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 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 

  初夏の日差しが強くなってきました。5月の連休もあっという間に過ぎ,後

半です。4月から始まったガイダンスや利用講習会への多数の参加，ありが

とうございます。各出版社のデータベースなどのパンフレット・利用

ガイドなどは図書館 の玄関横の棚にも置いてあります。ご自由に

お持ちください。 5月25日までガイダンスは続きます。お時間のあ

る方は是非ご参加ください。  
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RSC電子ジャーナルトライアル 7月末まで 

2015.5月号 

 Royal Society of Chemistry (RSC) 電子ジャーナル 

のフリートライアルを5月1日に開始しました。 この機会にご利用くださ

い。RSC発行の雑誌51タイトルの電子ジャーナル全文が利用できま

す。 

  【トライアル期間】2015年5月1日～7月31日（3か月間） 

   【接続先】 http://www.rsc.org/Publishing/Journals/ 

    【利用可能タイトルリスト】 

    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/RSC_2015_EJ.pdf 

   全文提供範囲：概ね2008年～現在 雑誌により異なります。 

 一般図書ピックアップ本 展示中 

 １階新着図書コーナー横の書架で，普段は３階に配架している一般図

書の中から本屋大賞受賞の小説など，図書館に所蔵している専門書以

外の本をピックアップして展示しています。研究の合間などにリフレッ

シュしてみませんか。貸出も可能です。    

 「サラバ！」上・下 西加奈子著  

 「土漠の花」 月村了衛著 

  「英語で聞く世界を変えた女性のことば : 日英対訳 」   

  ニーナ・ウェグナー著   （マララ・ユスフザイ，アウンサンスーチー他 

  女性６名のスピーチを収録）  

 「天気と気象１００」 饒村曜著     ほか  
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文献情報ガイダンス・利用講習会 開催中  

  研究・学習活動に活用いただくため，文献情報ガイダンスを実施中です。一人でもグループでも参加可

能です。５月後半には，SpringerLink, JDreamⅢの利用講習会を実施します。 

  利用講習会は，各社専門トレーナーに直接質問等ができる良い機会です。是非ご参加ください。 

 なお，実施された講習会の資料は順次図書館ホームページにアップしますのでそちらもご利用ください。 

  【図書館職員による文献情報ガイダンス】 

  ★CiNiiコース     

      5月19日(火),22日（金）14:40-15:30 

   ・CiNii(サイニー)検索を中心に説明を行います。 Mendeleyアカウントを事前に取得してきてください。   

  ★OPAC＋記事検コース   

     5月18日（月）,20日（水） 14：40-15：30 

   ・所蔵資料(本・電子ブック)の探し方や日経BP記事検索サービスアカデミック版の使い方の説明を 

    行います。 

 【専門トレーナーによる利用講習会】 

    ★SpringerLINK  5月21日(木) 14:40-15:40     Springer社発行電子ジャーナルおよび電子ブックのDB 

    ★JDreamⅢ       5月25日(月) 14:40-15:40   Abstractが日本語で読める論文検索DB 

  【予約・お問い合わせ先】  

    図書館カウンター または 情報・図書室情報サービス係 まで 

   参加申込書 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/15guidance_all.pdf 

   【開催場所】 情報メディア基盤センター１階 第２端末室 

  【講習会資料について】 

      図書館HP＞ガイド＞利用ガイド のページにアップします 

           http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html 

予約期限を過ぎても 

空席があれば 

当日参加も可能です！ 

一度お問い合わせください。 

 Springer関連OA誌のAPC割引について 追加 

  2015年1年間に限り，SpringerLINKおよびScience電子ジャーナルを契約している機関（本学も対象）に

所属している論文著者に対して，次のOpen Access誌のAPC (Article Processing Charge 論文処理 

費用）が割引になります。このたび Chemistry Central もこのキャンペーン対象に追加されました。 

【割引対象】 

 ■ Springer Open http://www.springeropen.com/ 

   BioMed Central http://www.biomedcentral.com/ 

   Chemistry Central  http://www.chemistrycentral.com/   追加 

   ・対象誌のリスト http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/APClist.xlsx 

   ・APCクーポンコードの利用方法 http://bit.ly/1vD746E 

      ・Editorial Manager 経由でのAPCクーポン利用方法 http://bit.ly/1HnNr97 

   ・クーポンコードを入力すると10％割引されます。 利用方法を参照。 

  ■ Science Advances (2015年2月創刊) 1誌 http://scienceadvances.org/ 

   ・機関購読Number を入力することで割引されます。 

  ※クーポンコード・機関購読Numberは, 情報管理係 (内線６５６２）までお問い合わせください。 

http://www.mendeley.com/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/15guidance_all.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html
http://www.springeropen.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.chemistrycentral.com/
http://www.chemistrycentral.com/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/APClist.xlsx
http://bit.ly/1vD746E
http://bit.ly/1HnNr97
http://scienceadvances.org/
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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。 

SpringerMaterialsに MSI Eureka データベース追加 

          【URL】  http://materials.springer.com/ 
 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

インのデータベースSpringerMaterialsに，新しく 「MSI Eureka（エムエスアイ ユーレカ）」データ

ベースが追加されました。MSI Eurekaは，世界的な材料科学コミュニティ，MSITネットワークによって編

集された二元素系・三元素系に関する4,000の評価書（Evaluation Report)の包括的なコレクションで

す。 検索結果にMSI Eurekaのドキュメントがヒットした場合，検索結果一覧の左の「Data Source」に

「MSI Eureka」とそのヒット数が表示されます。 

 

 その他，データベースの詳細 やマニュアル（クイックユーザガイド）は次のページをご覧ください。 

   【詳細・マニュアル】 http://www.springer.jp/database/springermaterials.php 

   【Springer Japan YouTube サイト】  

               https://www.youtube.com/user/SpringerJapanVideos/featured 

                                 SpringerMaterials 新プラットフォームの紹介 や 

                                 検索事例が動画でご覧頂けます。 

 化学情報データベース SciFinderのインターネット講習会が，開催されます。  

 図書館主催の利用講習会は4月21日に終了しましたが，こちらに参加できなかった方は，是非インター 

ネット講習会をご利用ください。過去のセミナーの内容についても，e-Learningのページでご覧頂けます。 

  【スケジュールページ】 http://www.jaici.or.jp/webex/e-seminar.html 

    ① 5月20日 (水) 11:00～11:20 ・SciFinder で簡単！文献中の物質確認法 

    ② 7月15日 (水) 11:00～11:20 ・SciFinder でわかる！物性・規制情報 

   【e-Learning(ビデオ教材)】http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/elearning/index.html 
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SciFinder インターネットセミナーのお知らせ  

   ※ SciFinderのご利用上の注意     

     ・利用にはユーザー登録が必要です。 

     ・SciFinderのID を取得できるのは，1ユーザーあたり1つだけです。大学院進学等でメールアドレスに 

      変更があった場合は，新しいIDを取得するのではなく，下記資料を参考に登録メールアドレスを変更 

      してください。   http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_pwchg.pdf 

       また，２年間利用がないとID削除（利用凍結）の連絡がきます。ご注意ください。 そのほかマニュアル 

      などは下記の学内専用ページをご覧ください。 

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

 

  ※ 授業利用について 

     ・SciFinderは同時アクセス無制限ですので，授業利用も可能です。 実習形式での授業で SciFinder  

      をご利用の場合には，アクセスが集中し， レスポンスの低下や，一時的にアクセス制限が起こる 

      可能性があります。 事前にご利用の予定日をお知らせいただければサーバーに余裕を持たせるなど 

      の対応を化学情報協会で対応して頂けます。情報管理係まで御連絡ください。   

http://materials.springer.com/
http://www.springer.jp/database/springermaterials.php
https://www.youtube.com/user/SpringerJapanVideos/featured
http://www.jaici.or.jp/webex/e-seminar.html
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/elearning/index.html
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_pwchg.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinder_reg.html


   ※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 教務課情報・図書室 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 

機関リポジトリサイト https://repo.lib.tut.ac.jp 

   ブクログサイト  ＰＣ版 http://booklog.jp/users/tutlibrary 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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。 
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PubMed から リンクリゾルバ TUT Link(SFX)へ 

 2015年3月号でGoogle ScholarからTUTLinkを利用する方法を記載しましたが，今回はPubMedか

らTUT Link(SFX)へリンクする方法をお知らせします。 

 リンクリゾルバ TUT Link（SFX)は データベース等で発見した文献の入手方法・入手場所を適切に 

ナビゲートするツールです。TUT Link（SFX)へのリンク を表示させると，本学で電子ジャーナルが利用で

きるか，また冊子所蔵がないか 確認ができたり，所蔵がない時にWebから複写依頼をする画面へのリン

クがありますので便利です。  

   PubMedで TUT Link(SFX)を利用するには，通常のURL(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)で

はなく，次の本学専用のURL からPubMedへ接続してください。 そうすると，検索結果の詳細画面に 

TUT Link（SFX)へのボタンが表示されます。  

     【専用URL】http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?otool=ijptuotlib 

 

 TUT Link(SFX)

へのリンクボタン

表示 

TUT Link(SFX)中間窓画面 

PubMed 詳細画面 

TUT Link(SFX)  

①電子ジャーナル利用可否 

②大学図書館OPACへのリンク 

(所蔵の有無の確認) 

③複写依頼画面へのリンク 

※PubMed (パブメド）： NLM(米国立医学図書館)が提供する無料の医学文献情報検索データベース 

  （参考)「図解PubMedの使い方」第6版    日本医学図書館協会 2013.11         【所在】図・３F開架 490.7||IW  
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