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昼近くになると，図書館の玄関付近はコーヒーの芳しい香りに包まれ
ます。１１月９日より，図書館カフェが再開しました。
ホットコーヒーの他に，カフェ・ラテ，ココアなども順次提供
します。どうぞご利用ください。
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図書館所蔵図書のうち不用となった図書約800冊の売り払い及び
無償配布を，次のとおり予定しています。
★ 売り払い —対象 本学学生（学部生・大学院生・研究生）—
【実施日時】 平成27年11月30日（月）～12月1日（火）
【価格】

100円/冊（消費税込み)

【場所】

図書館２階グループ研究室

冊数制限なし

【配布方法】
・グループ研究室内に展示してある図書から，各自
欲しい図書を選び，担当職員に学生証を提示して，その場で
冊数分の代金をお支払いください。
・当日お支払い頂きますのでお釣りのないようにお願いします。
・お持ち帰り用のマイバッグもお持ちください。
—対象 本学教員—

【実施日時】 平成27年12月7日（月）～12月8日（火）
各日 9:30～16:00 (12:00～13:00を除く)
【場所】
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・ 研究倫理に関する情報紹介
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知って得するガイド
・ CiNii 関連

各日 9：30～16:00

★ 無償配布

・ ScienceDirect IE８サポート終了
のお知らせ

図書館２階グループ研究室

・グループ研究室内に展示してある図書から，お選びいただき
お持ち帰りください。

系推薦図書が入りました
先月10月22日号でお知らせしました，学生の方に読んで
欲しい図書として先生方に推薦して頂いた「系推薦図書」の
受入手続きがほぼ終了しました。
現在１F新着図書コーナーに配架しています。
【資料の検索 (OPAC) 】 https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
高度な検索 - 系推薦図書 のページからリストが一覧できます。
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図書館改修アンケートを実施します

ら
11月26日か
ト案
レイアウ
模型展示

図書館の改修を検討しています。
現在の改修案では，学生の主体的な学修活動を支援するために，

参考図書スペースとなっている１階を一新し，ラーニングコモンズに対応するエリア（グルー
プ学習やプレゼンテーションの練習などに使用できるようなスペース）に変更，また，グロー
バル教育の支援や，女性研究者等を支援するエリアを設けています。
一方，２階・３階は静かに学習するエリアとして，雑誌や図書を配置し，一人用の席の増設
を予定しています。
11月26日(木)から，このような案に沿った１階から３階のレイアウト図面および，５系学生
の方に作成していただいた立体模型を１F閲覧室に展示する予定です。
また，同時に図書館改修に関するアンケートを実施します。アンケート用紙は，展示のとこ
ろに置いてありますので，実際にレイアウト案や立体模型をご覧いただいて御回答ください。

和雑誌定期講読の購入調査（教員・事務局対象）
平成28年度(2016年4月-2017年3月)に教員研究費および事務経費で定期講読される国内雑誌の購
入調査を行います。
現在購読されている教員や課には，購入誌のタイトルリストを含む調査用紙をお送りします。
回答を，12月18日（金）までに情報管理係宛に学内便で返送ください。
現在未購読の教員の方には，新規購入希望の方向けの電子メールをお送りします。
尚，一般書店で購入できるような国内雑誌は，年度の途中でも新規購入希望を受け付けています。

教員著作物

御寄贈のお願い

附属図書館では，1Fに教員著作物コーナーを設置し，本学教員の方に御寄贈いただいた著作物を
展示・貸出しています。図書を執筆あるいは出版された場合は，ぜひ図書館に御寄贈をお願いいた
します。
【OPAC所在】1F・教員著作物
【配架場所】http://www.lib.tut.ac.jp/map/1F-kyouin.gif
【今年度御寄贈いただいた図書】
『カタストロフからの哲学 : ジャン=ピエール・デュピュイをめぐって』
渡名喜庸哲, 森元庸介編著 以文社 , 2015.10

【総合教育院

中村大介講師（執筆者）】

『11th International Conference on Technology of Plasticity, ICTP 2014, 19-24 October 2014,
Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan

(Procedia engineering:Vol. 81)』
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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。

ScienceDirect IE8サポート終了のお知らせ
Microsoft社が2016年1月1日からInternet Explorer 8（IE8）のサポートを終了するのに合わせ，エル
ゼビアの各種オンライン製品は，IE8のサポートを終了します。各製品の対応状況は以下の通りです。
ScienceDirect ... 2016年1月1日からサポート終了
【FAQ 対応ブラウザについて】 http://jp.elsevier.com/online-tools/sciencedirect/users#faq
Scopus ... すでにサポートを終了
【FAQ 対応ブラウザについて】 http://jp.elsevier.com/online-tools/scopus/users#faq
サポート終了以降に各製品をご利用いただくためには，IE9以上または他のブラウザをご利用くださ
い。

研究倫理に関する情報紹介
研究倫理に関する書籍やＷｅｂサイトを紹介します。
【Webサイト】
★科学技術振興機構 研究倫理についてのサイト http://www.jst.go.jp/researchintegrity/ より
「研究倫理用教育映像 THE LAB」

http://lab.jst.go.jp/index.html

大学の研究室で行われた研究不正に関してさまざまな苦悩に直面する４人（研究代表者、外国人ポスドク、
大学院生、研究倫理担当者）のキャラクターを演じることができるバーチャル体験型の学習シミュレーション。

★Elsevier 若手研究者向けのキャリアサポート のページより
「出版倫理ファクトシート」 日本語版

http://jp.elsevier.com/early-career-researchers/home

English Ed. http://www.elsevier.com/ethics/toolkit
研究コミュニティでの論文出版倫理に関し、不正行為の種類や注意事項を説明したファクトシートの日本語
版。「研究捏造」「剽窃/盗用」「二重投稿」「サラミ式出版」「オーサーシップ」「利益相反」の全6種類。

★Wiley ワイリーサイエンスカフェのページ http://www.wiley.co.jp/blog/pse/?p=29489 より
「出版倫理の最良実践ガイドライン － 出版社の視点 第二版」 日本語版
http://www.wiley.co.jp/blog/pse/wp-content/uploads/2015/11/Wiley_Pub_Ethics_Guidelines_2e_JPN_v2_201511.pdf

English Ed. http://exchanges.wiley.com/ethicsguidelines
ジャーナルの編集者・論文の著者など さまざまな立場で学術出版に携わる人々が守るべき 出版倫理上の
行動規範をまとめた「ベストプラクティス・ガイドライン」

【図書】
『科学者の発表倫理』 山崎茂明著

こちらは学生向け
現在新着図書に配架中！

<3Ｆ・開架 407||YA>

『理系のための研究ルールガイド（ブルーバックス No.1920）』 坪田一男著 <3Ｆ・文庫新書 408||BL|| 1920>
『はじめての研究生活マニュアル』 西澤幹雄著

<3Ｆ・開架 407||NI>

そのほか、ブクログサイト 「レポート・論文・プレゼン」「就活・キャリア」のカテゴリの本棚で、論文の書き
方などの図書リストを掲載しています。参考にしてください。

Page 4

図書館からのお知らせ

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。

CiNii（サイニー）関連
★CiNii Dissertations 正式公開
CiNii Dissertations - 日本の博士論文をさがす が10月28日に正式公開になりました。
CiNii Dissertationsは，国内の大学および独立行政法人大学評価・学位授与機構が授与した博士
論文の情報を検索できるサービスです。国内の大学等学術機関のリポジトリにて公開されている博士
論文，国立国会図書館が所蔵する博士論文について一元的に検索することができます。
博士論文本文がデジタル化・公開されていれば，リンクをたどり本文まで表示できます。
本学の博士論文も検索でき，「豊橋技術科学大学学術機関リポジトリ」へリンクしています。
【接続先URL】 http://ci.nii.ac.jp/d/
【マニュアル】 https://support.nii.ac.jp/ja/cid/manual_outline

★CiNii モバイル対応
11月5日，CiNii Articles，CiNii Booksがモバイル対応になりまし
た。
【詳細】 https://support.nii.ac.jp/ja/news/cinii/20151105
これらの対応は，昨年度までの利用者アンケートをもとに改善され
たものです。

12月4日まで 国立情報学研究所が CiNii利用アンケートを
実施中です 【お知らせ】https://support.nii.ac.jp/ja/news/cinii
現在，12月4日までの期間，今後のサービス改善を目的として，CiNiiのサービスに関するアンケートが
実施されています。各回答に要する時間は，５分から１０分程度です。
CiNii Articles, CiNii Books, CiNii Dissertations を実際に利用して思っていることを，是非御回答く
ださい。
【CiNii Articlesのサービスに関するアンケート】 https://jp.surveymonkey.com/r/cia-enquete-2015
【CiNii Booksのサービスに関するアンケート】 https://jp.surveymonkey.com/r/cib-enquete-2015
【CiNii Dissertationsのサービスに関するアンケート】 https://jp.surveymonkey.com/r/cid-enquete-2015

※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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