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４月に引き続き，図書館では文献情報ガイダンスおよびデータベース利用
講習会を行っています。利用講習会は各社の専門講師による講義になりま

お知らせ
・ 利用講習会開催中（5/17まで)

す。実習形式で行いますので，これから文献収集をして論文を執筆する方に
は有用です。 予約制ですが，席に余裕あれば当日参加も可能です。
是非ご参加ください。

利用講習会開催中 (5/17まで)
★専門トレーナーによる利用講習会
【JDreamⅢ】
５月１０日（金） 14:40- (所要時間60分) B206教室
・日本語インターフェースの論文検索データベースです。
４月にJDreamⅡからJDreamⅢにリニューアルしました。
クイックサーチとアドバンスドサーチの検索方法を実習します。

【eBook Library】 New!

今年度新講習会

５月１０日（金） 16:20- (所要時間３0分) B206教室
・本学で利用できる電子ブックの利用方法を実習します。
シーエムシー出版・オーム社・東京電機大学出版局の図書など
116冊の電子ブックが利用できます。

【SciVerse Scopus】
５月１６日（木） 14:40- (所要時間60分) 情報メディア第2端末室
・世界最大級の抄録・引用文献データベースです。
４月１４日に日本語インターフェースがリリースされました。
新機能も含めて検索方法を実習します。

ew!
【Mendeley】 N

今年度新講習会

５月１７日（金） ①13:10- ②14:40-(所要時間60分)①②同内容
情報メディア第1端末室
・フリーの文献管理ソフトウェアです。
データベースなどで検索した文献の管理方法などを実習します。
そのほか，図書館職員によるガイダンスAコース「電子ジャーナルの利
用ほか」，Bコース「論文検索データベースの利用」を開催しています。

【日程詳細および予約用紙】
3月29日付け 図書館のお知らせ から出力できます。
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/13guidance_all.pdf
【予約用紙 提出先】
図書館カウンター または 教務課情報サービス係 まで
※ 予約申込期限が 各コースで異なりますのでご注意ください。

トピックス
・ SciVerse Scopusに
日本語インターフェース新登場

2

・ クイズで入門
Wiley Online Library 2013

2

・ 電子ジャーナルフリートライアル
のお知らせ RSC・IEL/Online(予定)
・ 男女共同参画図書コーナー
図書(4月-9月)
知って得する利用ガイド
・ Webから文献複写を依頼するには
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トピックス Topics
本学を含め，学術情報などに関する話題をお届けします。

SciVerse Scopusに日本語インターフェース新登場
４月14日，世界最大級の引用文献情報データベース SciVerse Scopusに日本語インターフェースが
新登場しました。画面のフィールド名などが日本語になり，直観的に検索することができるようになりまし
た。ますます便利になったSciVerse Scopusを文献収集にご活用ください。
5/16(木）14:40– 15:40
【SciVerse Scopus】http://www.scopus.com/
利用講習会開催 情報メディア 第1端末室
【クイックリファレンスガイド】
http://japan.elsevier.com/scopussupport/scopus_qrg_japanese.pdf

クイズで入門 Wiley Online Library 2013
Wiley社では電子ジャーナルなどオンライン文献の使い方に慣れて
いない利用者の方々を対象に，「クイズで入門 Wiley Online Library」キャンペーンを行っています。簡
単なオンラインクイズを通じて，Wiley Online Libraryの機能と使い方の基礎が学習できます。全問正
解者には抽選で iPod miniなど豪華景品も当たります。参加してみてください。
【詳細・クイズはこちらから】http://www.wiley.co.jp/blog/pse/?p=16938
【参加期間】2013年3月26日～5月26日

電子ジャーナルフリートライアルのお知らせ
次の電子ジャーナルのフリートライアルを５月に開始します。この機会にご利用ください。
①

Royal Society of Chemistry(RSC)

電子ジャーナル

RSC発行の雑誌 ４6タイトル（無料３タイトル含む）の１９９７年以降の全文が利用できます。
【トライアル期間】 2013年5月１日～7月31日 （３ヶ月間）
【接続先】

②

http://pubs.rsc.org/en/journals

IEL Online

（IEEE / IET Electronic Library)

IEEE とIET の Journal・Transaction・Magazine および会議録とIEEEの規格。
1988年以降の全文が利用できます。
【トライアル期間】 2013年5月１3日～6月３0日 （6週間）
【接続先】

http://ieeexplore.ieee.org/

※ 他の電子ジャーナルと同様に，利用上の注意を厳守の上ご利用ください。
手動および機械的な大量ダウンロードは厳禁です。
【電子資料の公正利用について】 http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/Fair_use_J.pdf
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男女共同参画図書コーナー図書 （４月－９月）
附属図書館では，国立女性教育会館女性教育情報センターのパッケージ貸出サービスを利用
し，男女共同参画に関する図書の展示および貸出を行っています。
4月から「医療」「キャリア形成」「ジェンダー問題」「児童福祉」に関する図書に入れ
替わりました。現在展示している図書は9月末までの利用になります。(100冊を半年ごとに
入れ替え予定です。)
【配架場所】

1階カウンター南の壁側書架

【図書リスト】
ブクログサイト

「男女共同参画図書」コーナー MAP
http://www.nwec.jp/jp/data/PKG2013-P.xls
http://booklog.jp/users/tutlibrary
カテゴリ「男女共同参画コーナー」でも一覧できます。

・「女子の時代！」（青弓社ライブラリー） 馬場伸彦，池田太臣著
・「わたしを生きる-女たちの肖像」 島崎今日子著
など
【貸出対象者】
学生・教職員
【貸出冊数・期間】一人 ３冊・１４日間
(通常の図書の貸出枠とは別に借りることができます。）
【貸出方法】
カウンターに用意してある貸出用ノートに必要事項を
記入してご利用ください。貸出手続は，有人開館時間帯に限ります。

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。

Webから文献複写依頼をするには
本学に欲しい文献の所蔵がない場合，電子ジャーナルでもフルテキストが利用できない場合は，他
大学等から文献複写（コピー）を取り寄せることができます。図書の場合は，現物貸借を依頼すること
ができます。
依頼方法には，① Webから依頼する方法
② 紙の「文献複写依頼申込書」を図書館に
提出する方法 の２種類があります。
①のWebから依頼するには，あらかじめ「申請書」の提出が必要です。
学内に所属している間，一度「申請書」を提出すればOKです。
校費で支払いする場合は，経費負担担当者（指導教員）の押印が
必要になります。
【Webからの文献複写・現物貸借依頼システム利用申請書】
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/web_ill_form.pdf
提出先：教務課 情報サービス係（あるいは図書館カウンター）

申請書
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「申請書」を提出すると，マイライブラリの操作メニューに「文献の複写」「図書の借用」の項目が表示さ
れて，Webから依頼できるようになります。
論文検索データベースや電子ジャーナルサイトからも TUT Journal Linker を経由して複写依頼が
できます。シボレス認証にログインするとマイライブラリの文献複写依頼画面になります。
Webからの依頼だと，研究室にいながら依頼ができて便利です。
① 各データベースから
【Webからの文献複写依頼 例】
SciVerse Scopus 検索結果

TUT Journal Linker へリンク
② 電子ジャーナルが利用でき
ないことを確認して

下のようなボタンから
TUT Journal Linkerへリンク

「依頼内容の確認」クリック
「Order Article」クリック
③ OPAC画面に移行
冊子の所蔵がないことを確認
「複写を依頼」 クリック
④ シボレス認証画面に移行
情報メディアセンターの
ユーザ名・パスワードでログイン
⑤ マイライブラリ画面に移行
複写依頼画面に文献名などが
セットされているので追加依頼
事項（電子複写 / モノクロ など)
を確認・入力して送信
マイライブラリ画面
申請書を提出すると表示されます

OPACを経由

【参考】

複写料金・複写物の受領などは 図書館ホームページやガイドシートを参照ください。
図書館HP＞依頼＞文献複写・現物貸借

http://www.lib.tut.ac.jp/irai/irai_ill.html

Library Guide Sheet No.7

http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet7.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
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ブクログサイト ＰＣ版 http://booklog.jp/users/tutlibrary

