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蒸し暑い日が続いています。
10月になり新学期も始まって，図書館にも来館者が増え
夏も図書館は節電に協力しています。身体にとって水分補給
てきました。読書の秋。ノーベル賞受賞者の発表も今週に
は 大 切 で す が ，館 内 での 飲 み もの は ，指 定 場 所 （ １ 階 ロビ ーと ガイ ド
なりました。
ブックコーナー横の席のみ）でお願いいたします。
さて，図書館では，紙版の書籍以外にも，インターネット

で利用可能な電子ブックを２年ほど前から順次購入し
ています。この秋からは，トライアルも含め利用できる電子ブックが大幅に
増える予定です。新規のデータベースの導入も準備中です。電子ジャー
ナルと同様，研究や学習にご活用頂きたいと思います。

電子ブックトライアルについてのお知らせ
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・ 男女共同参画コーナーの図書
が新しくなりました
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１１月から利用開始予定
SciFinder
Springer Materials
・

ebrary, 化学書資料館, Japan Knowledge +N の電子ブッ
クデータベースのフリートライアルを行います。
期間中利用が多かった電子ブックについては，購入の検討を行
いますので，どうぞこの機会にお試しください。
また，この電子ブックを購入してほしいなどのご意見・ご要望も
図 書 館H Pの

やメールなどで是非お

寄せください。

【ebrary (洋書電子ブック) 】
ebrary Academiｃ Complete with DASH! は世界有数の出版
社から出版された電子ブックを収集し，一つのプラットフォームで
検索・閲覧できるようにした電子ブックデータベースです。人文・
社会から工学・生命科学・医学まで全１６分野の84,000タイトル以
上の収録数があります。
【トライアル期間】 10月1日（火）～ 12月31日（火） ３ヶ月間
【接続先】
http://site.ebrary.com/lib/tut/
【タイトル一覧】 http://librarytitles.ebrary.com/home.action
CUP, MIT press, John Wiley & Sons, OUP, Springer
Taylor & Frances など世界有数の出版社の電子ブックを収集

【簡易マニュアル】
http://www.lib.tut.ac.jp/search/ebrary_manual.pdf
オンラインヘルプ機能（日本語）あり

オンライン講習会お知らせ
SD / Scopus / Mendeley
EndNote basic / Impact Factor
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【化学書資料館 (和書電子ブック) トライアル】
化学書資料館 は国内で出版された化学書を統合的に検索し，閲覧できるサイトです。日本
化学会編集の「実験化学講座」「化学便覧 基礎編」「化学便覧 応用化学編」「標準化学用
語辞典」など，専門書・便覧・辞典のデータ147冊相当の情報が収録されています。
【トライアル期間】 10月15日（火）～ 11月14日（木）
【接続先・収録タイトル等詳細】 https://www.chem-reference.com/
【使い方】
https://www.chem-reference.com/guide/index.html

【Japan Knowledge +N (和書電子ブック) トライアル】
Japan Knowledge +N は百科事典・辞書・ニュース・学術サイトURL集などを集積した日本最
大の知識データベースです。「日本大百科全書」「日本国語大辞典」「情報・知識imidas」「現
代用語の基礎知識」「会社四季報」などの辞書類や「東洋文庫」「文庫クセジュ ベストセレ
クション」「新編 日本古典文学全集」「週刊エコノミスト」なども収録されています。
【トライアル期間】 10月15日（火）～ 11月14日（木）
【接続先】
http://www.jkn21.com
【収録タイトル】 http://www.jkn21.com/contents/intro/cont_top.html
【同時接続】
同時４アクセス

今後，Elsevier, Springer, Wileyの 電子ブックも利用可能になる予定です。
電子ジャーナル・データベースの公正な利用についてご留意頂き，ご利用ください。

研究図書の蔵書点検を予定しています (教職員向け)
研究室で所蔵している備品の研究図書（特別貸出図書）の蔵書点検を予定しています。
D棟改修工事により２つの期間に分けて実施します。
★D棟５・６階以外に居室を持つ教員の方とセンターおよび事務局は
【点検期間】平成25年11月1日（金）～12月6日（金）
【提出期限】平成25年12月6日（金）
★D棟５・６階に居室を持つ教員の方は
【点検期間】平成25年12月16日（月）～平成26年1月20日（月）
【提出期限】平成26年1月20日（月）
それぞれ該当する方には点検リストを送付しますので期限までにリストを返送してくださ
い。また後日，一部教員の方を対象に図書館職員による図書の保管状況確認を実施させて頂
きますのでご協力をお願いいたします。

トピックス Topics
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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。

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，「こころ」 「国際比較」 「持続可能な社会」 「人権」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。 図書館で購入して欲しい本がありましたら，購入希望のリクエストも
受け付けています。
【リスト】

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/PKG2013-B.pdf

【ブクログ】 カテゴリ：男女共同参画コーナー図書
http://booklog.jp/users/tutlibrary

新規データベース導入 11月から利用開始予定
11月1日から２種類のデータベース SciFinder（Academic) と Springer Materials の利用開
始を予定しています。利用についての詳細は，今後メール・図書館HPなどでお知らせします。
サイファ インダー

ア カデ ミック

【SciFinder (Academic)】
SciFinder (化学情報協会提供）は，は物質科学分野の情報を提供するデータベースです。
キーワードだけでなく構造式や反応式など多彩な情報より論文・特許情報，物質情報，反応
情報が検索できます。部分構造検索機能も付いています。
理学・工学・農学・薬学・医学など幅広い分野をカバーしており，多言語の10,000誌以上の
雑誌からの文献情報，60以上の特許発行機関からの特許情報を収録し，最新の物質情報を検索
するのにはとても有用なデータベースです。
利用には，ユーザー登録が必要です。大学発行のメールアドレスで登録してご利用ください。
11月1日からユーザー登録が可能となります。
【詳細】
http://www.jaici.or.jp/sci/SCIFINDER/
【利用講習会】11月8日(金) 開催予定 （時間は後日お知らせ。）
シュプリンガー

マテリアルズ

【Springer Materials】
Springer Materialsは，物理・工学・化学分野における広範囲かつ体系的なファクト・デー
タ集であるランドルト・ベルンシュタイン，Inorganic Solid Phases(無機固相に関するデータ
ベース)，
Thermophysical Properties(熱物性に関するデータベース), Chemical Safety(化学
物質安全性データシート)の４つのデータベースで構成されています。材料の研究などに有用
なデータベースです。
【詳細】
http://www.springer.jp/database/springermaterials.php
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オンライン講習会のお知らせ
10月に各出版社において，インターネットで参加できるオンライン講習会が開催されます。
参加希望の方は，直接下記のぺージから各自お申し込みください。
また，過去に開催されたオンライン講習会の録音版も公開されています。
★エルゼビア社
【申込先】 http://japan.elsevier.com/trainingdesk/index.html 先着１００名
1. ScienceDirectオンライン講習会
「世界最大の電子ジャーナルScienceDirectを使いこなそう」
・10月 9日（水）14:00～14:45
・10月10日（木）16:00～16:45
・10月11日（金）10:00～10:45 （各回，内容は同じです。）
2. Scopusオンライン講習会
「英語文献検索：引用文献データベースScopusの威力を実感しよう」
・10月 9日（水）16:00～16:45
・10月10日（木）10:00～10:45
・10月11日（金）14:00～14:45 （各回，内容は同じです。）
3. Mendeleyオンライン講習会
「無料の文献管理ツールMendeleyの多彩な機能を使ってみよう」
・10月 9日（水）10:00～10:45
・10月10日（木）14:00～14:45
・10月11日（金）16:00～16:45 （各回，内容は同じです。）
★トムソン・ロイター社
【申込先】 http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/endnote/training/
1. はじめての文献管理 EndNote basic
・10月11日（金） 16:00～16:40
2. Impact Factor の質問にお答えします
・10月11日（金） 17:00～17:40
※Web of Science は 本学では契約していません。
利用可能なのは JCR と EndNote basicです。

今回は 知って得する利用ガイド をお休みします
※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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