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図書館キャラクター
はぎのすけ

附属図書館について
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Ⅰ



1.概要

東北大学附属図書館

• 蔵書数：約410万冊

• 歴史
明治40年（1907年)   6月 東北帝国大学創立

明治44年（1911年） 6月 図書館設置（片平地区 現・史料館）

昭和24年（1949年） 5月 （新制）東北大学設置

昭和48年（1973年） 11月 本館が川内地区に移転

昭和62年（1987年） 図書館情報処理システム導入

平成19年（2007年） 6月 東北大学創立100周年

平成23年（2011年） 6月 図書館創設100周年

平成26年（2014年） 10月 本館リニューアルオープン
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農学分館
（青葉山キャンパス）

本館
（川内キャンパス）

医学分館
（星陵キャンパス）

北青葉山分館
（青葉山キャンパス）

工学分館
（青葉山キャンパス）

部局図書室×15
（片平キャンパス等）

東北大学附属図書館の構成



2. 本館の紹介



• 学部学生向け資料

• 文系の資料が中心

• 蔵書数：約280万冊

（東北大全体では約410万冊）

2-1. 基本情報
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1号館

主に

図書
－学習用図書
－研究用図書

1F～3F
主に

雑誌

４F 貴重書閲覧室

２号館
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本館の構成



開館時間
• 平日

１号館 8：00 ～ 22：00
２号館 8：45 ～ 17：00 

• 土曜日・日曜日・祝日・休日
１号館 10：00 ～ 22：00
2号館 閉館

＊開館時間は本･分館･図書室で異なります。



入 館

入館する際は学生証等が必要です！

図書館発行の利用証
（研究生・学外者等）

職員証
（教職員）

萩友会永年会員証

学生証
（学生・大学院生）



受 付

学閲やグローバル学習室
の本の返却はこちらです



2-2. 図書館でできること



資料を利用する

検索する 閲覧する



資料を利用する

コピーする

１号館３台 ２号館３台

借りる

貸出には学生証が必要です



貸出冊数・期間

学生閲覧室

グローバル学習室
の本

書庫の本
2号館の

製本雑誌

学部学生
１０冊

３週間

２５冊

６週間

５冊

１週間

大学院生
１０冊

３週間

５０冊

６週間

５冊

１週間

●My Libraryで貸出期間の延長や、貸出中の資料の予約ができます。

●貸出条件は本・分館・図書室で異なります。



パソコン・無線LANを利用する

インターネット環境（75台）
プリンタ（有料）

ノートPCやスマートフォンで無線LANが
利用できます。

※無線LANの利用には、東北大IDのサブIDと
サブパスワードの設定が必要です。



ノートPC自動貸出返却ロッカー

貸出 返却
学生証

自動で開きます

赤: 貸出中
青: 利用可
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グループで学習する

ボックス席フレキシブルワークエリア グループ学習室

19

座席を自由に組みかえ
て使えます。

少人数でディスカッションできる
ボックス席があります。

ディスプレイ付の席もあります。

MyLibraryからの施設
予約が必要です。



相談する・取り寄せる

本を取寄せたい

探し方がよく
わからない

レファレンス・デスクへ
どうぞ！

無線LANを使いたい



2-3. フロア案内



エントランス

展示コーナー 多目的室**カフェ*

*紙コップのコーヒーや食べ物は閲覧室に持ち込めません。 →p.32 マナー
**イベントや会議などに利用することができます。メインカウンターで申し込んでください。



グループ学習室

新着雑誌

視聴覚資料

入口

新着雑誌

ボックス席
ＰＣエリア（７５台）

フレキシブルワークエリア

視聴覚資料
グループ学習室

メイン
フロア



メインカウンター

レファレンスデスク
★留学生コンシェルジュ

レファレンスデスク
★留学生コンシェルジュ

メインカウンター相互利用カウンター

メイン
フロア



文庫・新書・大型本

学部生向け図書
レファレンスコーナー（事典類）
学生選書コーナー
ゆかりコレクション

２Ｆ
１Ｆ

学生閲覧室
（学閲）



ラウンジ

会話・飲食可能
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グローバル学習室

会話可能

英語多読（ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ）、
留学情報、語学学習書、
留学生向け図書など



グローバル資料室

静寂エリア

研究個室
（教員・大学院生用。
MyLibraryで予約）

国連・EU資料
震災ライブラリ
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教員・大学院生・書庫ガイダン
スを受けた学部学生は入庫可

書 庫

１３０万冊以上の研究書



２号館

1F 閲覧席

2,3F 閲覧席
30

1-3F

製本雑誌



２号館
2号館

4F
貴重書閲覧室



マナーを守って利用しましょう
●携帯電話・PHS等の使用は周りの利用者の迷惑となります。館内では
マナーモードにしてください。通話の際は通話ブースを利用してく
ださい。

●濡れた傘はエントランスホールの傘立てに収納してください。

●閲覧席での持ち物の放置や席取りは慎み、ロッカーを使用してくだ
さい。ロッカーの使用は当日限りです。

●館内での飲食は、カフェまたはラウンジをご利用ください。その他
のエリアには、ペットボトル、タンブラーなど密封できる容器に
入った飲み物のみ持ち込めます。また、図書館周辺地域も含み、全
館禁煙です。

●書庫へのカバン等の持ち込みはできません。入口のロッカーを使用
してください。



情報探索の方法

Ⅱ



OPACとは?

図書館の所蔵資料を

検索するためのシステム

・図書

・雑誌

・視聴覚資料 などを探すことができます。

1. 蔵書検索(OPAC)の使い方
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東北大学附属図書館OPAC
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/

1-1. 図書の検索

35

詳細検索

本の情報（書名・著者名・
ＩＳＢＮ・出版者など）から検索
できる

条件を細かく設定して
検索できる
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1-1. 図書の検索
学内・学外 検索切り替え

所蔵館を限定して検索
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キーワード入力

検索結果の
並び替え／表示件数
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ヒット件数

タイトル等の情報
（詳細へのリンク）

著者等での絞込
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配架場所
どの図書館のどこにあるか

請求記号
どの棚にあるか
＊必ずメモしましょう

請求記号とは・・・

本の背表紙に付いているラベルのこと
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1-2. 雑誌の検索

雑誌名が一般的な
名称の場合、

「雑誌」で絞り込む

雑誌名が一般的な名称の場合、
「書名(完全形)」に限定

雑誌名のみで検索！
×巻号は入れない
×論文名、著者名での検索はしない

×出版年での絞り込みはしない
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数字をクリックして
読みたい巻号がど
こにあるか確認

電子ジャーナルへのリンク



本館での雑誌の配置

• 雑誌が置いてある場所

2号館

1階：和雑誌A-I

2階：和雑誌J-Z・洋雑誌A

3階：洋雑誌A-Z

• 雑誌はタイトル順(雑誌名ABC順)に並んでいます

北海道情報大学紀要 → HOKKAIDO・・・
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2. データベースの使い方



データベースへのアクセス
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利用できるデータベースの
一覧が確認できる



2-1. CiNii Articles

• 学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図
書館の雑誌記事索引データベースなどから
約1,700万の学術論文情報を収録（主に日本
語論文）

• オンラインで公開されている論文の多くに、
検索結果からのリンクがある

• 参考文献と被引用文献を表示
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CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/

・日本語論文を検索（全分野）
・本文まで見られる場合もある

画像：『CiNii』 国立情報学研究所 ＜http://ci.nii.ac.jp/＞ （参照日付：2017-09-11）



検索結果一覧画面
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雑誌名, 巻数（号数）, ページ, 出版年月日

著者名

抄録

論文名

画像：『CiNii』 国立情報学研究所 ＜http://ci.nii.ac.jp/＞ （参照日付：2017-09-11）



論文詳細画面

本文へのリンク

この論文の掲載誌の情報

その他のツールで検索する
・掲載誌を所蔵しているか

NDL-OPAC : 国立国会図書館
CiNii Books : 国内の大学図書館
OPAC : 東北大学附属図書館

・電子ジャーナルが見られるか
LINK : 電子ジャーナル
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画像：『CiNii』 国立情報学研究所 ＜http://ci.nii.ac.jp/＞ （参照日付：2017-09-11）



2-2. ScienceDirect
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• 世界最大級の電子ジャーナル・電子ブック集

• エルゼビア社（世界最大手出版社）が発行す
る、科学・技術・医学・社会科学分野に関する
2,500誌以上の電子ジャーナル、35,000タイト
ル以上の電子ブックを搭載

• 学内利用限定
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2-2. ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com/

画像：『ScienceDirect』 Elsevier ＜http://www.sciencedirect.com/＞ （参照日付：2017-08-17）



PDFで本文を閲覧可能
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2-2. ScienceDirect
検索結果一覧画面

画像：『ScienceDirect』 Elsevier ＜http://www.sciencedirect.com/＞ （参照日付：2017-08-17）



2-3. Web of Science
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• あらゆる分野の論文を検索できるデータベース

• 影響力の大きい雑誌約12,000誌を、1900年か
ら収録

• 引用情報（1900年～）

• 著者情報

• 大学で契約している電子ジャーナルは全文閲
覧可能

• 学内利用限定



キーワードを入力
例： education* Japan* eat*
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2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/

画像：『Web of Science』 クラリベイト・アナリティクス ＜https://webofknowledge.com/＞ （参照日付：2017-09-11）



オンラインで
全文を閲覧する附属図書館で入手可能な

ツールを検索する

クリックして
詳細を表示

54

検索結果一覧画面

画像：『Web of Science』 クラリベイト・アナリティクス ＜https://webofknowledge.com/＞ （参照日付：2017-09-11）



2-4. Scopus

• あらゆる分野の論文を検索できるデータベース
• 約22,000誌以上の学術雑誌や、会議録、書籍

等の幅広い刊行物を、1800年代から収録
• 引用情報（1970～）
• 著者情報
• 大学で契約している電子ジャーナルは全文閲

覧可能
• 学内利用限定

55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/

画像：『Scopus』 Elsevier ＜https://www.scopus.com/＞ （参照日付：2017-08-30）



検索結果一覧画面

刊行日、被引用数、関連度
で並べ替え可能

被引用数
（他の論文がこの論文を引用した数）

57
画像：『Scopus』 Elsevier ＜https://www.scopus.com/＞ （参照日付：2017-08-30）
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全文を見るには

LINK：東北大学でこの
電子ジャーナルを契約し
ているか調べる

フルテキスト：出版社の
サイトで本文が公開さ
れている場合あり

画像：『Scopus』 Elsevier ＜https://www.scopus.com/＞ （参照日付：2017-08-30）



2-5. リモートアクセス

学外（自宅等）から電子ジャーナル、電子
ブック、データベースにアクセス

学認を利用
59
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「電子ブック」「電子ジャーナル」
「データベース」のいずれかのタ

ブから「学認」をクリック

2-5. リモートアクセス



学外からアクセス可能な

データベース等の一覧と、

接続方法が確認できる
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2-5. リモートアクセス



このような画面が出たら
東北大IDとパスワードを入力
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2-5. リモートアクセス
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その他のサービス

Ⅲ
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1. 館内*でのインターネット利用
・館内のデスクトップＰＣ

ブラウザを開く → 東北大ＩＤを入力

・館内のノートＰＣ、自分が持ち込んだ機器

無線LANに接続 → サブＩＤを入力

東北大ＩＤとは

ランダムな英数字からなる10桁の文字列（学籍番号とは異なります）。

東北大学に入学すると同時に自動的に割り当てられ、圧着封筒で各学

生に通知されます。転学部・大学院進学等の際に変わる事はありません。

[例] ab12345678

サブＩＤとは

学籍番号や東北大IDとは別に、各自で設定するIDです。自動的に付与

されるものではありません。無線LANを使用するためには、自分でサブ

IDを設定する必要があります。

*本館と各分館。その他の部局図書室などは接続方法が異なる場合があります。
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サブIDの設定方法

学内無線LAN (eduroam)に接続するには、まずサブIDを設定する必要があ
ります。

①https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet にアクセス
→ 東北大IDでログイン

②左側メニューの「サブID登録」からサブIDを設定

無線LAN（eduroam）接続時は、ここで設定した

ユーザID : サブID@student.tohoku.ac.jp

パスワード : サブIDのパスワード

を入力する。



2. 附属図書館ウェブサイト

①各種データベース検索

（電子ブック、電子ジャーナル等）

②蔵書検索

（どんな資料がどこにあるか）

③My Library

④各館の利用案内

④

②

③

①



2-1. My Library

●貸出・予約状況の照会

●貸出延長

●予約

●資料の取寄申込（学内・学外）

●文献複写の申込（学内・学外）

●館内施設の利用予約

●図書の購入リクエスト

My Libraryとは、オンラインで利用できる個人のページです。
自分の借りている本の確認や延長、文献複写の申込などがオンラインでできます。
附属図書館ウェブサイトから、東北大IDでログインして利用します。



2-2. 図書や論文の取り寄せ

• 学内の他キャンパスから

図書 → 学内取寄（キャンパス間搬送サービス）

論文のコピー → 相互利用サービス

• 他大学から

図書

論文のコピー → 相互利用サービス

68



他キャンパスの図書の取寄
or 貸出中の図書の予約

69

予約・学内取寄
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「文献複写申込」をクリック

相互利用サービス



My Libraryから申し込む

71



受取窓口の確認を忘れずに

72

相互利用サービス（申込画面）

わかっている情報をすべて記入



2-3. 施設予約

希望の場所、
時間をクリック
（緑は予約不可）

・グループ学習室
・研究個室 など

附属図書館TOPページ もしくは
My Library下部の「施設予約」を選択

附属図書館ウェブサイトTOP画面

My Library 画面



3. 留学生コンシェルジュ



留学生コンシェルジュ
図書館の利用案内や学習相談を受け付けます
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3-1. 多言語による相談

76

図書館の利用案内や学習相談などを行っています。
日本語、英語、中国語、韓国語、インドネシア語、タイ語など、

多言語での対応が可能です。

1階メインフロア 「留学生コンシェルジュ」デスク



3-2. グローバルセッション

77

留学生も日本人学生も楽しめるさまざまなイベントを、
グローバル学習室で開催しています。

参加者とのディスカッション
出身国の紹介

各国の文化体験



3-3. Ask a librarian

78

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

留学生コンシェルジュは、さまざまな方法で相談を受け付けています。
日本語も含め、多言語での対応が可能です。

E-mailTelephone

Video chat



4. Facebook / Twitter
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日本語による情報発信

東北大学附属図書館
（Tohoku University Library）

Tohoku Univ. Library
@hagi_no_suke
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多言語による情報発信
Tohoku University Library 

Concierge Service for Int’l 

Student

（留学生コンシェルジュ）

Tohoku Univ. Main Lib
@TUL_Global



東北大学附属図書館 本館
レファレンスデスク

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

東北大学附属図書館ベーシックガイド 2017


