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要旨 

このリポートは、「東日本大震災」と「図書館」という 2 つのキーワードを軸に、震災に

よって図書館に起こったことと、震災と図書館に関する情報について可能な限り網羅的に

調査し、参考情報を整理したものである。後世の利用者が記録資料として閲覧したり、図

書館員がレファレンスツールとして参照したり、研究者が基礎資料としてこのリポートを

活用することを想定している。 
東北地方太平洋沖地震の発生した 2011 年 3 月 11 日から、2012 年 3 月中旬までの約 1 年

間を対象期間とし、東日本大震災後に発表された、図書館の被災状況、関連する支援活動・

支援組織、震災の記録や経験を残す活動等に関する資料・情報を調査した。リポート全体

は、基本的に参考資料集としての形態を取っており、1 次情報を収載したものではない。 
 
このリポートは、次の 9 章で構成される。 
「1. 導入」には、このリポートの位置づけや、リポートを読むための基本情報として東

日本大震災や日本の図書館の概況等を記載した。 
「2. 概要」には、続く「4. 被災状況」「5. 復興を支援する活動」「6. 記録や経験を残す

活動」の内容に関する説明と、「7. 関連資料及びデータ」「8. 論考」のごく簡単な紹介があ

る。全体を読む時間が無い場合は、まずこの概要を読むことをお勧めしたい。 
「3. 図表及び写真」はカラーページになっており、東日本大震災で被災した館の写真や

図書館の被災状況を示す地図が掲載してある。 
「4. 被災状況」以降はこのリポートの核となる部分である。この章には、特に被害の大

きかった県を中心に、図書館の被災状況に関する情報を整理した。 
「5. 復興を支援する活動」には、図書館に関係する復興支援活動を、主に「活動に名称

がついているプロジェクト単位」で整理したシートを載せた。 
「6. 記録や経験を残す活動」には、震災で失われた情報の回復や震災経験の記録、デジ

タルアーカイブ構築など、震災に関連したさまざまな「残す」活動を挙げた。 
「7. 関連資料及びデータ」には、上記 3～6 に入らなかった資料やデータを一括してまと

めた。支援組織の概要、震災後 1 年間に開催された様々な関連イベントの情報等を整理し

たものであり、一種の索引として使うこともできる。 
「8. 論考」には、異なる視点と立場から東日本大震災と図書館を見つめた 5 名の有識者

の方々のご寄稿と、リポート作成に携わった国立国会図書館の担当者による参考情報を掲

載した。 
最後の「9. The Great East Japan Earthquake and Libraries」は、海外の読者がこのリ

ポートについて把握する際に参考にする英文である。主に「1. 導入」、「2. 概要」及び「8. 
論考」の国立国会図書館担当者による参考情報を翻訳して組み合わせた。 
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Summary 

 Using “the Great East Japan Earthquake” and “libraries” as two pivotal 
keywords, this report organizes reference information and studies as 
comprehensively as possible information related to the earthquake and libraries, as 
well as incidents occurring at library facilities due to the earthquake.  It is hoped 
that future users may utilize this report as documented material for reading, by 
librarians as a reference tool for consultation, and by researchers as base research 
material. 
 This survey’s range is approximately one year, from the initial earthquake 
on March 11, 2011 to mid-March 2012, and examines information and material 
related to such issues as damage and reconstruction conditions of libraries, related 
support activities and support organizations, and activities preserving earthquake 
records and experiences.  As a whole, this report takes the shape of reference data; 
it does not list primary information.  

The report is organized into the following 9 sections:  
“Section 1. - Introduction” Basic information needed in order to read 

the report (summary of the Great East Japan Earthquake; summary of library 
facilities in Japan. 

“Section 2. - Outline” An outline of Sections 4 through 6; Brief 
information of Sections 7 and 8. (It is recommended that this outline be skimmed in 
cases where the whole section cannot be read due to time constraints.) 

“Section 3. - Charts and Pictures” Colored Pages. The scope of 
suffering from the Great East Japan Earthquake, effects, and conditions are shown 
through photographs and charts. 

“Section 4. - The State of Damage” While outlining damage 
conditions of libraries, conditions in particularly hard hit areas are described. 

“Section 5. - Activities Supporting Reconstruction” Activities related 
to the support of library reconstruction are organized and summarized as 
“designated projects where names have been given to activities.” 

“Section 6. - Activities Preserving Records and Experiences”
 “Preservation” activities related to the earthquake, such as the restoration 
of information lost due to the earthquake disaster, the recording of earthquake 
experiences, the construction of digital archives, etc., are summarized. 

“Section 7. - Related Materials and Data” Content and data not contained in 
Sections 3 through 6 are collected here.  Summaries of support organizations, 
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various related events held during the year since the earthquake, and summaries of 
references/related materials are listed. Section can be used as Index. 

“Section 8. - Studies” The actual studies of five experts holding varying 
viewpoints and opinions are published: The reference information by the person of 
National Diet Library who handles this survey is also included. 

“Section 9. - The Great East Japan Earthquake and Libraries” Helpful 
information about this report for English readers. Sections 1, 2 and 8 (the 
information by the person of National Diet Library) are translated in English. 
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