ。

　　国立がん研究センターが発行する

「がん情報冊子」も設置している。

〇　日野市認知症高齢者支援事業「認知症を知る月間」にあわせ、例年、市内図書館で

「認知症」をテーマに資料の展示を行っている。

　今年度は３館が下記のテーマで展示を実施し、HPにブックリストを公開した。

　　高幡図書館 ：「 認知症」といきる

　　日野図書館 ： 寄り添う【認知症】

　　百草図書館 ： 認知症を知る月間

〇　関連のチラシの配布を行った。

日野市立平山図書館

〒191-0043　東京都日野市平山５－１８－２　平山季重ふれあい館1階

042-591-7772



東京都立川市図書館

立川市福祉保健部高齢福祉課・地域包括支援センター

★今年度の取り組み

〇認知症啓発展示を実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立

川市図書館全9館で、下記の期間、市の高齢福祉課及び地域包括支援センターと連携し、

市の認知症関連事業の紹介や認知症啓発パネルを図書館内に掲示した。あわせて認知症ケ

アパスや関連パンフレットを配布した。

・中央図書館　9月 1日～ 9月22日

・西砂図書館　9月 1日～ 9月 8日

・若葉図書館　9月 1日～ 9月13日

・上砂図書館　9月 1日～ 9月30日

・多摩川図書館　　　同上

・幸図書館　　9月15日～ 9月27日

・高松図書館　　　　同上

・錦図書館　　　　　同上

・柴崎図書館　9月15日～10月11日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

認知症地域支援推進員との連携によるブックリストの作成　　　　　　　　　　　　認知

症地域支援推進員のおすすめ本のブックリストを作成。中央図書館では、今年のおすすめ

本や絵本計7冊や認知症の闘病記など約20冊を展示コーナーに設置した。あわせて実際に

認知症のグループホームやデイサービスに入所・通所している方々の吊り飾りや小物等を

展示し、認知症が身近に感じられるよう工夫した。

立川市中央図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒

190-0012東京都立川市曙町2-36-2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   042-

528-6800

中央図書館の展示の様子



神奈川県藤沢市総合市民図書館

藤沢市福祉健康部地域包括ケアシステム推進室

９月２１日は「世界アルツハイマーデー」です。

藤沢市内４市民図書館では、行政支援の一環として、福祉健康部地域包括ケアシステム推

進室との連携で、「認知症」に関する展示をしています。

図書の展示とともに、日々の暮らしや介護に役立つパンフレットなどを紹介しています。

どうぞ手に取ってご覧ください。

展示期間：２０２０年８月２５日（火曜日）から９月３０日（水曜日）まで

展示場所：総合市民図書館　１階　西口展示コーナー

　　　　　南市民図書館　南展示１コーナー

　　　　　辻堂市民図書館　地下大型本書架

　　　　　湘南大庭市民図書館　エントランス・YA（ヤングアダルト）コーナー

お問合せ先：藤沢市総合市民図書館 　Tel 0466-43-1111

総合市民図書館　　　　　　　　　　　　　　　　南市民図書館

辻堂市民図書館　　　　　　　　　　　　　　　　湘南大庭市民図書館

藤沢市総合市民図書館

〒２５２－０８０４　藤沢市湘南台７丁目１８番地の２

０４６６－４３－１１１１

地域包括ケアシステム推進室とのコラボ展示

－「認知症になっても安心して暮らせるまちふじさわ」－



愛知県高浜市立図書館

高浜市地域包括支援センター

◆今年度の取り組み

○　認知症特集コーナー設置

　　エッセイや体験記といった、手を取りやすいものを多めに設置。

○　地域包括支援センターの方が作成した、「もの忘れチェックリスト」を設置。

○　回想法の紹介

　　紹介に併せて、地域の古い写真等も設置。

高浜市立図書館

〒444-1324　愛知県高浜市碧海町5-1-5

0566-52-0240



山梨県立図書館

山梨県福祉保健部健康長寿推進課

◆令和2年度の取り組み

県の健康長寿推進課と連携し、図書館内において認知症・アルツハイマー病等に関する所

蔵資料（50冊程度）の展示と、関連ポスターの掲示、チラシ配布を行う。

　期間：9月15日（火曜日）～29日（火曜日）

山梨県立図書館

〒400-0024 山梨県甲府市北口2丁目8－1

電話：055-255-1040



岐阜県中津川市立図書館

岐阜県中津川市高齢支援課

◆今年度の取り組み

〇中津川市高齢支援課と連携し、８月２９日（土）～９月２９日（火）まで認知症に関す

る展示を行った。図書館で所蔵している認知症に関する図書のほか、地域で開催されてい

る活動のチラシ等も併せて情報提供した。

〇中津川市高齢支援課と連携し、９月２５日(金）高齢支援課の職員による認知症サポー

ター養成講座を行った。参加者７名（+職員５名）。

※補足：中津川市立図書館の職員は全員、認知症サポーター養成講座をすでに受講済み

〇高齢支援課が行っている認知症カフェに令和３年２月１２日（金）参加予定。認知症に

関する図書やおすすめの本の紹介、図書館のPR、図書の貸出、認知症に関する図書に紹介

されているゲーム等を参加者と一緒に実際に行うレクリエーションを実施予定。

中津川市立図書館

〒508-0041　岐阜県中津川市本町2-3-25

0573-66-1308



御殿場市立図書館

御殿場市長寿福祉課、認知症地域支援推進員

～今年度初の取り組み「世界アルツハイマー月間展示」～

○認知症に関する書籍を展示

　・”病気理解・当事者・介護の方法・予防・子ども向け”にジャンル分けし、ジャンル

　　毎の図書館司書・認知症地域支援推進員おすすめ書籍にポップを付けて展示。

　・市の長寿福祉課や認知症地域支援推進員と連携し、その他の認知症関連書籍を含め

　　た書籍一覧リストを作成し、自由に持ち帰ることができるよう配置。

○認知症啓発パネルを掲示し、関連チラシを配置。

　・市の長寿福祉課や認知症地域支援推進員が作成した模造紙や関連ポスターを掲示。

　・認知症の方が作成した看板や絵画を掲示。

御殿場市役所長寿福祉課

〒412-8601　静岡県御殿場市萩原483

0550-83-1463



静岡県富士市立中央図書館

富士市役所高齢者支援課

令和2年9月1日（火曜日）～9月30日（水曜日）

アルツハイマーと認知症に関する資料を集めた特集コーナーを設置。

地域包括支援センターにいる認知症地域支援推進員が選んだ書籍と、職員が選んだ書籍を

並べた。

市役所高齢者支援課より提供されたチラシを同コーナーに掲示。

富士市立中央図書館

〒417-8515 富士市永田北町3-7

TEL:0545-51-4946



京都市図書館 
京都市長寿すこやかセンター，京都市健康長寿企画課，地域包括支援センター，京都橘大

学 
◆令和２年度の取組 

●京都市 18館 

特別展示「認知症にやさしい本集めました」（共催：京都市長寿すこやかセンター，京

都市保健福祉局健康長寿企画課）                          

期間：各館が 9月 1日～10月 8日までの間で期間を設定 内容：認知症関連本の展示，

ポスターやリーフレットの配布                           

●京都市醍醐中央図書館                             

①名画上映会「折り梅」（認知症がテーマの映画）の開催 実施日：9月 20日    

②展示「認知症に関する日本の歴史と取組の変遷」年表             

（協力：京都橘大学健康科学部教授 小川敬之氏） 期間：9月 17日～10月 8日     

③展示「わたしが紹介したい認知症にやさしい本 at醍醐中央図書館」（共催：醍醐南

部・北部地域包括支援センター，京都市認知症地域支援推進員）           

期間：9月 17日～10月 8日                           

内容：看護師や高齢者施設職員らが推薦理由を書いたポップとともに図書を紹介     

④司書による「本と紙芝居を使ったシニア向け行事」相談会  

期間：10月 2日・3日 9:30～17 00  

対象：高齢者施設職員，高齢者との交流イベントを考えている人，認知症の家族の方   

内容：回想法に役立つ写真集や昭和の玩具，折り紙やレクリェーション本などの資料と使

い方を司書が助言。当日は関連パスファインダーも配布。 

⑤児童向け展示「年をとるってどんなこと？」                   

期間：10月 1日～8日 

内容：年をとることを自然に受け止めお互い支えあい理解を深められる様，関連本を展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（②と③の写真）                          （④の写真） 

京都市醍醐中央図書館                              

〒601-1375 京都市伏見区醍醐高畑町 30-1 パセオ・ダイゴロー西館 4階        

（075）575－2584 

daigchuo@manabi-kyoto.jp 



大阪市立中央図書館

◆今年度の取り組み

〇　中央図書館2階図書展示「読む・知る・認知症2020」

　　令和2（2020）年 9月4日（金曜日）から10月14日（水曜日）まで

公益社団法人認知症の人と家族の会「世界アルツハイマー月間2020読む・知る・認知症

推薦図書」から、所蔵図書を紹介 。地域で開催される関連のイベントのチラシ等も併せて

情報提供している。

ホームページの展示の案内ページでは、展示図書のリストを公開。

また、同フロアに設置している「闘病記文庫」の案内、アルツハイマー病の闘病記のリス

ト、『医療・福祉に携わる人のための医療用語辞典』 などの専門辞典類や、国家試験の過

去問題集などの介護関連の電子書籍を紹介。

展示や、介護関連の電子書籍について、SNSで情報を発信。

大阪市立中央図書館

〒550-0014　大阪府大阪市西区北堀江４－３－２

電話 06-6539-3300



豊岡市立図書館

豊岡市健康福祉部健康増進課

◆今年度の取り組み

〇 ミニコーナー設置

認知症に関する資料を集めた本のコーナーを設置[9/19(土)～10/18(日)]

兵庫県や豊岡市が作成したチラシ・パンフレットなども並べて情報提供している

図書館HP、公式facebook、公式twitterにて情報発信

図書館HP｢ミニコーナーを設置しました｣  [画像、ブックリスト(PDF)あり]

http://lib.city.toyooka.lg.jp/toyooka/event/2020/09/post-71.html

豊岡市立図書館

668-0042　兵庫県豊岡市京町5-28

0796-23-6151



広島市立中央図書館

広島都市学園大学

「認知症にやさしい図書館」事業

今年度は、住まいと暮らしの工夫に焦点を当てて実施

１　展示　認知症にやさしい図書館（第４回）「住まいと暮らしの工夫」

（1）内容　認知症の人の住環境整備と生活の工夫を紹介する本の展示と、認知症に

                     関するパンフレット等の配布

　　             ※広島都市学園大学の学生が、当館所蔵の図書を選書し展示図書リスト

                     及び紹介のPOPを作成する

（2）期間　令和2年9月16日（水）～11月26日（木）

　　　　　  ※期間中の休館日：月曜日（9月21日、11月23日を除く）

                                                        9月23日（水）～30日（水）

                                                       11月4日（水）、11月24日（火）

２　講座「認知症を知る」～住まいと暮らしの工夫～

（1）内容　認知症の人の住まいと暮らしの工夫についての講演と、高齢者の

                    身体機能の維持向上に役立つ、新聞紙を使った棒体操の紹介

（2）日時　①令和2年10月8日（木）10：30～12：00

　　　　　  ②令和2年10月24日（土）14：00～15：30

　　　　　 ※①②とも同じ内容で実施

（3）講師　谷川　良博　氏（広島都市学園大学教授・作業療法士）

広島市立中央図書館　事業課館内サービス係

〒730-0011　広島市中区基町3番1号

082-222-5542



ミライｏｎ図書館（大村市立図書館）

大村市地域包括支援センター

今年度の取り組み

〇　認知症サポーター養成講座の開催

１　目的

　「世界アルツハイマー月間」である9月に専門機関と連携した講座を開催することで、地

域住民の認知症についての理解促進とともに、医療、福祉関係の図書館資料などへの関心

を促すことを目的とする。

２　講座の概要

　（１）内　　容

　　　・認知症の原因と症状、認知症の人と接するときの心構え、認知症を介護してい

　　　　る人の気持ちなどの講義（講師）

　　　・おおむら音頭体操の実演（講師）

　　　・関連図書紹介（司書）

　（２）講　　師　大村市地域包括支援センター職員

　（３）開催日時　令和2年9月11日（金）13:30～15:00

　（４）参加人数　26名

　（５）その他

　　　・ブックリストを作成し、参考資料として配布した。

〇職員研修の実施

　ミライｏｎ図書館では、職員研修の一つとして、ほぼすべての職員が認知症サポーター

養成講座を受講している。

※ミライｏｎ図書館は、長崎県立長崎図書館と大村市立図書館の一体型図書館です。

ミライｏｎ図書館　サービスグループ

〒856-0831　長崎県大村市東本町481番地

0957-48-7700



大分県宇佐市民図書館

宇佐市役所介護保険課　社会福祉協議会

　図書館入り口付近の特集展示棚に、受け入れ後５年以内の認知症に関する

　図書・ＤＶＤを9月３日-３０日まで展示。

「認知症介護者のつどい」(宇佐市介護保険課)

「ひとりで悩まずご相談ください」（宇佐市介護保険課、社会福祉協議会）

「宇佐市認知症ケアパス」（宇佐市介護保険課、社会福祉協議会）

　チラシを掲示配布。

　宇佐市民図書館

〒879-0453

大分県宇佐市大字上田1017-1



宮崎県都城市立図書館 ・高城図書館

都城市役所　介護保険課

今年度の取り組み

都城市立図書館・高城図書館

◎木箱展示

展示期間／9月1日～9月30日

テーマ　／「認活って知っていますか？～認知症予防活動～」

テーマに沿って、認知症に関する本を集め展示した。

・認知症とはどんな病気なのか（医学的な内容）

・認知症の介護、福祉に関する本（エッセイ・絵本・手記等含む）

・認知症予防についての本（食事・医学的な内容）

都城市立図書館

〇「ぼけますから、よろしくお願いします。／信友直子著」

上映日時／9月27日①10：30～②15：00～・28日③14：00～

本の展示をするとともにドキュメンタリー映画を上映した。コロナウイルス感染拡大防止

のため、各回の入場人数制限を設け、マスク着用・手指消毒・検温等万全の対策を講じ、

上映会を開催した。

都城市役所　介護保険課

◎プレビュースタジオにて介護施設の紹介や作品展示、動画の上映

展示期間／9月1日～9月30日

都城市内の小規模多機能型居宅介護を実施している施設の紹介を中心に、施設を利用され

ている方の作品展示、動画の上映、認知症に関する意見の募集などを行った。

都城市立図書館

〒885-0071　宮崎県都城市中町16街区15号

0986-22-0239

木箱展示

6冊ほど選び、本の中の文章をメッセー

ジカードにて紹介し展示した。

介護施設の紹介や作品展示

各施設ごとに木箱を組み、パンフレット

等も設置した。
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