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 5月も後半となり，初夏の日差しになってきました。 図書館玄関横の柱

にも, つばめが巣作りを始めています。巣立ちまでしばらくの間，見守って

ください。 さて，4月に始まりました図書館の各ガイダンスも

終盤です。多数の御参加，どうもありがとうございました。  

追加情報などをこのお知らせでお送りします。 
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図書館利用ガイダンス（追加）5/25,26  

2016.5月号 

 4月中旬に新入生及び編入生，教職員の方を対象に図書館利用

ガイダンスを行いましたが，諸般の事情によりガイダンスを受けるこ

とができなかった未受講者を対象に，追加のガイダンスを下記の日

程で行います。 

 なお，受講されない場合はパスワードが有効にならないため，特

別開館（無人開館）の利用ができません。特別開館時の利用を希

望される方は，下記のいずれかの回で，必ず受講してください。 

  【実施集合場所】  附属図書館１階ロビー 

   【開催日時】     ５月２５日（水）  ９：２０～ 

               ５月２５日（水） １３：１０～ 

               ５月２５日（水） １４：４０～ 

               ５月２６日（木）  ９：２０～ 

               ５月２６日（木） １４：４０～ 

                       ５月２６日（木） １６：２０～ 

   【所要時間】  約30分（時間厳守のこと。途中からの参加不可） 

 これまで未受講の方も参加できます。予約は要りません。時間まで

に職員証・学生証をお持ちの上，お集まりください。 

 4月から5月にかけて実施しました文献情報ガイダンスで配布しまし

た資料を図書館ホームページにアップしました。 

  【利用ガイドのページ】 

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

 また，ScienceDirect, Scopus, Mendeleyのクイックレファレンスガイ

ド，JDreamⅢポケットガイドなど，各出版社のパンフレット類は図書館

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。 

 SciFinder検索ガイドを入手希望の方は，図書館カウンターへお申し

出ください。 

文献情報ガイダンスの資料について 

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

   附属図書館は今年度改修工事を実施します。 

   9月より現在の建物は本格的な改修工事に入り，2017年3月に改修が完成，再オープンを予定しています。 

 改修工事期間中はA棟312に仮図書室を設置し，図書館の運営を行います。 

  【改修後のイメージ図】  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 
 

図書館改修について  
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  一般図書の貸出の他に，DVDなどの視聴覚資料の貸出も行っています。 

 著作権処理済みのDVD（ケースに緑色シール●）は館外貸出可能ですので，ご自宅でご覧いただけ  

ます。 館外貸出できないDVD（ケースに赤色のシール●）は，視聴覚室か，DVDプレーヤーを カウンター

で借りて館内でご覧ください。 字幕のあるものは，英語の語学学習としてもご利用いただけます。 

   今回新規に次のDVDを購入しましたのでご利用ください。 

   （授業利用の場合はカウンターにお申し出ください。）  

  【貸出期間】 一人 3点 3日間   

  【新規DVD】  

     「古代テクノロジーを解明せよ」 BBC製作 全５巻  

      考古学・建築学・彫刻家各界の専門家が集結し，古代の優れたテクノロジーを実際に再現する画期的な番組。 

     「ストーリー オブ イングリッシュ」  BBC製作 全９巻  

       アメリカ，イギリス，アイルランド，カナダ，オーストラリア，インド，アフリカ，カリブ海，パプアニューギニア，シンガポール 

       と5大陸にロケし，肉声を採録し，英語を使う人びとの生活をカメラにおさめ，生きた英語の現状を映像化したもので 

       ある。 （内容紹介は 丸善出版 Webサイトhttp://pub.maruzen.co.jp/videosoft/bbc/search/html/1601102.html 

          http://pub.maruzen.co.jp/videosoft/bbc/search/html/1601048.html より 参照2016/05/23  ）         

  そのほか，ドキュメントや映画 など    

     「３．１１ 東日本大震災 激震と大津波の記録」 「ハッブル宇宙望遠鏡」 

     「小さな世界はワンダーランド 」  「本格工場見学 ANA機体メンテナンスセンター」 

     「イミテーション・ゲーム」 「永遠の０」 「うまれる」 「ロスト・イン・マンハッタン」 「シャドウハンター」 

     「インターステラー」 「マイ・インターン」 「ベイマックス」 「思い出のマーニー」  

     「博士と彼女のセオリー」 「ソロモンの偽証」 「ロード オブ ザ リング 王の帰還」  
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新着DVD紹介     

 エルゼビア社 オンライン講習会（録音版）御案内  

 本学でも，エルゼビア認定講師の方をお迎えして，電子ジャーナルScienceDirectおよび 文献検索

データベースScopusの利用講習会を行いましたが，エルゼビア社ではインターネットを用いたオンライン

講習会も実施しています。また，その模様を納めた録音版やスライド資料を公開しています。残念ながら

本学の講習会に参加できなかった方，Mendeley について詳しく知りたい方など，次のサイトでご覧いただ

けますので，ご活用ください。 

 ★Scopusオンライン講習会    録音版 36分 

   【URL】 http://jp.elsevier.com/online-tools/scopus/users#box-id-169558 

        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 

 ★ScienceDirectオンライン講習会     録音版 38分  

   【URL】 http://jp.elsevier.com/online-tools/sciencedirect/users#box-id-169554 

       世界最大の電子ジャーナルScienceDirectを使いこなそう 

 ★Mendeleyオンライン講習会    録音版 45分 

   【URL】 http://jp.elsevier.com/online-tools/mendeley/users#box-id-169610  

       無料の文献管理ツール Mendeley を使ってみよう  

http://pub.maruzen.co.jp/videosoft/bbc/search/html/1601102.html
http://pub.maruzen.co.jp/videosoft/bbc/search/html/1601048.html
http://jp.elsevier.com/online-tools/scopus/users#box-id-169558
http://jp.elsevier.com/online-tools/sciencedirect/users#box-id-169554
http://jp.elsevier.com/online-tools/mendeley/users#box-id-169610


   ※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６５６4 

   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.tutac.jp 

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

 文献情報ガイダンスでは，各種論文検索データベースなどを使って，各自のテーマに沿った文献

（論文)を探し出す方法をお伝えしました。 

 次の段階は，検索して入手した文献を読み，それらを根拠にして論文やレポートを作成するとい

う段階です。どうやって論文を作成したら良いか，手助けとなる図書を図書館では購入していま

す。「論文」「レポート」「ライティング」「卒論」といったキーワードで図書館のOPACを検索し

てみてください。  

 【図書館 資料の検索（OPAC）URL】https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ 

★図書では 

 ・「理系のための文章術入門 : 作文の初歩から,レポート,論文,プレゼン資料の書き方まで」 

    化学同人 2015.3   【請求記号】407||NI  

 ・「これから論文を書く若者のために 究極の大改訂版」 

    共立出版 2015.4    【請求記号】407||SA  

 ・「Judy先生の英語科学論文の書き方」 増補改訂版 

    講談社 2015.6 【請求記号】407|NO 

 ・「科学論文のミスコンダクト」  

    丸善出版 2015.5 【請求記号】407||YA  

 ・「アカデミックライティング入門 : 英語論文作成法 」第2版 

      慶応義塾大学出版会 2015.4【請求記号】836.5||YO  

★電子ブック 

 EBSCOhost eBook Collection (NetLibrary) サイトでは 

 ・「Science Research Writing : A Guide for Non-Native Speakers of English」 

        Imperial College Press, Distributed by World Scientific 2010 

 ・「Writing for Science and Engineering : Papers, Presentations and Reports」 

        2nd ed. Elsevier Science  2012  

 ・「Writing Scientific Research Articles : Strategy and Steps」John Wiley & Sons Inc.  2013  

  Maruzen eBook Library サイトでは  

 ・「学生・院生のためのレポート・論文作成マニュアル」 

        税務経理協会 2011  

 ・「学生による学生のためのダメレポート脱出法」 

      慶応義塾大学出版会 2014    

 などが利用できます。 

図書紹介 - 論文・レポート作成に役立つ本—  
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ブクログサイトのカテゴリ「レポート・

論文・プレゼン」でも 一覧できます 

請求記号 

 407 
  507 

    816.5  

    836.5   の書架に多いよ 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/
https://repo.lib.tut.ac.jp
http://booklog.jp/users/tutlibrary
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=340664
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=486065
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=568792
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006203
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017468
http://booklog.jp/users/tutlibrary?display=front&category_id=2526194&status=0&rank=0&sort=sort_desc

