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開館時間（授業期）
平日

8:45 ～ 21:00
土、日、祝日

11:00 ～ 17:00

すずかけ門

食堂

J2棟

加藤山

こちら！ (S3棟)

電子ジャーナル

洋書: 61,711
和書: 49,940
計:  111,711

洋雑誌: 1,227
和雑誌:    379
計:       1,606

蔵書 雑誌 (紙）
（タイトル数）

（ 令和3年度時点 ）

洋: 12,016
和:        21
計: 12,037

電子ブック

洋: 30,420
和:   1,538
計: 31,958
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すずかけ台図書館
場所

2019年版

全国国立大学平均の2.5倍！



2021年7月リニューアル！1階
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憩いの空間 ペリパトス文庫
小説・新書・ガイドブックなど、気軽にくつろいで楽しめる本が約8,000冊あります．
学習・研究活動の合間の気分転換にどうぞ．

図書館カウンター

「就職資料コーナー」「学修コンシェルジュ」
スペースを併設

館内全域でキャンパス無線LANが利用可能



※画像はイメージです

2021年7月リニューアル！2・3階

4個人用の学習・研究スペースが充実！

2階セミナールーム（6部屋）
定員：1名から最大20名まで

Web会議・学会発表・オンライン就活等に活用可能
事前に教務Webシステムからご予約ください

3階個人研究エリア
電源完備の豊富な座席バリエーション

（扉付き・半個室・ソファータイプなど）
事前予約不要



大岡山図書館とすずかけ台図書館の所蔵資料を
合わせて15冊まで4週間借りられます．
・学生証とPINコードを忘れないでください．
・雑誌や一部の辞書は借りられません．

自動貸出機

貸出

初期PINコードはここに
記載されています
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・ブックポストに返却してください．
開館時はカウンターでも返却可能です.

・返却期日を過ぎると、遅れた日数分だけ
貸出、更新、予約ができなくなります．

（すずかけ台図書館入口付近）（図書館カウンター）

返却
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・取寄せ、予約
他キャンパスの図書館所蔵図書の取寄せや、
貸出中図書の予約ができます．

・貸出更新
他の利用者の予約がなければ、返却期限を延長できます．

・文献複写、貸借依頼（ＩＬＬ）
実費で学外機関から図書、他キャンパスの図書館/
学外機関から論文のコピーを取り寄せできます．

・在宅で利用できるサービス
電子資料の利用やオンラインリクエスト等、自宅から
利用できるサービスがあります.
詳細はこちらをご覧ください→

図書館Webサイトやカウンターからお申込みください．

その他のサービス
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データベース
（学内ネットワーク経由で利用）

オンラインリクエスト
（借りている図書の確認、

学外機関からの論文コピー取寄、
メールアドレス登録など）

電子ジャーナル・電子ブック
（学内ネットワーク経由で利用）

蔵書検索

図書館Webサイト

8https://www.libra.titech.ac.jp



図書情報
（この図書はどのようなものか）

所蔵情報
（この図書がどこにあるか）

予約、他キャンパスから取寄せる
（要メールアドレス登録）

蔵書検索
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オンラインリクエスト

利用者情報[確認・変更する]から
メールアドレスの登録ができます．

今借りている図書の確認、貸出更新
（１冊につき1度だけ）ができます．

他キャンパスの図書館/学外機関から
論文コピー、学外機関から図書の取寄
せができます．[有料]
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nature biotechnology 等と入力して検索
○：雑誌タイトルで検索
×：論文タイトルで検索

電子ジャーナル・電子ブック

https://sfx.usaco.co.jp/titech/az 11



データベース

CiNii Research、 Web of Science 等
データベース名を入力して検索

12https://www.libra.titech.ac.jp/databases



データベースの検索結果に表示される
このアイコンから、論文の全文をどこで
入手できるかチェックできます．

Find it @ 東工大

LiDance公式キャラクター
調辺 源内(しらべ げんない)
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文献の入手① 電子ジャーナル
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文献の入手② 図書館資料
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文献の入手③ 他機関からの取寄せ
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SSL-VPN接続
リモートアクセス
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大量ダウンロード
提供元が大量であるとみなすような行為、例えば
雑誌1号分を全部ダウンロードすることなどは避けてください．
全学からのアクセスがブロックされるおそれがあります．
必要な論文のみ、その都度ご利用ください．

個人の学術研究 および教育目的以外の
利用
複製や第三者への配布

詳しくは・・・

https://www.libra.titech.ac.jp/ej_notice

利用上の注意
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LiDance公式キャラクター
その場忍



すずかけ台図書館

 1階カウンター

 TEL: 内線5152（平日8：45～17：00）

お問い合わせ

大岡山図書館

 地下1階カウンター

 TEL: 内線2097（平日8：45～17：00）

 図書館Webサイト (Askサービス)

両館共通
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■ 電子ジャーナル

2022.3

東京工業大学附属図書館

東工大で利用できる主な

電子ジャーナル
サービス

提供出版者・学会 利用可能な範囲 備考

ACS Web Editions American Chemical Society 創刊号から ACS発行の全ての雑誌が利用可能です。

AIP Scitation The American Institute of Physics 1930年以降 AIP発行の雑誌、会議録が利用可能です。

APS American Physical Society 創刊号から APS発行の全ての雑誌が利用可能です。

ASME
The American Society of 

Mechanical Engineers

雑誌：1960年以降
会議録：2000年以降

ASME発行の全ての雑誌、会議録が利用可能です。

IEL Online
Institute of Electrical and 

Electronics Engineers

オンライン化されて
いる初号から

IEEE Xploreに収録されるほぼ全ての雑誌、会議録、
規格が利用可能です。

IOPscience Institute of Physics 創刊号から IOP発行のほぼ全ての雑誌について利用可能です。

JSTOR JSTOR 創刊号から

以下のコレクションが利用可能です。
最新の1-5年分は収録されていません。
・Arts & Sciences I-IV, VI-VII (人文社会系)

・Business I-II (経済、経営、マーケティング分野)

・Life Sciences

Nature Springer Nature Natureは創刊号から Nature本誌と姉妹誌の一部が利用可能です。

Proc. IMechE
Institution of Mechanical 

Engineers / SAGE Publications
創刊号から IMechEの全ての論文集が利用可能です。

RSC Journal Royal Society of Chemistry 1841年以降 RSC発行の全ての雑誌が利用可能です。

SAE Mobilus SAE International 1998年以降 SAE Technical Paperが利用可能です。

Science AAAS 創刊号から 速報版のFirst Releaseも利用可能です。

ScienceDirect Elsevier 創刊号から 大半の雑誌が創刊号から利用可能です。

SpringerLINK Springer Nature 創刊号から 大半の雑誌が創刊号から利用可能です。

Wiley Online Library John Wiley & Sons 1997年以降 ほぼ全ての雑誌が利用可能です。

しらべげんない

調辺 源内
LiDance(Library Guidance)キャラクター

電子ジャーナル・電子ブック

■ 電子ブック

電子ブックサービス 提供出版者 利用可能な範囲 利用可能なタイトル

SpringerLINK
Springer 

Nature

2005年以降 情報科学分野の電子ブック

2011年～2013年※1 化学・材料科学、物理学・天文学、数学・統計学分野の電子ブック

ScienceDirect Elsevier 概ね2012年～2014年
エネルギー、化学、化学工学、工学、物質科学、物理学・天文学分
野の電子ブック

KinoDen 紀伊国屋書店 タイトルにより異なる
学習用和書など約450タイトル
同時アクセスは1人まで

Maruzen eBook 

Library
丸善雄松堂 タイトルにより異なる

学習用和書、多読リーダーなど約820タイトル
同時アクセスは1人まで

■ アクセス方法

※1 化学・材料科学、数学・統計学分野は2014-2016年発行分も利用可能です。

※2 SSL-VPN経由でも利用可能です。 (詳細：https://portal.titech.ac.jp/ezguide/sslvpn-journal.html)

※3 附属図書館Webサイト > お問い合わせ> Askサービス

東京工業大学附属図書館Webサイト（https://www.libra.titech.ac.jp/）内の「電子ジャーナル・電子ブックリスト」から

アクセス、または、東工大蔵書検索の検索結果に表示される をクリックしてください。

データベースは附属図書館Webサイトの「データベース」からアクセスできます。

東工大のネットワーク内から利用できます※2 。

ご質問等は「Askサービス」※3にお問い合わせください。

ここに載っている以外にも、たくさ

んのジャーナル、ブック、データ

ベースが利用できるんじゃ！

電子資料は正しく利用

しましょう！

詳細は<利用上の注意>

をチェック！

ちょっとおまち

ちょっと小町



<利用上の注意>

電子ジャーナル
電子ブック・データベースは
正しく利用しましょう！

2022.3 東京工業大学附属図書館

データベースや電子ジャーナル、電子ブックを利用する際は、著作権法や提
供元の利用規約・利用条件等を厳守し、適正な利用を行う必要があります。

利用規約等に違反する利用がなされた場合、一個人の違反行為であったとし
ても、大学全体に対して利用停止等のペナルティが科せられ、本学の学術研
究・教育活動に重大な損失を与える可能性があります。

大量ダウンロードの他、以下のことも禁止されています。

・個人の学術研究および教育以外の目的で使用すること
・複製や第三者に再配布すること
・その他著作権法に違反すること

電子ジャーナルの適切な利用について、詳しくは下記のページをご参照ください。

https://www.libra.titech.ac.jp/ej_notice ※右のQRコードからもアクセスできます

お問い合わせ先

附属図書館Webサイト > お問い合わせ > Askサービス

個人利用の範囲を超えた大量のデータを
ダウンロードすることは禁止されています

提供元は、不正な利用が行われていないかを常に監視しています。意図的な行為でなくとも、提

供元が適正ではないと判断した場合には、アクセスを遮断する等の措置がとられます。

実際、過去に本学の教員・学生が大量の文献をダウンロードしたため、提供元から本学全体の利

用が停止されたことが何度もありました。

・ 機械的にダウンロードすることは契約違反です。

・ 手動であっても、長時間にわたりダウンロードを繰り返す

ような利用は、機械的とみなされる場合があります。

・ 研究・学習上、本当に必要な箇所のみを利用してください。
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