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平成30年7月豪雨災害　被害記録

①大学名 ②図書館および周辺の被害状況 ③図書館に関わる被災時の対応 ④写真 ⑤その他

広島大学

図書館には被害なし。中央図書
館とサタケホールの間の法面の
崩れ　→通行止め措置（8/29復
旧）

※図書館の建物に被害はなかったため、以下主に開館状況について報告する。

7/6（金）大雨・洪水警報発令による全キャンパス終日一斉休講のため、全館終日休館。
7/7（土）特別警報発令により全館終日休館。
7/8（日）大雨・洪水警報発令により、全館終日休館。
7/9（月）全キャンパス終日一斉休講のため、全館終日休館。
ILL依頼停止。利用者に貸出資料が返却困難な場合連絡するよう通知。
7/10（火）霞・東千田キャンパス授業再開。霞図書館8:45-21:00、東千田図書館8:30-22:00の
通常開館。東広島キャンパス休講継続。学生の学習の場提供のため、中央図書館8:30-
22:00、西図書館8:30-17:00の短縮開館。東図書館休館。
7/11（水）-7/12（木）霞・東千田・中央・西・東図書館同上。霞・東千田図書館ILL再開。
7/12（木）他大学の学生へ利用可能の通知。
7/13（金）霞・東千田・中央・西図書館同上、東図書館8:30-17:00の短縮開館。
7/14（土）～全館通常通り開館。
7/17（火）東広島キャンパス授業再開。ILL依頼再開。 中央図書館とサタケホールの間の法面の崩れ

尾道市立大学

図書館には被害なし。
尾道市全域が断水。市内各地で
土砂・水害多発。
本学への通学・通勤のメイン道路
に土砂崩れが発生したため、バ
ス・乗用車等通行止めとなった。
大学正門前のバス停付近の公衆
トイレも土砂流入のため立入禁
止。

図書館の閉館は7/6（金）～7/21（土）。断水が修復された後、授業再開に合わせて7/23（月）
より開館。

なし なし

県立広島大学
広島キャンパス

被害なし，設備に異常なし

7/6（金）18時に臨時閉館（通常閉館時間：21：30）
7/7（土）全学休校のため，終日臨時休館
7/9（月）全学休校のため，終日臨時休館
7/10（火）-通常開館
7/11（水）-7/16（月・祝）ILL他館からの依頼「受付」を停止
7/11（水）「貸出資料が返却困難な場合に配慮する」旨を利用者へ広報

なし なし

県立広島大学
庄原キャンパス

大学全館トイレの排水が出来なく
なった

7/6（金）18時に臨時閉館（通常閉館時間：21：30）
7/7（土）全学休校のため，終日臨時休館
7/9（月）全学休校のため，終日臨時休館
7/10（火）庄原キャンパス休校のため，終日臨時休館
7/11（水）-通常開館
7/9（月）-7/20（金）トイレの排水が出来ないため，バケツで水を流す，または仮設トイレの利
用を案内して対応した。

なし なし

県立広島大学
三原キャンパス

・断水によるトイレ等構内水道の
使用制限あり
　〈7/14（土）解消〉

7/6（金）18時に臨時閉館（通常閉館時間：21：30）
7/7（土）全学休校のため，終日臨時休館
7/9（月）全学休校のため，終日臨時休館
7/10（火）-7/14（土）三原キャンパス休校のため，終日臨時休館
7/16（月）-通常開館

なし なし
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①大学名 ②図書館および周辺の被害状況 ③図書館に関わる被災時の対応 ④写真 ⑤その他

エリザベト音楽
大学

・幟町キャンパス（広島市中区幟
町4-　15、図書館設置）は被害な
し。

・西条キャンパス（東広島市西条
町田口239、図書館設置なし）は、
校地に沿って流れる黒瀬川に土
石流が流下したことにより、校地
周囲のフェンスがなぎ倒され、校
地内に土砂や流木が入った。
川に近い5号館は土台がえぐられ
た。
運動場は体育の授業が行えない
状態になった。

・図書館を設置している幟町キャンパスに被害がなかったため、発表している「図書館カレン
ダー」どおりに、通常開館した。

・被災した学生はもちろんのこと、交通網の寸断から通学困難な学生に関しては、できるだけ
利用し易いよう配慮した。
期間は、7/7（土）から9/25（月）後期開始日までを目安にしている。
　　・既に帯出している資料については、来館可能日まで返却日を延長する。
　　・今から帯出する資料については、次回来館可能日まで返却日を延長する。
　　・閉館日でも、通学できた日に利用希望があれば受け入れる。

なし なし

日本赤十字広
島看護大学

図書館および周辺の被害なし

※開館状況等
7/6（金）大雨・洪水警報発令により15：30で臨時休館
7/7（土）大雨災害特別警報発令により臨時休館
7/9（月）休講のため17時で臨時休館
7/10（火）授業再開のため通常開館

なし なし

広島経済大学
図書館及び学内施設等への被害
はなかった。

※図書館の建物に被害はなかったため、以下主に開館状況及び被災学生等に対する特別措
置について報告する。

7/6（金）◇大雨・洪水警報発令により、「16：30で業務終了及び帰宅指示」の全学的な通達（第
1報15：03分）を受けて、館内放送にて16時に閉館する旨の緊急放送。（指示を徹底するため
に在館者への声掛け及び誘導）
◇「16：00で業務終了及び帰宅指示」の全学的な通達（第2報15：28分）を受けて、館内放送に
て直ちに閉館する旨の緊急放送。（指示を徹底するために在館者への声掛け及び誘導）
◇利用者全員が退館したのを確認し、16：00前に閉館。
◇避難勧告・指示が解除される見込みが低いため、明日（7月7日（土））は休館することを決
定。（他の施設：メディア棟PCコーナー、体育館と同様の対応とした）
7/7（土）終日休館。
【豪雨被災者及び通学困難者に対する配慮】
7/9（月）利用者に対し、豪雨被害等により貸出資料が返却困難な場合は、連絡するよう通知。
（HP及び学内メールシステムにて）
7/9（月）～通常通り開館。

なし なし

広島工業大学
図書館及び他の建物で天井雨漏
りがあった。その他大きな被害は
なかった。

7月9日(月)全学休講、図書館開館時間短縮（17時閉館）
7月10日（火）図書館通常開館
7月21日(土)（災害振替日）　7月9日（月）休講授業の補講実施、図書館開館時間延長（21時閉
館(平日閉館時間））

なし なし
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広島国際大学

・東広島キャンパスの敷地内に大
量の土砂等が流れ込んだが、人
的被害はなかった。
・呉キャンパスでは、７/７（土）か
ら断水となり、７/１７日（火）に復
旧。
・広島キャンパスは、被害なし。
・7/31（火）から前期授業を再開。

※図書館の建物に被害はなかったため、以下主に開館状況について報告する。

7/6（金）
大雨・洪水警報発令による全キャンパス終日一斉休講。
全キャンパス図書館開館時間9：00-11：30（開館時間短縮）
東広島キャンパスへの土砂等の流入発生。
7/7（土）～7/22（日）
呉キャンパス断水。
全キャンパス休講決定、授業再開7/30（月）に決定。
全キャンパス図書館7/22（日）まで臨時閉館、7/23（月）から開館決定。
ＩＬＬ停止。
7/23（月）～7/27（金）
全キャンパス図書館9：00-17：00開館（開館時間短縮）
7/28（土）
東広島キャンパス臨時閉館、呉キャンパス図書館10：00-15：00開館（開館時間短縮）、広島
キャンパス図書館13：00-16：00開館（開館時間短縮）
7/29（日）
全キャンパス図書館閉館
7/30（月）
前日の台風接近により、休講。図書館開館時間9：00-17：00（開館時間短縮）。
7/31（火）
全キャンパス授業再開。全館通常開館開始。ＩＬＬ再開。

なし

復旧に伴う期間を臨時閉
館とした。臨時閉館に伴
い、延滞（貸出停止）と
なった利用者は、延滞を
解除。
平成30年7月豪雨災害に
より、図書の流失、浸水
被害等があった場合は、
利用者に弁償を求めな
い。

広島国際学院
大学

【学内被害状況】
1号館1階、図書館に土砂が流入

【交通状況】
・国道２号線は7月20日(金)まで不
通
・JRは山陽本線海田市駅から瀬
野駅
　まで不通　7月9日(月)～8月17
日(金)

【図書館の被害】
　建物への大きな被害はなかったが、1階の会議室に土砂の流入があった。

【図書館の休館】
　6月より居ながら耐震改修工事を行っていたためと大学の夏休みの前倒しにより、以下を休
館とした。
　7月6日(金)の午後、臨時休講のため、臨時休館
　7月9日(月)～8月4日(土)臨時休講のため、終日休館
　8月6日(月)～8月17日(金)夏季休業のため、終日休館

【図書館の対応】
　図書館HPに図書の返却についてのお知らせを掲載した。
　開館予定の変更に伴い、長期貸出を中止した。
　貸出中の図書がある学外利用者に図書の返却について電話連絡を行った。

図書館の前を流れている土砂

なし

広島修道大学 図書館および周辺には被害なし。

※図書館の建物に被害はなかったため、以下主に開館状況について報告する。
7月6日(金)大雨に伴い4時限目以降（15時～）休講となったため、16時30分で全館休館(ラーニ
ング・コモンズ，自習室含む)。
7月7日(土)臨時休館(ラーニング・コモンズ，自習室含む)。
7月8日(日)から通常開館。
7月11日（水）被災地域大学の学生・教職員向けに利用可能なサービス（館内資料の閲覧、館
内資料の複写、図書の貸出）のお知らせをホームページで案内。

なし なし
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広島女学院大学

図書館には被害なし。
図書館前の小川（2級河川）が決
壊→
正門を閉めて施錠

2つの校舎に土砂が入り、大木が
クックホールの窓を突き破り、教
室のガラス破損

＊図書館の建物の被害はなかったため、以下主に開館状況について報告する。

・7/6（金）：大雨警報発令のため避難勧告があったため15時で閉館。
・7/7（土）～7/11（水）：終日一斉休講のため、図書館閉館
・7/12（木）：授業再開・図書館開館（8：30～20：00）
・7/17（火）：ILL受付再開

なし

広島文化学園
大学

・図書館およびキャンパスの被害
は無。

7/6(金）大雨・洪水警報発令による全キャンパス休講に伴い、全キャンパス館が１３時頃から
順次休館。
7/7（土）全キャンパス館休館
7/9（月）NTT局からの回線が切断、呉郷原・呉阿賀キャンパス内でネットワーク・PC・電話不
通。7/10には復旧。
7/9（月）～11（水）全キャンパス休講に伴い休館。キャンパス立入禁止ではなかったため来館
者には対応。ILL全停止。
7/12（木）広島長束キャンパス授業再開。9：00-19：00通常開館。呉阿賀キャンパス休講だが
近隣学生のため9：00-17：00短縮開館。広島坂キャンパス休講・休館（7/12-13）。呉郷原キャ
ンパス休講・休館（～8/17）
7/17（火）広島坂キャンパス9：00-17：00短縮開館。呉・坂方面へ通学困難の学生に、広島長
束キャンパス館の利用案内を呼びかけ。
7/23（月）呉阿賀・広島坂キャンパス授業再開。両館通常通り開館。ILL再開。

なし なし

広島文教女子
大学

図書館および大学敷地内に被害
なし。

※図書館の建物に被害はなかったため、以下授業状況と開館状況について報告する。

7/6（金）避難勧告により、4コマ（14：50～）以降休講。図書館は15時で閉館。

7/7（土）大雨の予報に伴い、全学休講。図書館も終日休館。

7/8（日）大雨の予報に伴い、全学休講。図書館はもともと休館日。

7/9（月）広域に渡る被災地域と甚大な被害を考慮し、全学休講。図書館は通常どおり開館し
たが、2時間早い17時に閉館。

7/10(火)より通常授業。居住地域の被災状況や公共交通機関の不通等により通学できない場
合は、欠席による不利益がないように配慮。図書館もこの日から通常開館。

なし なし
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福山大学

　学内施設・設備に大きな被害な
し。
　JRの運休、土砂崩れによる通
行止め等により、通学・通勤困難
者あり。人的被害なし。

※図書館の建物に被害はなかったため、以下主に開館状況について報告する。

7/5（木）　大雨警報発令に伴い、午後一斉休講のため、午後全館休館。
7/6（金）～7/9（月）　休校のため、全館終日休館。
7/10（火）～7/14（土）　一斉休講のため、全館終日休館。
7/11（水）　ILL再開
7/12（木）　休講中の返却期日延長措置についてHP掲載。
7/15（日）、7/16（祝）　休館
7/17（火）　授業再開、全館通常通り開館。

なし なし

福山平成大学 図書館には被害なし。

※図書館の建物に被害はなかったため、以下主に開館状況について報告する。

7/5（木）大雨警報発令による休講のため、午後から休館。
7/6（金）大雨警報発令による終日休講のため、休館。
7/7（土）大雨特別警報発令による終日休講のため、休館。
7/9（月）-7/14（土）終日休講のため、休館
7/16（祝）～通常通り開館し業務再開。

なし なし

近畿大学工学
部

図書館および周辺の物的・人的
被害なし。
（大学キャンパス全体の物的・人
的被害もなし）

開館状況等

7/6（金） 大雨・洪水警報発令により大学キャンパス終日一斉休講。図書館は閉館時間を通常
の20時から17時に短縮。
7/7（土） 特別警報発令により大学キャンパス臨時休業。図書館は臨時閉館。
7/8（日） 通常閉館日
7/9（月）～13（金） 災害による交通状況の影響により大学キャンパス終日一斉休講。図書館
は短縮開館（8:45～17:00）
7/14（土） 引き続き大学キャンパス終日一斉休講。図書館は短縮開館（8:45～13:00）
7/15（日）16（月・祝） 通常閉館日
7/17（火） 授業再開。図書館は通常開館。

※ILLは停止していません。
※7/6（金）～7/14（土）が返却期限の貸出資料は、期限を7/17（火）に延長しました。

なし なし

海上保安大学
校

当館そのものに人的・物的被害
はなかった。
ただし、周辺で7/9（月）から7/11
（水）までの間、JR呉線及び国道
31号不通等交通の障害に伴い通
勤困難者が発生した。
また、7/9（月）から7/13（金）まで
の間、断水のため館内の空調、ト
イレが使用不可となった。

図書館として、開館時間やサービスの変更等、特別な対応はとらなかった。
なし なし
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呉工業高等専
門学校

図書館に被害はなし。

図書館の建物に被害はなかったため、以下主に開館状況について報告する。

7/9（月）-7/14（土）断水・交通網分断のため休講。図書館は終日閉館。
7/15（日）-8/6（月）交通網の分断による夏季休業期間の変更により、開館時間を
　　　夏季休業時のものに変更（平日9:00-17:00、土日終日閉館）。（※）
　　　7月8日以前に図書貸出を行っている学生には夏季休業明けに返却するよう周知。
9/3（月）-9/24（月）上記夏季休業期間の変更により、開館時間を通常時のものに変更
　　　平日9:00-20:00、土10:00-15:30、日閉館）。（※）

（※）夏季休業期間（変更前）・・・8/7（火）-9/24（月）
　　　↓
　　　夏季休業期間（変更後）・・・7/15（日）-9/2（日）

なし なし

広島商船高等
専門学校

図書館には被害なし。

7/6（金）：中国地区高専体育大会参加のため学生は臨時休業。（＊災害とは関係なし）図書館
は休講開館（8：30～17：00）。
7/7（土）～7/8（日）：大雨特別警報及びフェリー欠航等による職員の出勤困難のため臨時休
館。
7/9（月）～7/16（月）：学校の臨時休校期間に合わせて、図書館も臨時休館。ＩＬＬ業務停止。
7/17（火）～：授業再開（交通状況を考慮して1時間目の開始時間を10時に繰り下げ）。図書館
通常開館。ＩＬＬ業務再開。

なし なし
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