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新型コロナウイルス感染症対策の具体的な取組について 

      

本表は、第 75回東北地区大学図書館協議会総会において、新型コロナウイルス感染 

症対策の具体的な取組（各館の提供しているサービスと感染拡大防止策）について、情 

報を共有することを目的として取りまとめたものである。  

ウェブサイトでの公開可と回答のあった加盟館の、2020年 9月時点の以下の項目につい 

て掲載している。  

１．開館状況  

２．開館時の施設・設備の利用制限  

３. 入館対象  

４. 提供しているサービス  

５．館内の感染拡大防止策  

６．今後のサービス予定 

 

                      

弘前大学 

附属図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/23（木）～5/10（日） 

時間短縮開館 4/6（月）～4/22（水） 

平日 9:00(試行 8:30)～17:00，土日祝 休館 

5/11（月）～5/31（日） 

平日 9:00(試行 8:30)～17:00，土日祝 休館 

6/1（月）～7/19（日） 

平日 9:00～17:00，土日祝 休館 

7/20（月）～8/7（金） 

平日 9:00～20:00，土 10:00～17:00， 

日祝 休館 

通常開館 8/17（月）～現在 

平日 9:00～17:00，土日祝 休館 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/11（月）～5/31（日） 利用休止 

6/1（月）～現在 座席定数の約 5 割を利用可 

共用 PC 5/11（月）～現在 PC サテライト利用休止 

その他 3/30（月）～現在 ラーニング・コモンズ利用

休止 

5/11（月）～現在 視聴覚コーナー利用休止 

3.入館対象 学内  

学外者 4/1（水）～現在 入館不可 

7/6（月）～現在 カウンターでの出納制による

貸出及び利用証の新規登録・更新のみ対応（入

館利用は不可） 

4.サービス 閲覧 4/23（木）～5/10（日）休止 

来館貸出 4/23（木）～5/10（日）休止 

郵送貸出 未実施 

複写 4/23（木）～5/10(日)複写依頼は公費のみ受付 

5/11（月）～現在 通常運用 

ILL 4/23（木）～5/10（日）相互貸借依頼は休止 

5/11（月）～現在 通常運用 

レファレンス 4/23（木）～5/10（日） 休止 
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電子資料の学

外アクセス 

以前から可（学認または VPN 接続） 

その他 返却期限の延長（返却期限が 4/1～5/10→5/11

に変更） 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・窓口に飛沫防止ビニールシート設置 

・ドアノブ、カウンター、キーボード、コピー

機等の消毒 

・閲覧室の換気 

・職員のマスク着用 

・ブックポストの常時利用 

6.今後のサービス予定 後期の対面授業開始に伴い、開館時間を延長す

る。 

9/28（月）～ 

平日 9:00～22:00，土日 10:00～17:00, 

祝日 休館 

岩手大学 
図書館 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/18（土）～5/6（水） 

時間短縮開館 4/6（月）～4/17（金） 
平日 9:00～17:00 土日 10:00～18:00 

通常開館 ～4/5（日）、5/7（木）～7/19（日） 
平日 9:00～21:00 土日 10:00～18:00  
7/20（月）～8/7（金）※試験期間・延長開館 
平日 9：00～21：45 土日 10:00～18:00  
8/18（火）～現在 ※夏季短縮開館 
平日 9:00～17:00 土日 10:00～18:00 

2.開館時の 
施設・設備
の利用制限 

閲覧席 5/7（木）～5月 31（日） 利用停止 
6/1（月）～現在 座席定数の約 5 割を利用可 

共用 PC 6/1（月）～現在 座席定数の約 5 割を利用可 

その他 4/6（月）～現在 グループ学修室・エリアの利
用休止 

3.入館対象 学内 身分・年次等による制限はしていない。 

学外者 4/6（月）～6/14（日） 入館不可・全てのサー
ビスを休止 
6/15（月）～6/30（火） 入館不可・利用証の
作成、出納での貸出等、一部サービスを再開 
7/1（水）～現在 短時間の入館可 

4.サービス 閲覧 4/18（土）～5/6（水） 休止 

来館貸出 4/18（土）～5/6（水） 休止 

郵送貸出 未実施 

複写 4/18（土）～5/6（水） 休止 
5/7（木）～現在 通常どおり実施 

ILL 4/18（土）～5/6（水） 休止 
5/7（木）～現在 通常どおり実施 

レファレンス 休館中は電話・メール等で受付 
5/7（木）～現在 通常どおり実施 

電子資料の学
外アクセス 

以前から可（VPN接続） 

その他  

5.館内の感染防止対策 
（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 
・簡易マスクの提供 
・窓口への飛沫防止板の設置 
・カウンター前等での待機位置指定（フットプ 
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リント等） 
・閲覧席、PC、共有物品の消毒 
・換気 
・館内でのマスク着用義務化 
・会話の禁止・グループでの活動不可 
・学外利用者への段階的なサービス再開による 
カウンターの混雑緩和 

6.今後のサービス予定 大学の BCPに準拠しながら状況に応じて、持続
可能なサービスを継続して提供する。 

東北大学 

附属図書館 

 

ウェブ公開  ■可   □否 

1.開館状況 臨時休館 4/13(月)〜6/21(日) 

時間短縮開館 4/7(火)〜4/10(金) 平日 9:00〜17:00 

6/22(月)〜現在 平日 9:00〜17:00 

通常開館 〜4/6(月) 平日 8:00〜22:00・土日祝日 10:00

〜22:00 

2.開館時の

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 6/22(月)〜7/10(金) 利用休止 

7/13(月)〜現在 座席定数の約 5割を利用可 

共用 PC 4/1(水)〜現在 利用休止（貸出用ノート PC を

含む） 

その他 3/3(火)〜現在 グループ学習室利用休止 

3.入館対象 学内  

学外者 4/7(火)〜現在 入館不可 

7/13(月)〜現在 事前予約・出納制による貸出

時のみ来館可（玄関の受付で対応、ゲート内入

館は不可） 

4.サービス 閲覧 4/13(月)〜6/21(日) 休止 

来館貸出 4/13(月)〜5/13(水) 休止 

5/14(木)〜6/19(金) 教員等へ事前申込・出納

制による貸出 

郵送貸出 5/20(水)〜6/18(木) 学生対象（送料大学負

担） 

6/19(金)〜現在 市外在住学生対象（送料大学

負担） 

複写 4/13(月)〜5/21(木) 休止 

5/22(金)〜6/19(金) 教員等へ事前申込・引渡

しによる提供 

6/22(月)〜現在 通常運用 

ILL 4/13(月)〜5/31(日) 休止 

レファレンス 4/13(月)〜現在 オンラインレファレンス 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（学認または VPN 接続） 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・非接触型体温測定装置の設置 

・窓口への飛沫防止板の設置 

・カウンター前等での待機位置指定（フットプ

リント等） 

・カウンター、コピー機等の共用場所の定期消
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毒 

・閲覧室の換気 

・館内巡回による不適切な利用時の注意 

6.今後のサービス予定 ・大学 BCPに合わせた「図書館サービス再開ロ 

ードマップ」により実施 

・10/1(木)から開館時間延長 

 （平日 9:00～20:00） 

宮城教育大学

附属図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/2(木)～5/14(木) 

時間短縮開館 4/1(水) 平日 9:00-17:00（春季休業期間のた

め） 

5/15(金)～6/28(日) 平日 10:00-16:00 

6/29(月)～7/7(火) 平日 9:00-17:00 

7/8(水)～現在 平日 9:00-20:00, 土日 10:00-

17:00 (7/23,24,8/10 は祝日だが通常授業が行

われたため平日として開館) 

通常開館 【予定】10/1(木)～ 平日 9:00-22:00, 土日

10:00-17:00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/15(金)～6/28(日) 利用休止 

6/29(月)～現在 座席定数の約 3割を利用可 

共用 PC 5/15(金)～7/7(火) 利用休止 

7/8(水)～現在 5割を利用可 

その他 7/20(月)～現在 人数制限の上で館内施設を

予約利用可 

3.入館対象 学内 5/15(金)～7/19(日) 学生は前日までの来館予

約必要 

7/20(月)～現在 制限なし 

学外者 4/2(木)～現在 入館不可 

4.サービス 閲覧 4/2(木)～5/14(木) 休止 

来館貸出 4/2(木)～5/14(木) 休止 

郵送貸出 実施せず 

複写 4/2(木)～5/14(木) 休止 

ILL 4/2(木)～5/14(木) 休止 

レファレンス 4/2(木)～5/14(木) 休止 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（学認または VPN 接続） 

一部の DB は期間限定アカウントがベンダーか

ら配布 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・貸出中ではない資料への予約可 

・貸出期間の延長・罰則の解除 

・自動貸出装置の停止 

・消毒液の設置 

・非接触型体温測定装置の設置 

・窓口への飛沫防止カーテンの設置 

・職員へのフェイスシールド配布 

・閲覧席への使用済カードの設置 

・カウンター、コピー機、閲覧席等の定期消毒 



5 

 

・閲覧室の換気 

6.今後のサービス予定 後期の対面授業が開始される 10/1 から通常開

館とする予定(平日 9:00-22:00・土日 10:00-

17:00)。また、閲覧席の消毒は使用した利用者

が各自持参の消毒用ウェットティッシュで行

う予定。 

秋田大学 

附属図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/27(月)～6/18(木) 

時間短縮開館 6/19(金)～現在 10:00～16:00（入館予約制） 

通常開館 ～4/1(水)平日 8:30～22:00・土日祝日 12:00～

18:00, 長期休業期 平日 8:30～17:00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 6/19(金)～7/3(金) 利用不可 

7/6(月)～現在 上限 30席 

共用 PC 3/9(月)～現在 利用休止（貸出ノート PC含む） 

その他 3/9(月)～現在 グループ学習室利用休止 

3.入館対象 学内 4/2(木)～現在 予約者のみ 

学外者 3/9(月)～現在 入館不可 

4.サービス 閲覧 4/2(木)～6/18(木)  休止 

来館貸出 4/2(木)～6/18(木) 事前予約・出納制 

郵送貸出 未実施 

複写 4/2(木)～6/18(木) 事前予約 

ILL 4/2(木)～6/2(火) 複写のみ 

レファレンス 4/2(木)～現在 事前予約 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（学認） 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

 

 

 

 

 

 

・マスク着用 

・消毒薬設置 

・非接触型体温計設置 

・窓口へのビニール及び飛沫防止パネル設置 

・距離確保のためのフットプリント設置 

・共用場所、使用座席、返却資料の消毒 

・閲覧室の換気 

・館内巡回による不適切な利用時の注意 

6.今後のサービス予定 県及び大学の方針に沿って決定。 

秋田大学 

附属図書館 

医学図書館 

ウェブ公開  ■可   □否 

1.開館状況 臨時休館 4/25(土)〜6/18(木) 

時間短縮開館 3/2(月)〜4/24(金) 平日 8:30〜17:00 

6/19(金)〜現在 平日 10:00〜16:00 

通常開館  

2.開館時の 

施設・設備 

の利用制限 

閲覧席 6/19(金)〜現在 利用者限定及び予約制 

共用 PC 3/2(月)〜現在 利用休止（貸出用ノート PC を

含む） 

その他 3/2(月)〜現在 各学習室利用休止 

3.入館対象 学内 6/19(金)〜現在 学生は予約制にて入館 

学外者 3/2(月)〜現在 入館不可 
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4.サービス 閲覧 4/13(月)〜6/21(日) 休止 

来館貸出 〜6/18(金) 教職員のみ事前予約にて実施 

6/19(金)〜現在 教職員及び一部学生のみ可 

郵送貸出  

複写 4/25(土)〜6/18(木) 休止 

6/19(金)〜現在 教職員及び一部学生のみ可 

ILL 4/25(土)〜6/18(木) 現物貸借休止 

レファレンス 3/2(月)〜現在 来館できない利用者には電話

もしくはメールで対応 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（学認） 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・窓口への飛沫防止板の設置 

・カウンター前等での待機位置指定（フットプ 

リント等） 

・カウンター、コピー機等の共用場所の定期消 

毒 

・閲覧室の換気 

・閲覧机の定期消毒 

・館内巡回による不適切な利用時の注意 

6.今後のサービス予定  

山形大学 

小白川図書館 

 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/17(金)〜現在（7/1（水）以降一部開館） 

時間短縮開館 7/1（水）〜現在 

通常開館 11 月以降を予定 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 3/3（火）〜現在 利用中止 

・1階リフレッシュルーム 

・1階プレゼンテーションエリア 

・2階各個室 

・3階各個室  

4/1（水）〜現在 利用中止 

・1階グループワークエリア 

4/1（水）〜7/1（水） 利用中止 

・1階情報検索エリア 

4/17（金）〜6/30（火） 

・2-5 階閲覧室 利用中止 

7/1（水）〜現在  

・2-3 階閲覧室の一部を資料閲覧目的に開放 

共用 PC 4/1（水）〜7/1 （水）利用中止（貸出用ノート

PC は現在まで） 

その他  

3.入館対象 学内 4/9（木）〜6/30（火） 

・学部生、大学院生、研究生 入館不可 

7/1（水）〜現在 

・学部 4年生、大学院生 来館予約後、入館可 

 能 
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8/18（火）〜現在 

・学部 3 年生 来館予約後、入館可能 

学外者 4/1(水)〜現在 入館不可 

4.サービス 閲覧 4/9（木）〜6/30（火）休止 

来館貸出 4/9（木）〜6/30（火） 

・学部生、大学院生、研究生および学外者利用 

不可（学外者は現在まで利用不可） 

7/1（水）〜現在 

・学部 4年生、大学院生 来館予約後、手続き 

可能 

8/18（火）〜現在 

・学部 3 年生 来館予約後、手続き可能 

郵送貸出  

複写 4/9（木）〜6/30（火） 

・学部生、大学院生、研究生および学外者利用 

不可（学外者は現在まで利用不可） 

7/1（水）〜現在 

・学部 4年生、大学院生 来館予約後、複写可 

能 

8/18（火）〜現在 

・学部 3 年生 来館予約後、複写可能 

ILL 4/9（木）〜5/31（日） 

・学部生、大学院生、研究生および学外者利用 

不可 

6/1（月）〜6/30（火） 

・学部生、大学院生、研究生 指導教員を通して 

申し込み可 

7/1（水）〜現在 

・学部 4年生、大学院生 来館予約後、手続き 

可能 

8/18（火）〜現在 

・学部 3 年生来館予約後、手続き可能 

レファレンス 以前から可（電話またはオンライン） 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（学認接続） 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液およびマスクの設置 

・窓口への飛沫防止板の設置 

・カウンター、コピー機等の共用場所の定期消 

毒 

・閲覧室の換気（9 時、12時、15時） 

6.今後のサービス予定 大学活動制限指針に合わせた「小白川図書館感

染症対策ガイドライン」（8/21付け）を基に 9/23

（水）以降の対応を予定 

山形大学 

医学部図書館 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/27(月)〜5/31(日) 

時間短縮開館 4/3(金)〜4/24(金) 平日 8:45〜17:00 
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6/1(月)～現在 平日のみ 8:45〜17:00 

通常開館 10/1(木）以降予定 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 4/24(金)まで学内者のみ通常 

6/1(月)～6/8(月)まで使用不可 

6/8(月)以降半減 

6/8(月)～最終学年のみ使用可 

6/22(月)～医 5-6年,看 4年のみ使用可 

共用 PC 4/24(金)まで通常 

6/1(月)～6/8（月）使用不可 

6/8(月)以降半減 

6/8(月)～最終学年のみ使用可 

6/22(月)～医 5-6年,看 4年のみ使用可 

その他 5/11～入館経路を１ヶ所に制限 

個室の利用停止～現在 

4/3(金)～現在まで入館記録簿への記入 

3.入館対象 学内 6/1(月)～6/5(金)教職員のみ 

6/8(月)～学内者利用可（短時間） 

学外者 4/3(金)～入館不可 

4.サービス 閲覧 4/24(金)まで学内者のみ通常 

6/1(月)～6/5(金)教職員のみ 

6/8(月)～学内者 

来館貸出 4/24(金)まで学内者のみ通常 

6/1(月)～6/5(金)教職員のみ 

6/8(月)～学内者 

郵送貸出 なし 

複写 短時間のみ 

ILL 4/24(金)まで通常 

4/25～5/10全て停止 

5/10～依頼再開 

5/17まで受付停止 

レファレンス 開館時は可（短時間） 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（学認）に加え、医中誌は特別措置

でのアクセスを適用。 

学認対応の購読型電子ブックを新たに契約 

その他 4/25(土)～現在まで無人開館休止 

6/1(月)～返却資料の配架を 2 日保留（ウイル

ス不活化のため） 

資料返却期限の留保 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

※感染対策は「医学部における対⾯による活動

再開のためのガイドライン」に準じる 

・三密を避ける。室内を換気する。 

・マスクを着⽤し、⼿指衛⽣を徹底する。 

・同時滞在⼈数を減らす。利⽤時間を分ける。 

・備品の供⽤はできるだけ避ける。 

・ドアノブ等の消毒、供⽤備品の消毒を⾏う。 

・⻑時間の滞在を避ける。 
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6.今後のサービス予定 大学の活動指針レベル１に合わせ、感染対策を

徹底した上で通常通り（感染対策のため一部運

用が異なる）。 

山形大学 

工学部図書館 

 

 

 

ウェブ公開 ■可   □否 

1.開館状況 臨時休館 4/25(土)～6/18(木)、7/17(金)、7/20(月) 

時間短縮開館 4/1(水)～4/24(金)平日 8:45～17:00 

6/19(金)～8/7(金)平日 8:45～17:00 

通常開館 8/11(火)～現在平日 8:45～17:00(夏期休業期

のため) 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 4/20(月)～4/24(金)座席数 1/3程度の制限 

6/19(金)～現在全面利用不可 

共用 PC 4/20(月)～現在間隔をあけて利用可 

その他 4/1(水)～現在ラーニングコモンズ利用の停止 

3.入館対象 学内 4/27(月)～6/18(木)自宅でのオンライン受講

が困難な学生は臨時休館中平日 8:45～17:00の

間入館を許可 

5/24(月)～6/18(木)教職員および学部 4年生、

大学院生のみ臨時休館中平日 8:45～17:00の間

入館を許可 

開館日は制限なし 

学外者 4/1(水)～現在利用不可 

4.サービス 閲覧 開館日は利用可 

来館貸出 開館日は利用可 

郵送貸出 開館日は利用可 

複写 開館日は利用可 

ILL 開館日は利用可 

レファレンス 開館日は利用可 

電子資料の学

外アクセス 

学認対応資料はアクセス可 

その他 6/19(金)～現在長時間の利用は不可 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

入館の際に手指消毒及 

6/1(月)～現在入館記録表記入 

6.今後のサービス予定 10/1(木)から通常開館の予定だが、詳細につい

ては現時点では不明である。 

山形大学 

農学部図書館 

 

ウェブ公開  ■可   □否 

1.開館状況 臨時休館 4/18(土)〜6/18(木) 

時間短縮開館 4/3(金)〜4/17(金) 平日 8:45〜17:00 

6/19(金)〜7/10(金) 平日 9:00〜15:00 

7/11(土)〜現在 平日 9:00〜17:00 

通常開館 本来の通常開館：平日 8:45〜21:00・土日祝日

10:00〜17:00 

4/2(木)まで春期休業による時間短縮開館、 

4/3(金)以降コロナによる時間短縮開館のた

め、 

今年度は通常開館実績なし。 

2.開館時の 

施設・設備 

閲覧席 6/19(金)〜現在 利用休止 

後期 座席定数の約 5 割を利用可で検討中 
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の利用制限 共用 PC 同上 

その他  

3.入館対象 学内 4/8(水)～6/18(木)【学生】入館不可 

5/22(金)～6/18(木)【教職員】臨時休館中 一

部サービス再開 

5/27(水)～6/18(木)【卒研学生】臨時休館中 

一部サービス再開 

6/19(金)〜現在【学内者】制限付開館 

学外者 4/2(木)〜現在 入館不可 

4.サービス 閲覧 4/18(土)〜6/18(木) 休止 

来館貸出 4/18(土)〜6/18(木) 休止 

5/22(金)～6/18(木)【教職員】臨時休館中 貸

出再開 

5/27(水)～6/18(木)【卒研学生】臨時休館中 

貸出再開 

6/19(金)〜現在 通常貸出 

郵送貸出 － 

複写 4/18(土)〜6/18(木) 休止 

5/22(金)～6/18(木)【教職員】臨時休館中 対

応 

5/27(水)～6/18(木)【卒研学生】臨時休館中 

対応 

6/19(金)〜現在 通常運用 

ILL 同上 

レファレンス 同上 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（学認） 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・窓口への飛沫防止板の設置 

・カウンター前等での待機位置指定（フットプ 

リント等） 

・カウンター、コピー機等の共用場所の定期消 

毒 

・閲覧室の換気 

・返却本の取り置き 

6.今後のサービス予定 大学の活動指針レベルに合わせ、学部にて検討

中 

福島大学 

附属図書館 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/22(水)～5/17(日) 

時間短縮開館 5/18(月)～5/29(金) 平日 10:00～15:00 

6/1(月)～7/10(金) 平日 9:00～17:00 

7/11(土)～8/7(金) 平日 9:00～17:00、土曜

10:00～17:00 

8/8(土)～現在 平日 9:00～17:00、土曜 11:00

～17:00 

通常開館 ～4/21(火) 
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【授業期間】平日 9:00～21:45、土曜 10:00～

21:00、日祝 10:00-17:00 

【休業期間】平日 9:00～17:00、土日祝 11:00

～17:00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 3/31(火)～4/21(火)通常の 5～6割程度 

4/22(水)～5/29(金)利用休止 

6/1(月)以降、サービスの状況に合わせ、1 割未

満～3 割程度の座席数としている。現在は 3 割

程度。 

共用 PC 4/22(水)～8/7(金) 利用休止 

8/8(土)～現在 学習用 PC は 66 台中 25 台が利

用可。蔵書検索専用 PCは 6 台全て利用可。 

その他 3/10(火)～現在 学習個室の利用休止 

4/10(金)～現在 2 人以上での利用、及び館内

での利用者同士での会話禁止 

3.入館対象 学内 5/18(月)～5/29(金)、8/24(月)～8/29(土) 

本学教員、修士・博士論文研究または卒業研究

を行う本学学生のみ 

6/1(月)～8/22(土),8/31(月)～現在 学内者 

学外者 3/27(金)～4/9(木) 利用制限 

4/10(金)～現在 利用休止 

4.サービス 閲覧 4/22(水)～6/30(火) 休止 

来館貸出 4/22(水)～5/17(日) 休止 

郵送貸出 6/12(金)～8/7(金) 本学学生対象に実施（往路

の送料のみ大学負担） 

複写 4/22(水)～5/17(日) 休止 

6/1(月)～6/30(火) 代行コピーを実施 

7/1(水)～現在 通常のセルフコピーと代行コ

ピーを実施 

ILL 4/22(水)～5/17(日) 休止 

5/18(月)～6/30(火) 教員のみ 

7/1(水)～現在 通常運用 

レファレンス 4/22(水)～5/17(日) 休止 

5/18(月)～5/29(金) 来館によるレファレンス

は不可 

6/1(月)～現在 通常運用（メール推奨） 

電子資料の学

外アクセス 

学認や VPN等を使用した学外アクセスの環境は

無し 

その他 5/18(月)～現在 貸出希望図書の事前申込（準

備完了後に来館して受渡）を実施 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・手指消毒用アルコールの設置 

・平日毎朝の共用部分等のアルコール消毒 

・窓口に飛沫防止のビニール設置 

・全館の換気（事務室を含む） 

・事前申込の図書や返却資料等の除菌 

6.今後のサービス予定 大学の方針に基づきサービス内容を決定する 

ため、現時点で図書館独自の予定は立てにく
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い。 

青森公立大学

図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/20(月 )～ 5/1(金 )、 5/2(土 )、 5/9(土 )、

5/16(土)、5/23(土)、5/30(土)、6/6(土)、

6/20(土)、6/27(土) 

時間短縮開館 5 月 平日 9：00～18：30、土曜休館 

6 月 平日 9：00～19：30、 

土曜 9：00～17：00(13日のみ) 

7 月 平日 9：00～19：30、 

土曜 9：00～13：00(毎週) 

8 月 平日 9：00～17：00、土曜休館 

9 月 平日 9：00～19：30 

   土曜 9：00～17：00(5、19、26日) 

通常開館 8/6(木)～9/4(金)9：00～17：00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/7(木)～現在 座席数の約 5 割を利用可、一

部ついたてを設置。 

共用 PC 5/7(木)～現在 消毒液を設置し、通常利用 

その他  

3.入館対象 学内  

学外者 5/7(木)～現在 返却のみ対応 

4.サービス 閲覧 4/20(月)～5/1(金) 休止 

来館貸出 4/20(月)～5/1(金) 休止 

郵送貸出 実施なし 

複写 4/20(月)～5/1(金) 休止 

ILL 通常実施 

レファレンス 通常実施 

電子資料の学

外アクセス 

各出版社の臨時アクセス開放情報を HP にて案

内。 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

消毒液の増設、窓口への飛沫防止カーテン、マ

スクの着用、カウンター対応時の手袋着用また

は手指殺菌、館内の定期換気、3 密防止ポスタ

ー掲示、館内巡回時の席移動案内、一部閲覧席

へのついたて設置、除菌ボックスの設置(現在

購入手続中) 

6.今後のサービス予定  

青森県立保健

大学附属図書

館 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/23（木）～5/6（水・祝） 

時間短縮開館 なし 

通常開館 ～4/7（火） 春季休業期間平日 8：45～17：00 

4/8（水）～4/22（水） 平日及び土曜授業日 8：

45～19：00 

5/7（木）～現在 平日及び土曜授業日 8：45～

19：00、6 月以降の第 1・第 3 土曜日 10：00～

16：00 

2.開館時の 閲覧席 4/9（木）～現在 在席定数の約 5 割を利用可 
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施設・設備

の利用制限 

共用 PC 制限なし 

その他 4/1（水）～5/31（日） グループ学習室・グル

ープワークルーム・自習室の利用休止 

6/1（月）～現在 グループ学習室・グループワ

ークルームの限定的利用、自習室の利用制限な

し 

3.入館対象 学内 通常どおり 

学外者 4/1（水）～5/31（日） 入館不可 

6/1（月）～6/7（日） 青森県在住者のみ可 

6/8（月）～現在 通常どおり 

4.サービス 閲覧 4/23（木）～5/6（水・祝） 教職員のみ可 

来館貸出 4/23（木）～5/6（水・祝） 教職員のみ可 

郵送貸出 なし 

複写 4/23（木）～5/6（水・祝） 教職員のみ可 

ILL 通常どおり 

レファレンス 4/23（木）～5/6（水・祝） 教職員のみ可 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（ID・パスワード認証または VPN接

続） 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・窓口への飛沫防止板の設置 

・共用場所の定期消毒 

・閲覧席の換気（空調稼働なしの場合のみ） 

・窓口へのカードトレイ設置 

・検索コーナーのパソコンのうち、対面配列の 

ものを背面配列に変更 

6.今後のサービス予定 特になし 

岩手県立大学

メディアセン

ター 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/18(土)～5/2(土)、5/9(土)～6/20(土)毎週土

曜日 

時間短縮開館 4/1(水)～17(金)、5/7(木)～6/5(金) 

 平日 9：00～17：00 

6/8(月)～現在 

 平日 9：00～19：00 ※無人開館なし 

通常開館 平日 9：00～21：00（再開時期未定） 

   ※19：00～21：00無人開館 

土曜日 9：00～17：00（6/27(土)～現在） 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/7(木)～6/5(金) 利用休止 

6/8(月)～現在 座席定数の約 5割を利用可 

共用 PC 5/7(木)～6/5(金) 利用休止 

6/8(月)～現在  固定端末の約 5 割を利用可

貸出用は、利用休止 

その他 5/7(木)～現在 グループ学習室利用休止 

3.入館対象 学内  

学外者 5/7(木)～6/19(金) 入館不可 

6/22(月)～現在 入館可 

4.サービス 閲覧 5/7(木)～6/5(金) 休止 
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6/8(月)～現在 通常運用 

来館貸出 5/7(木)～現在 通常運用 

郵送貸出 実施なし 

複写 通常運用 

ILL 通常運用 

レファレンス 4/18(土)～5/2(土) メール、電話等で受付 

5/7(木)～現在 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可(VPN 接続または外部 ID) 

4～8 月末 無料提供による臨時リモートアク

セスを利用 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・什器の消毒 

・換気 

・カウンターに飛沫防止ガード設置 

・利用者自身による座席周り(パソコン等の機

器を含む)の消毒実施 

・ふたがないゴミ箱の撤去 

・マスク着用、滞在時間の短縮等の協力要請 

6.今後のサービス予定 岩手県立大学新型コロナウイルス感染症対応

指針に合わせて検討 

宮城大学総合

情報センター 

 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 3/5(木)～6/7(日) 

時間短縮開館 6/8(月)～現在 平日 9:00-17:00（時間外利用

は不可） 

通常開館 ～3/4（水） 平日 9:00-19:00（19:15-22:00時

間外利用） 土日祝日 9:00-22:00（時間外利用） 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 3/5(木)～7/6(月) 利用休止 

7/7(火)～現在 座席数の約 5割が利用可 

共用 PC 3/5(木)～7/6(月) 利用休止 

7/7(火)～現在 利用可能 

その他 3/5(木)～ 時間外利用は不可。グループ閲覧

室等の利用不可。ロッカーの利用不可。 

3.入館対象 学内 6/8(月)～ 現在 教職員は入館記録簿の記入

必須 

7/7(火)～ 現在 学生は事前申請制 

学外者 3/5(木)～現在 利用休止 

4.サービス 閲覧 3/5(木)～6/7(日) 休止 

6/8(月)～ 教職員のみ利用可 

6/16(火)～ 院生の利用可 

7/7(火)～ 学生の利用可（事前申請制） 

来館貸出 3/5(木)～6/15(火) 学生・院生は利用休止 

3/5(木)～6/7(日) 教職員は出納制による貸

出（館内への入館は不可） 

6/8(月)～ 教職員の入館による貸出可 

6/16(火)～ 院生の入館による貸出可 
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7/7(火)～ 学生の入館による貸出可 

郵送貸出 5/25(月)～現在 4 年生・大学院生対象（送料

は学生負担） 

複写 3/5(木)～6/7(日) 教職員は事前に資料を調

査のうえ、利用可 

6/8(月)～ 現在 教職員は通常運用 

3/5(木)～6/15(火) 学生・院生の入館による

利用休止 

5/25(月)～ 4 年生・大学院生を対象に郵送で

の対応を開始（複写料金・送料は学生負担） 

6/16(火)～ 院生の入館による利用可 

7/7(火)～ 学生の入館による利用可 

ILL 教職員は通常運用 

3/5(木)～5/24(日) 学生・院生は利用不可 

5/25(月)～ 4 年生・大学院生を対象に郵送で

の対応を開始（送料は学生負担） 

6/16(火)～ 大学院生の入館による申込可 

7/7(火)～ 学生の入館による申込可 

レファレンス 3/5(木)～ 休止 

6/8(月)～現在 通常運用（教職員） 

7/7(火)～現在 通常運用（学生） 

電子資料の学

外アクセス 

以前より可（リモートアクセスおよび VPN接続） 

EBook のリモートアクセス ID の作成支援を実

施 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・入退館記録簿の記入（教職員） 

・事前申請制（学生） 

・入口に消毒液の設置 

・感染防止にかかる掲示 

・カウンターに飛沫防止のアクリル板を設置 

・入館口・カウンター付近の待機位置指定 

・カウンター、コピー機、プリンター、検索用 

端末等の定期消毒 

・閲覧室の定期的な換気 

・返却図書の消毒および一定時間の別置を実施 

6.今後のサービス予定 9/17(木)からの後期授業実施方針にもとづき、

図書館でも対応案を作成 

秋田県立大学

図書・情報セ

ンター 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/25(日)～5/6(水) 

時間短縮開館 4/9(木)～現在 平日 8:30～17:00（有人開館） 

       平日 17:00～22:00(無人開館)    

通常開館 ～4/8(水) 平日 8:30～17:00（有人開館） 

     平日 17:00～22:00(無人開館)  

     土日祝日 9:00～17:00(無人開館) 

※春季休業期間のため、平日は時間短縮開館と 

同じ開館時間。 

2.開館時の 閲覧席 他の利用者と離れて座るよう掲示 
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施設・設備

の利用制限 

椅子の撤去 

共用 PC  

その他 グループ学修室の複数人での利用制限 

3.入館対象 学内  

学外者 4/20(月)～5/7(木) 入館不可 

4.サービス 閲覧  

来館貸出  

郵送貸出 5/11(月)～現在 学生対象（送料大学負担） 

複写  

ILL  

レファレンス 5/13(水)～現在 オンラインレファレンス 

電子資料の学

外アクセス 

臨時の ID/PW発行 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・カウンターへの飛沫防止シートの設置 

・自動貸出返却機、返却ポストの利用推奨 

・自動貸出返却機、カウンター、コピー機等の 

共有場所の定期消毒 

・閲覧室、グループ学修室、個室の換気 

・館内巡回による不適切な利用時の注意 

6.今後のサービス予定  

秋田公立美術

大学 

附属図書館 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/6（月）～5/8（金） 

時間短縮開館 4/1（月）～9/30（水）平日 8：30～17；00 

通常開館 10/1（木）予定～   平日 8：30～20：00 

2.開館時の

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/11（月）～8/12（水）座席の約 9割を利用不可 

8/17 (月)〜現在 座席の約 5割を利用可 

共用 PC  

その他  

3.入館対象 学内  

学外者 5/11(火)〜現在 入館不可 

4.サービス 閲覧 4/6（月）～5/8（金）休止 

来館貸出 4/6（月）～5/8（金）休止 

郵送貸出  

複写 4/6（月）～5/8（金）休止 

ILL  

レファレンス  

電子資料の学

外アクセス 

 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置・窓口への飛沫防止板の設置 

・共用場所の定期消毒・閲覧室の換気 

・館内巡回による不適切な利用時の注意 

6.今後のサービス予定  
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国際教養大学 

中嶋記念図書

館 

 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館  

時間短縮開館 

※4/1（木）現

在 

平日：10：00-18：00（※カウンターサービスは

平日 10：00-18：00）   

土日祭日：13：00-20：00  

通常開館  

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 教職員のみの利用に制限されている（全学オン

ライン授業のため） 

学外者の利用不可 

共用 PC 

その他 

3.入館対象 学内 教職員 

学外者 利用不可 

4.サービス 閲覧 教職員 

来館貸出 教職員 

郵送貸出 図書 

5/12（月）～6/12（金） 

6/15（月）～7/10（金） 

紙媒体のみで契約の雑誌の文献複写 

6/15（月）～7/31（金） 

複写 教職員 

ILL 教職員 

レファレンス 対面では教職員、メール及びオンラインレファ

レンスは全利用者に対応 

電子資料の学

外アクセス 

学認、eduGAIN、機関 IDと PW 等により可 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

透明なアクリル板で飛沫感染予防のためのパ

ーティションをサービスカウンター、職員のデ

スク、閲覧席、スタディルームに設置。消毒用

のアルコールスプレー、ふき取り用の使い捨て

ワイプ、ごみ箱なども多数設置。返却資料の消

毒ルームの設置。サービスカウンターでのフェ

イスシールドの利用。職員による定期的なクリ

ーニングと確認。 

6.今後のサービス予定 大学のコロナ感染予防対策 BCPに基づいた図書

館サービスの範囲について案を策定（7/22） 

平日閉館後の定期的なオンラインレファレン

ス対応 

 

山形県公立大

学法人附属図

書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/20（月）～6/1（月） 

時間短縮開館  

通常開館 ～4/3（金）平日 9：00～19：00、土曜日 9：30

～16：00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 6/2（火）～8/3（月）座席定数の約 2割を利用

可 

8/4（火）～現在 座席定数の約 5 割を利用可 

共用 PC 4/6（月）～6/1（月）利用休止 
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6/2（火）～現在 各階１台のみ、蔵書検索のみ

使用可としている。 

その他  

3.入館対象 学内  

学外者 4/6（月）～8/3（月）入館不可 

8/4（火）～現在 利用可（利用者カードの提示

要） 

4.サービス 閲覧 4/20（月）～6/1（月）休止 

来館貸出 4/20（月）～6/1（月）休止 

郵送貸出  

複写 4/20（月）～6/1（月）学内者対象とし、メール

で申請、郵送対応（送料個人負担） 

6/2（火）～8/3（月）学内者通常運用（郵送対

応も継続） 

8/4（火）～現在 通常運用（学内者のみ郵送対

応も継続） 

ILL  

レファレンス 4/20（月）～6/1（月）学内者対象とし、メール

で対応 

6/2（火）～現在 通常運用（学内者のみメール

対応継続） 

電子資料の学

外アクセス 

一部のみアクセス可 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・利用者のマスク着用 

・体調不良の場合の利用制限 

・利用時間を１時間以内に限定 

・窓口への飛沫防止板の設置 

・返却後一定期間をおいてから書架に配架 

・コピー機の使用休止 

・館内の換気 

6.今後のサービス予定  

会津大学 

情報センター

附属図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/21(火)～5/24(日) 

時間短縮開館 5/25(月)～7/1(水) 平日 9：00～17：00 

通常開館 7/2(木)～現在 

（通常期間） 平日 9：00～20：00 

 土曜日 9：00～17：00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 4/2(木)～現在 座席数を制限して利用可 

共用 PC 利用可 

その他 4/1(水)～現在 グループ閲覧室、個人閲覧室、

AV ルームの利用停止 

3.入館対象 学内  

学外者 3/10(火)～現在 利用停止 

4.サービス 閲覧 通常運用 

来館貸出 4/21(火)～5/17(日) 学内者のみ完全予約制で
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対応 

郵送貸出 未実施 

複写 通常運用 

ILL 通常運用 

レファレンス 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

コロナ禍以降学外からアクセス可能なタイト

ル数を増やした 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・入館時に手指消毒を依頼 

・館内利用の際はマスク着用、咳エチケット、

うがい・手洗い等の励行、他の利用者から適

度な距離を取っての利用を依頼 

・発熱・風邪等体調不良の方や自宅待機が必要

な方の入館制限 

・飛沫防止用ビニールシート、除菌用ウェット

シートの設置 

・注意喚起のポスター掲示 

・カウンター前の待機位置指定（フロア誘導シ

ール） 

・館内巡回による不適切な利用時の注意 

6.今後のサービス予定 未定 

福島県立医科

大学附属学術

情報センター 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/21（火）～5/19（火） 

時間短縮開館 4/10（金）～4/20（月）、5/20（水）～6/5（金） 

通常開館 6/8（月）から 但し、時間外開館は休止中 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/20（水）～7/17（金）利用休止 

7/20（月）～ 座席数約１/3 に減らしている。 

共用 PC 貸出用は無、ＰＣ席は半分に減らして利用。 

その他 4/21（火）グループ・個室用閲覧室利用休止 

3.入館対象 学内  

学外者 4/10（金）～ 入館不可、福島県立図書館経由

で貸出可 

4.サービス 閲覧 4/21（火）～5/19（火）教職員のみ可 

来館貸出 4/21（火）～5/19（火）教職員のみ可  

5/20（水）～7/17（金）貸出図書取り置きサー

ビス 

7/20（月）～通常 

郵送貸出 実施せず 

複写 4/21（火）～6/5（金）教職員のみ可  

6/8（月）～通常 

ILL  

レファレンス  

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（VPN接続、学認可） 

 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・手指消毒液設置 

・カウンター飛沫防止ビニールカーテン設置 
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・閲覧席除菌用品設置（利用者使用） 

・返却図書の消毒 

・不定期にカウンターほか館内消毒 

6.今後のサービス予定 学内の方針に合わせてサービス再開を検討。 

東北女子大学 

附属図書館 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 休館措置はとりませんでした 

時間短縮開館 4/1(水) ～ 5/31(日)  

平日 8:30 ～ 17:00 

土日祝日 閉館日 

通常開館 6/1(月)～現在  

平日 8:30～20:00 

土日祝日 閉館日 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 通常運用 

共用 PC 通常運用 

その他  

3.入館対象 学内 入館可 

学外者 弘前市内大学生のみ可（事前連絡必須） 

本学を退任された先生方（事前連絡必須） 

4.サービス 閲覧 通常運用（本学関係者に限る） 

来館貸出 通常運用（本学関係者に限る） 

※但し、就職活動等で県外に出る利用者に対し

て貸出期間延長の措置をとる。（本学で定める

経過観察期間を経てからの返却とする。） 

郵送貸出 未実施 

複写 通常運用 

ILL 不参加 

レファレンス 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

以前よりアクセス不可 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒用アルコール設置 

・マスク着用のお願い（スタッフ・利用者とも 

に） 

・感染拡大防止協力や利用上の注意を明記した 

ポスター掲示 

・閲覧室の定期的な換気 

・返却本、閲覧本の除菌 

・閲覧席、カウンター、コピー機等使用後の定 

期的な消毒 

6.今後のサービス予定 ・特になし 

八戸学院 

図書館 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/16(木)11:00～5/8(金) 

時間短縮開館 3/30(月)～4/13(月)、4/14(火)～5/6(水) 
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 通常開館 5/11(月)～現在 月-木 8:40～19:00・金 8:40-

20:00・土日祝日 休館 

5/16・23・30，6/6・13・20・27，7/4・11・18 

土曜臨時開館 8:40～17:30 

7/23(木) 祝日臨時開館 8:40～19:00 

7/24(金) 祝日臨時開館 8:40～20:00 

2.開館時の 

施設・設備

の 

利用制限 

閲覧席 5/11(月)～現在 座席数の約半分を利用可 

 

共用 PC 5/11(月)～現在 元から間隔を空けて設置し

ているため、利用可（貸出用ノート PC を含む） 

その他  

3.入館対象 学内  

学外者 3/30(月)～5/21(木) 入館不可 

5/22(金)～現在 時間制限付で入館可 

玄関受付で用紙に「日付・氏名・利用登録者は

利用登録番号・連絡先（住所か電話番号）・滞

在時間」を記入し入館、滞在は最長 3時間 

4.サービス 閲覧 4/16(木)11:00～5/8(金) 休止 

5/11(月)～現在 通常運用 

来館貸出 4/16(木)11:00～5/8(金) 休止 

5/11(月)～現在 通常運用 

郵送貸出 4/16(木)11:00～5/8(金) 休止 

5/11(月)～現在 通常運用 

元から希望者は無く行っていないが、希望が

あれば対応する形 

複写 4/16(木)11:00～5/8(金) 休止 

5/11(月)～現在 通常運用 

ILL 4/16(木)11:00～5/8(金) 休止 

5/11(月)～現在 通常運用 

レファレンス 4/16(木)11:00～5/8(金) 休止 

5/11(月)～現在 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

不可 

 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・窓口への飛沫防止板の設置 

・カウンター、コピー機等の共用場所の定期消 

毒 

・閲覧室の換気 

6.今後のサービス予定  

八戸工業大学

図書館 

 

ウェブ公開  ■可   □否 

1.開館状況 臨時休館 4/21(火)〜5/1(金) 

時間短縮開館 ・4/14(火)～4/20(月)、5/7(火)～5/29(金)： 

 平日 8:40～18:00、土日祝休館[5/9(土)と 

5/23(土)を除く] 

・6月：土日休館 

通常開館 ・7/1(月)～8/3(月)、9/7（月）～現在：  
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平日 8:40～20:30、（土）10:00〜17:00 

・8/4(火)～9/4（金）【夏季休業】：平日 8：40

～17:00 

土日祝休館 

2.開館時の 

施設・設備 

の利用制限 

閲覧席 4/21(火)〜5/1(金) 利用休止 

5/7(木)〜現在 座席定数の約 5割を利用可 

共用 PC 4/21(火)〜5/1(金) 利用休止 

5/7(木)〜現在 座席定数の約 5割を利用可 

その他  

3.入館対象 学内 4/21(火)〜5/1(金) 休止 

学外者 4/21(火)〜5/1(金) 休止 

4.サービス 閲覧 4/21(火)〜5/1(金) 休止 

来館貸出 4/21(火)〜5/1(金) 休止 

郵送貸出 行っていない 

複写 通常運用 

ILL 通常運用 

レファレンス 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

通常運用 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・出入り口に消毒液の設置 

・出入り口での利用者の学籍番号あるいは名前 

の記入（お願い） 

・「新型コロナウイルス感染症対策のための利 

用上の注意」を出入り口に掲示 

・カウンター、コピー機、テーブル・椅子等の 

共用場所の定期消毒 

・閲覧室の換気 

・閲覧室に扇風機 2台設置 

・館内巡回による不適切な利用時の注意（必要 

時） 

6.今後のサービス予定 検討中 

弘前学院大学

附属図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館  

時間短縮開館  

通常開館 4/6(月)～現在 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席  

共用 PC  

その他  

3.入館対象 学内  

学外者  

4.サービス 閲覧  

来館貸出  

郵送貸出  

複写  

ILL  

レファレンス  
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電子資料の学

外アクセス 

 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・窓口への飛沫防止シートの設置 

・共用場所の定期消毒 

・館内の換気 

・ソーシャルディスタンスの呼びかけ 

・マスク着用の呼びかけ 

6.今後のサービス予定  

青森中央学院

大学・青森中

央短期大学図

書館情報セン

ター 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/22(水)～5/10(日) 

時間短縮開館 5/11(月)～5/22(金)平日 8：30-17：40 

通常開館 ～4/21(火)、5/25(月)～ 

平日 8：30-21：00・土 8：50-17：00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 座席数の 5割を利用可 

共用 PC  

その他  

3.入館対象 学内  

学外者 無期限で利用不可 

4.サービス 閲覧 4/22(水)～5/10(日) 休止 

来館貸出 4/22(水)～5/10(日) 休止 

郵送貸出 4/22(水)～5/10(日) 休止 

複写 4/22(水)～5/10(日) 休止 

ILL 4/22(水)～5/10(日) 休止 

レファレンス 4/22(水)～5/10(日) 休止 

電子資料の学

外アクセス 

4/22(水)より、出版社のコロナ対策支援で利用

可能。支援終了後はアクセス不可。 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・カウンター前等での待機位置指定（フットプ

リント等） 

・閲覧室の換気 

・館内巡回による不適切な利用時の注意 

・入館人数制限（100名） 

6.今後のサービス予定 特になし（学内感染症対策本部の決定により変

動する） 

岩手医科大学

附属図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 休館していない 

時間短縮開館 4/20(月)～6/19(金)平日 9:00～20:00 

通常開館 ～4/17(金)、6/22(月)～現在 

平日 9:00～22:00、第 1・4土曜 9:00～17:00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 通常通り 

共用 PC 通常通り 

その他 4/28(火)～6/19(金)ラーニングコモンズ閉鎖 

6/22(月)～現在 席数を減らして利用可 
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3.入館対象 学内 制限していない 

学外者 制限していない 

4.サービス 閲覧 休止・制限していない 

来館貸出 休止・制限していない 

郵送貸出 実施していない 

複写 休止・制限していない 

ILL 休止・制限していない 

レファレンス 休止・制限していない 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（リモートアクセス） 

その他 特になし 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置(入館時の手指消毒) 

・館内に注意喚起を掲示 

ソーシャルディスタンス保持 

マスク着用 

咳エチケット 

会話を慎む 

ゴミ放置禁止 

6.今後のサービス予定 特になし 

 

富士大学 

図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館  

時間短縮開館 9：00-17：00（夏季休暇中） 

通常開館 8：45-18：00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 仕切り板の設置。席の間隔を間引き対応。利用

時間の制限無し。 

共用 PC 席の間隔を空け対応。利用時間の制限無し。 

その他 ソファ席の使用不可 

3.入館対象 学内 通常通り 

学外者 入館不可 

4.サービス 閲覧 通常通り 

来館貸出 通常通り 

郵送貸出 要望があれば検討 

複写 通常通り 

ILL 通常通り 

レファレンス 通常通り 

電子資料の学

外アクセス 

今後対応を検討中 

その他 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ講習会（オンライン） 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

マスクの着用・手指消毒,換気,貸出・閲覧資料

の消毒,机の仕切り版の設置。ｶｳﾝﾀｰ等での飛沫

防止ガード設置,ポスターの掲示,来客(業者の

方)の名簿記入,夏期休暇中の入館者の検温 

6.今後のサービス予定 電子資料の充実をはかる 

盛岡大学 

図書館 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/1（水）～6/28（日）但し学内者限定で利用可 
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時間短縮開館 6/29（月）～9/18（金） 

① 9：00～15：00（7/30） 

② 11：00～15：00（7/31～8/7）  

③ 9：00～16：30（6/29～7/29、8/8～9/18） 

通常開館 9/23（水）～ 9：00～19：00（土日祝日休館） 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 4/1（水）～7/19（日）利用休止 

共用 PC 4/1（水）～8/11（火）利用休止 

その他 4/1（水）～ラーニング・コモンズ利用不可 

3.入館対象 学内 臨時休館中は大学許可制により利用可 

学外者 4/1～利用不可、9/23（水）から利用可 

4.サービス 閲覧 6/29（月）限定的に利用開始 

来館貸出 4/1（水）学内者限定で可 

郵送貸出 4/24（金）開始（送料大学半額負担） 

複写 5/12（火）～館内資料に限り郵送実施（送料大

学負担） 

ILL 来館を伴わないものは対応（臨時休館中） 

レファレンス 同上 

電子資料の学

外アクセス 

期間限定で実施 

その他 オンラインによる図書館利用講座を実施 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置、・非接触型体温測定装置設置

（予 

定）・入館者の記録・カウンター飛沫防止シー 

ト設置、・換気、・什器等の消毒、・返却図書資 

料の３日間留置、・閲覧席の間引き利用、・空気 

清浄機設置（予定） 

6.今後のサービス予定 電子資料の充実 

自動貸出機・図書殺菌機の導入 

無人開館サービスの検討 

修紅短期大学

図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/20㈪～5/6㈬ 

時間短縮開館 無 

通常開館 5/7㈭～通常開館 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/7㈭～座席数約 6 割利用可 

共用 PC 時間制限有りで通常利用可 

その他 複数人での利用は基本的に不可 

3.入館対象 学内 入館可 

学外者 以前より入館不可 

4.サービス 閲覧 4/20㈪～5/6㈬休止 

来館貸出 4/20㈪～5/6㈬教職員のみ可 

郵送貸出 運用しておりません 

複写 4/20㈪～5/6㈬教員のみ希望に応じて 

ILL 不参加 

レファレンス 通常対応（予防対策を講じながら） 

電子資料の学

外アクセス 

運用しておりません 
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その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液、ウェットティッシュ、空間除菌剤の

設置 

・アクリル板の仕切りの設置 

・返却資料の除菌 

・パソコンや学習机、椅子の除菌作業 

・学習机や椅子の間引き、配置換え 

・感染予防の掲示物 

・その他、状況に応じて声掛け（特に複数人で

の来館時） 

6.今後のサービス予定 オンラインを利用してのレファレンスやリク

エストの対応を検討中 

仙台白百合女

子大学図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/2(木)～5/29（金） 

時間短縮開館 6/1（月）～6/30（火）平日 9:00～17:00 

通常開館 7/1(水)～ 現在 平日 9:00～19:00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 6/1(月)〜現在 座席定数の約 5割を利用可 

共用 PC 6/1(月)〜現在 座席定数の約 5割を利用可 

その他  

3.入館対象 学内 4/2(木)～5/29(金)入館不可 6/1(月)～現在 

事前予約制 

学外者 4/2(木)～6/30(火)入館不可 7/1～現在 事前予

約制 

4.サービス 閲覧 7/1(水)～現在 閲覧可 

来館貸出 7/1(水)～現在 貸出可 

郵送貸出 5/1(金)～現在 郵送貸出可 

複写 4/2(木)～6/30(火) 休止 7/1～現在 通常運用 

ILL 4/2(木)～6/30(火) 休止 7/1～現在 通常運用 

レファレンス 6/1(月)～現在 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

4/30(木)～現在 オンラインデータベースの一

部のリモートアクセスを提供 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

消毒液の設置 

非接触型体温計の設置 

窓口への飛沫防止板の設置 

ソーシャルディスタンシングの掲示等による

励行 

利用者への消毒綿の配布（各自でも消毒でき

る） 

カウンター前での待機位置指定（フットプリン

ト等） 

カウンター、コピー機等、共用場所の定期消毒 

閲覧室の換気 

館内巡回による不適切な利用時の注意 

6.今後のサービス予定 対面授業再開に向け、長期化するコロナ対策へ

の対応を検討中。 
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石巻専修大学

図書館 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/27(月)〜5/6(水) 土日祝日含む 

時間短縮開館 3/30(月)〜5/15(金) 平日 9:00〜17:30 

5/18(月)〜6/26(金) 平日 9:00〜17:00 

6/29(月)〜現在 平日 9:00〜18:30 

8/31(金)～9/18(金) 平日 9:00〜15:00 

通常開館 平日 9:00〜19:30 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/18(月)〜6/26(金) 利用休止 

6/29(月)〜現在 座席定数の約 4割を利用可 

共用 PC 5/18(月)〜現在 利用休止 

その他 5/18(月)〜現在 グループ閲覧室等利用休止 

3.入館対象 学内 教職員(必要に応じて) 

5/18(月)〜現在 学生(対面授業受講者等) 

学外者 3/6(金)〜現在 入館不可 

4.サービス 閲覧 5/18(月)〜6/26(金) 休止 

来館貸出 5/18(月)〜現在 メール事前申込制 

6/29(月)〜現在 通常貸出 

郵送貸出 原則対応せず 

複写 通常運用 

ILL 通常運用 

レファレンス 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

一部のみ(期間限定臨時ＩＤ等) 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・入館時マスク着用 

・手指消毒液の設置 

・閲覧席、受付カウンターの飛沫防止パーテー 

ションの設置 

・閲覧室等の換気(吸排気口) 

・館内巡回による不適切な利用時の注意 

6.今後のサービス予定  

東北学院大学

図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/25(土)～5/30(土) 

時間短縮開館 6/1(月)～7/4(土) 

【中央】月～土 9:00～17:00 

【中央分室】月～金 10:00～16:00 

【泉・多賀城】月～金 9:00～17:00 

7/6(月)～8/12(水) 

【中央】月～土 9:00～19:30 

【中央分室】月～金 10:00～18:00 

【泉・多賀城】月～金 9:00～18:00 

8/17(月)～9/5(土) 

【中央】月～土 9:00～17:00 

【中央分室】月～金 10:00～16:00 

【泉・多賀城】月～金 9:00～17:00 

9/7(月)～9/16(水) 

【中央】月～土 9:00～19:30 
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【中央分室】月～金 10:00～16:00 

【泉・多賀城】月～金 9:00～17:00 

通常開館 ～4/24(金)※長期休業期間 

【中央】月～土 9:00～19:30 

【中央分室】月～金 10:00～18:00 

【泉・多賀城】月～土 9:00～17:00 

9/17（木）～ 

【中央】月～土 8:30～22:00 

【中央分室】月～金 10:00～21:00 

       土  10:00～17:00 

【泉・多賀城】月～土 8:30～20:00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 4/25(土)～5/30(土) 利用休止 

6/1(月)～現在 座席定数の約 2割を利用可 

共用 PC 4/25(土)～5/30(土) 利用休止 

その他 6/1(月)～現在 グループ学習室利用休止 

3.入館対象 学内  

学外者 4/16(木)～現在 入館不可 

4.サービス 閲覧 4/25(土)～5/30(土) 休止 

来館貸出 4/25(土)～6/15(月) 事前予約制 

郵送貸出 5/25(月)～現在 学生対象（仙台市および周辺

地域を除く） 

複写 4/25(土)～6/15(月) 事前予約制 

ILL 4/25(土)～5/30(土) 休止 

レファレンス 4/25(土)～現在 オンラインレファレンス 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（学認または VPN 接続） 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.～4.以外） 

・入口付近に消毒液の設置 

・入館者に体温測定（非接触型）実施 

・カウンターへビニールカーテンの設置 

・カウンター前等での待機位置指定（フットプ

リント等） 

・コピー機、OPAC 用 PC 等の共用場所の定期消

毒 

・閲覧室の換気 

6.今後のサービス予定 後期授業が開始される 9/17（木）からは、通常

開館時間に戻すことを予定しているが、今後の

コロナウイルス感染症の拡大状況により、開館

時間を変更する場合がある。 

東北工業大学

附属図書館 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/13（月）～7/1（水） 

7/15（水）～9/25（金） 

時間短縮開館 4/1（水）～4/10（金） 

通常開館 7/2（木）～7/14（火） 

9/28（月）～（予定） 

2.開館時の 

施設・設備

閲覧席 7/2（木）～7/14（火）、9/28（月）～ 席定数の

約 6割を利用可 
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の利用制限 共用 PC 4/13（月）～現在 利用休止 

その他  

3.入館対象 学内 学生、常勤・非常勤教職員、名誉教授 

学外者 4/13（月）～現在 入館・利用休止 

4.サービス 閲覧 4/13（月）～7/1（水）、7/15（水）～9/25（金）

学生休止、教職員可 

来館貸出 4/13（月）～7/1（水）、7/15（水）～9/25（金） 

学生休止、教職員可 

郵送貸出 5/13（水）～現在 学生対象（送料大学負担） 

複写 4/13（月）～7/1（水）、7/15（水）～9/25（金）

学生休止、教職員可 

ILL 4/20（月）～5/6（水） 休止 

レファレンス 4/13（月）～7/1（水）、7/15（水）～現在 学生：

電話、メール応対、教職員：電話、メール、来

館応対 

電子資料の学

外アクセス 

5 月下旬から学認対応のもののみ可 

その他 郵送返却：7/2（木）～現在 学生対象（送料大

学負担） 

複写物の郵送：5/13（水）～現在 郵送（送料大

学負担） 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・カウンター、閲覧席への飛沫防止シート設置 

・カウンター前への待機位置指定 

・閲覧席使用後の消毒 

・室内の換気 

・館内巡回時に利用注意 

・ICリーダー仮設（入館ゲートの IC化未対応 

のため） 

6.今後のサービス予定 文献検索講習の動画配信 

東北福祉大学

図書館 

 

ウェブ公開  ■可   □否 

1.開館状況 臨時休館 3/20（金）～22（日） 

4/6(月)〜現在 

時間短縮開館  

通常開館 3/23（月）～26（木） 9:00-17:00 

2.開館時の 

施設・設備 

の利用制限 

閲覧席  

共用 PC  

その他  

3.入館対象 学内 4/16（木）～現在 教職員（予約制） 

6/1（月）～現在 大学院生（予約制） 

6/29（月）～現在 学部学生（予約制・貸出の

み） 

学外者 4/6(月)〜現在 入館不可 

4.サービス 閲覧 4/6(月)〜現在 休止 

来館貸出 4/6(月)〜4/15(水) 休止 

4/16（木）～現在 教員等へ事前申込による貸

出 
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6/1（月）～現在 大学院生へ事前申込による貸

出 

6/29（月）～現在 学部学生へ事前申込による

貸出 

郵送貸出 7/6(月)〜現在 学生対象（送料自己負担） 

複写 4/16（木）～現在 教員等へ事前申込による 

6/1（月）～現在 オンライン申込のみ運用 

ILL 4/6(月)〜5/31(日) 休止 

6/1（月）～文献複写のみ運用 

レファレンス 6/1（月）～現在 オンラインレファレンス 

電子資料の学

外アクセス 

サービス提供コンテンツのみ 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・窓口への飛沫防止板の設置 

・カウンター前等での待機位置指定（フットプ 

リント等） 

・カウンター、コピー機等の共用場所の定期消 

毒 

・閲覧室の換気 

・返却図書の一時隔離 

 

6.今後のサービス予定 大学行動指針に合わせた図書館サービスを検

討 

東北文化学園

大学総合情報

センター図書

館 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/6(月)～5/29(金) ※教職員は利用可 

時間短縮開館 6/1(月)～8/21(金) 平日 8:40～19:00 

4/1(水)～4/3(金)、8/24(月)～9/24(木) 平日

9:00～17:00 

通常開館 9/25(金)～ 平日 8:40～21:00・土 9:00～18:00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 8/3(月)～ 座席数を減らして利用可（収容率

50％以下） 

共用 PC 8/3(月)～ 貸出用ノート PC 利用可 

9/1(火)～ PC コーナーの利用可（収容率 50％

以下） 

その他 3/30(火)～現在 グループ学習室利用停止 

3.入館対象 学内 6/1(月)～7/31(金) 遠隔授業の受講で入構許

可された学生のみ 

7/1(水)～7/31(金) 上記及び予約図書の受け

取りを許可された学生のみ 

8/3(月)～ 通常運用 

学外者 4/6(月)～現在 利用不可 

4.サービス 閲覧 4/6(月)～7/31(金) 停止 

8/3(月)～ 通常運用 

来館貸出 4/6(月)～6/30(火) 停止 

7/1(水)～7/31(金) 予約貸出 

8/3(月)～ 通常運用 
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郵送貸出 実施せず 

複写 4/6(月)～7/31(金) 停止 

8/3(月)～ 通常運用 

ILL 4/6(月)～7/31(金) 停止 

8/3(月)～ 通常運用 

レファレンス 4/6(月)～7/31(金) 停止 

8/3(月)～ 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

一部可(ID・PW認証、シリアル認証） 

発行元提供の学外アクセス用臨時コードで対

応 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・入館、滞在時のマスク着用の義務づけ 

・入館時、健康管理シート提示 

・入退館管理シートへの記入 

・常時換気 

・消毒液の設置 

・グループでの利用不可（会話一切禁止） 

・返却本の 24時間隔離 

・カウンターへ飛沫防止シート設置 

・カウンタースタッフはライブラリーグロ 

ーブ（KIHARA）を常時着用 

・カウンター付近の床にフットマーク貼付 

・1日 2回の定期清掃（消毒） 

6.今後のサービス予定 図書館ガイダンス 

東北医科薬科

大学附属図書

館 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 【本館】4/4(土)～8/23(日)【分館】4/25(土)～

8/31(月) 

時間短縮開館 【本館】8/24(月)～現在【分館】9/1(火)～現在  

両館とも 8：30～17:15 

通常開館 【本館】～4/3(金)平日 8:30～19：00・土 9:00

～15：00 

【分館】～4/24(金)平日 8:30～22:00・土日 8:30

～17:00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 【本館】8/24(月)～現在【分館】9/1(火)～現在  

両館とも利用休止 

共用 PC      同上 

その他  

3.入館対象 学内 教職員及び入構許可学生 

学外者 【本館】4/4(土)～現在【分館】4/25(土)～現在  

両館とも入館不可 

4.サービス 閲覧 【本館】4/4(土)～8/23(日)【分館】4/25(土)～

8/31(月)両館とも休止 

来館貸出 【本館】4/4(土)～8/23(日)【分館】4/25(土)～

8/31(月)両館とも休止 

【本館】8/24(月)～現在【分館】9/1(火)～現在  

両館とも教職員・入構許可学生のみ貸出 

郵送貸出 未実施 
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複写 【本館】4/4(土)～8/23(日)【分館】4/25(土)～

8/31(月)両館とも休止 

ILL 通常運用 

レファレンス 【本館】8/24(月)～現在【分館】9/1(火)～現在  

 教職員・入構許可学生のみ 

電子資料の学

外アクセス 

VPN 接続またはリモートアクセス（一部対応資

料のみ） 

にて、利用可能。 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・カウンター窓口への飛沫防止板の設置 

・カウンター前の待機位置指定（床に表示） 

・カウンター、OPAC用端末周辺機器、コピー機

等の共用場所の定期消毒 

・返却図書（ビニール製カバーが使用）は、表

面のアルコール消毒を行う。 

・返却された図書は、返却日を含め３日間は別

置し、保管する。 

6.今後のサービス予定 新型コロナ感染症の状況を鑑み段階的にサー

ビスを拡げていく。 

尚絅学院大学

図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/6～4/8 全面閉館 

4/9～6/3 教職員限定での開館 

時間短縮開館 4/9～4/21・5/1～6/30 16:00閉館 

7/1～現在 18:15 閉館 

通常開館 4/22～4/30 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 6/4～6/30 学生 5 席・教職員 98席 

7/1～現在 学生 10席・教職員 98席 

共用 PC  

その他 4/9～8/27 コラボックス（コラボレーション

スペース）1 部屋の申込を教員に限定 

8/28～現在 コラボックス 3 部屋を使用禁止 

3.入館対象 学内 4/9～6/3 教職員のみ 

6/4～現在 教職員、事前申込を行った学生 

学外者 4/6～現在 入館不可（入構不可に伴う） 

4.サービス 閲覧 4/9～現在 通常運用 

来館貸出 4/9～現在 教職員：通常運用 

6/4～現在 学生・院生：事前申込制 

郵送貸出 5/15～現在 学生対象（送料大学負担） 

複写 通常運用（4/6～4/8含む） 

ILL 通常運用（4/6～4/8含む） 

レファレンス 通常運用（4/6～4/8含む） 

電子資料の学

外アクセス 

不可（以前より学外アクセスを提供していた 1

種類を除く） 

その他  

5.館内の感染防止対策 ・消毒液の設置 
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（1.〜4.以外） ・窓口への飛沫防止シートの設置 

・学生が使用する閲覧席の清掃 

・閲覧室の換気（平日 8:30-9:00） 

6.今後のサービス予定 9/1現在、9/24 開始の後期講義より席数や人数

の制限を引き下げ、学生は事前申込不要で入館

できるようにすることを検討中である。ただ

し、今年度中の土曜は閉館することとした。 

聖和学園短期

大学図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館  

時間短縮開館 4/1（水）～5/29（金）平日 9：10～17：20 

6/1（月）～8/26（水）平日 9：10～18：20 

8/27（木）～8/31（月）平日 9：10～17：20 

9/11（金）8：40～17：20 

通常開館 9/14（月）～ 平日 8：40～18：20 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/25（月）～現在 座席定数の約 5 割を利用可 

（一人用閲覧席は利用制限なし） 

共用 PC 特に制限なし 

その他 4/1（水）～ラーニング・コモンズ利用休止 

3.入館対象 学内 特に制限なし 

学外者 サービスなし 

4.サービス 閲覧 特に制限なし 

来館貸出 特に制限なし 

郵送貸出 サービスなし 

複写 特に制限なし 

ILL サービスなし 

レファレンス 特に制限なし 

電子資料の学

外アクセス 

サービスなし 

その他 特になし 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・マスクの設置 

・窓口への飛沫防止板の設置 

・カウンター、コピー機等の共用場所の定期消 

 毒 

・館内の換気 

・返却図書の消毒 

6.今後のサービス予定 当面の間は変更なし 

（本学の対応方針に合わせた運用を予定） 

仙台青葉学院

短期大学図書

館 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 3/9～5/24 

時間短縮開館 なし 

通常開館 5/25～ 平日 9:00～18:00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 ～6/28 利用休止 

6/29～現在 座席定数の 3割を利用可 

※カウンターで座席指定・一人二時間までの制

限あり 
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共用 PC OPACは可 

その他  

3.入館対象 学内  

学外者 卒業生は可 

4.サービス 閲覧 3/9～6/28 休止 

来館貸出 3/9～5/24 休止 

5/25～6/28 出納制による貸出のみ可 

（入口カウンターで対応） 

郵送貸出 なし 

複写 通常運用 

ILL 通常運用 

レファレンス 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（外部アクセス用 ID/PW は LMS で周

知） 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・窓口への飛沫防止板の設置 

・閲覧席利用後は都度消毒 

・常時換気、図書館入口は常時開放 

6.今後のサービス予定  

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 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/16～6/28 

時間短縮開館 6/29～8/28,  9/17～  9：00-17：00 

通常開館  

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 76 席中 13席に制限 

共用 PC OPAC用 PC3台中、2台利用可 

その他 視聴覚機器の利用休止 

3.入館対象 学内  

学外者 入館不可 

4.サービス 閲覧 通常運用（ただし視聴覚資料の利用は休止） 

来館貸出 通常運用 

郵送貸出 運用していない 

複写 利用休止 

ILL 通常運用 

レファレンス 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

学内のみ利用可（学外からのアクセス不可） 

その他 図書館を利用した授業・グループ学習の休止 

リクエスト、予約サービスは通常運用 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・館内入口及び各階にアルコール消毒液を設置 

・マスク着用、アルコール消毒の徹底 

・換気 

・1階カウンターにビニールカーテンを設置 

・返却 BOXを設置 

・トイレにタオルペーパーを設置 
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6.今後のサービス予定 状況をみながら、現在休止中のサービスを 

再開していく 

 

羽陽学園短期

大学附属図書

館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 なし 

時間短縮開館 なし 

通常開館 平日 8：45～17：00  土 8：45～13：00 

2.開館時の 

施設・設備

の 

利用制限 

閲覧席 5/12(火)～現在 座席定数の約4割を減らし間

隔をあけている 

共用 PC なし 

その他 AV ブースは 1人利用のみとし、グループ視聴は

不可 

3.入館対象 学内 4/7(火)～5/16(土) 学生は事前連絡のうえ来

館 

5/18(月)～現在 通常通り 

学外者 4/6(月)～現在 附属園教職員以外入館不可 

4.サービス 閲覧 通常通り 

来館貸出 4/7(火)～5/16(土) 休止 

郵送貸出 － 

複写 通常通り 

ILL 通常通り 

レファレンス 通常通り 

電子資料の学

外アクセス 

－ 

その他 学外書店で行っていた「選書ツアー」を、学内 

の代替企画で実施 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・閲覧室の換気 

・閲覧室等の定期消毒 

・館内巡回による不適切な利用時の注意 

6.今後のサービス予定  

東北文教大学 

・東北文教大

学短期大学部

附属図書館 

 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 なし 

時間短縮開館 （休校期間） 

4/13(月)～6/8(月)  

平日 9:00～16:00 土曜 9:00～16:00 

（授業日）  

6/9(火)～現在  

※通常より１時間短縮して開館 

平日 8:30～18:00 土曜日 8:30～17:00 

通常開館 未定 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 3/11(水)～現在 

AVコーナー利用休止（貸出用PCでの閲覧、

へッドホンは個人のものを使用） 

集密書架の利用休止（希望者に対しては職 
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員が対応） 

個人キャレル、グループ学習エリアの席数 

減少 

共用 PC ヘッドホンのみ貸出休止 

その他  

3.入館対象 学内  

学外者 利用休止  

 電話、メールでの文献調査のみ対応 

4.サービス 閲覧 教職員・学生のみ可 

来館貸出 教職員・学生のみ可 

郵送貸出 休止 

複写 教職員・学生のみ可 

ILL 教職員・学生のみ可 

レファレンス 教職員・学生のみ可 

電子資料の学

外アクセス 

 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 
・館内の換気 

・入口への消毒液の設置、カウンターへの飛 

沫防止対策板の設置 

・返却された書籍、PC等の消毒 

・3密での利用、マスク未着用での利用時の注 

 意 

・閉館後、1 時間かけ、机、椅子、手すり等接 

触する箇所の消毒 

6.今後のサービス予定  

東北公益文科

大学図書館 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/8(水)～5/10(日) 

時間短縮開館 5/11(月)～現在 

平日 9:00～19:00 

土日祝 閉館 

現在夏季休業期間中のため、10:00～18:00 開館

(例年通り)だが、土日祝休館は継続中。 

通常開館 再開未定 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/11(月)～6/17(水) 利用休止 

6/18(木)～現在 座席定数の 1/3を利用可。 

      利用できないよう椅子は撤去。 

共用 PC 5/11(月)～6/17(水) 利用休止 

6/18(木)～ 利用再開（1時間程度） 

その他 5/11(月)～現在 グループ学習室利用休止 

3.入館対象 学内 

 

4/8(水)～5/10(日) 入館不可 

5/11(月)～6/17(水) 

貸出、ILLの申込・受取のみ可。書架利用可。 

6/18(木)～現在 

閲覧席利用可（1時間程度） 
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学外者 4/2(木)～現在 入館不可 

6/18(木)～現在 

図書の返却、予約資料の貸出、酒田市立図書館

資料の受渡し 

4.サービス 閲覧 4/8(水)～5/10(日) 休止 

来館貸出 4/8(水)～5/10(日) 休止 

5/11(月)～現在 学内者は通常通り 

学外者は予約資料のみ窓口で貸出 

郵送貸出 実施していない 

複写 4/8(水)～5/10(日) 休止 

5/11(月)～6/17(水) 申込後スタッフが複写

し、終了後連絡、引き渡し 

6/18(木)～現在 通常通り 

※学外利用者は利用不可 

ILL 4/8(水)～5/10(日) 教員依頼、受付のみ可 

          学生依頼休止 

5/11(月)～現在 通常通り 

レファレンス 4/8(水)～5/10(日) 休止 

5/11(月)～現在 学内者は通常通り 

学外者は時間がかかるものについては後日ま

たはオンラインで回答 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（ID パスワードまたは VPN接続） 

その他 ○市立図書館資料受渡し 

学内者 4/2(木)～6/14(日) 利用休止 

6/15(月)～現在 通常通り 

学外者 4/2(木)～6/17(水) 利用休止 

6/18(木)～現在 通常通り 

○市立図書館資料返却 

学内者・学外者共にブックポストへ返却 

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置、利用の徹底（呼び掛け） 

・非接触型体温計設置(業者等に検温実施) 

・窓口に飛沫感染防止フィルム設置 

・閲覧席や入退館ゲート、コピー機、OPAC 端末 

の消毒 

・窓口前に待機位置指定のシール 

・常時換気 

・利用者にマスク着用を呼び掛け 

・館内巡回時の呼び掛け 

・返却ボックスの増設（窓口での返却対応を原 

則休止） 

・情報端末利用申込時に消毒用ウェットシート 

を渡し、利用者による消毒を実施 

・貸出窓口の限定（２→１） 

・返却資料を図書用アルコールで消毒 

・窓口対応スタッフのマスク・ビニール手袋着 

用 
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・貸出袋提供の中止 

・空気循環のため送風機設置 

6.今後のサービス予定 予定なし 

奥羽大学 

図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 実施 4/20(月)～5/6(月)※特別休暇含む 

時間短縮開館 5/8(金)～5/21(木) 平日 9:00～17:00・土曜

9:00～12:00 

通常開館 ～4/18(土)，5/22(金)～現在 平日 8:45～

19:00・土曜 8:45～12:15 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 利用制限なし 

共用 PC 利用制限なし 

その他  

3.入館対象 学内 利用制限なし 

学外者 利用制限なし※事前連絡 

4.サービス 閲覧 利用制限なし 

来館貸出 利用制限なし 

郵送貸出 実施なし 

複写 利用制限なし 

ILL 利用制限なし 

レファレンス 利用制限なし 

電子資料の学

外アクセス 

一部可 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・入館者のマスク着用 

・密閉、密集、密接を避ける注意喚起 

6.今後のサービス予定  

郡山女子大学

図書館 

 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/20(月)～4/30(木) 

時間短縮開館 4/2(木)～4/17(金)、5/7(木)～5/29(金) 

平日 8:30～16:50 

通常開館 6/1(月)～ 平日 8:30～18:00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/7(木)～現在 座席定数の約 3割を利用可 

共用 PC 約 5割を利用可(利用後は必ず消毒) 

その他  

3.入館対象 学内 特に制限なし 

学外者 今年度は科目等履修生のみ利用可 

4.サービス 閲覧 4/2(木)～現在 通常運用 

来館貸出 4/2(木)～9/2(水) 貸出期間と貸出冊数を変

更し運用（貸出期間：後期授業開始迄、貸出冊

数：無制限） 

9/3(木)～現在 貸出期間を変更して運用（学

生 14 日を 28日、大学院生 30 日を 60日） 

郵送貸出 以前から実施していない 

複写 4/2(木)～現在 通常運用 

ILL 4/2(木)～現在 通常運用 
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レファレンス 4/2(木)～現在 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

以前から可（SSLVPN接続） 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・カウンターへ飛沫飛散防止パネルの設置 

・閲覧机、椅子の定期消毒 

・閲覧室の換気 

・空気衛生期の設置（大学全体） 

6.今後のサービス予定 年度内は上記継続予定 

東日本国際 

大学・いわ

き短期大学

昌平図書館 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/15（水）～5/9（土） 

時間短縮開館 5/11（月）～5/30（土）平日 9：30～15：00 （土）

休館 

6/1（月）～8/31（月） 平日 9：30～16：00 （土）

休館 

事前申込の上、貸出時のみ来館可。 

通常開館 ～4/14（火）春期休業中の開館時間 

平日 8：30～18：00 （土）8：30～13：00 

9/1（火）～現在 平日 8：30～19：00（土）8：

30～13：00 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 4/15（水）～5/9（土） 利用休止 

6/1（月）～現在 座席定数の約５割を利用可 

共用 PC 5/11（月）～8/31（月） 事前申込制 

その他 5/11（月）～8/31（月）グループ学習室利用休

止 

9/1（火）～現在 個人のみ利用可（複数名での

利用不可） 

3.入館対象 学内  

学外者 4/15（水）～現在 入館不可 

7/1（水）～現在 予約本受け取り時のみ来館可

（入口付近の窓口対応、入館不可） 

 

4.サービス 閲覧 4/15（水）～5/9（土） 休止 

来館貸出 4/15（水）～5/9（土） 休止 

5/11（月）～8/31（月）事前予約による貸出 

9/1（火）～現在 通常貸出 

郵送貸出 6/17（水）～9/30（水）学生対象（送料大学負

担） 

複写 4/15（水）～5/9（土）休止 

5/11（月）～8/31（月）事前申込による引き渡

し 

9/1（火）～現在 通常運用 

 

ILL 4/15（水）～5/31（日） 休止 

レファレンス  

電子資料の学 不可 
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外アクセス 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・カウンターへの飛沫防止板の設置 

・カウンター前に待機位置指定（フットプリン

ト等） 

・館内（ドアノブ、閲覧机等）の定期的な消毒 

・定期的な換気 

6.今後のサービス予定  

日本大学 

図書館工学部

分館 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/8（水）～5/31（日） 

時間短縮開館 ～4/7（火）      平日 9:00～17:00 

            土曜 9:00～13:00 

6/1（月）～6/30（火） 平日 9:00～17:00 

            土曜 9:00～13:00 

8/10（月）～8/21（金）平日 9:00～17:00 

8/24（月）～9/11（金）平日 10:00～16:00 

9/14（月）～9/17（木）平日 9:00～17:00 

通常開館 7/1（水）～8/7（金）  平日 9:00～20:00 

 

 9/18（金）～      土曜 9:00～15:00 

2.開館時の 

施設・設備 

閲覧席 6/1（月）～現在 座席定数の約 5 割を利用可 

共用 PC 6/1（月）～現在 利用休止 

の利用制限 その他 6/1（月）～現在 グループ学修室利用休止 

         イベント・スペース利用休止 

3.入館対象 学内 大学が定めた入構許可者のみ入館可 

学外者 4/8（水）～現在 入館不可 

4.サービス 閲覧 4/8（水）～5/31（日） 休止 

来館貸出 4/8（水）～5/31（日） 休止 

郵送貸出 5/11（月）～5/31（日） 最終学年のみ 

複写 4/8（水）～5/31（日） 休止 

ILL  

レファレンス 4/8（水）～5/31（日） 休止 

電子資料の学

外アクセス 

学認対象資料のみ 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・大学構内入構時にサーモグラフィの実施 

・消毒液及びペーパータオルの設置 

・加湿器の設置 

・窓口への飛沫防止シートの設置 

・カウンターでの待機位置指定 

・閲覧室換気 

・館内巡回 

・エレベータ人数制限 

6.今後のサービス予定 学外から利用できる電子資料の充実 
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桜の聖母短期

大学図書館情

報センター 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/4(土)、4/18(土)、4/21(火)～5/2(土)  

※その他、第 2・4・5土曜日、日曜日、祝日は

休館 

時間短縮開館 4/1(水)～現在 

平日 8：30～17：00 

第 1・3土曜 8：30～13：00 

通常開館  

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 4/1(水)～現在 座席数の約 5割を利用可 

共用 PC 4/1(水)～現在 蔵書検索機の台数を減らして

稼働 

その他 5/11(月)～現在 ラーニングコモンズ利用中

止 

3.入館対象 学内  

学外者 3/19(木)～現在 入館不可 

4.サービス 閲覧  

来館貸出  

郵送貸出 未実施 

複写  

ILL  

レファレンス  

電子資料の学

外アクセス 

以前より可(リモートアクセス) 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・3 密にならないような利用、マスク着用、手

指消毒の呼びかけ、ポスターの掲示 

・消毒液の設置 

・カウンターへの飛沫防止シートの設置 

・蔵書検索機、コピー機、閲覧席、グループ学

習室などの定期的な消毒 

・閲覧室の換気 

・返却資料の消毒(クリーナーで拭き取りをし、

カウンターで数日保管後、配架) 

6.今後のサービス予定  

福島学院大学 

図書館情報セ

ンター 

 

 

ウェブ公開   ■可    □否 

1.開館状況 臨時休館 4/2㈭～5/15㈮ 

時間短縮開館 5/18㈪～7/14㈫ 平日 9：30～16：00 

土曜日休館 

通常開館 5/19㈬～8/3㈪ 平日 9：00～17：00 

8/4㈫～現在 平日 9：00～18：00 

土曜日休館 

2.開館時の 

施設・設備

の利用制限 

閲覧席 5/18㈪～6/9㈫ 利用が休止 

6/10㈬～現在 ソーシャルディスタンスでの

使用 

共用 PC 5/18～現在 検索用パソコンのみ使用可 

その他 4/2㈭～現在 ラーニングコモンズ・ラウンジ

休止 
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3.入館対象 学内 在学生・教員 

学外者 利用不可 

4.サービス 閲覧 4/2㈭～6/5㈮ 休止 

来館貸出 4/2㈭～5/15㈮ 休止 

5/18㈪～LINEでの予約貸出し開始 

郵送貸出 4/2㈭～現在 休止 

複写 4/2㈭～5/15㈮ 休止 

5/18㈪～現在 通常運用 

ILL 4/2㈭～6/5㈮ 休止 

レファレンス 4/2㈭～5/15㈮ 休止 

5/18㈪～6/5㈮ LINEでの対応 

8/8㈪～現在 通常運用 

電子資料の学

外アクセス 

行ってない 

その他  

5.館内の感染防止対策 

（1.〜4.以外） 

・消毒液の設置 

・窓口への飛沫防止ビニールシート設置 

・アクリルパーテーション設置 

（視聴覚閲覧場・検索用パソコンなど） 

・カウンター前フットプリント 

・図書館内の換気 

・エレベーターの使用禁止 

・カウンター、コピー、パソコンキーボードな

ど共用場所の定期消毒 

6.今後のサービス予定 9/1㈫～ ラウンジ、ソーシャルディスタンス

での使用 

 

 


