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東北大学金属材料研究所図書室 
Institute for Materials Research Library, Tohoku University 

東北大学金属材料研究所 2号館2階 

IMR library on the 2nd Bldg.（2F） 

 

Tel：022(215)2188 

Fax：022(215)2189 

E-mail：imr-lib@grp.tohoku.ac.jp 

http://library.imr.tohoku.ac.jp/        

 

 

２号館２階 Reading Room 



１．開室時間と閉室日 

開室時間 月曜日～金曜日 8:30 - 17:00 

閉室日 土日・祝日（振替休日含む）・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）・金属材料研究所一斉休業日 

・ 金研に所属されている方は、職員証、学生証で開室時間外も入室が可能です。利用記録簿に記名 

をお願いします。 

・ 臨時に変更する場合は、その都度掲示やホームページなどでお知らせします。 

・ 片平団地全域停電、断水日を含む週末は完全閉室とし、どなたも入室できません。 

2．貸出・返却 

１）貸出 

開室時（8:30 - 17:00） 

・ 貸出を希望する図書に「利用証」を添えてカウンターまたは自動貸出装置をご利用ください。 

・ 雑誌と参考図書（辞典・ハンドブックなど）は貸出不可です。 

閉室時（17:00 - 8:30、休日） 

 カウンターの自動貸出装置をご利用ください。自動貸出装置が使えない場合は備付けの「図書借用証」

に必要事項を記入し、“時間外貸出ポスト”へ入れてください。 

 

 

 

 

 
 

 

・ 貸出期間の延長は、予約がなく返却期限を過ぎていない場合に限り、２回(２８日間)まで可能です。 

MyLibrary（オンラインサービス）またはカウンター、自動貸出装置で手続きができます。 

・ 予約も MyLibrary またはカウンターで行います。・延滞資料があると新たな貸出、延長はできません。 

2）図書の取り寄せ（現物借用） 
MyLibrary で図書館（室）から図書を取り寄せ、上記貸出冊数とは別に各図書館の図書合わせて 5 冊を 

金研図書室カウンターで借りることができます（雑誌・参考図書、研究室の図書等を除く）。 

*公共図書館からの取り寄せはできません。 

3）返却 

・  開室時間内に、カウンターにお返しください。（自動貸出装置では返却できません。） 

・  学内他館の図書も金研図書室カウンターで返却できます。 

・  閉室時間中はカウンターの返却ＢＯＸをご利用ください。学内他館で借りた資料も返却できます。 

貸出冊数 貸出期間 

5 冊 14 日 

利用者 利用証の種類 

教職員・名誉教授  東北大学発行の職員証 

大学院生・学部生  学生証 

客員教授・客員研究員・研究生、その他  図書館利用証（カウンターで要申請） 

図書の取り寄せ 学内の図書 他大学の図書 

オンライン申し込み ○ ○ 

料金 無料 往復の送料 

到着までの日数 翌日 15:30 3-4 日 

貸出期間 2 週間 2 週間前後（相手館による） 

貸出冊数 5 冊 制限なし 

延長 ○（予約がなく返却期限内の時 1 回まで） × 

返却 金研図書室/学内図書館 金研図書室カウンター 

2 



1. Library hours  
 

OPEN     Monday - Friday  8:30 - 17:00 

CLOSED  Saturdays, Sundays and national holidays, Year-end / New year holidays 

・ IMR members can enter by ID Card. Please write down your name in the LOG note.  

・ Special days announced on the notice board, homepage, etc. 

2. Borrow＆Return  

1）Borrowing 

   OPEN (8:30 - 17:00) 

・ To borrow books, present them with your ID card at the counter or use the automatic  
book lending machine. 

・ Journals, reference books or dictionaries cannot be borrowed.  

CLOSED (17:00 - 8:30) 

・ Please use the automatic book lending machine. If it doesn’t work, please fill in the 

"application form " and put it in the box for closed time". 

 

 

Users Kind of Card 

Staff, Professor emeritus University ID Card for staff 

Graduate and Undergraduate students University ID Card for student 

Guest Professor, Visiting Researcher, etc Library User Card 
 

・ Before the due date you can renew lending period twice (for 28 days) in MyLibrary 

(library web service), if there is no reservation for the book and you are not overdue. 
・ You can reserve books by MyLibrary or Library counter. 
・ If you are overdue, you cannot borrow or renewal. 

2）Book Delivery 
・ You can order the other libraries’ books by MyLibrary. 
（Except for Journals, Reference books, and laboratory books.） 

3）Return 

・Any Tohoku Univ. libraries’ books can be returned to the service counter during 

open hours. 
・During closed, put books in the Return Box on the counter desk. 

Borrowing limit Lending period 

5 books 14 days 

Book delivery Tohoku Univ’s books. Other Univ’s books. 

Online order ○ ○ 

Charge charge-free postage 

Number of days of arrival Next day 15:30 3-4 days 

Lending period 2 weeks around 2 weeks 

Borrowing limit 5 books no limit 

Renewal ○（once if there is no reservation 

and you are not overdue） 
× 

Return 
IMR library or 

Tohoku Univ. library 
IMR library counter only 
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資料は、著作権法の範囲内でコピーすることができます。 

金研所蔵資料の複写の際は、備付の文献複写申込書に必ずご記入ください。 

1. 著作物は全部ではなく一部であること。 

2. 定期刊行物に掲載された各論文その他の記事はその全部であるが、刊行後相当の期間を経たもの 

（次号が既刊となったもの、または刊行後３ヶ月を経たもの等）に限ること。 

3. コピー部数は一人について一部のみであること。 

4. 利用者の調査研究のためであること。 

5. 有償無償を問わず、再複写したり頒布したりしないこと。 

 

3．資料検索 

1）OPAC（オンライン目録） https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/  

OPAC では、東北大学の蔵書や、全国の大学図書館の蔵書を調べることができます。 

研究室所在の図書はカウンターへお問い合わせください。 

2）冊子体所蔵雑誌目録 

冊子体の金研図書室所蔵雑誌目録です。金研図書室で所蔵している洋･和雑誌や書庫内の配置棚 

場所も記述してあります。図書室内の各机に配置しており、希望研究室には配布しています。 

3）電子ブック、電子ジャーナル 

金研図書室ウェブサイト内のリストから探すことができます。 

4．文献複写と現物借用 （校費の利用に限ります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 支払い方法は校費のみです。（事前の文献複写・現物借用振替登録あるいは所属研究室の登録者の了解

が必要です）。予算の範囲内に限り、図書室経費で負担します。 

・ 金研にある資料は、各研究室に配布済みの図書室専用ゼロックスカードを使って複写してください。 

・ 直接図書室カウンターへ文献の申し込みをする場合は「文献複写依頼書」や「文献複写申込書」に記入

してお持ちください。（図書室ウェブサイトからダウンロードすることができます。） 

・ 学内に所蔵がない場合は、他大学の図書館などから郵便で取り寄せることができます。 

※「DDS サービス」とは、学内所蔵資料をオンラインサービス MyLibrary で申し込み、文献を PDF 

ファイルで受け取ることが出来るサービスです。 初回アクセス日から２週間利用可能、1 部のみ 

印刷して利用できます。（複数部の印刷や、文献ファイルの電子的な保存・再配布は禁止） 

金研図書室 

の所蔵資料 

学内の他図書館（本館・分館等） 

の所蔵資料 

他大学の図書館 

の所蔵資料 

コピーカード 

で複写 

白黒  3 円 

カラー 10 円 

直接所蔵館に 

行って複写 

白黒 20 円 

カラー 40 円 

学内便または 

※DDS サービスで取り寄せ 

白黒 20 円 

カラー 40 円 

郵便でコピーを 

取り寄せ 

1 枚 35 円～ 

＋送料 

所蔵館のカウンターへ 

「文献複写依頼書」 

を提出 

オンラインサービス MyLibrary で申し込み 

または金研図書室のカウンターへ 

「文献複写申込書」を提出 

NO NO 

郵便で図書を 

取り寄せ 

往復の郵送料 

YES YES YES YES YES 

YES YES YES YES 
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3. How to find books and journals  

1）OPAC (Online Catalog) https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1 

“OPAC” is a retrieval system for books and journals in Tohoku Univ.  

If location is “Laboratory”, please ask to the counter how to use.  

2）List of the IMR Journal Collection 
The lists are placed on the each desk in the library, and distributed to the requested 

laboratory.  

3）e-Books, Online Journals 
The lists of e-Books and Online Journals are placed on IMR library web site.  

4. Photocopy＆Book Delivery (Only public expense) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ Private expense cannot be used. 
・ To photocopy documents in the IMR Library, self-service copy machines can be used 

with a copy-card distributed to each laboratory.  
・ You can visit other libraries of Tohoku Univ. to photocopy their documents.  
・  If the materials you want are not held by Tohoku Univ. libraries, you can obtain it from 

another university’s library. Please apply to the counter or MyLibrary. 
※DDS (Electronic Document Delivery Service)  You may view the documents in PDF file 

from your laboratory PC. 
* Access period is 2 weeks from the first viewing. 
* Protected by copyright, the document is not allowed to be stored as electronic data,  

but to be printed out once time. 
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Please respect copyright rules when making photocopies.  

After making a photocopy, fill in application form. 

1. The number of pages copied must not exceed half of the work. 

2. Journal articles published in periodicals can be copied in their entirety as long as the  

next issue has already been published or three months have passed since the current 

issue was published. 

3. Maximum of one copy per person. 

4. For research or academic purpose only. 

5. Regardless of whether compensation is received or not, copies are not to be re-copied 

or distributed. 

 

Submit “Photocopy Service Application Form” 

to IMR library counter or apply from online 

Locate 

journal/book 

in IMR library 

Locate journal/book 

in other library of Tohoku Univ. 

Locate journal/book 

in library of other Univ. 

Photocopy by 
yourself with 

copy card 

B&W ¥3 per copy 
Color ¥10 per copy 

Visit the library 
and photocopy 

by yourself 

B&W ¥20 per copy 
Color ¥40 per copy 

Document delivery service 
by campus mail or 

“DDS”※ 
B&W ¥20 per copy 
Color ¥40 per copy 

Document 

delivery service 

via mail 

¥35～＋postage 

Submit “Photocopy 

Service Request Form” 

to the library counter 

YES 

NO NO 

Book delivery 

service via mail 

Round-trip postage 

YES YES YES YES 

YES YES YES YES 



金研図書室（雑誌） 
IMR-Library-Serials 

★雑誌は貸出できませんのでコピー等をお願いします。 

最新号は閲覧室の新着雑誌コーナーをご覧ください。 

★Journals cannot be borrowed. 

Current issues are located in the reading Room 

5．図書室案内図 (Guide map) 
主な図書・雑誌は 2 号館 2 階の書庫に配架されています。その他、1 号館や 3 号館にも書庫があります。 

2 号館閲覧室（2-221 号室）、および、書庫（2-218 号室）では無線 LAN が利用できます。 

Books and journals mainly stacked at build.2 floor 2. There are also archives at build. 1 and 3. 

Wireless LAN service is available in the IMR Library at the Reading Room and Stack Room. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲無線 LAN アクセスポイント 

▲ 
▲ 
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金研 3 号館 4 階書庫 
Build3 Stacks (4F) 3-401 

★IMR メンバーの方は身分証等で入室可能

です。他部局の方はカウンターへ。 

★IMR members can enter by ID card. 

金研閉架書庫 1-215 
Closed Stacks 1-215 

★利用を希望される方はカウンターへ。 

★If you need to use the room number 215, 

please ask at the counter 

金研図書室（図書） 
IMR-Library-Books 

★図書は請求記号順に並んでいます。貸出は学内の方に限ります。

貸出と返却はカウンターへ。 

★The books are ordered by Call Number. 

Borrowing service is available for members of Tohoku University. 

＜OPAC 表示例＞ 

配架場所 巻次 請求記号 (Call No.) 

金研図書室（図書）  1D/A66 

 

新着雑誌コーナー 
Current Journals 
★図書室内でご利用ください。 
★Available only in the room. 

金研図書室参考 
IMR-Library-Reference 
★辞書・事典・ハンドブック等は貸出できま
せんので図書室内でご利用ください。 

★Encyclopedias, Dictionaries & Handbooks 
available only in the room. 

新聞 
Newspapers 
★朝日新聞、河北新報、読売新聞、毎日新聞、 
日本経済新聞、日刊工業新聞、日経産業新聞、
科学新聞、The Japan Times 

カウンター 
Counter 
★貸出と返却はこちら 
★Borrow & Return 

情報検索コーナー 
Database Corner 
★PC 5 台は 24 時間利用可能です。 
★It is possible to use for 24 hours. 

 

Check! 



6. データベース(Databases) 
情報検索コーナーには 5 台のパソコンがあり、24 時間利用 

可能です。利用の際は、利用記録簿への記名をお願いします。 

主に物質・材料系のファクトデータを収録した CD-ROM と、 

文献検索用の Web データベースが利用できます。 

There are 5 PCs available at the Database Corner in  

the reading room for 24 hours. Write down your name 

in the LOG note. 

 

詳しくは、図書室ウェブサイトをご覧ください。 

http://library.imr.tohoku.ac.jp/joho/database.html 
 

データベース 

Databases 

内  容 

Contents 

Tohoku 

Univ. 
IMR 

IMR 

Lib. 

OPAC (蔵書検索) 
東北大学と国内大学図書館等の蔵書検索 

Library catalog of Tohoku Univ. and Other Univ. ○ ○ ○ 

Online Journal 
電子ジャーナルのリンク集 

List of electronic and online journals 
○ ○ ○ 

SciFinder 

（Academic） 

化学系雑誌論文・特許の検索 

Chemical journals and patents 
○ ○ ○ 

Web of Science 
雑誌文献と引用情報の検索 

Journal articles & citation information 
○ ○ ○ 

Scopus 
雑誌文献と引用情報の検索 

Journal articles & citation information 
○ ○ ○ 

NII 学術コンテンツ 

サービス  
CiNii, Webcat Plus, KAKEN, NII-DBR ○ ○ ○ 

Alloy Phase 

 Diagram Online 

二元・三元状態図の検索 

Binary & Ternary alloy phase diagrams 
× ○ ○ 

Pauling File 
二元系無機物質の検索 

Inorganic Materials Database-Binaries Ed. × × ○ 

ICDD Cards 
粉末 X 線回折データの検索 

Powder Diffraction File 
× × ○ 

ICSD 
無機結晶構造データベース 

Inorganic Crystal Structure Database 

Katahira 

campus 

○ 
○ ○ 

Phase Equilibria 

 Diagrams Online 

セラミック状態図の検索  

Phase Diagrams for Ceramics 
× ○ ○ 

Pearson's Crystal 

 Data 

無機化合物の結晶構造データ検索 

Crystal Structure Database for Inorganic 

Compounds 
× × ○ 

International Tables 

for Crystallography 

結晶学の百科事典 

International Tables for Crystallography ○ ○ ○ 
    

 下記は CD-ROM で提供しています。利用を希望する場合は、カウンターまでお申し出ください。 

The following are available in CD-ROM. If you wish to use, please contact to the counter. 

・Landolt Bornstein 

・Advances in Cryogenic Engineering 

・材料とプロセス 
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利用上の注意 (Notice) 
＊ 室内で携帯電話のご使用は他の利用者のご迷惑になりますのでご遠慮ください。 

＊ 室内での飲食、喫煙は厳禁です。 

＊ 防犯、安全のため、防犯カメラを各室に設置しています。 

＊ 利用について、何かご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に係員にご相談ください。   

＊ Please put your cell phone on vibrate in the library. 

＊ Eating, drinking and smoking are forbidden in the library. 

＊ The security camera works in each room for security and safety. 

＊ If you have any questions, please don’t hesitate to ask a library staff. 

 

アクセス (Access) 

〒980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1  東北大学金属材料研究所 2 号館 2 階 

＊JR（From Sendai Station） 

仙台駅から徒歩 15 分（15-minutes walk.） 

＊バス停（From Bus Stop） 

「青葉通一番町」から徒歩 10 分（「Aoba-dori ichibancho」, 10-minutes walk.） 

    「東北大正門前」から徒歩 1 分（「Tohoku-dai seimon mae」, 1-minutes walk.） 
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