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10月になり新学期を迎えました。読書の秋でもあります。図書館にも各系の教
員の方に推薦して頂いた系推薦図書など，新着本が入ってきています。男女共
同参画コーナーの図書も入れ替わりました。

お知らせ
・秋の文献情報ガイダンスの
お知らせ
・国内雑誌の利用調査と新規
希望雑誌アンケート

学習や研究に，そして秋の夜長の読書に，どうぞご利用ください。
長期貸出で借りていた本の返却も，忘れないようにお願いします。

・図書の購入依頼の方法に
ついて(教職員のみ対象）
トピックス

秋の文献情報ガイダンスのお知らせ
SciVerse Scopus の利用講習会を開催

・クイズでスキルアップ Wiley
Online Library の使い方

します。

SciVerse Scopus は，世界5,000以上の出版社から刊行される

・男女共同参画コーナー図書
が入れ替わりました

19,500以上の全分野の雑誌を網羅する，世界最大規模の抄録・引用

・系推薦図書が利用できます

情報データベースです。

・新着図書紹介「弱いロボット」

本学では，今年度新規購入し，5月から利用可能になりました。
【開催日時】 11月2日（金）

14：40～16：10

・雑誌のインパクトファクターの
調べ方 (JCR on the Web)

【開催場所】 情報メディア基盤センター 第2端末室
【講師】

知って得する利用ガイド
4

瀧本 まゆみ氏 （株）ゼファー・ビヨンド

【参加予約】 不要
【Scopus接続先】

10月の開館カレンダー

http://www.scopus.com/

【Scopus概要】
http://japan.elsevier.com/products/scopus/index.html
８月にバージョンアップされた新機能を含めて，
・重要論文を探す
・電子ジャーナルフルテキストにリンクする
・研究トレンド情報を分析する
・文献管理ソフトへエクスポートする

など

データベースを最大限利用する方法を，実習形式で学習
します。 直接専門トレーナーの講師の方に質問ができる
良い機会です。 是非ご参加ください。

※ 尚，今回の講習会に参加できない方は，エルゼビア社が
行っているオンライン講習会(10月10日・11日）もあります。
過去に開催された講習会の録音版を聞くこともできます。
【オンライン講習会の申込先・詳細】
http://japan.elsevier.com/trainingdesk/index.html

10月1日は開学記念日
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国内雑誌の利用調査と新規希望雑誌アンケートについて(10/1-12/21)
図書館配架中の国内雑誌の利用調査を12月21日(金)まで実施しています。
２階新着雑誌書架等に配架している一部の国内雑誌（教養・一般雑誌）が対象です。
次年度以降の購入の検討材料とさせて頂きますので，ご協力ください。
【利用調査】

該当雑誌のところにあります調査カードに，利用した方は，
チェック（レ点記入）をお願いします。
対象雑誌 例） 中央公論， 週刊サッカーマガジン など

【新規購読希望】 アンケート用紙に記入し，2階新着雑誌コーナー備え付けの投票箱に投票
してください。
【対象タイトル等・詳細】

10月1日付け 図書館のお知らせ をご覧ください。

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/z_chosa24-2.html

図書購入依頼の方法について（教職員のみ対象）
研究用や事務用として図書や視聴覚資料(CD-ROM,DVDなど)
を購入する場合の方法についてお知らせします。今年度より5枚

【マニュアル】
Library Guide Sheet No.8

複写式用紙は廃止となりました。次の方法で依頼してください。
【手元に図書がある場合】

→ Excel版図書購入請求票

「Excel版図書購入請求票」の様式に記入しプリントアウト，
現物や書類等を添付して予算管理担当（各系事務室な
ど）を通じて，情報管理係に提出。
（但し，立替払いの場合は，会計課調達経理係に提出。）
【未発注の場合】

→ Webから購入依頼

図書館ホームページから，「マイライブラリ」に
情報メディア基盤センターのアカウントとパスワードで
ログインし，操作メニューの 依頼「図書の購入（未発注
の場合）」から申込み。
注意）必ずCCアドレスに予算管理担当（系事務室等）の
E-mailを記入してください。図書購入請求票の代わ
りに、購入依頼した内容のメールが送信されます。

【詳細 ：記入方法など】
図書館ホームページ＞依頼
＞図書購入依頼

※教員の方はログインできるように既に設定済みです。
職員の方は，あらかじめ設定が必要ですので
氏名・所属（担当教員名）
主として使用する予算コード・名称
連絡先（内線・e-mail アドレス）
を 情報管理係までメールでご連絡ください。

http://www.lib.tut.ac.jp/irai/
hattyu.html
【FAQ よくあるご質問】
http://www.office.tut.ac.jp/
tos/FAQ_kyoin.html
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本学を含め，学術情報などに関する話題をお届けします。

クイズでスキルアップ Wiley Online Library の使い方
Wiley Online Library

http://onlinelibrary.wiley.com/

では

クイズを解きながら，電子ジャーナルの利用スキルが自然に身につくように，オン
ラインクイズを11月18日まで実施しています。クイズは全8問，所要時間は20分
程度。 全問正解者には抽選で賞品も当たります。
【詳細】

http://www.wiley.co.jp/blog/pse/?p=11000

※ Wiley Online Library … 理工医学から人文社会科学まで広範な
分野で，電子ジャーナルを提供。本学はSTM（理工医学分野）のコレクションを契約中。

男女共同参画コーナーの図書が新しくなりました
1階 男女共同参画図書コーナーの図書が10月に新しくなりました。
今回は，「ファッション」 「海外生活」 「世代論」 に関する図書です。
普段図書館には置いていないタイトルの本100冊を，国立女性教育会館女性教
育情報センターからお借りしています。
通常の貸出枠とは別に，一人3冊, 2週間貸出できます。 どうぞこの機会にご利
用ください。
【リスト】
http://www.nwec.jp/jp/center/page13.html#sub18 第4回リスト
【ブクログ】 カテゴリ：男女共同参画コーナー図書

系推薦図書が利用できます
各系所属教員より推薦された図書を，順次新着図書コーナーに配架していま
す。 どうぞご利用ください。
図書リストは，OPAC＞カテゴリ検索＞系推薦図書 から 「年度」と「系」を
クリックして，参照することができます。
【OPAC】
http://tutlos.lib.tut.ac.jp/mylimedio/dirsearch/dirsearch.do
【ブクログ】 カテゴリ：系推薦図書2012-1系 ～ 総合教育院
http://booklog.jp/users/tutlibrary

【図・３F開架 １４０．７||AM】

新着図書紹介
「弱いロボット」 岡田美智男著 （シリーズケアをひらく） 医学書院 2012.9
本学FaceBookや 新聞書評でも紹介されました岡田美智男教授（情報・知能
工学系）の図書が入りました。貸出中の場合はOPACから予約ができます。
【Bookasahi.com 朝日新聞書評サイト 】 2012/09/30付書評
http://book.asahi.com/reviews/reviewer/2012093000020.html

【図・３F開架 007.13||OK】

知って得する利用ガイド User guide
図書館の利用，文献検索など，使って欲しい便利な機能について，順次お知らせします。是非ご利用ください。

雑誌のインパクトファクターの調べ方
【接続先】

図書館ホームページ 「論文検索ユーティリティ」 >> JCR on the web をクリック
http://isiknowledge.com/JCR

例） Nature の2011年のインパクトファクターを調べる

インパクトファクターは，雑誌の評
価指標の一つで一般にその分野に
おける雑誌の影響度を表します。
毎年夏過ぎに，前年のインパクト
ファクターが，トムソン・ロイターが提
供する Journal Citation
Reports®（JCR）データベースで公
開されます。
本学では，現在2008-2011年の
JCR Science Editionが オンライン
で利用できます。1996年, 19992008年までは，図書館1階PCコー
ナー横の印刷体をご利用ください。
また，JCRでは
5-YearImpact Factor
Journal Immediacy Index
Journal Cited Half Life など
各種指標も提供されています。

【JCR概要】
【マニュアル】

http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/jcr/
クイックリファレンスカード～インパクトファクターの調べ方 （各種指標についても掲載）
http://ip-science.thomsonreuters.jp/media/support/jcr/ImpactFactor_QRC.pdf

※過去のお知らせは，
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
こちらのページからご覧いただけます
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■国立大学法人豊橋技術科学大学 教務課図書・情報グループ 内線６５６２ 情報管理係
附属図書館ホームページ http://www.lib.tut.ac.jp
ブクログサイト ＰＣ版 http://booklog.jp/users/tutlibrary
モバイル版 http://m.booklog.jp/users/tutlibrary
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

