発行日

図書館からのお知らせ

2020.12.04

豊橋技術科学大学附属図書館

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20201204.pdf
目次：

文献調査ガイダンス特集
11月30日から12月11日にかけて学部4年生向けに「文献調査」 講座が実施
されることに伴い，講座で提供している資料を公開します。研究や学修にご活
用ください。一部は学内利用限定と なっています。

図書館作成資料

文献調査ガイダンス特集
・ 図書館作成資料
その1 文献検索データベースを使って
調べてみよう
その2 学外から電子資料を使う
その3 文献を入手する
・ 各社データベース資料

その1 文献検索データベースを使って調べてみよう
【スライド資料 説明ノート付き】A4 20p ・・・（１）
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/dbguidance20_1.pdf
文献調査をするために本学で利用できるデータベース

＜文献検索データベース＞
Web of Science Core Collection
Scopus JDreamⅢ SciFindern

1

＜文献管理ソフト＞
EndＮｏｔｅ Basic

3
Ｍｅｎｄｅｌｅｙ

・図書ガイド

を紹介し, その概要を説明します 。

レポート・論文を書く
プレゼンテ-ション・学会発表

その2 学外から電子資料を使う
【スライド資料 説明ノート付き】A4 10p ・・・（２）
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/dbguidance20_2.pdf
自宅など学外からデータベースを使うにはどういう方法が
あるか， 説明します。
その3 文献を入手する
【スライド資料 説明ノート付き】A4 16p ・・・（３）
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/dbguidance20_3.pdf
本文が読みたい文献をどうやって入手するか，説明します。

◆データベース等利用上の注意◆
・契約データベースは学内者向けの
サービスです。 本学に所属していな
い方は利用できません。
・プログラムなどを使用した機械的な
検索や, 文献の大量自動ダウンロー
ドは禁止されています。
一人の違反で, 学内全体の利用が
ストップしますので, 違反は絶対にしな
いでください。 各人利用上の注意を
守ってご利用ください。

各社データベース資料 ＜文献検索データベース＞
まずは，スライド資料や検索ガイドを参考にして，各社お薦めの動画を視聴してみてください。そして，何はともあれ
実際に検索してみましょう。 どれを使ったら良いかは，研究室の先生方や先輩に尋ねてみるか，図書館作成資料
その1を参考にしてください。

★Web of Science Core Collection

1

世界中で出版される全分野の書誌情報が
検索可能 （文献情報は1993年以降）
インパクトファクター値もわ

【YouTube動画】
・本当にインパクトのある論文を読んでいますか？ （Web of Science初級編）
https://www.youtube.com/watch?v=2Le86icL_tU&t=2s
【参考】
・Web of Science活用メソッド・必須ガイド ページ
https://clarivate.jp/training/web-of-science/
「クイック・レファレンス・ガイド Web of Science(基本編) 」 (A4 8p pdf版)
https://clarivate.jp/wp-content/uploads/2019/04/QRC_WoS_JPN_2019_web.pdf
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★Scopus

世界中で出版される全分野の書誌情報が検索可能
収録されているすべての年代の情報が検索可能
著者プロファイルも充実

【YouTube動画】 Scopusウェビナー＜基本編＞
https://youtu.be/mQRQDDnTtZs
スライド資料
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/1027054/20200616_Scopus-Webinar-1.pdf
【YouTube動画】 Scopusウェビナー＜研究応用編＞
https://youtu.be/Ft4nWHQKlzU
スライド資料
https://www.elsevier.com/__data/assets/
pdf_file/0013/1025041/20200617_Scopus-Webinar_2.pdf

【参考】
・Scopusユーザー情報ページ 利用ガイドや動画へのリンクなど掲載
https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus/scopus_for_user
「Scopus クイックレファレンスガイド」（8p pdf版) ・・・（４）
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/1016179/Web_ScopusQRG2020April.pdf

★JDreamⅢ

科学技術医学分野の文献が検索可能
外国文献のタイトルと抄録に日本語訳付
日本語インターフェース

【Youtube動画】 ・JDreamⅢ利用講習会
（視聴可能期間：11／30～12／18）学内利用限定
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/jdream_2020.html （学内限定ページ）
動画は学内者視聴限定です。URLを公表しないようにご留意ください。
【参考】
・ご利用ガイド 各種カタログ（検索ガイド）掲載
https://jdream3.com/guide/
「JDreamⅢポケットガイド」（44p pdf版）・・・（５）
https://jdream3.com/guide/catalog/document/jd_pocket_guide.pdf
・JDreamの部屋 検索のはじめ方・検索テクニックなど掲載
https://jdream3.com/jd-room/

★SciFindern

論文や特許情報に加えて世界中の化学物質・
化学反応情報を網羅的に検索可能

【mp4動画】 ・SciFindern 基本操作
トピック検索 文献検索編・物質検索編・反応検索編 など
eラーニング（自習用教材） ページに掲載されています
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/elearning/index.html
【参考】
・技術資料 検索ガイド・動画など各種資料を掲載
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html
「SciFinder-n検索ガイド」（24p pdf版）・・・（６）
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn.pdf
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各社データベース資料 ＜文献管理ソフト＞
収集した文献を保管したり，論文投稿の際の文献リストを作成するのに，文献管理ソフトを利用すると大変
便利です。 本学ではWeb of Science を契約しているため EndNote Basic（オンライン版）が利用可能です。
またMendeley無料版も利用可能です。

★EndNote Basic
【Webセミナー】
・論文執筆の必須アイテム– EndNote Basicを使ってみよう！
2020年12月8日（火）14:00 ～ 14:40 参加希望の方は各自お申し込みください。
申込み・詳細
https://clarivate.jp/web-of-science-group-web-seminar-annual-schedule/
文献保存や共有の仕方，論文作成時に便利な機能などの説明です
【参考】
「EndNoteオンライン クイック・レファレンス・ガイド」 （8p pdf版)
https://clarivate.jp/wp-content/uploads/EndNote_Online_Quick_Reference_Guide.pdf

★Mendeley
【YouTube動画】
Mendeleyを使って文献情報の管理や引用文献リストを作成する
https://www.youtube.com/watch?v=yLOCSR24gfA
【参考】
・Mendeleyユーザー情報ページ
https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/mendeley/mendeley-guide
「Mendeley クイックレファレンスガイド」 (12p pdf版)・・・（７）
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0010/794692/mendeley_qrg_japanese.pdf

各データベースは，図書館のホームページ
http://www.lib.tut.ac.jp からご利用ください。

真ん中の水色の部分がデータベースです。主なものを
一覧しています。名称をクリックすると，各サイトへリンク
できるようにしています。
各データベースの概要については 青色のバーのとこ
ろの「検索」をプルダウン，「主なサイト」のページに記載

していますので参照してください。

【資料について】
図書館作成スライド資料（１）～（３）および各社の利用ガイド （４）～（７）はWebからダウンロード可能ですが,

研究室で印刷版が必要な場合は学内便でお送りします。
メールで, 必要な資料名・部数・送付先を 情報サービス係 service@office.tut.ac.jp

までお知らせください。
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図書ガイド レポート・論文を書く / プレゼンテ-ション・学会発表
論文を書いたり，発表する際に参考になる図書や電子ブックを紹介します。
「お役立ち資料ガイド」では，最近購入した図書からピックアップ してお薦めする図書を紹介しています。

「ブクログサイト」では，関連する図書をカテゴリ（テーマ）別の Web本棚に展示しています。
読みたい資料があったら，書影（表紙絵）をクリックしてください。
図書の場合は配架場所やOPAC所蔵検索サイトへのリンクを記載しているレビュー欄が表示されます。貸出
状況はOPACへのリンク URLをクリックしてご確認ください。
電子ブックの場合は，レピュー欄に記載しているリンクをクリックすると、各サイトへ接続して本文を読むことが

できます。

★ テーマ レポート・論文を書く
【お役立ち資料ガイド】(2p pdf版)
No.3 レポート・論文を書く 2020改訂版
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/bookguide3.pdf
【ブクログサイト】
カテゴリ：□図書 レポート・論文ライティング
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2526194&display=front

カテゴリ：■電子ブック レポート・論文ライティング
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099337&display=front

★ テーマ プレゼンテーション・学会発表
【お役立ち資料ガイド】 (2p pdf版)
No.4 プレゼンテーション・学会発表 2020改訂版
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/bookguide4.pdf
【ブクログサイト】
カテゴリ：□図書 プレゼンテーション
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2846006&display=front
カテゴリ：□図書 デザインいろいろ
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3132671&display=front
カテゴリ：■電子ブック プレゼンテーション
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3104948&display=front

※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 情報サービス係
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
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