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附属図書館情報サービス係

文献情報ガイダンスおよび利用講習会の開催について

附属図書館では，利用者の方々の今後の研究・学習活動にお役立ていただくため、添付
資料のとおり文献情報ガイダンス等を開催いたします。何かとご多忙な時期とは存じます
が，この機会に是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。
このガイダンス・利用講習会では，日程調整のため，すべてのコースで予約が必要です。
申込期限はコースによって異なりますので，添付資料をご確認のうえ，ご参加くださるよ
うお願いします。

この件に関するお問い合わせは，附属図書館・情報サービス係（内線 6564，
e-mail：gakujo@office.tut.ac.jp）までお願いします。

TUT Library
2015.4-5

情報獲得の達人になろう！
ひとりでもグループでも参加できます（要予約）

利用講習会の開催について
（全６コース 専門トレーナーによる）

開催日時：平成27年4月21日(火)～5月25日(月)
開催場所：情報メディア基盤センター１階 第２端末室
定員：各コース 40名

◆ 4月の利用講習会

予約期限 4月15日(水）

SciFinder

4/21 (Tue) 第1回13：10－14：10

Scopus

4/23 (Thu)

第2回14:40-15:40

要 事前ユーザー登録
物質科学分野の情報DB ※キーワードに加え、構造式や反応式での検索が可能 ( 第1回と第2回は同じ内容）

13:10-14:10

要 Mendeleyアカウント事前取得
Scopus (抄録・引用文献DB): あらゆる分野の論文検索に加え，被引用回数の調査にも利用可能.
Mendeley(文献管理ソフト）: Scopus等、検索で得た結果を、文献管理ソフトに保存して利用
※Microsoft Wordなどへ引用文献を簡単に挿入できます

◆ ５月の利用講習会

(5/８～5/2５）

SpringerMaterials 5/8 (Fri)

14:40-15:40 予約期限 ４月30日(木）
物性データ検索DB
※ 物理・化学・工学分野のファクトデータ集。
※ 新素材の研究開発や実験データの評価・検証に利用可能

ScienceDirect

5/15 (Fri) １３：１０－１４：１０ 予約期限 ５月11日(月）

本学で一番利用されている電子ジャーナルDB
※ ユーザー登録（Ｓｃｏｐｕｓと共通）でアラート機能が利用可能

要 Mendeleyアカウント事前取得

SpringerLINK

5/21 (Thu) １4：4０－１5：4０ 予約期限 ５月18日(月）
シュプリンガー社発行の電子ジャーナルと電子ブックの DB講習会．
※ eBook Collection 5分野の2013年分と

JDreamⅢ

Engineering 2014年分が利用可能

14:40-15:40
予約期限 ５月21日(木）
Abstractが日本語で読める論文検索DB 論文本文とリンクしている場合もあり

5/25 (Mon)

※ 本学OPACや電子ジャーナル一覧とデータ連携が可能

「申込方法」「文献情報ガイダンス」
詳細は、裏面を参照

豊橋技術科学大学附属図書館・情報サービス係
申込・お問い合わせ先 電話 0532-44-6564

TUT Library
2015.4-5

情報獲得の達人になろう！
ひとりでもグループでも参加できます（要予約）

文献情報ガイダンスの開催について
(全8回 図書館職員による）

開催日時：平成27年5月11日(月)～5月2２日(金)
開催場所：情報メディア基盤センター１階 第２端末室
定員：各コース 20名

◆ 文献情報ガイダンス

予約期限 5月18日(月）

●CiNiiコース ・・・ CiNii検索を中心に説明を行います。
開催日 5月11日(月）、13日(水）、14日(木）、19日(火）、22日(金）
開催時間 14：４０－15：３０ 要 Mendeleyアカウント事前取得
Mendeley(文献管理ソフト）: 検索で得た結果を、文献管理ソフトに保存して利用
※Microsoft Wordなどへ引用文献を簡単に挿入できます

【ＣｉＮｉｉとは】
日本の学協会発行の学術雑誌、大学紀要などの論文検索データベース。
検索の方法や便利な機能、他大学からの文献入手方法などについて、
ご紹介します。

●OPAC+記事検コース ・・・ 所蔵資料（本・電子ブック）の探し方や
「日経BP記事検索サービス大学版」の使い方の説明を行います。
開催日
5月12日(火）、18日(月）、20日(水）
開催時間 14：４０－15：３０
お申し込み状況により、希望日の調整をさせていただく場合があります。
どの回も、同じ内容です。

文献情報ガイダンス・利用講習会の申込方法
文献情報ガイダンス等申込書を記入し、図書館カウンターに
提出してください。

「利用講習会」詳細は裏面を参照

豊橋技術科学大学附属図書館・情報サービス係
申込・お問い合わせ先 電話 0532-44-6564

文献情報ガイダンスおよびDB利用講習会日程表
人数調整のため，すべてのコースで予約が必要です。各コース，どの回も同じ内容です。

2015/4/21（火）

第3限相当

第4限相当

13:10から

14:40から

コース

コース

SciFinder 第1回※1

SciFinder 第2回※1

2015/4/22（水）
2015/4/23（木）

Scopus(+Mendeley)※2

2015/4/24（金）

2015/5/7（木）
2015/5/8（金）

SpringerMaterials

2015/5/11（月）

CiNiiコース※2

2015/5/12（火）

OPAC+記事検コース

2015/5/13（水）

CiNiiコース※2

2015/5/14（木）

CiNiiコース※2

2015/5/15（金）

ScienceDirect※2

2015/5/18（月）

OPAC+記事検コース

2015/5/19（火）

CiNiiコース※2

2015/5/20（水）

OPAC+記事検コース

2015/5/21（木）

SpringerLINK

2015/5/22（金）

CiNiiコース※2

2015/5/25（月）

JDreamⅢ

開催場所

情報メディア基盤センター１階

申し込み方法

申込書を図書館情報サービス係に提出してください。(コースによって申込期限が異なります。）

注意事項

資料はガイダンス当日に配布します。

第2端末室（都合により開催場所を変更する場合があります）

当日は情報メディア基盤センター発行のアカウントとパスワードをご用意ください。
時間になりましたら開始します。端末起動に多少時間がかかりますので、余裕を持ってお越しくだ
さい。
予約後、受講日を変更する必要が生じたときには、至急ご連絡ください。
SciFinderとMendeleyの利用にはアカウントが必要です。アカウント登録は簡単です。
SciFinder, Scopus, ScienceDirect, CiNiiコース参加希望の方は、事前にアカウントを取得してくださ
い。
※１

SciFinderユーザー登録

※２

Mendeley

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinder_reg.html

http://www.mendeley.com/登録方法は下記url(クイックレファレンスガイド参照）

http://www.elsevier.com/jp/online-tools/mendeley/users/mendeley_qrg_japanese.pdf

申込日

平成27年

月

日

文献情報ガイダンス等申込書
博 士
修 士
学 部
教職員

系
研究室

所属系及び学年
（該当身分に○をつけてください）

（教員名

）

年

研究に関するキーワードを複数挙げてください。（講習会で検索例と
なる場合があります。）

氏 名 (代表者名）
携帯

内線

－

－

連 絡 先
@

e-mail address
希 望 コース

第１希望

第２希望

第３希望

文献情報ガイダンス
CiNiiコース 註1

開催日を記入

開催日を記入

開催日を記入

文献情報ガイダンス
OPAC+記事検コース 註1

開催日を記入

SciFinder利用講習会
(4/21） 註２

／
／

（ ）
（ ）

どちらかに○をつける

／

（ ）

開催日を記入

／

（ ）

／

（ ）

受講希望の場合○を記入

SpringerMaterials
利用講習会(5/8)

受講希望の場合○を記入

ScienceDirect
利用講習会(5/15) 註１

受講希望の場合○を記入

SpringerLINK(EJ+Ebook)
利用講習会(5/21）

受講希望の場合○を記入

JDreamⅢ利用講習会
(5/25)

受講希望の場合○を記入

お薦めの学年等

5月18日(月）

B4以上

（ ）

5月18日(月）

全学生

4月15日(水）

キーワードに加え，構造検索，特
許検索をしたい学生, 研究者

4月15日(水）

B4以上

4月30日（木）

物性データ検索を行う
研究室学生・研究者

5月11日(月）

B4以上

5月18日(月）

B4以上

5月21日(木）

B4以上

どちらかに○をつける

第1回 or 第2回 第1回 or 第2回

Scopus(+Mendeley)
利用講習会(4/23) 註１

申込期限

開催日を記入

／

← 新しい情報を広く調べたい方にお薦め

← 本学で一番利用されている
電子ジャーナル

← 英語の抄録を読むのがちょっと
苦手な方にお薦め

.tut.ac.jp

註１：参加前にＭｅｎｄｅｌｅｙアカウントを取得してください。
註２：参加前にSciFinderユーザー登録を済ませてください。
メールアドレスは，大学発行のものをご記入ください。
＊グループでの申し込みを希望される場合
上記には代表者を記入し、下記の欄に参加者の学年，氏名をご記入ください。希望日については，調整のため，
変更をお願いする場合があります。ご了承ください。
また申込後に変更が生じた場合には，速やかにご連絡願います。

学 年

氏 名

学籍番号

合計

名 参加

