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新規利用者のための図書館利用ガイダンスが始まり，春休み
中は静かだった図書館も賑わいを帯びてきました。 図書館も
リニューアルオープンして1年です。より多くの方に今年度もご活
用いただきたいと思います。 是非図書館へお越しください。

図書館配架 国内雑誌の変更について
図書館2F新着雑誌コーナーに配架する国内雑誌が一部変わりまし
た。 11月から12月にかけて実施した国内雑誌の利用調査の結果や
図書館利用者アンケート，費用負担系の意向をもとに変更になってい
ます。
【4月より新規購入】 ・日経ロボティクス
・Casabella カサベラ Japan
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日経BP記事検索サービスの購入中止について
日経BP社の雑誌記事などが検索閲覧できる「日経BP記事検索サー
ビス」 アカデミック版の利用を平成30年3月末日で終了しました。
日経BP社の雑誌のうち

「日経エレクトロニクス」「日経ものづくり」

「日経パソコン」 「日経ESG（日経エコロジーから誌名変遷）」「日経サ
イエンス」「日経ロボティクス（新規購入）は，図書館で雑誌（冊子版）を
購入しますので，そちらをご利用ください。

JDreamⅢ ログイン時の変更事項について
JDreamⅢログイン時，職種とお名前の入力が必須になりました。
本学の場合は，お名前のフィールドには，次の利用者コード一覧にあ
る各自の所属に該当する利用者コードをﾞ入力してください。
（例：1系→1100 2系→2200 3系→3300 4系→4400 5系→5500
総合教育院6600 ）

【利用者コード一覧】
http://www.lib.tut.ac.jp/search/db_index.html#jdream_code
【新機能と変更点の御案内】
http://jdream3.com/plan_2018/pdf/JDream3_plan2018.pdf
また，同時アクセス数が20から15に変更になりました。検索終了時は
画面を閉じるのではなく，ログアウトして終了するようにしてください。

2・3階図書館エリア休館日(毎月最初の木曜
午前)でも1階マルチプラザは利用できます
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大型プリンター(ポスター印刷用)ご利用の方へ
1階ワークステーションエリアに大型プリンターを設置しています。
利用には申請が必要ですので，利用を希望される方は「大型プリンター利用申請書」を情報管理係宛に
提出してください。(学内者のみ利用可)
利用申請は毎年度必要ですので，新年度４月以降利用予定の方は，再度利用申請書を提出してくださ
い。
【大型プリンター利用申請書】 word版 http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/ogata.docx
pdf版

http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/ogata.pdf

尚，24時間利用可能なため，1階ワークステーションエリアに入室する際，IDカード(学生証・教職員証)及
びパスワード入力が必要です。パスワードは，情報メディア基盤センターで発行する4ケタのパスワード(PIN
コード)です。 学生の方は図書館利用ガイダンスを受講した方のみパスワードが有効となっています。未受
講の方は，現在開催している図書館利用ガイダンスに参加してください。

トピックス Topics
図書館利用ガイダンス開催中 4/9～4/19
新規利用者の方向けの図書館利用ガイダンスを今週9日（月）から来週19日（木）にかけて開催していま
す。該当の方は，日程表をご覧いただき参加してください。
これまで未受講の方も受講できます。日程表を参照し，定員が設定されていない回（★以外の回）で参
加してください。
ワークステーションエリア利用予定の学生，大型プリンター利用予定の学生，時間外開館時間に図書館
２・３階を利用希望の学生・教職員の方は必ずご参加ください。
【日程表】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/guidance18.pdf

文献情報ガイダンス

参加予約受付中

利用者の方々の研究・学習活動に活用いただくため，次のとおり電子ジャーナル・文献検索データベース
の講習会を実施します。この文献情報ガイダンスは，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。すべての回で予約制としています。参加希望の方は予約用紙をご提出ください。
残席については情報サービス係へお問い合わせください。
【文献情報ガイダンスのお知らせ・予約用紙】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/18guidance_all.pdf
記入の上，情報サービス係へ送付（メール添付も可）あるいは，図書館１Ｆカウンターまでお持ちください。
一人でもグループでも予約可能です。
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【講習内容】
各専門講師によるデータベースの検索方法を実習形式で実施します。図書館からは文献の入手方法
と学外から使う方法も説明します。
★Scopus

4月26日(木) 14:50-16:00

[予約締切4/24]

開催場所： 情報メディア基盤センター 第１端末室
★SciFinder

4月27日（金）

[予約締切4/24]

①13:10-14:20 基礎編 初心者向け実習
②14:40-15:50 中級編 構造検索・反応検索を含む実習
開催場所：情報メディア基盤センター 第2端末室
★ScienceDirect

5月10日(木) 14:50-16:00

[予約締切5/8]

開催場所： 情報メディア基盤センター 第１端末室
★JDreamⅢ

5月17日(木) 14:50-16:00

[予約締切5/15]

開催場所： 情報メディア基盤センター 第2端末室
詳細は，文献情報ガイダンスのお知らせをご覧ください。

尚，今年度のWeb of Science の講習会はRAC主催で4月19日(木）14:40-16:10に実施予定
です。 A棟105教室で行われる講習会と同時に，今回はインターネットでライブ配信も行います。
こちらも是非ご参加ください。
今号のお知らせ「知って得する利用ガイド」に記載しています Web of Science サポートページ
に掲載されている各種ガイドもご参照ください。

企画展示：Welcome to 技科大Library
2階の企画展示用書架にて，「Welcome to 技科大Library」と題して企画展示を行っています。
図書館のどこにどんな図書が置いてあるか，簡単な地図付きで示していますので，参考にしてください。
新入生に役立つ図書も何冊か展示しています。

ブクログサイトでも「大学生活」に関する所蔵図書を一覧しています。
【ブクログサイト】 カテゴリ：大学生活
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2659400&display=front
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知って得する利用ガイド User Guide
Web of Science サポートページ
クラリベイト・アナリティクス社の文献情報検索データベースWeb

of Science

のサポート

ページが2017年12月にリューアルされていますので，ご案内します。簡易マニュアルやよくある
ご質問（FAQ）のページはこちらからご覧いただけます。
【サポートページ】https://clarivate.jp/training/web-of-science/
【Web of Science クイック・レファレンス・ガイド】2018年1月改訂 日本語

PDF版

https://clarivate.jp/wp-content/uploads/2018/02/wos_qrc_jp201801.pdf
【英語版 Quick Reference Guide】
https://clarivate.jp/wp-content/uploads/2018/02/WOS_QRG_CoreCollection_SAR_17.pdf
【Web of Science よくある質問集】
https://support.clarivate.com/WebOfScience/s/article/000009126?language=ja
収録ジャーナルリスト
ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
【JCR インパクトファクターの調べ方】 2017.10月版
https://clarivate.jp/wp-content/uploads/2017/10/impactfactor_qrc.pdf
尚，Web od Science Core Collection, InCites を本学契約中のため，EndNoteオンライン版
もご利用いただけます。
【EndNote オンライン

クリック・レファレンス・ガイド】

2017.10月版

https://clarivate.jp/wp-content/uploads/2017/10/enw_qrc_jp.pdf

※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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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 httpｓ://booklog.jp/users/tutlibrary

