
 平成２９年４月６日 

 

利 用 者 各 位 

 

                          附属図書館情報サービス係 

 

文献情報ガイダンスの開催について 

 

 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。 

 このガイダンスは，日程調整のためほとんど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：service@office.tut.ac.jp）までお願いします。 

 



 

 

 

 

 

お問い合わせ先・予約受付先 

附属図書館 教務課情報サービス係 

 TEL:0532-44-6564   service@office.tut.ac.jp 

図書館 1Ｆカウンターでも受付しています  

4月のスケジュール 

ScienceDirect (エルゼビア)予約〆切 4/17 

日時 4月 20日（木）13:10-14:20   

場所 マルチメディア教室（情報メディア基盤センター） 

内容 本学で一番利用される電子ジャーナルデータベース。個人

アカウントを作成して便利に使おう。 

SciFinder(化学情報協会)予約〆切 4/17 

日時 4月 21日（金）①13：10-14：20基礎編 

②14：40-15：50中級編 

場所 第 2端末室（情報メディア基盤センター） 

内容 物質化学分野の文献検索ではかかせないデータベース。

構造検索も可。今年度は中級者編も実施します。 

Scopus (エルゼビア) 予約〆切 4/24 

日時 4月 27日（木）13:10-14:20 

場所 マルチメディア教室（情報メディア基盤センター） 

内容 世界中の文献が検索できる引用・抄録付きデータ 

ベース。Mendeley へのエクスポートで文献管理しよう。 

文献情報 

ガイダンス
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5月のスケジュール 

Web of Science 予約不要  

RAC・附属図書館共催 

（クラリベイトアナリティクス） 

日時 5月 11日（木） 

① 13:00-14:30 基礎編 WOS解説 

② 14:40-16:10 応用編 WOS+JCR解説 

場所  図書館１階 コラボレーションエリア 

内容 世界中の高品質な文献が検索できる引用・抄録 

付きデータベース。ＪＣＲで雑誌のインパクトファク 

ターも調べてみよう。 

JDreamⅢ(㈱ジーサーチ)  

予約〆切 5/16 
日時  5月 19日（金）13:10-14:20 

場所  第 2端末室（情報メディア基盤センター） 

内容  国内および海外の文献が検索できる日本最大 

の科学技術文献情報データベース。 

海外文献にはタイトルや抄録の日本語訳が 

付いています。 

 

レポートや論文作成に必要な文献の検索・収集方法を

各データベースを使って実習形式で伝授します  

予約受付中！ 

TEL:0532-44-6564


平成29年度文献情報ガイダンス日程表

■日程表

コース コース

2017/4/17（月）

2017/4/18（火）

2017/4/19（水）

2017/4/20（木） 3限　13:10～　ScienceDirect ※１

2017/4/21（金） 3限　13:10～　SciFinder 第1回 ※２ 4限　14:40～　SciFinder 第2回 ※２

2017/4/24（月） 4/27のScopus予約期限

2017/4/25（火）

2017/4/26（水）

2017/4/27（木） 3限　13:10～　Scopus(+Mendeley)※１

2017/4/28（金）

2017/5/8（月）

2017/5/9（火）

2017/5/10（水）

2017/5/11（木） 3限　13:00～　Web of Science 第１回 4限　14:40～　Web of Science　第２回

2017/5/12（金）

2017/5/15（月）

2017/5/16（火） 5/19のJＤreamⅢの予約期限

2017/5/17（水）

2017/5/18（木）

2017/5/19（金） 3限　13:10～　JDreamⅢ

　所要時間：　Web of Scienceは90分コース、それ以外は70分コースです。

■ガイダンス内容　

　各データベースの概要および検索方法を実習形式で実施します。また，検索した文献の入手方法を説明します。

【ScienceDirect】

【SciFinder】 キーワードに加え，構造検索，特許検索が可能な物質化学分野の文献検索データベース

　第１回：基本的な検索の基礎編，　第２回：構造検索，反応検索を含む中級編　を開催

【Scopus】 被引用回数がわかる国内外の論文検索データベース　文献管理ソフトMendeley利用方法

【Web of Science】世界中の高品質な文献が検索できる引用・抄録付きデータベース　

　第２回：雑誌のインパクトファクター値検索可能なJournal Citation Rrsearchも解説

【JDreamⅢ】 国内外の科学技術文献情報検索データベース　日本語で抄録が読めます

■開催場所

■申込方法 ・「文献情報ガイダンス申込書」を図書館情報サービス係に提出してください。

　　コースによって予約期限が異なります。

■注意事項 ・資料はガイダンス当日に配布します。

・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。

・予約後、キャンセルなどしたい場合は、必ずご連絡ください。

■ユーザー登録 ・SciFinderとMendeleyの利用には個人アカウントが必要です。ユーザー登録は簡単です。

　あらかじめユーザー登録してガイダンスに参加してください。

　★Scopus, ScienceDirect,参加希望の方

　※１　Mendeley ユーザー登録 　登録方法は下記掲載のユーザーページより　　　　　　　

　「クイックレファレンスガイド」を参照してください。　

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

　★SciFinder参加希望の方

　※２　SciFinderユーザー登録　登録方法は、下記図書館のホームページを参照してください。

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

　コースにより教室が異なります。（都合により開催場所を変更する場合があります。）

4/20のScienceDirect, 4/21のSciFinderの予約期限

・情報メディア基盤センター１階　マルチメディア教室・第2端末室ほか

・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。

本学で一番利用されているエルゼビア社の電子ジャーナルデータベース

http://jp.elsevier.com/online-tools/mendeley/users
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinder_reg.html


教務課情報サービス係宛

博士
修士
学部

教職員

氏　名　(代表者名）

内線

e-mail address

（大学発行）

希　望　コース 参加希望の人は○ 予約期限 お薦めの学年等 内容

ScienceDirect

(4/20 木　13:10-14:20 )  註１
4月17日(月） B4以上

本学で一番利用されている

電子ジャーナル　文献検索

SciFinder　基礎編

　(4/21 金 13:10-14:20）　註２
4月17日(月） B4以上

物質化学分野の文献検索

基本的な文献検索方法

SciFinder　中級編

　(4/21 金 14:40-15:50）　註２
4月17日(月）

B4以上　構造検索・

反応検索をされる方

物質化学分野の文献検索

構造検索・反応検索の方法

Scopus(+Mendeley)

(4/27 木 13:10-14:20)　註１
4月24日(月） B4以上

国内外の文献情報を広く検索

文献管理ソフトMendeleyへエ

クスポート

Web of Science Core Collection

(5/11 木　①13:00-14:30,

②14:40-16:10)

B4以上
国内外の論文の検索

被引用回数調査に利用可能

②はＪＣＲ解説も

JDreamⅢ

(5/19 金 13:10-14:20)
5月16日(火） B4以上

国内外の科学技術文献検索　英

語の抄録の和訳付き

学　年 学籍番号

　　合計　　　　　　名　参加

氏名

　　　ユーザ登録方法は、こちらの図書館ホームページ

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

　　　ユーザー登録方法は、Mendeley ユーザーページ

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

　　　に掲載されている「クイックリファレンスガイド」を参照してください。

　　　に掲載していますので参照してください。

予約不要

　また申込後にキャンセルなどされる場合には，情報サービス係（内線６５６４）まで必ずご連絡願います。

年　　

申込日　　平成29年　　月　　日

所属系及び学年

（該当身分に○をつけてください）

＊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。

文献情報ガイダンス等申込書

連　絡　先

註１：参加前にMendeleyユーザー登録をして、個人アカウントを取得してください。

註２：参加前にSciFinderユーザー登録をして個人アカウントを取得してください。

           系
研究室

（指導教員名                             ）

　　　　　　　　　　　　　@      　　      　　　　  .tut.ac.jp

あるいは　携帯　　　　　　－　　　　　　　－

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。）


