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新年度が始まりました。御入学・進級おめでとうございます。
図書カフェも，学生のみなさんの新学期の始まりに合わせ
てお昼休みにオープンしています。赤いパラソルを目印に
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利用講習会開催 4/21-5/2３
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トピックス

お越しください 。

文献情報ガイダンス・利用講習会開催 4/21～5/23
利用者の方々の研究・学習活動に活用いただくため，次のとお
り文献情報ガイダンスを実施します。一人でもグループでも予
約可能です。 利用講習会は，各社専門トレーナーに直接質問等
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-英語学習にどうでしょう-
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知って得する利用ガイド
・ Springer 利用ガイド
動画もあります

4

ができる良い機会です。 是非ご参加ください。予約制の講習会
も，予約者が少ない場合は，当日の参加も可能です。
【図書館職員による文献情報ガイダンス】
★CiNiiコース

要予約

5月9日(月),１1日（水）,17日(金）,１９日(木)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
4月27日(水),5月10日（火） 14：40-15：10
・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】
★Scopus
4月21日(木) 13:10-14:10

要予約

Mendeleyアカウントを事前に取得してきてください
★SciFinder

4月22日（金） ①13:10-14:10 ②14:40-15:40

事前にユーザ登録してきてください ①②同内容
★ScienceDirect 5月1２日(木) 13:10-14:10
Mendeleyアカウントを事前に取得してきてください
★JDreamⅢ

5月23日(月) 14:40-15:40

【専門トレーナーによる利用講習会】
★Web of Science Core Collection
① 基礎編 4月2５日(月) 14:40-16:10

この講習会は
予約不要です

② 応用編 WOS+EndNote 4月26日（火）14:40-16:10
予約不要
開催場所：情報メディア基盤センター 第１端末室

4月23日は何の日？
「本の日」 ユネスコはこの日を世界図書・
著作権デー（「世界本の日」）と制定しまし
た。親しい人に本を贈る「サンジョルディの
日」・「こども読書の日」でもあります。
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【利用講習会の日程詳細（予約期限） および予約用紙】
4月1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/16guidance_all.pdf
【予約用紙 提出先】
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
【開催場所】 情報メディア基盤センター １階

（月・水）・・第２端末室 ， (火・木)・マルチメディア教室
Web of Science の講習会のみ １階 第1端末室

※ 予約申込期限や開催場所が 各コースで異なりますのでご注意ください。

トピックス 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。

電子ブック紹介 ｰ英語学習にどうでしょう３月号のお知らせでも一部紹介しましたが，Maruzen eBook Maruzen eBook Library 詳細ページ
Library の電子ブックを追加購入しました。英語学習にも
役立つ電子ブックもありますのでご紹介します。
すべて1冊の本につき同時1アクセスです。利用を終えた
本文は
ら，「閲覧終了」ボタンをクリックしてください。
閲覧ボタンから
学認システムなどを通じてログインすれば，自宅からでも
利用できます。 スマートフォンにも対応しています。
【タイトルリストとＵＲＬ】
「災害時の英語」 アスク出版 2014
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023832
「世界中で通じる理系研究者の英語」アスク出版 2014
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023833
「頂上制覇TOEICテストリーディングPart5&6究極の技術(テクニック) ―Book3― 本編」
他に，Part5&6 別冊問題編, Part7 本編，別冊問題編もあります
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015513
「TOEICテスト攻略トントンメソッド 金メダルコース ―英語の師匠オーガ& セインpresent―」
南雲堂 2014
他に，銀メダルコース 銅メダルコース もあります
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022886
「とっさのときに困らない英語の30秒スピーチ 」研究社 2010
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015509
「留学英会話ハンドブック ―Campus English A to Z―改訂版」研究社 2010
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015507
「理科系のためのかならず書ける英語論文 ―論文作成用ヘルプ&チェック・ シート付き―ベーシック版」
研究社 2008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023752
そのほか MacMillan Readers マクミランランゲージハウスの英語多読用図書 Level 1～6 123冊 もあります。
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000006667/wicket:pageMapName/wicket-0

【Maruzen eBook Library 利用案内】

https://elib.maruzen.co.jp/app/eguide/information.html
【学外からの利用】学認サービス，VPNサービス利用可能。個人IDを登録して利用することも可能。
参照：学外からの利用についてのページhttp://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html
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図書紹介 – 新入生おすすめ図書1F新着図書コーナーに,新生活を始めた学生さん向けの図書を展示配架しています。大学生になっ
て出会う問題，知っておくべきこと，一人暮らしをはじめた方へ料理や家事の本，さまざまな人による読書
についての本 など，どうぞご利用ください。
「大学生のための知的技法入門」 第2版 慶應義塾大学出版会, 2012.9
【請求記号】377.15||SA
「大学生になるってどういうこと? : 学習・生活・キャリア形成」
大月書店, 2014.4

【請求記号】377.9||UE

「大学生が狙われる50の危険」 青春出版社, 2014.2
【請求記号】377.9||MI
「大学生が出会う法律問題 : アルバイトから犯罪・事故まで役立つ基礎知識」
第３版 創成社, 2013.10 【請求記号】377.9||SH
「男子家事 : 料理・洗濯・掃除の新メソッド」 マガジンハウス, 2009.10
【請求記号】590||DA
「極ラクめし : カンタン!ズバウマ!自炊のススメ。」 グラフィック社, 2016.2
【請求記号】596||YA
そのほか，本学図書館ブクログサイト の カテゴリ「大学生活」でも このテーマの図書が一覧できます。
こちらからもご覧ください。
【ブクログサイト】 http://booklog.jp/users/tutlibrary
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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。

Springer 利用ガイド 動画もあります
今年度の利用講習会では開催していないSpringerのデータベースや電子ジャーナルの利用方法に
ついて，各種利用ガイドなどがWeb上で公開されていま
す。 YouTube の 動画もあります。 参考にしてください。

★SpringerLink

電子ジャーナル

・ SpringerLink クイックユーザーガイド

http://news.springer.com/re?l=D0In610taI6hr7fyjIo
・ SpringerLink チュートリアル 動画
http://news.springer.com/re?l=D0In610taI6hr7fyjIp
★Springer eBooks

電子ブック

・ Springer eBooksの使い方 利用目的編(大学向け)
http://news.springer.com/re?l=D0In610taI6hr7fyjIt
・ Springer eBooksの使い方 利用端末編
http://news.springer.com/re?l=D0In610taI6hr7fyjIu

1996年までと2013年,2015
年の「Lecture Notes on
Computer Science」 など
約7,300冊の電子ブック
が利用できます

★SpringerMaterials データベース
・ SpringerMaterials クイックユーザーガイド
http://news.springer.com/re?l=D0In610taI6hr7fyjIv
・ SpringerMaterials 検索事例 動画
http://news.springer.com/re?l=D0In610taI6hr7fyjIw

英語版はこちら

http://news.springer.com/re?l=D0In610taI6hr7fyjIz

・・・ その他， 図書館ホームページ＞ガイド＞利用ガイド
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html
のページにSpringer以外の今年度の利用講習会等で使用する資料を順次掲載する予定です。

※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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