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2022（令和 4）年 3 月 16 日発生の福島県沖地震による 

被害・復旧状況について 

 

当該地震による被害があり、協議会ウェブサイトでの公開について“可”の加盟館のみ掲載しています。 

情報集約期間：2022 年 4 月 11 日（月）～2022 年 5 月 12 日（木） 
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【岩手大学図書館】 
1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・エレベータ停止 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・1F 電動書庫 40 冊 

・2F 25 冊 

・教科書コーナー 300 冊 

・3F 210 冊 

・積層書庫 10 冊 

・5F 資料室 300 冊・ 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   ３月１７日（木）9:00～13:00 

開館した日   3 月 17 日（木） 

3．サービスの

復旧状況 

・3 月 17 日（木）13：00 から通常開館 

4 ．被害状況

写真 

 

＊＊＊ 5F 資料室 ＊＊＊ 
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【東北大学附属図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・天井からの漏水 

・壁の亀裂 

・空調機の使用停止（配管破損） 

・屋上クーリングタワー及び冷却塔囲い壁破損 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・貴重書棚の扉及び固定金具破損 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 15.7 万冊（図書 2.2 万冊、雑誌 8.5 万冊、古典 5.0 万冊） 

・震災ライブラリー、グローバル資料室の資料水損 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間  ３月 17 日（木）、3 月 19 日（土）～3 月 21 日（月） 

開館した日  3 月 18 日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

・3 月 18 日（金）は、短縮（9 時～17 時）開館 

※利用可能エリアを、メインフロア、学生閲覧室 1F、学生閲覧室 2F 東側、研究個室、グル

ープ学習室に限定 

※貸出及び文献複写受取等のカウンターサービスは通常通り可能 

・3 月 19 日（土）～3 月 21 日（月）は臨時休館 

・3 月 22 日（火）～は通常開館（平日 9 時～22 時、土日祝 13 時～22 時） 

・4 月 19 日（火）～2 号館 1～2 階を利用再開 

・4 月 22 日（金）～グローバル資料室の閲覧席の一部を利用再開 

（5 月 6 日現在） 

4 ．被害状況

写真 

 

   

 

  

▲配管破損による漏水（グローバル学習室） ▲製本雑誌の落下（2 号館） 
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【東北大学附属図書館 医学分館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・天井ボードの一部破損 

・躯体壁・ボードのクラック 

・外壁タイル破損 

・空調グリルの落下、破損 

 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・一部の側板及び書架固定壁面破損 

 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下約６万冊（図書約３万冊、雑誌約３万冊） 

 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   ３月１７日（木） 

開館した日   ３月１８日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

 

〇3/18(金)～ 

・開館時間：9-17 時 

・時間外利用：休止（土日祝休は完全閉館） 

・利用可能場所：1F カウンター、ラーニングコモンズ、グループ学習室、2F 閲覧室、別棟 1F

電動書架 

※以下の再開時期は未定 

2F 書架・閲覧席、3F 書架・閲覧席、3F 閲覧室、別棟 2F 閲覧室 

 

〇4/4(月)～ 

・開館時間：通常通り(平日 9-20 時) 

・時間外利用：通常通り(平日:7-9, 20-24／土日祝休:7-24) 

・立入禁止エリア：開館時間帯は 2F 東側エリアのみ。時間外利用時間帯は 2F･3F フロアす

べて 

※一部の閲覧席は利用禁止 

 

〇4/12(火)～当面 

・開館時間：通常通り(平日 9-20 時) 

・時間外利用：通常通り(平日:7-9, 20-24／土日祝休:7-24) 

※一部の閲覧席は利用禁止 

（4 月 12 日現在） 
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4 ．被害状況

写真 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東北大学附属図書館 北青葉山分館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・大型地図キャビネット転倒 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下約 10,500 冊（図書約 6,000 冊、雑誌約 4,500 冊） 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   ３月１７日（木）～3 月 18 日（金） 

開館した日   ３月 22 日（火） 

3．サービスの

復旧状況 

・3/1～北青葉山分館は改修工事のため休館し、別棟に臨時図書室を開設して一部サービス

を提供中 

（4 月 12 日現在） 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲製本雑誌書架 ▲空調設備の破損 

▲大型地図キャビネット転倒 ▲梱包済ダンボール転倒 

 
▲資料の落下：1階図書 
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【東北大学附属図書館 工学分館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・一部壁の破損 

・機械室パイプ破損 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・書架の天つなぎのボルト外れ 

・側板外れあり 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下約 4 万冊 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   ３月１７日（木） 

開館した日   ３月 18 日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

・3/18(金)午後から平日 9-17 時のみ一部閲覧席等の部分開館 

・4/4(月)から平日 9-20 時のみ部分開館（利用可能スペースは都度お知らせ） 

（4 月 12 日現在） 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲天つなぎボルト外れ ▲側板外れ 
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【東北大学附属図書館 農学分館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・天井、壁の剥離・亀裂各所 

・ロフト空調機 6 台落下（天井破損のため立入禁止） 

・事務室ドア鍵故障 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下防止装置を常時作動させていた棚や実験中の傾斜棚も、その

多くが棚板ごと落下 

・木製低書架 3 台転倒 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・2 階開架資料のほとんどが落下（約 11 万冊） 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   ３月１７日（木）～4 月 3 日（日） 

開館した日   4 月 4 日（月） 

3．サービスの

復旧状況 

・4/4（月）～1 階のみ部分開館（平日 9 時～17 時） 

・4/20（水）～2 階図書エリア利用再開（2 階雑誌エリアは利用不可） 

・4/25（月）～開館時間延長（平日 9 時～20 時） 

（５月６日現在） 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲棚板ごと書架から落下 ▲空調の落下 
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【宮城教育大学附属図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・壁の亀裂、天井（石膏ボード）の破損 

・エレベーターの停止 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・書架上部転倒防止つなぎの破損 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 7,000 冊 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間  3 月 17 日(木） 

開館した日  3 月 18 日(金） 

3．サービスの

復旧状況 

・3 月 18 日(金）より復旧作業エリアを立入禁止として通常開館 

・4 月 1 日(金)より書架破損エリアのみ立入禁止へ 

4 ．被害状況

写真 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲製本雑誌の落下             ▲書架上部転倒防止つなぎの破損 
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【秋田大学附属図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 245 冊（すべて図書） 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

 

4 ．被害状況

写真 

 

▲資料の落下（2 階閲覧室） 

 

【山形大学 小白川図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・天井配線カバーのズレ（要修理） 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下（全体で 10 数冊程度） 

・落下図書の破損（1 冊） 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

・当日から通常開館 

 

4 ．被害状況

写真 

省略 
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【山形大学 医学部図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・２階外国雑誌架における耐震補強用金具の一部破損。 

蔵書・雑誌等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

・書架は、3 月 31 日に修繕済。 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

【山形大学 工学部図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 約百冊（図書等） 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間  月  日（ ）～ 月  日（ ） 

開館した日  月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

特になし                                           

 

4 ．被害状況

写真 

特になし 

 

 

  

▲耐震補強用金具の破損（2 階外国雑誌架） 
▲拡大図 
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【福島大学附属図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・天井や壁の亀裂、剥離各所 

・開架閲覧室天井ボードの剥離 

・落下防止装置の破損 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・電動集密書架の不具合 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・資料の落下 32,296 点（開架：15,348 点、書庫：16,948 点） 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   3 月 17 日（木）～ 3 月 29 日（火） 

開館した日   3 月 30 日（水） 

3．サービス

の復旧状況 

・開架スペースを中心に落下資料の９割以上の復旧作業が進んだため、3 月 30 日（水）より通

常開館（４月２０日には落下資料の復旧作業がほぼ完了） 

・本館 2F 開架閲覧室天井からの落下物等のため、当面の間窓側閲覧席の利用を制限 

・本館 2F 開架閲覧室天井ボードの一部が剥離しており、書架の一部を当面の間立入禁止 

・新館 B 階段は昨年 2 月の地震の際に壁面に亀裂や破損が生じ、補修工事を行っていたが、

今回の地震により、再度、亀裂・破損が生じたため、当面の間立入禁止 

4．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害状況の写真等について、以下にも掲載しております。 
「臨時休館のお知らせ（3/17-3/29 予定）と、図書館の被災状況について」 

https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/oshirase/2022jishin.html  
 

  

▼開架閲覧室資料の落下 

https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/oshirase/2022jishin.html
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【岩手県立大学メディアセンター】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・館内エレベーターの停止（3/17 午後に復旧） 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・資料の落下：約 1,000 冊 

・破損資料：６冊 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

3/17（木） ９時～15 時 利用可能場所を限定した部分開館 

        15 時～17 時 通常開館 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料の落下 
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【宮城大学 大和キャンパス図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・数か所でコンクリート壁の一部がはがれるなどの被害があった。① 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・棚板を固定する部分の片側がはずれ、棚（一段）が斜めに傾いたと

ころが２か所あった。（本は落ちなかった。）② 

蔵書・雑誌等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

・若干、本が前にずれたところがあったが、落下は、開架１冊、書庫７

冊。③ 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

・3/17（木）より通常開館 

4 ．被害状況

写真 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

  

①コンクリートが剥がれ落ちたところ 

 （１F 閲覧室） 

②最上段の書架の棚の片側が外れ

て、傾いている（１F 閲覧室） 

③本の落下とせり出しが見られた（書

庫２F） 
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【宮城大学 太白キャンパス図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・蛍光灯が外れるなどの被害があった。 

・壁面にクラックが発生した 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・中段の部分の落下は少なかったが、下段に置いている重い本の落

下（飛び出し）が目立った。 

・１F よりも２F の被害がひどかった。 

・落下 700 冊 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   ３月１７日（木）～ ４月１３日（水） 

開館した日   4 月 14 日（木） 

3．サービスの

復旧状況 

・地震の翌日から、４/13（水）まで閉館 

4 ．被害状況

写真 
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【福島県立医科大学附属学術情報センター】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

光が丘キャンパス 

・木製書架の側板緩んで棚板ごと資料の落下 

・木製書架上部に隙間が発生 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・光が丘キャンパスの資料の落下五分弱（図書・製本雑誌合わせて

約 1 万冊） 

・駅前キャンパスの資料落下 3～4 割（約 3 千冊） 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

・3 月 17 日～18 日は落下した書架のあるエリアを利用不可とし、部分開館 

・3 月 22 日からすべての書架を利用可能とした。 

4 ．被害状況

写真 

光が丘キャンパス 

     

▲製本雑誌の落下（北側雑誌架）        ▲書架の部分破損（南側閲覧室） 
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【八戸学院図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・ボイラー異常あり 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・棚からの書籍落下 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   ３月１７日（木） ～ ３月１７日（木） 

開館した日   ３月１８日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

・３月１７日（木）ボイラー復旧 

・３月１８日（金）から４月８日（金）までは、短縮開館（８時４０分～17 時半） 

・貸出及び文献複写受取等のカウンターサービスは通常通り 

・４月１１日（月）から通常開館（月～木 ８時４０分～１９時、金 ８時４０分～２０時） 

（４月１３日現在） 

4 ．被害状況

写真 

 

    

 

    

 

▲ ボイラー異常 

▲ １F 文庫・新書コーナー 図書落下 

▲ ２F 西側エレベーター脇書架 図書落下 
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【八戸工業大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・蔵書二十数冊が書棚から落下 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

 

4 ．被害状況

写真 
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【岩手医科大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・内丸図書館：落下図書 1 冊 

・矢巾図書館：落下図書・雑誌608冊(うち 2冊破損したが補修のう

え配架) 

・本町書庫：落下図書・雑誌 54 冊 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

・3 月 17 日(木)は復旧作業のため矢巾図書館のみ 3 時間遅らせて開館(通常平日 9 時開

館) 

4 ．被害状況

写真 

 

 

矢巾図書館 洋雑誌落下(傾斜スライド棚 未整備の箇所) 

 

 

矢巾図書館 傾斜スライド棚作動により落下防止 

 

 

  



20 
 

【修紅短期大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・建物の被害としては天井、壁の剥離と亀裂が多数 

・天井板のずれ 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下（図書 400～500 冊、雑誌 10～20 冊） 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間  3 月 17 日（木）～ 3 月 17 日（木） 

開館した日  3 月 18 日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

・3 月 17 日のみ閉館 

・18 日より、開架の一部スペース（資料の落下が激しいエリア）を立ち入り禁止区域とし、開

館 

4 ．被害状況

写真 

 

   
↑開架資料の落下 

 

     
↑壁、天井の剥離、亀裂、天井板のずれ 
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【仙台大学附属図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 1.5 万冊 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   3 月 17 日（木）～  月  日（ ） 

開館した日   3 月 18 日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

 

4 ．被害状況

写真 
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【石巻専修大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・書架の傾斜（１２台） 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 約９００冊（図書） 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間  ３月１７日（木）～ ３月１８日（金） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

・3 月 22 日（火）以降は春期休暇期間開館（平日 9 時～１７時、土日祝 閉館） 

・書架が傾斜したエリアは、立ち入り制限 

・その他は通常通りの運営 

（4 月２６日現在） 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲製本雑誌の落下（書庫） ▲書架の傾斜（書庫） 
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【東北学院大学 中央図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・中央図書館 

  １Ｆ入口軒に、修理の必要な亀裂２箇所発生。 

  閲覧室の天井付近に、修理の必要な亀裂２箇所発生 

・中央図書館分室 

  修理が必要な壁の亀裂３箇所発生 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・中央図書館 

  修理が必要な倒壊防止書架間連結バーの湾曲 2 箇所発生 

・中央図書館分室 

  修理が必要な書架転倒防止壁止め金具剥離１箇所発生。 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・中央図書館 

２Ｆ閲覧室書架より図書落下散乱、約 500 冊。 

３Ｆ閉架書庫書架より図書約 50％落下散乱。 

Ｍ３Ｆ閉架書庫書架より図書約 60％落下散乱。 

４Ｆ閉架書庫書架より図書約 70％落下散乱。 

Ｍ４Ｆ閉架書庫書架より製本雑誌・未製本雑誌約 80％落下散乱。 

５Ｆ貴重書室展示棚より資料落下約20点、展示棚内で横倒し、約

50％。 

５Ｆ準貴重書室、展示棚より落下資料散乱、約 20 点。 

・中央図書館分室 

２Ｆ閲覧室書架より図書約 20％落下散乱。 

３Ｆ閉架書庫書架より図書約 30％落下散乱。 

４Ｆ閉架書庫書架より図書約 30％落下散乱。 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間 ・中央図書館   

３月 17 日（木）～ ３月 19 日（土） 

・中央図書館分室 

３月 17 日（木）～ ４月  ２日（土） 

開館した日 中央図書館 

３月 22 日（火）但し、閲覧室利用に限る 

中央図書館分室 

４月   ４日（月）但し、閲覧室利用に限る 

3．サービスの

復旧状況 

・中央図書館 

地震発生の翌日３月 17日より順次復旧作業を開始し、特に４月 14日（木）～15日（金） 
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 は集中的に復旧作業を行い、４月 26 日（火）に閲覧室・開架書庫・閉架書庫とも通常利用

を再開した。 

しかし５月６日現在、中央図書館Ｍ４Ｆの論集・紀要コーナーの倒壊防止書架間連結バ

ーの一部が破損したため、そのエリアのみ一般利用者の立入を禁止としている。 

・中央図書館分室 

地震発生の翌日３月 17日より順次復旧作業を開始し、特に４月 14日（木）～15日（金）

は集中的に復旧作業を行い、４月 18 日（月）に閲覧室・開架書庫・閉架書庫とも通常利用

を再開している。 

4 ．被害状況

写真 

・中央図書館 

   

倒壊防止書架間連結バーの湾曲         ４Ｆ閉架書庫書架より図書約 70％落下散乱 

 

・中央図書館分室 

   

分室内壁亀裂                     ３Ｆ閉架書庫書架より図書約 30％落下散乱 
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【東北工業大学附属図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・天井、壁面の破損 

・部品等の落下 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・倒壊、破損、変形 

・集密書架作動不良 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・各館の蔵書の 3～4 割が落下 

・落下資料の一部が破損 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   3 月 17 日（木）～  3 月 31 日（木） 

開館した日   4 月 1 日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

・修繕が必要な一部の設備、資料を除き、通常通りのサービスを再開しています。 

4 ．被害状況

写真 

 

   

 

   

 



26 
 

【東北福祉大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・天井及び壁一部破損 

・天井 クラック 

・天井 吊り金具落下 

・飛沫シート破損 

・展示物（絵画）落下 

・誘導灯及び空調機器落下 

・エキスパンション破損 

・床タイル破損 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下資料 約 100,000 冊 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間  3 月 22 日（火）～ 3 月 25 日（金）、4 月 7 日（木）～8 日（金） 

開館した日  4 月 11 日（月） 

3．サービスの

復旧状況 

・4 月 11 日（月）より通常開館（平日 9 時～19 時 20 分、土曜 9 時～17 時）及び ILL、通教

生への遠隔サービスを再開 

・閲覧室、開架資料については利用可能 

 ※3F 大閲覧室は壁面倒壊の恐れがあるため利用不可（閉鎖） 

・書庫資料（一部を除く）は出納にて利用可能（職員以外は入庫不可） 

（4 月 20 日現在） 

4 ．被害状況

写真 

 

 

▲3F 閲覧室 壁面破損 
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▲和雑誌書庫 壁面破損          ▲誘導灯落下 

 

   

▲積層書庫内                 ▲開架部分 
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【東北文化学園大学総合情報センター図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・壁の塗装剥離 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下、約 150～200 冊 

・書棚の資料横倒し、各所 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間  3 月 17 日（木）の午前中 

開館した日  3 月 17 日（木） 13 時～ 

3．サービスの

復旧状況 

・3 月 17 日（木）、13 時～1７時開館。利用制限なし。 

・3 月 18 日（金）以降は通常開館。 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲資料の落下(閉架書庫) 

▲資料の横倒し(地下書庫) 

▲壁の塗装剥離(事務室) 
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【東北医科薬科大学 本館・医学分館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・資料の落下 

【本   館】約 3,000 冊（主に学生用図書） 

【医学分館】約 1,000 冊（主に学生用図書） 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無  ※【医学分館】のみ 

期間 【医学分館】3 月 17 日（木） 

開館した日 【医学分館】3 月 18 日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

【本   館】 

・3 月 17 日（木） 8:30～ 開館しながら復旧作業実施 

12：00～ 通常開館に移行 

【医学分館】 

・3 月 17 日（木） 終日   復旧作業実施 

・3 月 18 日（金） 8:30～ 通常開館に移行 

4 ．被害状況

写真 

【本   館】                  【医学分館】 
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【宮城学院女子大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・天井、壁、床の亀裂、剥離 

・窓ガラス破損 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・中二階スチール書架のボルト落下 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 8 万冊（図書 7.3 万冊、雑誌、2 千冊、楽譜 5 千冊） 

・参考図書など資料破損約 50 冊 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   3 月  17 日（木）～  3 月  17 日（木） 

開館した日   3 月  18 日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

・3 月 18 日（金）以降は通常開館（春期長期休暇中短縮開館のため 

平日 9 時～17 時、土曜休館） 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ↑窓ガラス破損（楽譜室） 

               

←（上：楽譜落下、下：参考図書落下） 
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【尚絅学院大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・コンクリート製受け梁の剥落 1 か所、ヒビ発生 2 か所 

（建物中央部であるコラボックス 3 の真上付近） 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 600 冊（このうち 590 冊が 2 階） 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

・翌開館日 3 月 18 日は通常どおり開館し、午前中に落下図書を戻した。 

（発災翌日の 3 月 17 日は閉館日のため、主に状況の確認を行った） 

・建物の破損は未復旧で、その下を通行止めとしているほかは通常どおり。 

（4 月 11 日現在） 

4 ．被害状況

写真 

 

   

（左上）2 階コミックスクエア （落下図書の 8 割はこの近辺で発生） 

（中央・右上）2 階コラボックス 3 前通路とその上の受梁（40cm 四方・厚さ 8cm のコンクリ

片が剥落し、この通路を通行止めとした。そのため、利用者が写真奥の雑誌書庫へ行く場合

は、1 階を迂回する必要がある） 
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【聖和学園短期大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・エアコン吹出し口カバーが外れる 

・移動書架カバーが外れる 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・案内札のネジが外れる 

・ラックの転倒 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・2,000 冊程度落下 

・2 冊破損 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間  3 月 17 日（木）～ ３月 17 日（木） 

開館した日  ３月 18 日（金）～ 

3．サービスの

復旧状況 

・翌日から全て通常通り 

4 ．被害状況

写真 
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【仙台青葉学院短期大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・上階からの漏水（長町キャンパス分室） 

・停電（長町キャンパス分室） 

・壁の亀裂（中央キャンパス分室） 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下多数 

・図書約 1500 冊・雑誌多数水損 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有（長町キャンパス分室）   □無 

期間   3 月 17 日（木）～未定 

開館した日   未定 

3．サービスの

復旧状況 

・五橋キャンパス図書館および中央キャンパス分室は 3 月 18 日より通常通り開館 

・被害の大きかった長町キャンパス分室は停電が続いているため閉館中（4/27 現在）。館内

の復旧は完了しているため、通電次第再開。貸出リクエスト等は通電している場所に臨時窓

口を設けて対応している。 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲長町キャンパス分室の落下資料 

 

                         ▲長町キャンパス分室の漏水 
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【東北生活文化大学・東北生活文化大学短期大学部附属図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・天井や壁にヒビが入った。 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・2 階書架（主に上部棚）からの落下が図書・雑誌合わせて 1 万冊

強。 

・一部破損資料あり。 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 （もともと感染対策等により休館中） 

期間  ３月１７日（木）～ ４月 7 日（木） 

開館した日  4 月 8 日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

・2 階は立ち入り・利用不可。 

・利用サービスを 1 階での閲覧のみに限定（～4 月末）。 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

▲製本・雑誌等の落下（2 階）    ▲天井及び壁面上部の亀裂（2 階） 
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【羽陽学園短期大学附属図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 数百冊 

・破損 10 冊程度 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

・17 日～落下資料整理後、通常開館 

4 ．被害状況

写真 

 

   

１階書庫 

 

【医療創生大学 いわきキャンパス図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 11 冊（図書 8 冊、雑誌３冊）ページの破れ等の破損あり 

2．休館等 臨時休館の有無 □有   ■無 

期間   月  日（ ）～  月  日（ ） 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

・図書館は地震翌日も通常通り開館 

4 ．被害状況

写真 
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【奥羽大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・６階シャフトの給水管が破裂し天井から漏水 

・壁・柱の亀裂 

・１階 OPAC 端末が水濡れにより使用不能 

・1 階・2 階カーペットの水濡れ・カビ発生 

書架等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下 1.8 万冊（１階・２階・館長室） 

・落下した図書に天井から漏水し水損。（１階・２階） 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   3 月 17 日（木）～  現在も休館中 

開館した日   月  日（ ） 

3．サービスの

復旧状況 

・３月１７日（木）から休館 

・昨年９月から退職により職員が減ったので、２名で復旧作業を行っている。 

・教員・学生から貸し出し希望がある場合、希望の本が「水濡れ」や「書架に戻っているか」な

どを確認し個別に対応している。 

（5 月 6 日現在） 

4 ．被害状況

写真 
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【郡山女子大学図書館】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・壁の亀裂 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・床固定されていない書架の傾斜と位置のずれ 

・書架転倒、および転倒防止金具の破損 

・書架の一部破損（棚板接合部分の破損、側面の亀裂） 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・落下約45,000冊（図書約35,000冊、製本雑誌約 10，000冊） 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   3 月 17 日（木）～ 4 月 7 日(木) 

開館した日   4 月 8 日（金） 

3．サービスの

復旧状況 

・4 月 8 日(金)より通常開館（平日 8 時 30 分～18 時）ただし、余震に備え一部の大型図書

を別置。 

4 ．被害状況

写真 

・ 
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【桜の聖母短期大学図書館情報センター】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・天井や壁のひび割れ・剥離(各所) 

・吊り下げ式照明器具(5 台)の破損 

・ウォーターサーバーの破損 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・集密書架(1 連)の脱線 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・資料の落下 

 →約 2.5 万件（図書、製本雑誌、視聴覚資料等） 

・図書の破損 

 →約 70 冊 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間  3 月 17 日（木）～3 月 29 日（火）午前 

  ※上記の内、20・21・24・26・27 日は通常休館日 

開館した日  3 月 29 日（火）午後 

3．サービスの

復旧状況 

・3 月 29 日(火)の午後から開館したが、照明器具の修理が終了していなかったため、一部

閲覧席の利用を制限した。 

・4 月 1 日(金)以降は通常開館。(※集密書架の修理が終了していないため、集密書架内の

資料閲覧のみ制限している。) 

(4 月 26 日現在) 

4 ．被害状況

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

↑吊り下げ式照明器具の破損 

 

↑集密書架の脱線 

↑一般書架の図書の落下 
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【福島学院大学図書館情報センター（宮代）及び福島駅前キャンパス図書室】 

1．被害状況 人的被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

建物・設備等の被害 □有（有の場合は状況を以下に記載）  ■無 

書架等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・駅前キャンパス図書室の書架が転倒、変形 

蔵書・雑誌等の被害 ■有（有の場合は状況を以下に記載）  □無 

・宮代：落下およそ 4 万冊、うち破損等 300 冊 

・駅前：落下およそ５千冊 

2．休館等 臨時休館の有無 ■有   □無 

期間   ３月 １７日（木）～ ４月 8 日（金） 

開館した日  ４月 11 日（月） 部分開館にて対応 

3．サービスの

復旧状況 

・駅前キャンパスの書架転倒は、専門業者によって復旧作業を行った（4/13～４/14）。しかし

学生が安全に利用できるレベルには達していないため、学生の利用スペースを限定する。 

・駅前・宮代ともに、コロナウィルス感染対策のため、もともとＬＩＮＥ公式アカウントを活用して図

書館に関する検索などを実施していたが、これを継続し、図書検索、利用促進等のサービスを

行う。 

・貸出及び文献複写受取等のカウンターサービスは通常通り可能。 

（４月１９日現在） 

4 ．被害状況

写真 

▼宮代図書館 1F 書庫 

 

▲駅前図書室倒壊書架 
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