
 

図書室利用案内 2016 

カウンターサービス時間 

  （貸出・返却・レファレンスサービス） 

 平日 9:00-17:00（12:00-13:00を除く） 
 

地震研究所所属の方は指紋認証によりいつでも入室できます。 

年末年始、夏季一斉休業日等臨時の閉室については図書室ホー

ムページでお知らせいたします。 

〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1 ２号館３階 

メール eri-lib@eri.u-tokyo.ac.jp 

電話 03-5841-5669（内線25669） 

FAX 03-5800-3859 

ホームページ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/tosho/ 

2016年4月 

  地震研でよく使われる電子リソース 

地震研究所でよく使われる電子リソースには、図書室ホームペー

ジのリンク集からもアクセスできます。 
 

●電子ジャーナル、電子ブック（AGU Book Series等）、各種

データベース（GeoRef, GeoScienceWorld Millennium Col-

lection , 国内外新聞等） 

 http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/tosho/dblist.html 
 

●よく使われる雑誌のタイトルリスト 

 http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/tosho/online/onlinej.html 
 
 

電子リソースポータルサイト GACoS 

 http://www.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/gacos/ 
 

東京大学が契約してい

る電子リソース全体の

中から、目的や分野に

あわせて探すことがで

きるサイトです。 

随時開催される文献検

索講習会のスケジュー

ルも掲載されていま

す。 

  学外から電子リソースにアクセスするには 

身分により以下2種類のアクセス方法があります。 

●認証GWサービスから 

常勤、特定有期雇用、特定短時間勤務有期雇用の教職員及び 

特別研究員  

●SSL-VPN gatewayサービスから  

学部学生、大学院生、研究生 

詳細は下記にてご案内しています。 

http://www.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/gacos/faq/gakugai.html 

●電子ジャーナル利用上の注意● 

以下のような行為は、出版社によって、多くの場合不正利用とみな

されます。 

・個人の学術研究・教育目的以外で各論文をダウンロード、コ

ピー、ハードディスク等へ保存や印刷をすること。また、それを

頒布すること。 

・電子媒体で第三者に流通させること。 

・組織的に大量のダウンロードやプリントアウトをすること。 

不正利用が行われた場合、東京大学全体で電子ジャーナルの利用を

停止させられる場合もあります。 

 地震研究所図書室特別資料データベース 

地震研究所関係者用のコピー機が地図室に設置されています。 

▫地震研所属者：学生証・職員証・図書館利用証で利用できます。 

▫理･地球惑星および工･社会基盤所属者： 

        カウンターにてコピーカードをお貸しします。 

▫上記以外の方：カウンターにお申し出ください。 

※協定により、地震研究所所属の方は、理･地球惑星、工･社会基盤

（工1号館図書室A）の図書室のコピー機を無料で利用できます。 
 

 

複写の際は著作権法を順守し、図書室備え付けの「文献複写申込

書」にご記入ください。 

 複写について 

 図書の購入希望 

地震研究所図書室で所蔵を希望する資料がある場合は、下記URLの

フォームからお申込みください（図書委員会で購入可否を決定しま

す）。 
 

http://eri-portal.eri.u-tokyo.ac.jp/_layouts/LibForm01/ 

 困った時は 

文献探しや電子ジャーナルの使い方等で困ったことがありました

ら、図書室までお知らせください。オンラインで質問ができるASK

サービス もご利用いただけます。 

https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ask/  

図書室には600点以上の地震や火山等に関連する和古書が所蔵されて

います。これらは地震研究所図書室特別資料データベースで検索で

きます。 
 

http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/dl/meta_pub/

G0000002erilib 
 

デジタル化されている資料に

ついては、画像も公開してい

ます。画像を出版物等に掲載

される場合は、事前に申請を

行ってください。詳細は図書

室まで。 
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  資料の探し方 

 資料の配置 

貸出：資料と図書館利用証をカウンターにお持ちください。 

返却：カウンターへ資料をお返しください。時間外は図書室前の

ブックポストをご利用ください。 

カウンターサービス時間外に貸出を希望する場合は、図書室エントランス付近

にある貸出用紙に記入してから持ち出してください。 

  図書館利用証 

東京大学内の図書館･室共通の利用証はIC身分証（学生証･職員

証）です。それをお持ちでない地震研究所所属の方は、図書室で

利用証を発行します（在籍を証明する書類を持参ください）。 

図書室内は開架方式です。資料の配置は以下のとおりです。 

閲覧室：新着雑誌、新聞、辞書、CD-ROM等 

第1書庫 1層：外国雑誌バックナンバー 

 2層：図書 

 3層：国内雑誌バックナンバー 

第2書庫：国内大学紀要、中国韓国語雑誌、外国雑誌バックナン

バー（利用頻度の低いもの） 

地図室：地形図、地質図、海図、大型地図等 

雑誌はタイトルのアルファベット順、図書は請求記号順に配架されています。 

  貸出と返却 

 所属 貸出期間 貸出冊数 延長 

図書 

所内 1ヵ月 無制限 1回1ヵ月 

所外 2週間 ５冊 1回2週間 

製本雑誌   

所内 1ヵ月 無制限 1回1ヵ月 

所外 ２週間 ５冊 1回2週間 

未製本雑誌 

地図･CD等 
所内者のみ 1週間 無制限 1回1週間 

地図室には、裁断機、簡易製本機（表紙はご持参ください）、厚

綴じ用ホチキス等の各種文房具を用意しておりますので、ご自由

にお使いください。 

 MyOPAC ～貸出期間の延長・予約・文献取寄せ~  

https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/myopac/ 
 

ログイン方式のMyOPACから各種Webサービスをご利用いただ

けます。文献取寄せの申込みには事前に申請が必要です。地震研

究所所属の方は図書室カウンターまでお越しください。 

MyOPACでできること 

▫貸出状況の確認および貸出期限の延長 

 利用者サービスメニューの「貸出・予約状況照会」から、借り

ている資料のタイトルや貸出期限の確認、延長手続きができま

す※1。 
 

▫資料の予約と文献取寄せの申込み 

 貸出中の資料への予約や、地震研究所図書室にない資料（現物

またはコピー）を取り寄せることができます※2。 
 

 MyOPACログイン後に資料検索を行うと、次のような申込みボ

タンが表示されます。クリックしてお申込みください。 

  貸出期間と冊数 

探し方は複数あります。目的に合わせて検索してください。 

●冊子体資料を探す 東京大学OPAC         

https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ 

学内図書館･室が所蔵する、主に紙媒体の図書・雑誌を検索できま

す。 

●電子ジャーナルや電子ブックを探す E-JOURNAL PORTAL    

http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ext/ejportal/ 

NatureやScience等、特定のタイトルの電子リソースを探したいとき

にご利用ください。 

●電子リソースも冊子もまとめて探す TREE        

http://tokyo.summon.serialssolutions.com/ 

電子リソースと紙媒体の資料の両方をまとめて検索できます。紙媒

体/電子、図書/雑誌/論文のタイトル等に関わらず一度に探せます。 
 

※いずれも、閲覧室にある端末から検索可能ですが、フリーアクセスのもの

を除いて、電子ジャーナル本文にはアクセスできません。 

第1書庫 Stack room 1 

3層：国内雑誌 

3rd level: Japanese  

periodicals 

2層：図書 

2rd level: books 

1層：外国雑誌 

1st level: foreign 

periodicals 

閲覧室 Reading room 

外国新着雑誌 Foreign periodicals 

国内新着雑誌 

Japanese  

periodicals 

新聞 

News- 

papers 

コピー機 

photocopier 

スキャナ 

scanner 

地図室 Map room 

事務室 

Office 

特別資料室 

Special collection room 

第2書庫305室 

外国雑誌 

Stack room 2-305 

Foreign periodicals 

辞書 

dictionaries 

第2書庫304室 

国内大学紀要・中国韓国誌 

Stack room 2-304 

Japanese universities’, Chi-

nese, and Korean bulletins 

非常口 

EMERGENCY 

EXIT 

入口 

ENTRANCE 

ブックポスト

book drop 

カウンター 

counter 

OPAC用端末 

PC for OPAC 

第2書庫は図書室のカウンターサービ

ス時間内のみ利用可能です。 

貸出中の資料に予約ができます。また、他キャンパス

（駒場･柏･白金）にある資料を地震研究所図書室に取

り寄せることができます※3。 
 

文献の紙コピーを申込めます。受け取りは地震研究所

図書室です。 
 

文献をPDFファイルで閲覧、プリントアウトできま

す。このファイルには、学内ネットワークからのみア

クセス可能です。 
 

学内にお探しの資料がない場合は、コピーや図書現物

の借用を学外の図書館に申し込むことができます。  
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共通アカウント：学生共通アカウントもしくは事務システム共通アカウント

 とパスワードでログインできます。 

図書館アカウント：東京大学附属図書館利用証の券面右下の数字下10桁が

 利用者コードです。初期パスワードは図書室にて発行します。 

※1  貸出期限を超過した資料や、予約が入っている資料は延長できませ

ん。 

※2  原則取り寄せにかかる費用の負担はありません（一部例外あり）。 

※3  本郷キャンパスにある場合は取寄せができませんので、所蔵館･室へ

直接お越しください。 


