
東北関東大震災（2011/3/11）における各大学の状況一覧（4/1現在）

新の情報については、各大学図書館等のホームページをご覧ください。

北海道地区

大学名
人的被害
の有無

物的被害
の有無

連絡内容 連絡日時 2011.3.30 Web確認 図書館ホームページ

北海道大学附属図書館 無 無
標記の件につきまして，現在のところ人的被害及び施設被害はありませ
ん。

3/11　16:48 特に掲載なし
http://www.lib.hokudai.a
c.jp/

東北地区

大学名
人的被害
の有無

物的被害
の有無

連絡内容 連絡日時 2011.3.25 Web確認 図書館ホームページ

弘前大学附属図書館 無 無

理事会に出席した館長，部長，課長も飛行機で無事に弘前へ
戻ることができました。
被害状況ですが，弘前大学は，地震直後から翌日土曜の５時位まで停電
はしましたが，幸いにも負傷者や建物等の被害もなく無事でした。

3/15　12:15

岩手大学情報メディアセ
ンター図書館

無 有

職員は皆無事で人的被害はございません。
建物につきましては、一部の壁、柱等の破損がみられますが大きな損傷
はみられませんでした。
図書資料については７割程度の崩落でございます。
これにより復旧まで当分の間休館といたします。
また、相互利用についても当分の間休止いたします。

3/14　14:44

東北大学附属図書館 無 有
（電話連絡）人的被害なし。閉館中。電気は通っている。水道は1号館は
使用できず、2号館は使用可。公共交通機関が使えないため、徒歩で出
勤できる職員のみが来ている。食料が足りていない。

3/16　10：30
ごろ

山形大学図書館 無 有

１）山形大学小白川図書館
　●建物・設備・図書館資産の被災状況・多数の図書が落下および壁面
に若干の亀裂が発生。・閲覧室　天井EXPJはずれ・書架等の倒壊、破壊
はなし。・人的被害はなし。
　●開館の見通し　・３月１４日（月）～１６日（水）まで臨時休館　・３月１７
日（木）から開館　*ただし３月いっぱいは図書館１階のみの利用とする。
*開架2～5階および書庫の資料の閲覧・貸出も可能である。（カウンター
にて出納する）
２）山形大学医学部図書館
　　●建物・設備・図書館資産の被災状況　・多数の図書が落下および壁
面に若干の亀裂が発生。・窓際の書架の一部が傾斜。その他の書架の
倒壊、破壊はなし。・雨水の配水管２本が上下に動いた形跡があり、被覆
の一部が露出した。（施設担当から修理済み）　・電動集密書架がストッ
パーに本がはさまれたため作動しなくなったが、本を元の位置に戻したた
め復旧した。　・人的被害はなし。
　　●開館の見通し　・３月１１日（金）地震発生後～臨時休館　・復旧作業
のため、開館は未定
３）山形大学工学部図書館
　　●建物・設備・図書館資産の被災状況   ・書架 上段の図書は、ほぼ
すべて落下。・書架等の倒壊、破壊はなし。・人的被害はなし。
　　●開館の見通し　・３月１４日（月）～臨時休館　・工学部において今後
の余震などに備え、建物の閉鎖を３月２１日(月)まで延長するため、図書
館の開館は未定
４）山形大学農学部図書館
　　●建物・設備・図書館資産の被災状況　・図書が書架から落下（１３
冊）（ほとんど被害なし）・書架等の倒壊、破壊はなし。・人的被害はなし。
　　●開館の見通し　・３月１４日（月）より通常開館

3/17　09:43

関東甲信越地区

大学名
人的被害
の有無

物的被害
の有無

連絡内容 連絡日時 2011.3.30 Web確認 図書館ホームページ

茨城大学図書館 無 有

(1)本館＜水戸キャンパス＞（茨城県水戸市文京）
　・建物に大きな被害なし
　・増築部分との接合部にズレ及びそれに伴う剥落
　・３階水道管破損、階下へ漏水（直後の対策で流出・漏水は停止）
　・書架からの図書の大量落下
工学部分館＜日立キャンパス＞（茨城県日立市中成沢町）
　・建物に大きな被害なし
　・増築部分との接合部から壁材剥落
　・固定されていない低書架・新書書架各１台の転倒
　・書架からの図書の大量落下
農学部分館＜阿見キャンパス＞(茨城県稲敷郡阿見町）
　・建物に大きな被害なし
　・書架からの図書の大量落下
３館とも地震直後に利用者に退出願い、職員も退館し閉館としました。利
用者・職員ともに人的被害はありませんでした。
３館とも３月１４日（月）より臨時休館しております。
------------------------------------------------
(2)立ち入り禁止のため3館閉館。人的被害なし。職員自宅待機のため、
建物等確認できず。
------------------------------------------------
(3) 落下した図書の復旧および請求番号順の整理作業を進めています。
本館４月１８日、工学部分館４月１１日、農学部分館４月４日に開館予定
です。一部利用の制限をしながらの運用となります。

本館　空調吹き出し口落下　（１カ所）
工学部分館　隣接建物との通路ドアが開閉不能になった。

(1)　3/14
23:53

(2)　3/16
11:52（筑波
大まとめ）

(3) 3/31
16:39　更新

3/31　開館予定日を掲
載

http://www.lib.ibaraki.ac.
jp/

下記は3/17までに東京大学に連絡のあった一部大学の情報です。3/30更新の東北地区各大学の情報は「会員館の被害状況（東北地区協会）」 http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/tohoku.pdf
をご参照ください。
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東北関東大震災（2011/3/11）における各大学の状況一覧（4/1現在）

筑波大学 無 有

閉館。復旧見込みたたず。人的被害なし。各図書館ともに本が多数落下
（合計150万冊ほどか）。暫定版ホームページ及びtwitterを立ち上げ。1)
中央図書館：約110万冊の図書落下、特に3～5階の復旧の目処たたず。
防煙用垂壁数ヶ所破損、施設被害軽度。2)体育・芸術図書館：施設・設備
被害甚大。1F固定書架の8割が転倒、3F固定書架全体にゆがみ、閲覧席
つぶれ。天井通風孔、蛍光灯落下、屋内吹抜けガラス飛散のため立入困
難。3)医学図書館：2F天井暖房給湯管破損により、天井一部落下。浸水
により床に落ちた図書の大部分が使用不能。図書約11万冊落下、通路を
確保済。4)図書館情報学図書館：施設被害軽度。図書約9万冊落下、通
路を確保済。5)大塚図書館：施設被害、図書落下軽度。(23.3.16)

3/16　11:52
3/18　16:29
更新

東北地方太平洋沖地震
の影響で閉館させていた
だいていましたが、3月29
日（火）よりサービスを再
開します。しかしながら地
震被害は甚大で、未だ完
全復旧には至っていませ
ん。当面、部分的なご利
用となりますが、ご理解
下さいますようお願いい
たします。

•復旧作業が進み次第、
利用できるエリアを広げ
ていきます。
•筑波地区各図書館の開
館時間は、医学図書館も
含め、当面平日9:00-
17:00となります。（体芸
図書館は閉館中）

http://www.tulips.tsukub
a.ac.jp/mytulips/

筑波技術大学附属図書
館

無 有

資料が落下（聴覚障害系図書館約3,000冊、視覚障害系図書館約10,000
冊）したが、建物に大きな被害はなかった。3月14日（月）～18日（金）の1
週間臨時休館し、復旧作業を行った。 3月22日（火）から平常どおり開館
している。

3/16　11:52
（筑波大まと
め）
3/30 17:43
更新

計画停電により休館にな
る場合がある

http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/library/

宇都宮大学附属図書館 無 有 閉館。本多数の落下。復旧の見込みなし。分館では、ガス管の亀裂あり。
3/16　11:52
（筑波大まと
め）

４月４日（月）から平日開
館。
開館時間は，計画停電
実施時間を除く，平日
9:00-17:00

http://www.lib.utsunomi
ya-u.ac.jp/

群馬大学総合情報メディ
アセンター図書館

無 有

<被害状況>
・本館　　　　積層書架3F西壁側の2台（4連1台、5連1台）の書架の
　　　　　　　　耐震用留金が抜け落ち、書架の傾斜により、約300冊
　　　　　　　　が散乱。
・本館　　　　玄関前東側のスロープに亀裂。
・本館　　　　エレベータ停止。
・医学分館　館内の壁のヒビが拡大。
・医学分館　エレベータ停止。
・医学分館　感震装置の作動により空調が停止。
・工学分館　積層書架壁側の留金が緩み書架が傾斜。積層書架
　　　　　　　　全体の書籍約50%が落下。館全体では約2万冊が散
　　　　　　　　乱。落下による破損図書約100冊。
・工学分館　窓ガラス20枚が破損落下及びヒビ割れ。
・工学分館　館内の壁・柱の随所がヒビ割れ。

<開館状況>
・本館　　　　3/18（月）～3/31(木）　臨時休館
　　　　　　　　（但し、「ﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾅｰ」は利用可）
・医学分館　昭和地区計画停電の実施に合せて
　　　　　　　　開館。夜間特別利用は中止。
・工学分館　3/18（月）～3/31（木）　臨時休館

　但し、特別の理由により、図書資料の貸出等を
希望する場合は当該カウンターで対応。

3/25　10:01

【本館（荒牧キャンパ
ス）】
　４月１日(金)～５月８日
(日)　月～金：9:00～
17:00　(但し、計画停電
の実施に合わせて閉館)
土、日、祭日は休館とい
たします。
【医学分館（昭和キャン
パス）】
　４月１日(金)～４月６日
(水)　月～金：9:00～
17:00　４月７日(木)～５
月８日(日)　月～金：9:00
～21:00（但し、昭和地区
計画停電の実施に合わ
せて閉館） 特別利用は
中止。土、日、祭日は休
館といたします。
【工学分館（桐生キャン
パス）】
　４月１日(金)～４月６日
(水)　休館 　４月７日(木)
～５月８日(日)　月～金：
9:00～17:00　（但し、計
画停電の実施に合せて
閉館）
土、日、祭日は休館とい
たします。

http://www.lib.gunma-
u.ac.jp/

埼玉大学図書館 無 有

図書館閲覧室に固定してあった書架（6連7段）が１箇所倒壊。　図書の落
下（多数散乱。冊数は調査中）。　エレベータの停止。
-----------------------------------------------
１書架が倒れる（6連7段）。図書の落下（約7千冊）。現在、閉館中。復旧
開館は未定。

上段　3/11
17:21

下段　3/16
11:52（筑波
大まとめ）
3/31　14:30
更新

計画停電による短縮開
館実施

http://home.lib.saitama-
u.ac.jp/

千葉大学附属図書館 無 有 本が多数落下、現在、復旧中。
3/16　11:52
（筑波大まと
め）

計画停電による短縮開
館実施

http://www.ll.chiba-
u.ac.jp/

横浜国立大学附属図書
館

無 有

閉館。復旧の見込みなし。人的被害なし。書架から本が約９万冊ほど多
量落下。建物にひびあり。復旧の見込み立たず。
--------------------------------------------------------
3月22日13時より開館。

上段　3/16
11:52（筑波
大まとめ）
下段　4/1
16:13更新

3/23から通常開館 http://www.lib.ynu.ac.jp/

新潟大学附属図書館 無 有

ご照会のありました，地震の被害状況について報告します。
新潟大学附属図書館（中央館）
　図書の落下（４冊）
　視聴覚資料コーナー　ビデオテープ落下（３０巻）
　資料保存キャビネット扉開放
----------------------------------------------------------
通常開館（計画停電により閉館の可能性あり）。被害は図書が4冊落下、
ビデオテープが30巻落下。資料保存キャビネット扉開放。建物にクラック
数ヶ所発生。

上段　3/11
17:35

下段　3/18
16:29（筑波
大まとめ）

特に掲載なし
http://www.lib.niigata-
u.ac.jp/
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東北関東大震災（2011/3/11）における各大学の状況一覧（4/1現在）

長岡技術科学大学附属
図書館

無 無
地震の被害状況でございますが、本学の附属図書館は被害ありません
ので、ご連絡いたします。

3/11　16:45
計画停電による影響。
「24時間利用」休止(-
4/4)

http://lib.nagaokaut.ac.jp
/

上越教育大学 無 無
被害なし。その後の中越地震でも数冊落下のみ。計画停電の影響で閉館
あり。

3/18　16:29
（筑波大まと
め）

特になし
http://www.lib.juen.ac.jp
/

山梨大学 無 無 被害なし。

3/16　11:52
（筑波大まと
め）
4/1　17:37
更新

（計画停電時間以外）
通常開館.24時間利用は
医学分館は実施中、本
館は実施する予定

http://lib.yamanashi.ac.j
p/

信州大学附属図書館 無 無
3/11の地震は被害なし。3/12の地震は教育学部図書館において本が数
冊落下。他に被害なし。

3/18　14:27 特に掲載なし
http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/library
/

総合研究大学院大学附
属図書館

無 無 こちらは、被害はありません。 3/14　09:41 3/30から通常開館
http://www.lib.soken.ac.j
p/

放送大学 無 有

こちらは人的な被害などありませんでした。
こちらは液状化現象などひどい状況ですが、すでに復興に向けて通常勤
務に入っております。
こちらの状況をお送りいたします。
建物への被害はほとんどなく、集密書架のゆれによる壁の破損程度でし
た。
機器類も全く問題なく、被害が大きかったのは図書の書架からの落下で
す。
（写真添付：一般書架と電動書架の状況）
現在、書架へ戻す作業にとりかかっておりますが、今月一杯はかかりそう
です。
学生へのサービス第一ということで部分開館もしながら作業を継続する予
定です。
-----------------------------------------------------------
現在、閉館。２２日を目途に学生だけに限定した部分開館を予定中。人的
被害なし。壁の破損あり。本が多数落下し散乱した状態。

上段　3/16
09:24

下段　3/18
16:29（筑波
大まとめ）

短縮開館
実施期間： 4月1日（金）
～4月30日（土）（5月1日
からは通常の開館時間
を予定）
開館時間： 午前9時から
午後5時まで（土日祝日
も同じ時間）
図書館の利用内容： 通
常どおり

http://lib.ouj.ac.jp/

国立歴史民族博物館 無 有
現在、歴史民俗博物館が閉館のため閉室。2層式の書庫の上の部分の
図書が多数落下。

3/16　11:52
（筑波大まと
め）

臨時休館のお知らせこの
度、東北地方太平洋沖
地震で大きな被害を受け
られた地域の皆様に心よ
りお見舞い申し上げま
す。
当館では、入館者の皆
様の安全確保のための
施設点検、計画停電等
の影響を考慮し、しばらく
の間は臨時休館いたしま
す。皆様には大変ご迷惑
とご不便をおかけします
が、何卒ご理解とご協力
のほどをお願いいたしま
す。なお、今後の開館予
定については、当ホーム
ページで追ってお知らせ
いたします。

http://www.rekihaku.ac.j
p/

高エネルギー加速器研究
機構

無 有
現在、閉室中（3/15)。1/3程度の本が落下。機構自体の電気使用の問題
があり、復旧・開室に関しては未定。

3/16　11:52
（筑波大まと
め）

特に掲載なし
http://www-
lib.kek.jp/top.html

国立女性教育会館 無 有
免震書架への入替工事のため休室中（3/13-31)。被害は3階書庫の雑誌
が100冊ほど落下、復旧済み。

3/18　16:29
（筑波大まと
め）

女性教育情報センター
書架入れ替え工事のた
め休室中

http://www.nwec.jp/

日本原子力研究所 無 有
現在閉室。職員自宅待機のため、現在の状態は不明。地震直後の把握
した限りでは、天井落下あり、ガラスが100枚程度破損、本のほとんどが
落下。

3/18　16:29
（筑波大まと
め）

http://www.jaea.go.jp/

海洋開発研究機構 無 有
現在、機構自体の方針で3月末まで閉室中。建物等大きな被害はなく、本
が数冊落下。

3/18　16:29
（筑波大まと
め）

http://www.jamstec.go.jp
/j/
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東北関東大震災（2011/3/11）における各大学の状況一覧（4/1現在）

東京地区

大学名
人的被害
の有無

物的被害
の有無

連絡内容 連絡日時 2011.3.30 Web確認 図書館ホームページ

東京大学附属図書館 無 有

総合図書館、駒場図書館、柏図書館及びその他図書館・室の利用者、職
員ともに被害なし。3/11の地震当日は多くの職員が学内に泊まった。図
書資料は総合図書館約2万冊、柏図書館約1万冊、法学部図書室2万冊
が落下し、その他の図書館・室でも多数落下した。建物・設備関係では、
総合図書館の水道管が破裂し、水漏れがあった（3月15日18時復旧）。ま
た、書庫の増設部分との接合箇所にゆがみが認められた。その他の建物
については、大きな被害はない模様。総合図書館は3/21まで休館で、22
日以降は未定。柏図書館は3/18まで休館、22日以降は未定。駒場図書
館は18日まで部分開館。その他の図書館・室もほぼ全面的に閉館してい
る。職員の出勤状況は70～80％。
4月の開館予定は以下の通り。
・総合図書館　4月1日（金）～10日（日）　平日 9：30～17：00　土・日・祝
　　　　　　　　　日は閉館
　　　　　　　　　4月11日（月）～5月8日（日）　平日9：00～19：00　土・日
　　　　　　　　  10：00～16：00　祝日は閉館（4/29、5/3～5/5）
　　　　　　　　　（4/21閉館）
・柏図書館　 　4月　9:00～17:00 (土曜日は閉館)
・駒場図書館  4月1日（金）～7日（木）　平日 9：00～17：00（4/2、4/3
　　　　　　　　　閉館）
　　　　　　　　  4月8日（金）～6月30日（木） 平日 9:00～19:00  土日祝
　　　　　　　　　休日10:00～17:00 (4/15、5/10、6/15閉館)

3/16　15：30
4/1　15：00
更新

総合図、駒場図、柏図　4
月以降短縮開館

http://www.lib.u-
tokyo.ac.jp/

東京医科歯科大学図書
館

無 有

○本館
３月１１日　本の落下約２００冊　修理必要　３０冊
　　　　　　書架及び建物への影響　なし
　　　　　　自動書庫点検のため停止（実害なし）
　　　　　　安全確保のため　１６：００以降閉館
　　　　　　図書館職員の殆ど帰宅できず
３月１２日　安全確保のため閉館
３月１３日　開館（８：３０～１７：００）
３月１４日　人員確保できず閉館
３月１５日　自動書庫復旧（人員確保できず（本学職員及びメンテ業者）復
旧が遅れる）
３月１６日　東北地方太平洋沖地震以外の地震群による被害なし
３月２１日まで閉館（予定）

○分館
３月１１日　本の落下約５，０００冊　修理必要　不明
　　　　　　書架及び建物への影響　なし
　　　　　　安全確保のため　１６：００以降閉館
　　　　　　図書館職員の殆ど帰宅できず
３月１２日　休館
３月１３日　休館
３月１４日　一部開館
３月１６日　東北地方太平洋沖地震以外の地震群による被害なし
３月２１日まで閉館（予定）

3/16　09:43

3月22日から4月4日迄の
平日のみ10：00～16：00
の間、3階閲覧室を開館
します。なお、この間は
閲覧のみ

http://lib.tmd.ac.jp/

東京外国語大学附属図
書館

無 有

東京都西部でも震度５弱の強い揺れがありました。
　当館では多数の図書が落下しましたが、他の物的被害は
ほとんどなく、人的被害はゼロでした。
　余震が続いており、3月14日(月)を臨時閉館として復旧に
当たる予定です。
-----------------------------------------------------------
-------
落下図書　14,716冊
建物　壁面・床のひび割れ多数、床材の波打ち等
3/11 15-17時, 3/14-16 休館
3/17-31 一部エリアのみ開館（平日9-17時）
-----------------------------------------------------------
-------
4/1-8 通常通り開館（平日9-17時）
4/11-28 開館（平日9-18時のみ。時間外開館を短縮し、土日は休館）
5月以降は未定。

上段
3/11　18:18

中段
3/17  15:09

下段
4/1　10:59

一部エリアのみ開館
http://www.tufs.ac.jp/lib
rary/index-j.html

東京学芸大学附属図書
館

無 有
・人的被害なし
・物的被害あり・・・本が約100冊程度落下した。
・計画停電に対応し開館。

3/24　15:50
計画停電による短縮開
館実施

https://library.u-
gakugei.ac.jp/top.html

東京農工大学図書館 無 有

府中図書館
・人的被害無し
・書籍約200冊落下（破損無し）
・エレベーター停止（復旧済み）
・計画停電に対応し開館しております

小金井図書館
・人的被害無し
・図書約150冊、雑誌約250冊落下
・エレベーター停止（復旧済み）
・計画停電に対応し開館しております

3/31 16:52
計画停電による短縮開
館及び臨時閉館実施

http://www.biblio.tuat.ac
.jp/
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東北関東大震災（2011/3/11）における各大学の状況一覧（4/1現在）

東京芸術大学附属図書
館

無 有

上野校地図書館本館
・人的被害なし
・図書の落下約3,000冊
・全学的に当分の間、学生の学内キャンパス在留時間を制限（９時～１６
時）しているため、この時間に限り開館している。利用内容は閲覧室の利
用のみに制限を行っている。

取手校地図書館分室
・人的被害なし
・図書の落下約2,500冊
・3月31日まで休館

本館　開館時間は9時～
16時、閲覧席とパソコン
の利用のみ。土曜日休
館
取手分室3月末まで閉館

http://www.lib.geidai.ac.j
p/

東京工業大学附属図書
館

【臨時閉館】
4月2日，4月3日
【開館予定】
＜4月5日まで＞
・ 平日 ： 9:30～17:00
・ 休日 ： 閉館
＜4月6日から＞
・ 平日 ： 9:30～21:00
・ 休日 ： 変更なし
大岡山本館の４階エリア
は立ち入り禁止

http://www.libra.titech.a
c.jp/

東京海洋大学附属図書
館

無 有

<被害状況>
・本館（品川キャンパス）、分館（越中島キャンパス）とも利用者や職員に
怪我などはなかった。
・書籍の落下状況は、本館は閲覧室は被害は少なかったが、書庫の被害
が著しく６割の書棚から資料が落下した。分館は閲覧室の約8割の書棚
から本が落下し、２箇所の書庫のうち、1箇所は集密書架が十分作動せ
ず、他の１箇所はほぼすべての本が落下している状態で両方とも利用で
きない。なお、その後の点検で集密書架は部分的に故障していることがわ
かった。
・本館（品川キャンパス）では内壁の一部にひびが入った
・分館（越中島キャンパス）ではガラス、玄関のタイルにひびが入った。

<開館状況>
・本館（品川キャンパス）は①3月14日～18日は開館、ただし書庫は17日
まで立ち入り禁止。②3月22日～24日まで閉館
・分館（越中島キャンパス）は3月14日～24日まで閉館。
3月25日より、本館分館とも開館予定。（ただし、分館の2箇所の書庫は利
用できない状態）

<備考>
3月22日～24日までの閉館は大学全体の通学自粛に伴うもの。

3/29　10:04

品川・越中島両キャンパ
スの図書館は3月22日
（火）～24日（木）の間、
臨時休館。

http://lib.s.kaiyodai.ac.jp
/

お茶の水女子大学附属図
書館

無 有

　・外壁一部崩壊（２箇所）
　・地震によるエレベータの停止
　・ガラスのひび割れ（玄関他計５箇所）
　・書架からの図書の落下（約2,400冊）
　・マップケースの落下（３台）及び資料の損傷
　・利用者用トイレの窓破損
　・書庫内除湿機傾斜

3/18　16:34 3/31まで臨時閉館
http://www.lib.ocha.ac.jp
/

電気通信大学附属図書
館

無 有

・館内のモルタル落下とそれに伴う閲覧机の損傷
・本の落下（約５０冊）
・製本雑誌の落下（約２０冊）
・エレベータの停止

3/30　16:01
4月5日から計画停電に
よる短縮開館実施

http://www.lib.uec.ac.jp/

一橋大学附属図書館 無 有

・人的被害なし
・資料の落下約200冊（破損約20冊）
・施設の被害：外壁の一部にひび
・3月11日は15時30分以降閉館、図書館職員の一部帰宅できず。
・3月14日～15日は臨時閉館。3月14日は、飛び出た資料の復旧作業。
・3月16日以降、計画停電予定時間及びその前後を除き開館。ただし、節
電協力のため、照明、利用者用PC、コピー機、暖房、エレベータ-の利用
を制限。大閲覧室も閉室。
・4月1日～16日は平日9時～17時のみ計画停電予定時間及びその前後
を除き開館。（授業開始が2週間延期されたため、休業期開館時間に変
更）

4/1 15:01
計画停電による短縮開
館実施

http://www.lib.hit-
u.ac.jp/

政策研究大学院大学図
書館

無 無

・本の落下（図書約1500冊、雑誌約2500冊）
・人的被害・建物等の被害はなし
落下資料は復旧済み。
節電のため、一部照明を落としているが通常の時間で開館中。

短縮開館の可能性あり。
http://www.grips.ac.jp/m
ain/lib/index-j.html

国文学研究資料館 無 有

・人的被害無し
・物的被害有り
・閲覧室開架書架（免震書架）から図書が数カ所約３０冊落下した。
３月１５日午後～３月１９日は臨時閉室。３月２２日～２４日は計画停電中
を除き部分開室。３月２５日～３月３１日は蔵書点検期間のため閉室。

3/23　14:37
計画停電による短縮開
館実施。3/25～3/31蔵
書点検による休室

http://www.nijl.ac.jp/

国立情報学研究所図書
室

無 有

職員・利用者の被害：なし
施設の被害：なし（建物しっくい多少剥離あり）
蔵書の被害：なし（1冊破損。88冊落下）
運営情報：14日以降通常通り開館。但し節電協力により、照明、利用者
用PC電源などを制限。OPACなども運用中。但し、図書業務システム入替
のため、ILLは停止中。OPACも図書業務システム入替のため、23日から
停止予定。

3/22　13:15 特に掲載なし
http://www.nii.ac.jp/kou
hou/library/open_top.ht
ml

5



東北関東大震災（2011/3/11）における各大学の状況一覧（4/1現在）

東海北陸地区

大学名
人的被害
の有無

物的被害
の有無

連絡内容 連絡日時 2011.3.30 Web確認 図書館ホームページ

岐阜大学図書館 無 無
地震による被害について岐阜大学は，被害がありませんでしたので，報
告します。（岐阜市は震度３でした。）

3/11　17:21 特に掲載なし
http://www1.gifu-
u.ac.jp/~gulib/index.html

静岡大学附属図書館 無 無 連絡が遅れましたが、静岡大学附属図書館は被害ありません。 3/13　07:29 特に掲載なし
http://www.lib.shizuoka.
ac.jp/

浜松医科大学附属図書
館

無 無 標記の件につきましては、当方は今のところ被害はありません。 3/14　16:59 特に掲載なし
http://www.hama-
med.ac.jp/toshokan.html

名古屋大学附属図書館 無 無 本学は、被害はありません。 3/11　18:12 特に掲載なし
http://www.nul.nagoya-
u.ac.jp/

愛知教育大学附属図書
館

無 無 照会のありました表題の件について，認められる被害はありません。 3/12　14:18 特に掲載なし
http://www.auelib.aichi-
edu.ac.jp/

近畿地区

大学名
人的被害
の有無

物的被害
の有無

連絡内容 連絡日時 2011.3.30 Web確認 図書館ホームページ

奈良女子大学図書館 無 無 奈良女子大学は被害ありませんでした． 3/14　09:08 特に掲載なし
http://www.lib.nara-
wu.ac.jp/

和歌山大学附属図書館 無 無
本学では、被害がありませんので
取り急ぎ回答いたします。

3/15　09:14 特に掲載なし
http://www.lib.wakayama
-u.ac.jp/
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